
 

Ⅱ．研究員の来日に必要な手続きについて 
採用決定後の手続き等の要点及び手順は、次のとおりです。（［ ］内が主に手続きを行う対象

です。） 

 

１．送付書類 ［振興会］ 

(1) 研究員に対する送付書類 

① 英文採用通知（Award Letter） 

② 経費負担証明書（Certificate of Financial Support） 

③ 外国人特別研究員事業諸手続きの手引（本手引） 

④ 旅行代理店からの国際航空券手配に関する説明 

⑤ 保険会社からの海外旅行傷害保険に関する説明 

⑥ 日本学術振興会法抜粋（査証取得の際に有効） 

 

(2) 受入研究者及び受入研究機関への連絡 

a) 国内公募の場合 

受入研究機関及び受入研究者に対し、採用通知を送付します。 

b) 外国機関推薦の場合 

受入研究者の所属機関長に対し、候補者の受入を依頼します。（受入研究機関からの受

入回答があり次第、研究員として正式採用になります。） 

 

a)、b)いずれによる場合も、振興会は受入研究者に対し、次の書類を送付します。 

① 外国人特別研究員事業諸手続きの手引（本手引） 

② 英文採用通知（Award Letter）（写） 

③ 経費負担証明書（Certificate of Financial Support） 

④ 旅行代理店からの国際航空券手配に関する説明 

⑤ 保険会社からの海外旅行傷害保険に関する説明 

⑥ 日本学術振興会法抜粋（査証取得の際に有効） 

 

２．研究員の採用に対する諾否回答 ［研究員、受入研究者、受入研究機関］ 

 研究員は、振興会理事長からの英文採用通知を受領後、本手引をよく読み、待遇、条件等を理

解した上で来日時期の調整を受入研究者と行い、「Notice of Acceptance（様式 A）」に署名し、

受入研究者へ送付してください。 

 受入研究者は研究員から送付された「Notice of Acceptance」に必要事項を記入の上、署名し

て振興会に送付してください。なお、その際、受入研究機関の本事業事務担当者にも確認のため、

署名してもらうようお願いしてください。 

 この「Notice of Acceptance」は採用通知発行日から 60 日以内に振興会に提出してください。

採用通知の日付から 60 日を過ぎても何の連絡もない場合には、採用を取り消します。（なお、採

用通知発行日から 60 日以内に来日する場合は、必ず来日前に提出してください。） 



 

３．採用開始日の変更と連絡 ［研究員、受入研究者］ 

 採用開始日は、原則として「Notice of Acceptance」に記載された開始日の属する月（以下「開

始月」という。）内でなければなりません。しかし、やむを得ない事情により、開始月を変更せ

ざるを得ない場合は必ず、以下の手続きを行ってください。 

(1)  研究員はできるだけ速やかに受入研究者に、開始月を変更する旨を振興会に連絡してく

ださい。 

(2)  受入研究者は書面（様式自由）に変更後の開始予定日及び変更理由を記入の上、署名押

印して振興会に送付してください。なお、その際、受入研究機関の本事業事務担当者にも

確認のため、押印してもらうようお願いしてください。 

振興会の許可なく開始月を変更した場合は、採用が取り消されます。 
 

 

４．来日前に必要な手続き 

 

A) 査証（ビザ）の取得 ［研究員、受入研究者］ 

 研究員の入国に際しては、査証（ビザ）を所持していることが上陸申請のための要件となり

ます。研究員は、海外にある日本の大使館又は総領事館等であらかじめ査証を取得して来日し

てください。 

なお、長期間（3ヶ月を超える）にわたり日本で研究活動を行う外国人研究者の在留資格は、

「文化活動」、「研究」又は「教授」のいずれかが与えられます。振興会はいずれの資格でも

受入れますが、これらの資格は入国に際し最終的に入国管理局が決定するので、これに従わな

くてはいけません。家族を同伴する場合は、その家族には「家族滞在」の在留資格が与えられ

ます。 

査証の取得手続きに数ヶ月の日時を要する場合があります。十分な余裕をもって申請手続き

を行ってください。また、査証発給後、定められた期間内に入国しない場合、その査証が無効

となることもあります。十分な余裕をもって、申請手続きを行ってください。 

 査証の申請（同伴家族の分も含む）は、研究員自身が責任をもって行うべき手続きで、振興

会は一切の手続きを行いません。申請手続きの詳細については、必ず研究員が前もって現地の

最寄りの日本大使館又は総領事館等に問い合わせてください。 

 

＜参考＞査証取得に際しての書類については、現地の最寄りの日本大使館又は総領事館等に必ず

問い合わせて確認してください。概ね下記書類が求められます。 

① パスポート 

② 振興会発行の英文採用通知（写） 

③ 振興会発行の経費負担証明書（写） 

④ 申請時に振興会に提出した申請書様式 2「候補者調書」（写）又は研究員の経歴書 

⑤ 写真 2枚（45mm×45mm） 

⑥ 日本学術振興会法（抜粋） 

⑦ 在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility）：受入研究者が用意します。 

（ただし、在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、入国管理局に問い

合わせて確認してください。） 

 なお、英文採用通知及び経費負担証明書については、後々も使用することが考えられます

ので、提出にあたってはコピーを使用してください。（オリジナルも持参してください。） 



 

＊在留資格認定証明書が必要な場合は、受入研究者が、あらかじめ日本国での最寄りの法務

省地方入国管理局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、取得の上、研究員に送付

してください。なお、「在留資格認定証明書」の交付申請に必要な書類は全て受入研究者が

準備することになります。（Appendix Ｂ参照） 

 また、この場合、現地の日本大使館又は総領事館において「招へい保証書」（Letter of 

Guarantee）の提出を求められる場合があります。（「保証人」は、一般に受入研究者となり

ます。） 

 

B) 航空券の申込み ［研究員］ 

 研究員は、来日予定の 40 日前までに、「国際航空券手配に関する説明書」（Air Ticket 

Application Information）に添付されている「航空券申込書」（Air Ticket Application Form）

に必要事項を記載の上、別途指定された旅行代理店宛てに送付してください。この手続きを

行わないと、航空券の発券は行われません。なお、振興会が定める方法以外で航空券を入手

しても、振興会はその費用の負担はできませんのでご注意ください。 

 

C) 来日前の連絡 ［研究員、受入研究者］ 

 来日予定日の１ヶ月前になりましたら、研究員は「採用期間開始・初回金受領方法通知書

（様式１）」に来日日程、航空便名及び初回滞在費等の受領方法を記入し、受入研究者を通

じて振興会に連絡してください。受入研究者は、様式 1 が送られてきた場合は、遅滞なく振

興会まで提出してください。なお、様式 1 を提出するまでに航空券の予約を完了しておくこ

とが必要となります。 

 また、申請時に博士号学位取得見込みの研究員は、取得後速やかに又は研究開始前に必ず

博士号学位取得証明書を振興会に提出する必要があります。 

 

 

５．来日後に必要な手続き 

 

A) 来日直後の支給経費の受取 ［研究員、受入研究者］ 

来日直後に支給経費の受取りを希望する場合、「採用期間開始・初回金受領方法通知書（様

式１）」及び「銀行口座届（様式３）」を研究開始日の 1ヶ月以前に振興会へ提出された研

究員に対し、初回分として下記の経費が支給されます。その受領方法については来日前に様

式１で研究員から受入研究者を通じて振興会に通知することになっています。 

 

①滞在費 392,000 円（月額） 

②渡日一時金 200,000 円（採用通知発行日において日本に滞在している場合を除く。） 

③国内研究旅費  58,500 円（採用期間が 12 ヶ月以上 18 ヶ月未満の場合） 

        117,000 円（採用期間が 18 ヵ月以上の場合） 

 



 

【注意】 

滞在費は、原則として四半期ごとに 3ヶ月分（1,176,000 円）をまとめて支給します。 

ただし、四半期の途中に来日（研究開始）する場合、次の四半期までの間は１ヶ月ごとに

月額（392,000 円）を支給し、次の四半期から３ヶ月分をまとめて支給します。 

また、月の後半に来日する場合、その来日月の滞在費は半額を支給します。 

 詳しくは、Ⅲ.2.「滞在費」をご覧ください。 

 

B) 初回金の振込先について ［研究員、受入研究者］ 

初回金は、研究員本人の銀行口座または受入研究者の銀行口座から受け取れます。下記の

様式を速やかに提出してください。なお、振興会は現金による支給を行っておりませんので

ご了承ください。 

 

(1) 研究員本人の口座から受け取る場合 

来日後に開設した研究員本人の口座に振込を希望する場合、（様式１）及び（様式３）

を振興会に提出してください。振興会は、同様式により指定された口座に初回金を振り込

みます。なお、研究開始前から既に国内の口座を開設している場合は、その口座を指定し

てかまいません。 

(2) 受入研究者の口座から受け取る場合 

 振込先を受入研究者の口座に指定した（様式１）及び（様式３）を振興会に提出してく

ださい。２月目以降の滞在費は研究員本人の口座に振り込みますので、来日後すみやかに

研究員名義の口座を開設し、振込先を研究員の口座に指定した（様式３）を再提出してく

ださい。 

 

【注意】 

 研究員が来日後に本人名義の口座を開設するまでには少なくとも来日後２～３週間程度か

かります。また、様式１及び様式３により指定された口座への振込には振興会が同様式を受

け取ってから約２～３週間かかります。このため、研究員が来日直後の滞在に必要な現金を

持参していない場合には、あらかじめ受入研究者の銀行口座から初回金を受け取る方法をお

勧めします。 

 

C)「採用期間開始届（様式 2）」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

 

 受入研究者は、来日後 1週間以内に「採用期間開始届（様式 2）」を受入研究機関を通じて

振興会に提出してください。この「採用期間開始届」の提出がない場合、振興会は第 2 月目

以降の滞在費等を支給しません。 

また海外旅行傷害保険を付すこともできませんので、必ず提出してください。 

 

 



 

D)「銀行口座届（様式 3）」の提出［研究員］ 

 

 研究員が来日したら、すぐに銀行口座を開設してください。来日した月の翌月以降の滞在

費は、当該月直前の月末（四半期ごとの支給の場合は６月、９月、12 月及び３月の月末）に

研究員の銀行口座に送金しますので、銀行口座開設後すぐに、本手引の「銀行口座届（様式 3）」

を、研究員と連名で振興会にご提出ください。 

なお、その際、研究員の預金通帳の口座名義が記載されているページ（多くの場合、表紙

の裏側）のコピーを添付してください。（口座名義の確認のため必要になります。） 

 

E) 外国人登録 ［研究員］ 

 

 日本に 90 日以上滞在しようとする外国人は、｢外国人登録法｣により、来日後 90 日以内に

居住地の市区町村に登録することが義務づけられています。研究員は必ず、それぞれの市区

町村の担当課で外国人登録を行ってください。また、受入研究者はその旨研究員に指導して

ください。 

なお、登録の手続きの際、パスポートと写真 2枚が必要となります。登録後、通常 1～2週

間で｢外国人登録証明書｣が交付されます。なお、｢外国人登録証明書｣は常に携帯することが

義務付けられています。 

 

 

F) 国民健康保険の加入［研究員］ 

 

 1 年以上日本に滞在する外国人で、他の公的医療保険に加入していない者は、国民健康保険

に加入することが義務付けられています。（振興会は研究員に対し海外旅行傷害保険を付し

ますが、これとは別に国民健康保険に加入する必要があります。）この手続きは外国人登録

と同時に市区町村の担当窓口で行ってください。 

なお、この場合、受入研究者又はどなたか日本人の方（研究室の同僚、受入研究機関の事

務職員等）が同行されることをお勧めいたします。 

 

G) 研究費の申請について［受入研究者］ 

 

 研究員の受入研究者には研究費（「科学研究費補助金（特別研究員奨励費）」又は「外国

人特別研究員の受入れに係る試験研究費」）の申請資格が与えられます。詳細については 21

ページの「Ⅴ．研究費について」をご参照ください。 

 

H) 在留資格の更新について ［研究員、受入研究者］ 

 

 採用期間中に在留期間が終了する場合は、在留期間の更新の許可を受けて、在留期限を延



 

長する必要があります。在留期間の更新の申請は、通常、在留期間が満了する日の 1 ヶ月前

ごろから、最寄りの法務省入国管理局又はその出張所において受け付けていますので、研究

員は十分な余裕をもって申請を行うようにしてください。 

 

 また、研究員が入国管理局へ出頭するに際しては、受入研究者又はどなたか日本人の方（研

究室の同僚、受入研究機関の事務職員等）が同行されることをお勧めいたします。 

 

 なお、申請に必要な書類はすべて、研究員自身及び受入研究者が責任をもって行うべき手

続きで、振興会は一切の手続きを行いません。入国管理局に確認し、準備してください。 

 

 在留期間の更新が認められた場合、認められた日から 14 日以内に、それぞれ居住地の市区

町村の担当課に変更登録の申請をして、外国人登録証明書の記載の書換えを行ってください。 

 

＜参考＞在留期限の更新に際しての書類については、最寄りの入国管理局又はその出張所に問い

合わせて確認してください。概ね下記書類が求められます。 

① 振興会発行の英文採用通知（写） 

② 振興会発行の経費負担証明書（写） 

③ 振興会が滞在費等を送金している銀行口座の預金通帳 

④ 受入研究者による文書（採用期間、受入研究機関及び研究課題を明記したもの： 

（Appendix D）のサンプル参照） 

⑤ 本手引 

 

 なお、英文採用通知及び経費負担証明書については、後々も使用することが考えられます

ので、提出にあたってはコピーを使用してください。（オリジナルも持参してください。） 

 

I) 研究中間報告書 「研究員、受入研究者」 

 

 採用期間が 18 ヶ月以上の場合は、受入研究者は採用期間 12 ヶ月経過後 1ヶ月以内に、「研

究中間報告書（様式 7）」を、研究員の「研究中間報告書（Interim Research Report）（様

式 6）」と併せて必ず提出してください。研究中間報告書の提出がない場合は採用を中途で取

り消します。 

 

 

６．帰国前及び帰国後に必要な手続き 

 

A) 航空券の申込み ［研究員］ 

 研究員は帰国予定の 3 週間前までに、往路の航空券と同様の手続きで、別途指定された旅

行代理店に航空券の発券を依頼してください。旅行代理店は往路と同一の代理店となります。



 

（詳細については「国際航空券手配に関する説明書」を参照） 

    なお、採用期間終了日よりも前に帰国を予定している場合は、必ず事前に速やかに振興会に連絡

してください。（「採用期間の短縮」（１９ページ）を参照） 

 

B) 「採用期間終了（短縮）届（様式 11）」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

 受入研究者は、研究員の採用期間終了後 2 週間以内に、受入研究機関を通じて振興会に対

し「採用期間終了（短縮）届（様式 11）」を提出してください。 

 

C) 研究報告書 ［研究員、受入研究者］ 

 採用期間終了後 1 ヶ月以内に、受入研究者は「研究報告書（様式 9）」を、研究員の「研

究報告書（Research Report）（様式 8）」と併せて振興会にご提出ください。 

 研究員は本事業による研究成果を学会誌等で発表、公開する場合は、本事業による成果である

旨を明示してください。 

 


