
Internship Program

ITER機構インターンシッププログラムの概要

本書は、ITER機構でのインターンの募集と契約に関する条件、手続きについて日本国内に説明する

ために、ITER機構の文書「Internship Program 2017」をQSTで要約、仮訳したものです。正式な条件、
手続き等は、ITER機構発行の文書をご覧下さい。



【背景】
現代のもっとも大規模な国際科学プロジェクトの１つであるITERは、核融合の科学的
および技術的な可能性を示すことを目的としている。中国、欧州連合、インド、日本、
韓国、ロシアと米国の７極のメンバーがITERプロジェクトに携わっており、これらの国
は全世界の人口の半分以上を占めている。ITER機構（IO）は学生の皆様に、我々のプ
ロジェクトから、ぜひ多くのものを得ていただきたいと願っている。インターンシッププロ
グラムが設立された理由もここにあり、様々な分野で大学院教育を終えた学生の方が
実践的な仕事を通して、今までの教育的経験で得た知識を活用できる枠組みを提供
することである。

【目的】
・学習分野、国際的な科学と多様な文化的環境下で、実践的な経験を積む
・ ＩＯと関連した研究所、大学、企業の研究プラグラムの活動を体験する

図 ITER構造図



■対象：主に、学位取得に必要なプログラムにインターンシップ完了が含まれる学生
■必要書類：大学/学校から提供されるインターンシップ契約(インターンシップ契約テンプレート (InternshipAgreement
Template (英文 注*))。学生、科学＆運用部署の長（IOのインターンシップ代表）、大学/学校の代表による署名がイン
ターンシップ開始の2か月前までには必要（欧州以外の市民の場合は2.5か月前）。

注＊：必要な方はMailにて問合せのこと

１．インターンシッププログラムの４つのカテゴリー

【カテゴリーA】
・4-6か月（1年まで延長可）の科学的または技術的インターンシップ。高卒後４年の学習終了者対象。
・IOにおける活動に深くかかわり、IOスタッフメンバーの監督のもと、特定のプロジェクトに参加

【カテゴリーS】

・個々で考慮される特別なインターンシップ
・短期もしくは長期の科学的または技術的インターンシップ
・研究所、産業、大学、政府との特別な合意事項による
・IOにおける活動に深くかかわり、IOスタッフメンバーの監督のもと、特別なプロジェクトに参加

【カテゴリーC 】

・「ジョブ シャドウイング」インターンシップ
・職場の雰囲気の観察、様々な仕事について監督者を補助

【カテゴリーB 】
・3か月まで（1年まで延長可）のインターンシップ。高卒後1年の学習終了者対象
・IOスタッフメンバーの監督のもと、学習分野のプロジェクトに参加し研究に貢献



２．一般条件（１）

【インターンの数：年間上限】

・カテゴリーA：10名
・カテゴリーB：10名 詳細は

・カテゴリーC：15名 Director-General’s Yearly Decision on the Internship Program Policy Implementation

・カテゴリーS：15名 (英文 注*) 参照

【期間】 開始日は年間通じていつからでも可

・カテゴリーA：４～６か月
・カテゴリーB：～３か月
・カテゴリーC：～４週間
・カテゴリーS：期間は個別に考慮、最大４年

【延長と終了】

・カテゴリーAとBのみ期間延長はそれぞれ１年を限度に可能
IO監督者から正当な理由で要求され、かつ大学から承認された場合

・延長する場合は1.5か月前の事前通知が必要

注＊：必要な方はMailにて問合せのこと
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２．一般条件（2）

【学術的資格】
カテゴリーA：
・学術的な科学または技術プログラムを大学等に入学し、すでに高校卒業後、少なくと
も４年の学業を修了した学生
・学習内容がIOの活動に関連した分野を少なくとも３年間専攻した学生を対象

カテゴリーB：
・大学または相当する機関に所属し、高校卒業後、既に１～３年のの学業を修了した学
生

カテゴリーC：
・インターナショナルスクール、インターンシップが義務である（例えばフランスの3学年
と２学年の生徒）高校の学生、もしくはフランス外の学校に所属する英語を話す学生

カテゴリーS：
・大学等で博士号の取得を目指している方
・科学または技術分野のIOと特殊な協定をむすんでいるプログラムに参加している方



２．一般条件（3）

【他の基準と適性条件】

国籍：
・ITER参加国
・上記以外の国で、IOと特別なパートナーシップ協定を締結している学校か大学からの応募（注１
一般技能：

・英語が堪能であること
・他の言語の知識をもっていると有利
・多様な文化の職場状況に適応できること （カテゴリーＣは要求が緩和される）

医学的な要件：
・健康状態が良好であることを述べた証明書の事前提出（実際のプログラムの開始日前まで）
・カテゴリーＡまたはＳ：フランス語か英語版の認定医学博士が記入した以下を本社へ提出要。

- Intern medical certificate (up to 6 months) - English version (英文 注＊);
- Intern medical certificate (up to 6 months) - French version (仏文 注＊).
・IOへの到着前に、職業上の危険に関する質問状の記入（カテゴリーＣ以外）
・安全部門と協力して、産業医に“fiche d’aptitude （適性判定書）”を発行のため、本社の診療所

に送付する。
・カテゴリーＣ：認定医学博士からの一般陳述書を人事部へ提出要。

注１ ほかの国の意味：協力協定、または市民権をもつ国とＩＯとの間でむすばれた他の
法律文書の結果としてＩＴＥＲ活動に参加資格のある人を意味する。

注＊：必要な方はMailにて問合せのこと



【選定プロセス】
・応募の提出先：人事部門
・提出期限：インターンシップ開始の２、３か月前。（カテゴリーＡとＳは遅くとも1.5か月前）

カテゴリーＡ：
・部門と事務局はインターンシップの必要事項をInternship Request form (英文)に記載し
たうえで、人事部に連絡
・人事部はＩＯのウェブサイトにインターンシップの機会について掲載し、もしくは大学と学
校にインターンシップ開始についての連絡
・学生は履歴書と送付状を直接人事部に送付して応募することも可能。
・応募書類の内容：学生の専門分野、インターンシップの提案トピック、参加可能な日程、
大学もしくは学校の最新の学業成績証明書。
・応募書類送付方法：emailでの送付。
・通知：IOの選考結果後、選ばれた候補者は面接の通知を受領

カテゴリーB：
・自発的な候補者の英文履歴書と送付状を人事部へ送付。その後関係部署への応募が
可能となる。応募状況は候補者へ期日までに通知される。

３．プロセス（１）



カテゴリーＣ：
・送付状とインターンシップ合意書を窓口の担当者（ＩＯスタッフのメンバー）へ送付

カテゴリーS：
・選考の手順はIOと参加団体間の協定により、個々のベースで定義

【インターンシップの承認】
・最終承認（カテゴリーA,B＆S)：部門長からの提案のもと、科学運営部門長より授与さ
れる。
・最終承認（カテゴリーC)：人事部の長より授与され、インターンシップの合意書に調印さ
れる。

【評価プロセス】
・このインターンシップは学術的な経験とみなされる。
・インターンの成績はカテゴリーA、BとSの協定に定義される基準に基づき評価される。

３．プロセス（2）



・インターンは職員メンバーとしてはみなされず「職員」の地位はもたない。 注）１
・ITER職員規定及びITER職員へ認められている特権と免除は不適用
・IOの給与、年金と社会保障の補償範囲外

注１） ITER国際核融合エネルギー組織の設立協定
（イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定）

及びIOとフランスのIO本社に関する協定（本社協定）の意味する範囲

４．地位



【人事部】
・インターンシップ協定のプロセスを監督し、全ての経営上のトピックに関して責任有り。

全ての必要な書類と情報を提供し、そのサポートを実施。

【インターン】
・ホスト国から要求される全ての経営上の手続き（ビザ、対第三者責任、個人的な保険
等）を満たす責任有り。

【関連するインターンシップの監督が保証する事項】：
・学生の能力に応じた勤務条件
・割当られた仕事が、インターンシップの期間と条件、インターンの学習した分野、

またIOとインターンの要求に従って達成可能でかつチャレンジングな目的が
明確に定義されていること

・仕事の割当ての進捗において、定期的な指導とフィードバックを提供
・カテゴリーAとSについて：インターンの成績は所定の様式書類を

用いてインターンシップ期間の最後に評価。
建設的なフィードバックの場としてインターンとのミーティングを開催。

・カテゴリーSについて：定義された協定に従って、追加業務を要求される場合有り。

5．責任



【学生の義務】
Internship Commitment (英文 注＊) の様式に合意して署名することが必要

・特に安全と保障に関するIOの適用規則、規定、通達をよく見ること

・ＩＯは全ての知的財産の所有権を有しているため、インターンシップ期間中に作成
したすべての文書のコピーを、ホスト部門へ提出すること。

・ＩＯの公平性と独立性に尊敬の念を持つこと

・インターンシップ期間中にアクセスした事実と情報に関しては、最大限の
思慮分別を持って扱うこと。なお、インターンシップ終了後もこの義務あり。

・インターンシップの最後に、関係ユニットにインターシップでの経験について
レポートを提出する。

注＊：必要な方はMailにて問合せのこと

6．義務



・インターンはＩＯの職員メンバーではないので、ＩＯは怪我や死亡につながる事故もし
くは故意の違法行為における出来事を除いた所有物への棄損に関しては責任を持た
ない。ＩＯはインターンシップ期間に生じたいかなる事故による費用にたいして保証は
しない。

・ＩＯはいかなる関連団体からの彼らの所有物の紛失、棄損、インターンシップ期間の
対象者の行動や不注意から生じた死亡や怪我に対するいかなるクレームに対しても
責任は持たない。

・大学／学校はインターンシップ協定の活動内におけるインターンによって引き起こさ
れた棄損の結果、第3者からのＩＯに対してのクレーム、訴訟の行動に関して補償をし
なければなならない。インターンはクレームや訴訟に対する回答の準備に関してＩＯを
サポートしなければならない。

・このサポートにより発生した費用は大学もしくは学校が負担しなければならない。

７．法的責任



・インターンシップ期間中、インターンはＩＯの内部規則と規定に従い、特に知的財
産に関して、ＩＯ内で安全と保障と機密事項の規則に従わなければならない。

・ＩＯにいる間にインターンによって創られた知的財産については、ＩＴＥＲ協定の情
報と知財の付録書、特に記事6.2の条項に従わなくてはならない。

・インターンはＩＯ内での活動に関係するいかなる事項について、別途定めるＩＴＥＲ
出版手続きに従って事前の科学と運営部門長の許可なしに、書面もしくは口頭で
出版や開示をしてはいけない。

・研究者による本質的な研究結果の出版については、ＩＯと大学/学校がITER出版
手続きに従ってプロジェクトの結果の出版の可能性に関して定期的に協議しなけ
ればならない。

８．知的財産と出版



大学と学校または参加団体はIOの目的に関して以下を認識しなければなならない。

・ITERプロジェクトは核融合エネルギーの平和利用の技術的可能性を示すことを目的とし
た国際プロジェクトであること

・ IOはITERプロジェクトのメンバー間の協力を提供し、推進すること

・インターンシップ協定に従って材料、機器または技術を、ITER協定20項のもと平和目的
のみに使用するとということ

９．平和目的



・インターンはIO職員メンバーと同じ公認の公共休日が与えられる。15歳未満の学生
の就業時間は30時間／週を超えてはならない。また、15歳以上の学生は35時間／
週を超えてはならない。

・インタ-ンは毎月の業務完了に対して、１業務日の割合で休暇の権利がある。未公
認の病欠はその残留日の権利から控除される。

・病気や事故による欠席の場合、医学的な証明書を回復後３日以内に提出しなけれ
ばならない。

・残す権利のある日数を超える欠席は個々のベースで考慮される。連続休暇の場合
は、インターンシップ協定の規定内容が考慮される。

・カテゴリーSの場合、特に休暇と欠勤に関する条件は提供された協定に記載されて
いる。もしくは、上記の条件が適用される。

１０．作業時間



【保険】
カテゴリーA：
・IOはインターンの医療保険もしくはインターン期間中の事故や病気から発生するコスト
に関して責任は負いません。インターンシップへの応募者は人事部へ
有効な医学と責任保険の補償範囲を提出しなければならない。

・要求があれば、IOは個人的な医療保険の機構の利用をサポートできます（ただし、
申請、費用の負担はインターン側となる）。

カテゴリーB&C:
・ IOはインターンの医療保険もしくはインターン期間中の事故や病気から発生するコス
トに関して責任は負いません。インターンシップへの応募者は人事部へ
有効な医学と責任保険の補償範囲を提出しなければならない。

・カテゴリーS: 条件は提出された合意文書に記載される。

１１．保険、財政的社会的面（１）



【手当】
A,B＆Sの例外的ケースとして、機構長はフレームワーク外で月額給与の合計を決定す
ることができる。
・給与はフランスの銀行口座に自動振り込みされる。
・雇用されているインターンは、インターンシップ期間中に元の雇用者から給与は受け
取っていないことの証明書を提出しなければならない。
・旅費は科学と運営部門長により承認された条件において支払われる。
カテゴリーA：
・インターンには機構長により各年定められる、月額給与が支払われる。
カテゴリーB：
・インターンには科学と運営部門長により各年定められる、月額給与が支払われる。

旅費は支払われない。
カテゴリーC:
・インターンは給与、旅費ともに支払われない。
カテゴリーS:
・インターンはインターンシップに補助金を提供している大学、研究機関、企業もしくは
政治団体より支払われる。（例外あり）

１１．保険、財政的社会的面（２）



【税金、社会貢献と労働権（カテゴリーA、BとSのみ）】
・税金の支払いと税制の尊重については、全てインターンに責任がある。
・インターンはIOから受領するどの手当および社会保障と労働権（ビザの要求事項含
み）に関して、該当する国の法律（税金含み）に従う必要がある。
・IOはインターンシップ期間中に支払われる給与に関してインターンが従うべき税金、関
税、または他の寄付金等の返還はしない。

【任務（カテゴリーAとSのみ） 】
・インターンシップ期間中、監督者は任務をもって派遣されるインターンに関して例外的
に権限を与えられる。
・全ての任務は、IOのポリシーとプロセスに適切に従い、科学と運営部門長、室長また
は部門長の承認を得なければならない。
・IOの任務中は、インターンはIOの権限下にあり、適切な規則に従わなくてはならない。

１１．保険、財政的社会的面（３）



・ IOは国際的法律に従う政府間の組織である。その法律はITER協定の条項14の範
囲において国際労働法とフランスの法律の一般原則であり、特に健康と安全と環境
保護に関する。
・IOは特に国内裁判所と法廷からの裁判権および執行の免除特権を有している。
・インターンシップ協定の執行に関連しまたはそこから生じるいかなる紛争または
クレームは協議と調停により解決されるべきですが、解決されずに残った場合は当時
者はUNCITRAIL調停規則に従った常設司法機関による仲裁で問題解決をはかること
に同意しなければならない。

・ ITER本社はフランスのサン・ポール・レ・デュランスにあります。インターンが利用で
きるサービスとして、いくつかの近郊の都市からの通勤と食堂へのアクセスバスがあ
る。

・ IOはインターンにノートパソコン、電話、インターネット接続と他の施設（図書館等）を
提供します。インターンはこれらの施設を仕事目的でのみ利用できる。

・学生はIOでのインターンシップに関する実践的な情報を
Welcome Booklet for Student Interns (英文 注＊)
で参照することができる。

注＊：必要な方はMailにて問合せのこと

１２．その他情報



本件についてのお問い合わせは、ITER機構、もしくは下記にご連絡下さい。

量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所・核融合エネルギー研究開発部門
ITERプロジェクト部 ITER計画管理グループ （担当：三上）
E-mail: jada-itercontact@qst.go.jp

１３．お問合せ先


