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１．事業の目的

総合研究大学院大学（以下「本学」という。）は、本学の教育研究の中核を担う国際的

視野に富む教員を養成するため、優れた若手教員を海外へ派遣し、海外の大学・研究機

関等において調査研究活動に従事できるよう支援します。

本事業を通じて本学の教員の教育研究能力及び国際的通用性等の向上を図るとともに、

総研大国際ネットワークの構築に資することを目的とします。

２．対象分野

人文・社会科学及び自然科学の全分野

３．申請資格

所 属 次のいずれかに該当する者

①基盤機関に所属する本学の担当教員（今後発令される見込みの者を含む。）で、機

構法人の長の推薦を得たもの※１

②基盤機関に所属し、専ら教育又は研究に従事する職員（上記①に該当する者を除く。）

で、機構法人の長の推薦を得たもの※２※３

③葉山本部の各部局（先導科学研究科、学融合推進センター）に所属する常勤教員で、

所属部局長の推薦を得たもの※３

年 齢 派遣される年度において概ね４５歳以下の者であること。

その他 本事業による支援開始時に外国にいる者は募集の対象となりません。

また、前年度以前に本事業により派遣された者も申請できますが、審査にあたって

は過去に採択されたことの無い者を優先します。

※１ 応募にあたっては予め専攻長の内諾を得てください。

※２ 放送大学学園に所属する者を除きます。

※３ 任期の定めがある場合は、派遣期間が任期を超えることはできません。また、雇

用元業務に従事すべき外部資金被雇用者は応募できません。

４．派遣期間

１ヶ月以上概ね 3 ヶ月未満で、必ず平成 24 年度中に派遣を完了（平成 25 年 3月 31 日

までに日本へ帰国）できるものとします。

５．派遣先機関

海外の優れた大学等の研究機関とします。

なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。

・ 我が国の大学、研究機関等が海外に設置する研究所等

・ 営利を目的とした民間研究所等

６．追加募集件数

追加募集の件数は、数件程度とします。
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７．助成対象経費

（１）本事業による助成経費

原則として、本事業により助成する対象の経費は次のとおりです。

助成経費 備考

① 国内移動経費 出発地（所属する基盤機関又は葉山本部）から最寄りの国際

空港までの国内移動分

② 往復航空賃 原則として、通常最短経路の最下級運賃（エコノミークラス）

の割引運賃

③ 国外移動経費 派遣先国内、又は派遣先国外にかかる移動経費。ただし、航

空機を利用し、滞在地を異にする宿泊を伴うものに限る。

④ 日当・宿泊料 本学の旅費規程に準じて支給。ただし、派遣先機関が保有す

る宿泊施設やアパートを利用した場合等は、原則として実費

相当額を支給。

⑤ 雑費 旅券、査証の取得等に要する費用、予防注射料、外貨交換手

数料、旅費以外の移動に要する経費、その他諸雑費

＜注意＞①派遣先機関における研究費（物品費・人件費・その他）については、本事業に

よる助成の対象となりません。

②一時帰国は、原則として助成の対象となりません。

③本経費の助成対象は、申請者本人のみです。家族を帯同する場合は、自己負担

となります。

④予算の都合により、日当等を減額することがあります。

（２）他からの資金援助・研究資金の受給について

派遣期間中は、本事業の助成対象経費と重複しない性質のものであれば、国内外を問

わず、他の研究資金を受給することができます。ただし、以下の条件を守る必要があり

ます。

【受給条件】

１．本事業の調査研究題目の遂行に必要な関連性があること。

２．研究資金の経費には、派遣期間中の日当・宿泊に関するものは含まれていないこと。

（例）所属する基盤機関、派遣先機関、あるいは民間助成団体等から支給される学会

発表・研究打合せ等の際に提供される旅費等

・ 交通費等の実費は受給可。

・ 日当・宿泊費は受給不可。

・ 学会への登録料や参加費は受給可。

８．申請手続き

（１）提出書類

提出書類 備考

① 申請書 （様式１） 所定の様式に記入してください。

② 調査研究日程表（様式２） 所定の様式に記入してください。

③ 派遣先機関（又は受入研究者）

の受入承諾書及びその和訳文

・ 書式は任意ですが、受入期間は必ず「～年～月～

日から～年～月～日まで」と表記されていること

が必要です。（受入期間と派遣期間は合致してい

なければなりません。）

・ 受入研究機関の長（又は受入研究者）等の署名

及び書面を作成した日付の記載が必要です。
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④ 航空運賃見積書（エコノミーク

ラスの割引運賃）

・ 航空会社、旅行会社等が発行したもの。

・ 目的地１か所との単純往復航空運賃の場合は、

インターネット等で得られる航空運賃見積で

も可とします。

⑤ 宿泊費見積書（該当者のみ） 派遣先機関が保有する宿泊施設やアパートの利

用を予定している場合には提出してください。

⑥ 海外の受入研究機関に関する

説明書・パンフレット（該当者

のみ）

海外での受入研究機関が大学又は国公立の研究

機関以外の場合には、その機関に関する説明書・

パンフレット等を添付し、営利を目的としていな

ことを分かるようにしてください。

＜注意＞派遣期間中に、所属する基盤機関、派遣先機関あるいは民間助成団体等から支給

される別の経費がある場合には、その旨を説明した文書を添付すること。

（２）申請書類の提出方法

ア.基盤機関に所属する者

上記（１）の書類をまとめて、所属する基盤機関の総研大担当事務を通して機構法

人の担当事務へ提出してください。

機構法人の担当事務は、提出された申請書をとりまとめ、機構長の推薦書（様式３）

を添付して、学務課研究協力係へ郵送してください（申請者個人から本学へ直接提出

されたものは受け付けません）。

イ.葉山本部に所属する者

上記（１）の書類をまとめて、所属する各部局の担当係（総務課先導科学研究科事務

係又は総務課学融合推進事務室）へ提出してください。

各部局の担当係は、提出された申請書をとりまとめ、各部局長の推薦書（様式３）

を添付して、学務課研究協力係へ提出してください（申請者個人から学務課研究協力

係へ直接提出されたものは受け付けません）。

（３）学務課研究協力係への提出期限

平成２４年８月３１日（金）（必着）

＜注意＞上記の提出期限は、各機構法人の担当事務および葉山本部の各部局担当係か

ら学務課研究協力係へ申請書類が提出される期限であり、申請者が申請書類を

提出する期限については、それより前であるので、注意してください。

９．選考及び結果の通知

選考の結果は、機構法人の担当事務又は葉山本部の各部局担当係を通して、申請者宛

に通知します。なお、基盤機関に所属する本学の担当教員の場合は、専攻長にも通知し

ます。

主要な審査基準は、以下のとおりです。

〔審査基準〕

(1) 海外での調査研究経験を通じて、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分

期待できること。

(2) 本事業の目的に照らして調査研究計画が具体的であり、申請者と海外における派遣

先機関（受入研究者）との事前交渉等が十分なされていること。
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１０．採択後の手続き

（１）採択後の提出書類

① 派遣開始前

採択者は、出発３週間前までに以下の書類を所属する基盤機関の総研大担当事務、又

は所属する葉山本部の各部局の担当係を通じて学務課研究協力係へ提出してください。

出発３週間前までにこれらの書類が提出されなかった場合や、提出された書類に不備等

がある場合には、出発前に経費を振り込むことが間に合わないことあります。

なお、基盤機関に所属する本学の担当教員の場合は、所属機関の定めに従い、必要と

なる外国出張手続き等について遺漏の無いようにしてください。

提出書類 備考

① 調査研究日程表（様式２）

（該当者のみ）

申請時に提出した記載内容から変更がある場合のみ提

出してください。

② 航空賃見積書（又は請求書）・

旅行日程表

（いずれも様式任意）

・ 航空券については各自で手配し、原則として、派

遣先用務地に通常最短経路で渡航できる便を予約

してください。

・ 航空券は原則としてエコノミークラスの割引航空

運賃を利用してください。ただし、割引制度がな

い等の特別の事情がある場合はこの限りではあり

ません。

・ 航空券は原則、往復航空券を手配してください。た

だし、派遣期間が長期間にわたる等のやむを得ない

理由で往復航空券が手配できない場合はこの限りで

はありません。

・ 見積額については、各国の各種税金や施設利用料、

手数料等の内訳がわかるようにして提出してくだ

さい。なお、見積書にこれらの記載が含まれてい

ない場合には、内訳の明示された資料を添付する

か、または旅行代理店等に確認のうえ、見積書に

内訳を追記してください。

・ 航空券を外国通貨にて請求した際には、本学の経

費振込時のレートにて振り込みます。為替レート

の変更により生じる不利益等は、本学では一切関

知しません。

・ 航空券の見積書と旅行日程表は原則として旅行代

理店等により発行されるものであり、各自で作成

するものではありません。ただし、E-チケット等、

インターネットで予約をした場合には、見積金額、

日程等が明示してあるものを提出してください。

③ 宿泊費見積書（又は請求書）

（該当者のみ）

派遣先機関が保有する宿泊施設やアパートの利用を予

定しており、申請時に提出した記載内容から変更があ

る場合には提出してください。

④ 出張届（様式４） 本学財務課所定の様式に記入・押印してください。

⑤ 口座振込依頼書（様式５） ・ 本学財務課所定の様式に記入してください。

・ 以前に本学に提出している場合は不要です。

・ 送金先は、海外派遣助成対象者個人名義の日本国内

銀行口座に限ります。海外派遣助成対象者の名義と

異なる銀行口座へは振り込めません。

・ 振込が渡航開始に間に合わない場合でも、原則と

して外国送金は行いません。
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⑥ 住居及び緊急連絡先届

（様式６）

・ 派遣先国における自宅住所および受入機関住所等を

記入して下さい。ただし、派遣開始3週間前までに、

派遣先国での住居等が定まっておらず、提出できな

い場合は、派遣開始後2週間以内に提出して下さい。

・ 提出後に転居した場合は、再提出して下さい。

② 派遣開始後

採択者は、派遣開始後 2 週間以内に以下の書類を学務課研究協力係へ E-mail により、

直接提出してください。

提出書類 備考

① 住居及び緊急連絡先届

（様式６）（該当者の

み）

・派遣開始 3週間前までに提出していない場合は、必ず提

出してください。

・提出後に転居した場合には、再提出してください。

② 往路の使用済み航空券

の半券（写し）

・PDF 等で提出してください。

・派遣完了（日本帰国）後に、復路の使用済み航空券と合

わせて原本を提出する必要があるので、派遣中に紛失し

ないように保管しておいてください。

（２）各自で手配すべき事柄

① 査証（ビザ）

派遣国への入国のため、査証（ビザ）が必要となる場合があります。また、滞在のた

めに滞在許可が必要となる場合があります。査証（ビザ）及び滞在許可の申請や取得等

の手続き等については、本学は一切関わりませんので、各自の責任において手続きを行

ってください。派遣先の国によっては手続きに長期間かかる場合もあり、またビザや滞

在許可に係る制度が変更される場合もありますので、必ず各自において派遣先国の大使

館等に確認し、早めに準備するようにしてください。

なお、査証（ビザ）申請のために和文又は英文の派遣証明書（経費負担の証明を含む。）

が必要な場合は、学務課研究協力係へ派遣証明書交付願（様式７）を提出してください。

② 派遣期間中の宿泊施設の確保

派遣期間中の宿泊施設は、各自で確保してください。

（３）派遣の取り止め

採択者は、やむを得ない事情により派遣を取り止める必要が生じた場合、又は当該派

遣を継続することができない場合には、その理由を明記した理由書を、速やかに機構法

人の担当事務、又は葉山本部の各部局の担当係を通じて学務課研究協力係へ提出してく

ださい（様式任意）。

なお、派遣の取り止めを届け出る際は、基盤機関に所属する者については機構長、葉

山本部の各部局に所属する者については所属部局長の了解を得てください。

（４）各種変更手続き

本学は、本事業の目的を踏まえて、申請時の調査研究の概要、派遣先等を審査して選

考を行っています。したがって、調査研究題目、受入研究機関、受入研究者等を変更す

ることは、原則として認められません。研究遂行上、やむを得ない理由により研究計画、

受入研究機関、受入研究者、派遣期間等を変更する必要が生じた場合は、必ず事前に連

絡し、承認を得てください。事前の承認なしに、これらを変更することは出来ません。

本学では届け出のあった変更内容について確認のうえ、承認の可否について通知しま

すので、変更の直前や事後に届け出ることのないようにしてください。書類確認には、

通常２～３週間程度の期間が必要となりますので、不備のない書類が提出できるよう、

時間に余裕を持って事前連絡を行ってください。
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また、原則として承認の通知が到着したことをもって正式な承認となりますので、通

知の受け取りまでの日数も考慮し、書類提出を行ってください。

これら派遣についての計画の変更は容易には承認されませんので、変更の必要が生じ

ないよう、あらかじめ万全の手配をしてください。本学の承認を得ずに無断で派遣計画

を変更した場合には、支給済経費の返納等が必要になることもあります。状況によって

は、採択を取り消すこともありますので十分に留意してください。

なお、以下に各種変更の手続き等を示します。

① 派遣先の変更について

派遣先の変更は原則として認められません。研究遂行上、やむを得ない理由により、

受入研究機関又は受入研究者の変更の承認を申請する場合は、事前に学務課研究協力係

へ連絡のうえ、速やかに受入研究機関等変更願（様式８）を機構法人の担当事務、又は

葉山本部の各部局の担当係を通じて提出し、事前に承認を得てください。

ただし、派遣先の変更は、受入研究者の移籍のように、真にやむを得ない理由による

ものでなければ承認されません。

② 派遣期間の変更（短縮・延長、一時帰国）について

派遣期間の変更の承認を申請する場合は、事前に学務課研究協力係へ連絡のうえ、速

やかに日程変更願（様式９）及び変更箇所を赤字にした調査研究日程表（様式２）を機

構法人の担当事務、又は葉山本部の各部局の担当係を通じて提出し、事前に承認を得て

ください。

なお、派遣期間を翌年度にまたがって延長する場合、派遣開始から 12ヶ月以内であり、

かつ、平成 24年度中の日数が派遣期間全体の日数の 1/2 以上であることが必要です。

また、本事業は、海外の大学等研究機関において一定期間調査研究に専念する者に対

し経費を援助することを主旨とするものであるため、派遣期間中の一時帰国については、

やむを得ない理由による場合に限り申請してください。さらに、日本への帰国が急遽決

まった場合でも、無断で帰国することのないよう、必ず学務課研究協力係へ事前に連絡

してください。一時帰国期間中にそのまま派遣を終了することはできません。

そして、派遣期間を短縮又は延長した場合、帰国後に精算を行います。特に、既に日

当・宿泊料を支給済みの場合は返納が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

（５）帰国後の手続き

採択者は、帰国後に以下の書類を所属する基盤機関の総研大担当事務、又は所属する

葉山本部の各部局の担当係を通じて学務課研究協力係へ提出してください。

提出書類 備考 提出期限

① 出張報告書

（様式１０）

本学財務課所定の様式に記入・押印してくださ

い。

② 航空券半券（原本） 旅行会社等発行の旅行日程表記載の日時・便名と

一致しているか確認のうえ提出してください。一

致していない場合は理由を付記してください。

（例：○○便と△△便の共同運航便のため）

③ 航空券の領収書

（原本）

・ E-チケットの利用等により、領収書を入手す

ることが出来ない場合には、クレジットカー

ドの使用明細の写し等、実際に支払った金額

が確認できる書類を提出してください。

・ 搭乗の事実や、実際の支払額等が確認出来な

い場合は、支給済経費の返納を求めることが

あります。

④ 宿泊費に係る領収

書（該当者のみ）

派遣先機関が保有する宿泊施設やアパートを利

用した場合には提出してください。

帰国後

７日以内
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⑤ 調査研究報告書

（様式１１）

調査研究報告書は、必ず期限までに提出してくだ

さい。

帰国後

１ヶ月以内

＜注意＞支給した経費の精算にあたり、別途その他必要となる書類の提出を求めることが

あります。また、渡航期間が年度をまたいでいる場合は、平成 24年度分の精算の

ため、帰国前であっても①～④の提出を求めることがあります。

（６）その他

調査研究の成果を論文等で公開する場合は、本事業による支援を受けたことを明記し

てください。

１１．派遣者の遵守事項

派遣者は、次に掲げる事項を遵守してください。

（１）派遣者は、調査研究計画に基づき、調査研究に専念してください。なお、派遣日程、

調査研究計画、派遣先機関、受入研究者等について、調査研究遂行上の理由により変

更する必要がある場合、上記１０（４）のとおり手続きを行ってください。

（２）研究活動における不正行為を行ってはいけません。

（３）不正受給を行ってはいけません。例えば、次のようなケースは不正受給に該当しま

す。

①派遣期間を偽って申請し、派遣されていない期間の滞在費を不正に受給する。

②実際に購入した航空券よりも高い運賃を請求し、差額を不正に受給する。

③一時帰国したにも関わらず、手続きを故意に行わず、滞在費を返納しない。

なお、派遣期間の開始及び終了日（日本への出入国日）を確認するため、パスポ

ートの提出を求めることがありますので、派遣期間に関係するパスポートについて

は紛失等のないよう、各自において管理してください。出入国日が確認できずに派

遣期間の確認ができない場合、確認できない期間の支給済経費について返納を求め

ることがあります。

（４）その他、公序良俗に反する行為を行ってはいけません。

上記の遵守事項の他、次に掲げる事項のいずれかに該当すると本学が判断した場合、派

遣の取り消し、経費の支給停止、又は支給済みの経費の返還要求を行います。

（１）病気等のために研究を継続できないことが明らかな場合

（２）調査研究の進捗状況に著しい問題があり、所期の目標を達成することが不可能又は

著しく困難と判断される場合

（３）申請書類の記載事項に重大な虚偽が発見された場合

（４）過去に、研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用、又は公序良俗

に反する行為を行ったことが明らかになった場合

（５）本実施要項に記載されている条件に違反し、本学の指示に従わなかった場合

１２．その他

（１）申請書類及び選考について

①申請は１人１件までとします。

②提出された申請書類は、返却しません。

（２）ビザ等について

①派遣国に滞在するためのビザ等の申請について、本学は一切関わらないので留意して

ください。申請者の責任において、調査研究計画が遂行できるよう準備・手配してく
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ださい。

②本事業のために派遣先機関と本学は協定等の締結及び調整等は行いません。

（３）個人情報の取扱い

申請書類に含まれる個人情報については、本学の個人情報保護規程に基づき厳重に管

理し、本事業の業務遂行のために利用します。

採択された場合、氏名、申請時における所属・職、調査研究題目、派遣国名、受入研

究機関名及び調査研究報告書が公表されることがあります。

（４）海外における研究活動に関する注意事項について

平成 13 年 5 月に発生した邦人研究者による米国経済スパイ法違反容疑問題、平成 14

年 6 月には日本人研究者が所属研究機関から研究試料を持ち出す等の同法違反容疑で逮

捕される等、海外の研究機関において研究活動に従事する日本人研究者の関係した事例、

とりわけ研究開発成果の取扱に関連した事例が発生しました。これらを受けて、海外で

研究活動を行う日本人研究者の研究試料や研究成果の取扱いに対する認識の甘さが指摘

されております。

こうしたことを受け、本学におきましては、採択者が海外で調査研究活動に従事する

に当たり、滞在先において支障を生じないよう、ご注意頂きたいと考えております。

また、文部科学省においては、海外の研究機関において研究活動に従事する日本人研

究者を対象とした「海外における研究活動に関する注意事項」が別紙のとおり取りまと

められました。

海外において研究活動に参加する場合、研究活動に係るルールや手続き等が、日本に

おける研究の慣行と著しく異なる場合がありますが、これらを十分に把握・理解しない

まま研究活動を続けることにより、トラブルに巻き込まれる危険が高くなるものと考え

られます。これらに対処すべく、別紙「注意事項」は、これから海外の研究機関で研究

活動を開始する方、また、現在研究をなされている方を対象に、海外の研究機関におけ

る研究活動において、特に注意する点をまとめたものです。

つきましては、別紙「注意事項」を熟読のうえ、海外研究機関において円滑に調査研

究活動を行えるよう、留意願います。

＜問い合わせ先＞

申請、採択手続きに関すること

総合研究大学院大学 学務課研究協力係

TEL 046(858)1539,1608

E-mail:kenkyo@ml.soken.ac.jp

経費の支給に関すること

総合研究大学院大学 財務課経理係

TEL 046(858)1514

E-mail:keiri1@ml.soken.ac.jp










