日本学術振興会 特別研究員－ＣＰＤ（国際競争力強化研究員）遵守事項および諸手続の手引
令和３年度版における主な修正箇所（対前年度）
項目
Ⅰ-４

修正後

修正前

特別研究員-CPD の義務

特別研究員-CPD の義務

（1）研究専念義務

（1）研究専念義務

特別研究員-CPD は、採用期間中、申請書記載の研究

特別研究員-CPD は、出産・育児に係る採用中断及び

計画に基づき、研究に専念しなければなりません。こ

傷病を理由とする採用中断の扱いを受ける場合を除

のことは「特別研究員-CPD としての研究活動」以外の

き、採用期間中、申請書記載の研究計画に基づき、研

様々な活動を一律に制限するものではありません

究に専念しなければなりません。

（※）が、
「特別研究員-CPD としての研究活動」を自
らの主たる活動とし、その遂行に支障が生じることが
ないよう、採用期間中において自らの活動全体を適切
に管理してください。なお、本義務については、出
産・育児に係る採用中断又は傷病を理由とする採用中
断の扱いを受ける場合を除きます。
Ⅰ-１１

採用の取り消し

採用の取り消し

Ⅰ-2 遵守事項（1）～（6）のいずれかに違反、又は

Ⅰ-2 遵守事項（1）～（6）に違反、又は次に掲げる

次に掲げる①～⑧のいずれかに該当すると判断した場

①～⑧のいずれかに該当すると判断した場合には、特

合には、特別研究員-CPD の資格を喪失し採用期間を終

別研究員-CPD の採用を取り消すとともに、支給済みの

了するとともに資格喪失以後に支給した研究奨励金が

研究奨励金の返納を求める場合がある。

あれば返還を求めることがあります。
Ⅲ-２

採用後の各種様式の提出について

（新

規）

各種様式の提出方法は、本手引（46 ページ）の「提
出書類の一覧（提出方法及び提出時期）
」を確認して
ください。なお、国内受入研究機関を経由せずに特別
研究員-CPD 自身が提出する書類（一部除く）は、
【日
本学術振興会特別研究員（採用後）マイページ（以
下、
「学振マイページ※」という。
）
】で提出してくだ
さい。
学振マイページの ID は、特別研究員-CPD の年度受
付番号になります。また、パスワードについて、本会
に登録しているメールアドレスに発行の手続きに関す
る案内が届きますので、各自で手続きをおこなってく
ださい。
Ⅲ-９

主要渡航中の一時帰国について

主要渡航中の一時帰国について

（4）研究奨励金の課税について

（新

研究奨励金について、主要渡航期間中は非課税とな
っていますが、研究遂行上の一時帰国の期間に限り課
税対象として取扱います。なお、出国日および入国日は
日本での研究活動期間に含まれます。

1

規）

【課税額の算出例】
一時帰国期間：4 月 1 日～4 月 10 日（うち、日本での
研究活動期間：7 日間）
446,000 円（研究奨励金（月額）
）/31（当該月の日数）
＝14,387 円
14,387 円×7 日間（日本での研究活動期間）×0.2042
（税率）＝20,564 円（税額）
Ⅲ-１０

主要渡航及び日本国内での研究期間中における海外渡

主要渡航及び日本国内での研究期間中における海外渡

航の留意点について

航の留意点について

（2） 日本国内での研究期間中における海外渡航につ

（2） 日本国内での研究期間中における海外渡航につ

いて

いて

①

海外渡航期間が 28 日以上に及ぶ場合、渡航開始日

国内受入研究機関での研究期間中に主要渡航等は別

（出国日）1 ヶ月前までに【学振マイページ】にて以

に海外渡航することが可能です。なお、海外渡航期間が

下を連絡してください。なお、事前連絡にあたって

28 日以上に及ぶ場合は、海外渡航を行う 1 ヶ月前まで

は、渡航前に国内受入研究者の承認を得ていること

に「主要渡航期間外海外渡航届＜様式 C3-5＞」を提出

が必要となります。

してください。

※

海外渡航期間が 28 日以下の場合、事前連絡及び
「主要渡航期間外海外渡航届＜様式 C3-5＞」の提
出は不要となります。

1）登録名及び受入研究機関名
2）海外渡航の目的：（どのような研究活動を行うの
か記載ください。
）
3）渡航先の国名及び機関名：
4）渡航期間：令和 年
日（

月

日

～

令和

年

月

日間）

5）渡航経費：自己負担（研究奨励金含む）
、特別研究
員奨励費、その他
6）渡航時の連絡先（E-Mail）
：
7）国内受入研究者の承諾の有無：
②

事前に連絡していた渡航期間等が変更になった場
合、本会まで変更となった渡航期間等を【学振マイペ
ージ】で連絡してください。

③

渡航終了日（帰国日）から 1 ヶ月以内に「主要渡航

期間外海外渡航届＜様式 C3-5＞」を提出してください。
Ⅲ-１１

インターンシップ参加について

インターンシップ参加について

（3）インターンシップ参加にあたっての手続き

（3）インターンシップ参加にあたっての手続き

インターンシップにより報酬を得る場合、翌年度の 4

インターンシップにより報酬を得る場合、
「インター

月 20 日までに【学振マイページ】にある「報酬受給報

ンシップ参加届＜様式 C3-7＞」に必要事項を記載し、

告書＜様式 C5-3＞」を提出してください。

インターンシップ参加予定日の１ヶ月前までに本会ま

なお、報酬がない場合は、
「報酬受給報告書＜様式 C5-

で提出してください。なお、様式の提出に併せて、雇用

3＞」の提出は不要です。また、インターンシップでの

契約書の写し又はこれに相当する書類（インターンシ

2

報酬受給に限り、
「Ⅲ-16.報酬の受給について」で定め

ップ先名称、インターンシップ名称、インターンシップ

る常勤職及びそれに準ずる職であっても報酬を得るこ

参加期間、報酬額が分かるもの）も提出ください。

とが可能です。

また、
「インターンシップ参加届＜様式 C3-7＞」を提
出した後にインターンシップ期間等が変更となった場
合、再度、
「インターンシップ参加届＜様式 C3-7＞」を
提出してください。
なお、インターンシップで報酬を得る場合は、
「報酬
受給報告書＜様式 C5-3＞」の提出は不要であり、報酬
がない場合は、インターンシップ参加届の提出は不要
です。

Ⅲ-１６

報酬の受給について

報酬の受給について

（1）報酬受給の可否

（1）報酬受給の可否

特別研究員-CPD は、労働等によって報酬を受給する

特別研究員-CPD の研究課題の研究遂行に支障が生じ

ことができます。ただし、この場合、以下の①～③の全

るおそれがあるため、採用期間中、報酬を受給すること

てを満たす必要があります。

は、原則禁止しています。但し、次の①～⑤の事項を全
て満たす場合に限り、報酬の受給を例外的に認めてい
ます。

①

特別研究員-CPD の研究課題の研究遂行に支障が生

①

じないこと
（削

特別研究員-CPD の研究課題の研究遂行に支障が生

じないこと

除）

②

特別研究員-CPD の研究課題の研究遂行に資する職
であること

（削

除）

③

将来大学等の教員・研究者等になるためのトレー
ニングの機会となる職であること

Ⅲ-１７

②

常勤職及びそれに準ずる職ではないこと

④

常勤職及びそれに準ずる職ではないこと

③

国内受入研究機関での研究期間中に報酬を受給す

⑤

国内受入研究機関での研究期間中に報酬を受給す

る場合は、国内受入研究者が ①～②に該当すると認

る場合は、国内受入研究者が ①～④に該当すると認

めていること。また、主要渡航期間中に報酬を受給す

めていること。また、主要渡航期間中に報酬を受給す

る場合は、国内受入研究者が ①～②に該当している

る場合は、国内受入研究者が ①～④に該当している

と認めていることに加え、国外受入研究者に ①～②

と認めていることに加え、国外受入研究者に ①～④

を報告していること。

を報告していること。

研究報告書及び国内フィードバックレポートについて

研究報告書及び国内フィードバックレポートについて

（2）
「研究報告書【国内受入研究者用】＜様式 C5-2＞」 （新
の提出

※

規）
令和 2 年度までの研究報告書では、
特別研究員-CPD

本会から国内受入研究者へ、報告用の URL を通知し

及び国内受入研究者が一つの様式で報告等を行って

ますので、国内受入研究者が報告フォーマットに必要

いましたが、令和 3 年度より特別研究員-CPD と国内

事項を記入ください。なお、提出期限は、採用期間中に

受入研究者で専用の様式を別に設けています。

おいては翌年度の 4 月 1 日～20 日、又は採用終了、中
途辞退する場合は採用終了日、中途辞退日から 20 日以
内となります。
翌年 3 月に特別研究員に受入研究者のアドレスに関
する連絡を行いますので、
【学振マイページ】に受入研

3

究者のアドレスを登録してください 。

（3）
「研究報告書【特別研究員-CPD 用】＜様式 C5-1＞」 （新

規）

の公開
「研究報告書【特別研究員-CPD 用】＜様式 C5-1＞」
は、研究実施状況等を本会ホームページで広く公開し
ますので、共同研究の状況、知的財産の取り扱い等、公
開することを考慮のうえ作成ください。
Ⅲ-１９

研究遂行経費の支出報告書について

研究遂行経費の支出報告書について

＜研究遂行経費の支出報告書の記入例＞

＜研究遂行経費の支出報告書の記入例＞

①

（新

国内受入研究者が確認（承認）した支出のみを入力

規）

してください。
②

納品（完了）日は、物品であれば納品された日、学
会等の参加費は開催日、学会の年会費等は対象年度
の最終日、交通費は定期等の有効期限の最終日を記
載してください。ただし、費用を計上できるのは令和
4 年 3 月 31 日以前の納品（完了）日のものになりま
す。年度を超えた支出の場合、令和 4 年 3 月 31 日ま
でで日割りして計上ください。

③

所属・関連機関への交通費について、品名に経路を
記載してください。
【例：〇〇駅（自宅）～〇〇駅（〇
〇研究所）
】

④

領収書の無いものは、備考欄に理由を記載くださ
い。単に領収書等を紛失した場合は、本報告書に計上
できません。

⑤

品名は、具体的名称を記載してください。例えば、
物品であれば商品名、研究会参加であれば研究会名
称等になります。

⑥

本会において、経費の妥当性を確認しますので、計
上できる経費は全て記載ください。

⑦

科研費との重複計上はできません。

⑧

本会から計上した支出に関する領収書等の提出を
求めることがありますので、計上した支出に関する
領収書等は 5 年間保管してください。

⑨

学術調査に係る経費について、交通費、宿泊費の支
出は可能ですが、日当に相当する現地での食事代や
懇親会の会費等は直接研究を遂行するための経費と
はならないため、計上することはできません。また、
宿泊費について、賃貸借契約に基づいて支払う家賃
も計上することができません。

Ⅲ-２４

諸証明の発行について

諸証明の発行について

4

（1）採用証明書（和文・英文）

（1）採用証明書（和文・英文）

特別研究員-CPD として採用されたことを証する「採

特別研究員-CPD として採用されたことを証する「採

用証明書」が必要な場合は、
「採用証明書等交付願＜様

用証明書」が必要な場合は、返信用封筒（正確に宛名を

式 C6＞」を 【学振マイページ】で申請ください。

記入し、切手を貼ってください。
）を同封の上、
「採用証
明書等交付願＜様式 C7＞」
（以下、
「交付願」という。
）
を郵送してください。

当該交付願が申請されてから発行まで 7 日～10 日を
要するため、余裕を持って依頼してください。

本会に交付願が到着してから発行まで 7 日～10 日を
要するため、余裕を持って依頼してください。

「採用証明書」は PDF ファイルにて発行しますが、本

（新

規）

紙が必要な場合は、返信用封筒（正確に宛名を記入し、
切手を貼ってください。）を本会まで郵送してくださ
い。
様式番号
提出方法

【電子メール（PDF）
】

【原本、又は電子メール（PDF）】

住所及び緊急連絡先届（様式 C1-1）

住所及び緊急連絡先届（様式 C1-1）

銀行口座届（様式 C1-2）

銀行口座届（様式 C1-2）

【学振マイページ】
氏名等変更届（様式 C1-3）

氏名等変更届（様式 C1-3）
【研究報告書等電子受付用システム】

研究遂行経費取扱変更届 （様式 C1-4）

研究遂行経費の取扱い変更届 （様式 C6-3）

【電子メール（PDF）
】

【原本、又は電子メール（PDF）】

採用期間終了後の異動届 （様式 C1-5）

採用期間終了後の異動届 （様式 C6-6）

受入研究機関変更届（国内）
（様式 C2-1）

受入研究機関変更願（国内）
（様式 C2-1）

受入研究機関変更届（国外）
（様式 C2-2）

受入研究機関変更願（国外）
（様式 C2-2）

受入承諾書（国内）
（様式 C2-3）

受入承諾書（国内）
（様式 C2-3）

受入承諾書（国外）様式任意

受入承諾書（国外）様式任意

受入研究者等変更届（国内）
（様式 C2-4）

受入研究者等変更届（国内）
（様式 C2-4）

受入研究者等変更届（国外）
（様式 C2-5）

受入研究者等変更届（国外）
（様式 C2-5）

主要渡航計画届（様式 C3-1）

主要渡航計画願（様式 C3-1）

主要渡航往復航空運賃見積依頼書（様式 C3-2）

主要渡航往復航空運賃見積依頼書（様式 C3-2）

主要渡航計画変更届（様式 C3-3）

主要渡航計画変更願（様式 C3-3）

主要渡航中一時帰国届（様式 C3-4）

主要渡航中一時帰国届（様式 C3-4）

主要渡航期間外海外渡航届（様式 C3-5）

主要渡航期間外海外渡航届（様式 C3-5）

個人情報の取扱いに関する同意書（様式 C3-6）

個人情報の取扱いに関する同意書（様式 C3-6）

（削

インターンシップ参加届（様式 C3-7）

除）

採用中断願（様式 C4-1）

採用中断願（様式 C4-1）

採用中断期間変更願（様式 C4-2）

採用中断期間変更願（様式 C4-2）

辞退願（様式 C4-3）

辞退願（様式 C4-3）

【学振マイページ】

【研究報告書等電子受付用システム】

研究報告書 【特別研究員-CPD 用】
（様式 C5-1）

研究報告書 （様式 C6-1）

研究報告書【国内受入研究者用】
（様式 C5-2）

（新
【Web】

5

規）

報酬受給報告書 （様式 C5-3）

報酬受給報告書 （様式 C5-3）

奨学金等受給報告書 （様式 C5-4）

奨学金等受給報告書 （様式 C5-4）
【研究報告書等電子受付用システム】

研究遂行経費の支出報告書 （様式 C5-5）

研究遂行経費の支出報告書 （様式 C6-2）
【原本、又は電子メール（PDF）】

研究費受給報告書 （削
（削

除）
（様式 C5-6）

研究費受給届 （国内）（様式 C5-1）

除）

研究費受給届（国外）
（様式 C5-2）
【Web】

就職等状況調査票 （様式 C5-7）

就職等状況調査票 （様式 C6-5）
【研究報告書等電子受付用システム】

国内フィードバックレポート （様式 C5-8）

国内フィードバックレポート （様式 C6-4）
【原本、又は PDF（電子メール）
】

採用証明書等交付願 （様式 C6）

採用証明書等交付願 （様式 C7）

6

