
 

 

 Ⅲ．研究員に対する支給経費について 

研究員に支給される経費（費目・支給額）とその支給方法は、以下のとおりです。支給基準、

規則等に係る変更の交渉に振興会は応じることができません。 

なお、以下に指示されている書類の提出期限、連絡方法等が守られない場合、振興会は経費の

支給を拒否する場合があります。 

 

 

１．渡 航 費  

 ＜支給範囲＞ 

◇ 研究員に対する英文採用通知の送付先住所（採用通知記載の宛先）に最寄りの国際空港

から、日本の受入研究機関に最寄りの空港までの、最も経済的な経路による片道ずつの国

際航空券（往路・復路分）を支給します。（採用期間が 12 ヶ月の場合は往復国際航空券

を支給します。）ただし、採用通知発行日において日本に滞在している場合は、帰国時に

復路国際航空券のみ支給します。 

◇ 運賃元払(PTA)方式による航空券を支給するものとし、現金支給は行いません。下記の

＜支給方法＞に従わずに自ら購入するなどした航空券の代金を支払うことはできません

のでご注意ください。 

◇ 採用期間終了後、研究員が日本で就職する場合や、他のフェローシップを受けて日本に

滞在する場合等については、復路航空券を支給できません。 

 

 ＜支給方法＞ 

◇ 航空券の入手は、別添の「国際航空券手配に関する説明」に従って行ってください。航

空券は、研究員が指定された旅行代理店へ送付する「航空券申込書」(Air Ticket 

Application Form)に基づき、当該代理店より、研究員の来日並びに離日の約 3 週間前に、

最寄りの航空会社の支店等を通じ研究員本人に支給します。 

◇ 航空券受領後にフライトを変更する場合は、必ず指定された旅行代理店を通じて行って

ください。研究員自身で変更を行い、国内線運賃制度の変更等の理由により空港で差額を

直接請求された場合には自己負担となります。 

◇ 採用期間が 12 ヶ月の場合、支給する航空券は、最初の搭乗日から 1年間有効です。 

 

 

２．滞 在 費 

研究員が、日本国内において研究活動に従事するための日常生活に必要な費用に充てるための

経費として滞在費を支給します。 

 



 

＜支 給 額＞ 392,000 円（月額） 

◇ 総額は採用月数×392,000 円の額となります。ただし、採用期間を短縮する場合はこの

限りではありません。 

 

＜支給方法＞ 

◇ 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。

４月、７月または 10 月の前半（１日～15 日）に研究を開始する場合、第１回目の支給か

ら３ヶ月分をまとめて支給します。 

 

（例１）採用期間２４ヶ月 

来日（研究開始）２００４年 ４月 １日～ ４月１５日 

離日（研究終了）２００６年 ３月３１日～ ４月１４日 

 年月 支給額 

 2004 年 ４月 1,176,000 円 （４月～６月分）

  ７月 1,176,000 円 （７月～９月分）

  10 月 1,176,000 円 （10 月～12 月分）

 （略） （略） 

 2006 年 １月 1,176,000 円 （１月～３月分）

＊研究終了日が４月１日以降の場合も４月分の支給はありません。 

 

◇ 四半期の途中（４月、７月及び 10 月の前半を除く。）に研究を開始する場合、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、研究を終了する月も四半期の途中になる場合には、前の四半期ま

で３ヶ月分を支給します。 

 

（例２）採用期間２４ヶ月 

来日（研究開始）２００４年 ５月 １日～ ５月１５日 

離日（研究終了）２００６年 ４月３０日～ ５月１４日 

 年月 支給額 

 2004 年 ５月 392,000 円 （５月分） 

  ６月 392,000 円 （６月分） 

  ７月 1,176,000 円 （７月～９月分）

 （略） （略） 

 2006 年 １月 1,176,000 円 （１月～３月分）

  ４月 392,000 円 （４月分） 

 



 

◇ 月の後半（16 日～末日）に研究を開始する場合、その開始月の滞在費は半額（196,000

円）を支給します。また、研究を終了する月も半額を支給します。 

 

（例３）来日（研究開始）２００４年 ４月１６日～ ４月３０日 

離日（研究終了）２００６年 ４月１５日～ ４月２９日 

 年月 支給額 

 2004 年 ４月 196,000 円 （４月分） 

  ５月 392,000 円 （５月分） 

  ６月 392,000 円 （６月分） 

  ７月 1,176,000 円 （７月～９月分）

 （略） （略） 

 2006 年 １月 1,176,000 円 （１月～３月分）

  ４月 196,000 円 （４月分） 

 

 

◇ 第１回目の滞在費は、研究員等から提出される「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）」に基づいて支給します。詳しくは、9 ペー

ジの「来日直後の支給経費の受取」をご覧ください。 

 

◇ 第２回目以降の滞在費は、研究員から届出のあった銀行口座（研究員本人口座）に送金

されます。ただし、「採用期間開始届（様式２）」が提出されていない場合は支給でき

ません。 

送金日は、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）の火曜日または金曜日です。 

 

【研究員及び受入研究者へのお願い】 

口座に振り込まれた滞在費等の支給金の管理については、研究員が責任をもって行ってくだ

さい。特に、四半期ごと３ヶ月分の滞在費を支給する場合には高額になりますので、十分に注

意して常に計画的な使用を心がけてください。振興会は支給金の不足による前借りその他一切

の相談には応じられません。 

また、採用期間の短縮、長期の一時出国等がある場合には、振興会は滞在費の減額または支

給金の戻入を行います。煩雑な手続を避けるため、研究員の就職、国外出張等を予定している

場合には、速やかに振興会へ連絡するようご協力をお願いします。 

 



 

３．渡日一時金 

 研究員が本国から持ち込む荷物の輸送費、日本での研究開始及び宿舎での生活開始等にかかる

経費として最初の来日時に一時金を支給します。 

 

 ＜支 給 額＞ 200,000 円（定額） 

◇ 日本到着時に定額支給します。(ただし、採用通知発行日において日本に滞在している場

合は支給しません。) 

 

 ＜支給方法＞ 

◇ 初回分の滞在費の支給時に、併せて支給します。 

 

４．国内研究旅費 

 研究員が来日期間中に行う研究旅行等に必要な旅費として支給します。後に国内研究旅行につ

いての報告が必要になる場合がありますので、受入研究者は、行先、用務、旅行日、領収書等を

記録しておいてください。 

 

 ＜支 給 額＞ 58,500 円（年額） 

◇ 採用期間が 12 ヶ月以上 18 ヶ月未満の場合は 58,500 円、18 ヶ月以上の場合には合計

117,000 円の支給となります。 

なお、採用期間を短縮した場合は、その短縮期間に応じて本経費の戻入が求められます。 

 

 ＜支給方法＞ 

◇ 初回分の滞在費の支給時に併せて全額を支給します。 

 

 

５．保 険 料 

 振興会は、研究員の採用期間中、傷害・疾病に係る海外旅行傷害保険を付し、保険料を負担し

ます。 

 

 ＜保険でカバーされる範囲＞ 

  ◇保  険  金： 傷害治療費用         300 万円（限度額） 

傷害死亡・後遺傷害 3,000 万円（限度額）         

疾病治療費用          300 万円（限度額） 

疾 病 死 亡    300 万円（限度額） 

            救援者費用         200 万円（限度額） 

           賠償責任保険    3,000 万円（限度額） 

  ◇ 既往症、慢性疾患、歯科治療等は、上記保険の対象となりませんのでご注意ください。 

 



 

 ＜支給方法＞ 

◇ 保険加入の手続きは「採用期間開始届（様式 2）」の提出を受けて振興会が行います。 

◇ 保険料は、振興会が保険会社に直接支払います。 

◇ 保険金（治療費等）は、研究員から提出される請求書等に基づき、保険会社が研究員に

直接支払います。（保険会社に対する手続き等については、「海外旅行傷害保険に関する

説明書（A Guide to the Insurance Policy for JSPS Fellows）」に記載されています。） 

  なお、保険の対象及び保険金の請求にかかる詳細等については、別途指定された保険代

理店及び保険会社に直接お問い合わせください。 

 

６．支給済経費の振興会への戻入について 

 振興会は、研究員に対して、採用期間の短縮やその他の理由により、過分に経費を支給してい

たことが判明した場合は、その経費の戻入（返還）を要求します。その場合は振興会の口座に振

込送金してください。 

 戻入先は次のとおりです。 

 

【戻入先】 

 三井住友銀行東京公務部 普通預金 № ３００６６２９ 独立行政法人日本学術振興会 

 （振込依頼人は、必ず「研究員」名義（ID 番号を付すこと）としてください。） 

  

 また、戻入はなるべく帰国前に行ってください。帰国後の外国からの送金になりますと、高額

な手数料(2,500 円以上)がかかる場合があります。戻入にあたっての送金手数料等（海外送金手

数料、日本での振込手数料等）はすべて、研究員が負担することになります。 

＜外国からの送金にあたっての注意事項＞ 

・ 「外国送金依頼書」の「関係銀行手数料」欄は依頼人負担とすること。 

・ 「銀行間情報」欄に「PAY IN FULL」と記入すること。 

手数料の金額は送金を依頼する銀行にお問い合わせください。 

 


