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自己紹介

 2018年7月からリサーチアドバイザー
を務めております本学名誉教授の佐藤
勝昭です。

 私は2007年本学退職後（国研）科学
技術振興機構(JST)において、戦略創
造研究事業さきがけの研究総括*およ
び領域アドバイザー**を務めました。

 (独)日本学術振興会(JSPS)の科研費審
査・特別研究員審査にも関わってきま
した。

 経験を活かして、学振特別研究員DC1 
（博士前期課程学生対象）、（博士後
期課程学生対象）に応募されるときの
申請書の書き方にアドバイスをさせて
いただきます。



学振特別研究員制度について

 「特別研究員」制度は優れた若手研究者に、その研究
生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研
究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えるこ
とにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富
んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、
大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、
優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究
に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用
し、研究奨励金を支給する制度です。



学振特別研究員制度について（PD)

 学位取得後の早い段階から研究の場を当該若手研究者の出身大
学・研究科等以外の場とすることは、多様な研究環境の選択に
よる研究者自身の研究能力の向上に繋がり、また、異なる経験
を持つ若手研究者の受入による受入研究機関の研究の活性化な
どの観点から非常に重要であることから、平成15年度採用分特
別研究員－PDから、採用後、研究に従事する研究室を大学院在
学当時の所属研究室（出身研究室）以外の研究室とすることを
申請時の条件に付加することとしました。

 平成28年度採用分からは、研究に従事する研究機関を大学院在
学当時の所属研究機関（出身研究機関）以外の研究機関とする
よう求めています。

PDについては所属
機関の移動が求め

られます



特別研究員の選考方法（2021年度採用分）-1-
 選考は、我が国の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査
会（委員58人、専門委員約1,800人）において、書面審査及び面
接審査により行われます。

 特別研究員-ＤＣ１、特別研究員-ＤＣ２、特別研究員-ＰＤ、特別研究員-ＲＰＤ

(1)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)研究計画が具体的であり、優れていること。
(3)研究計画を遂行できる能力及び当該研究の準備状況が示されていること。
(4) 特別研究員－ＰＤについては、研究成果が優れていることに加え、博士課程での研究の単なる

継続ではなく、新たな研究環境に身を置いて、自らの研究者としての能力を一層伸ばす意欲が
見られること。

(5) 特別研究員－ＰＤについては、やむを得ない事由がある場合を除き、大学院博士課程在学当時
（修士課程として取り扱われる大学院博士課程前期は含まない）の所属研究機関（出身研究機
関）を受入研究機関に選定する者、及び大学院博士課程在学当時の学籍上の研究指導者を受入
研究者に選定する者は採用しない。

※ 研究機関移動の要件について、研究機関移動と認められるか否かは採否の重要な判断基準となります。詳細は募集要項
及び後述「Ⅱ特別研究員-PDの受入研究機関等の選定について」をご覧ください。
※ 特別研究員-ＲＰＤについては上記の審査方針の中で、本事業による支援の必要性についても考慮されます。



特別研究員の選考方法-2-
［留意事項］ 人権の保護及び法令等の遵守への対応について

 研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要と
する研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命
倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基
づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対
策と措置を講じるのかについて確認の対象となります。

 例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、
国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性
を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実
験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承
認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となります。



特別研究員の選考方法 -3-
書面審査セット/審査区分

 １件の申請について、申請者が選択した審査区分に基づいて設
定された書面審査セットに応じて、上記審査会の専門委員６人
により書面審査を実施します。
書面審査セットは審査区分に基づいて設定されていますが、適
切な相対評価ができるように、関連する審査区分を組み合わせ
てグループ化しています。

 詳しくは、「審査区分表」ページ内の「審査セット」の項目を
参照してください。また、６人の書面審査員については、専門
分野のバランス、各審査員の所属機関が異なるようにする等、
公平性に配慮しています。審査区分の詳細については、「審査
区分表」を参照してください。

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html


特別研究員の選考方法 -4-
書面審査による評価
 書面審査による評価は、
①「研究者としての資質」、②「研究計画」、③「研究計画遂行能力」につ
いて、それぞれの項目に対して、
絶対評価により5段階の評点（５:非常に優れている、４:優れている、３:良
好である、２:普通である、１：見劣りする）を付します。
最終的に、上記の各項目の点数を踏まえて、総合的に研究者としての資質及
び能力を判断した上で、書面審査セット内での相対評価により５段階の評点
（５:採用を強く推奨する、４:採用を推奨する、３:採用してもよい、２:採
用に躊躇する、１：採用を推奨しない）を付します。

 なお、ＤＣについては研究経験が少ないことから①「研究者としての資質」
を重視して評価します。

 また、ＲＰＤについては出産・育児による研究中断のために生じた研究への
影響を踏まえたうえで、この制度により研究現場に復帰した後の将来性等、
総合的に判断した評価を行います。

DCについては
研究者の資質を
重視します。



2021年度採用分
【審査区分に関する概要】
 2019年度採用分より、研究者養成事業では従来の「系、分野、
分科、細目表」ではなく、「小区分、書面審査区分、書面合
議・面接審査区分」で構成される審査区分表で公募・審査を
行うこととしました。

 この審査区分表は、科学研究費助成事業の審査区分表とは
異なるものです。

 「書面合議・面接審査区分」は、研究者養成事業の書面合
議審査および面接審査のための審査区分です。また、「書面
審査区分」は、研究者養成事業の書面審査のための審査区分
であり、小区分の組み合わせから成っています。書面審査区
分の審査範囲を示すものとして、複数の小区分が付してあり
ます。但し、書面審査区分に含まれる小区分以外の内容の申
請を排除するものではありません。

※研究者養成事業とは、「特別研究員」「海外特別研究員」「若手研
究者海外挑戦プログラム」の各事業を指します。

科研費の審査と
は区分が異なり

ます。



区分表 工学系科学
専門外の審査員も審査します。

例えば、電力も通信も電子デバイス
も工学系科学5で審査されます。電力

通信

電子デバイス



審査票 農学・環境学
専門外の審査員も審査します。
例えば、育種も昆虫も農業経済も
農学・環境学2で審査されます。



審査員としての
経験から



審査員は忙しい
→申請書を読む身になって書こう
 私が農工大の現役だった頃、特別研究員の審査をやりました。
 研究・教育・さらに管理の業務・学会の仕事・科研費重点領域の仕事な
ど、分刻みのスケジュール。そこに小包でドカンと申請書が送られてき
ます。しかも2-3週間くらいで読まなければなりません。

 審査員にノミネートされるのは、その分野でそれなりに活躍している方
ですから、おそらくみんな同じ状況だと思います。忙しい方の目をどう
したら惹きつけられるかが勝負でしょう！

 また、さきほど申したように、かなり広い専門領域にわたる審査員が読
みますから、はじめの「現在までの研究状況」のところに「専門用語」
や「専門家にしかわからない表現」「複雑な化学式」などがあるとその
先まで読み進める気がしません。この部分は、なるべくわかりやすい表
現を使いましょう。

ゆうパック

ドカ
ン

unconventionalな超伝
導と言われるｐ波、
ｄ波の超伝導もトポ
ロジーとの概念で・・



申請書記入のポイント

 なぜその研究を行うのか、研究トレンドとの関係を書きましょう。
 研究をどのように進めるか、「なぜあなたが」、「なぜ今か」を考えて
おきましょう。

 研究課題において「何がボトルネックになっているか」、「なぜ未開拓
だったのか」、「どうすれば解決するのか」を記載しましょう。

 オリジナリティを問われます。どこが新しいか書きましょう。
 研究論文ではありません。あくまで研究課題の提案を書いて下さい。専
門外の方も審査に加わります。わかりやすく、図をまじえて書いて下さ
い。

 これまでの研究成果もすべて書くのではなく、当課題の提案および研究
者の資質を判断する根拠になるものにとどめて下さい。

文献の的確な引用



図を効果的に使おう
文章だけでは、専門外の
人にはわからないことも、
図があるとわかった気に

なります。

グラントプロポーザル概論にて松本
大亮さん(農工大M→医科歯科大D)の
DC1申請書



採択されたDC1申請書の例

工学研究科 作田さんのDC1申請書例

課題の提示

解決策の
明示

独創性を
アピール

図の効果的な使用



リサーチアドバイザーの助言で申請書はどう変
わったか

(農 晴山君DC-1を例に)

研究目的
計画書では、新たな防かび剤開発まで書かれ
ていたが、学術的な深堀に焦点を当てるよう
指導しました。



リサーチアドバイザーの助言で申請書はどう
変わったか

削除

メカニズム
解明を詳細
に記述

同定方法
を詳述



Publicationについて

 DC1 「研究者としての資質」を重視するので、論文は必
須ではありませんが、国際会議や学会・研究会での発表が
あれば、「研究遂行能力」の証左として考慮されます。し
かし、できるなら、博士前期課程で学会誌等に論文を出し
ましょう。競争になった場合、論文があるほうが絶対に有
利です。

 DC2 「研究者としての資質」を重視とありますが、「論
文は必須」と考えてください。また、なるべく、学会や国
際会議で発表して、存在をアピールしておくと、どこで審
査員が見ているかも知れません。



面接でのプレゼンのポイント

 ボーダーの方が面接に呼ばれます。
 専門家以外の方がいることを前提に話しましょう。
 だからといって、専門的に正確でないといけません。
 パワポに書き込みすぎず、図や文字が見やすく書きましょう。
 パワポの図は一目瞭然に描きましょう。
 まず聞かれたことに対して簡潔に答え、
その後に理由や自分の考えを述べましょう。

 質問の意味がわからないときは、ためらわず
聞き直しましょう。

 言葉を明瞭に話しましょう。



おわりに

リサーチアドバイザーや審査員経験者に相談しま
しょう

採択された先輩の申請書を見せてもらいましょう。
面接を経験した先輩の話を聞きに行きましょう。
指導教員とのコミュニケーションを密にしましょう。

学振特別研究員奨励費（給料）と研究費をもらって、
心置きなくしっかりと研究しましょう。



参考



区分表 数物系科学 化学



区分表 生物系科学 情報学


	学振特別研究員�奨励費獲得�について�審査する側から�の助言
	自己紹介
	学振特別研究員制度について
	学振特別研究員制度について（PD)
	 特別研究員の選考方法（2021年度採用分）-1-�
	特別研究員の選考方法-2-�［留意事項］　人権の保護及び法令等の遵守への対応について
	特別研究員の選考方法 -3-�書面審査セット/審査区分�　
	特別研究員の選考方法 -4-�書面審査による評価
	2021年度採用分�【審査区分に関する概要】�
	区分表　工学系科学
	審査票　農学・環境学
	審査員としての�経験から
	審査員は忙しい�→申請書を読む身になって書こう
	申請書記入のポイント
	図を効果的に使おう
	採択されたDC1申請書の例
	リサーチアドバイザーの助言で申請書はどう変わったか
	リサーチアドバイザーの助言で申請書はどう変わったか
	Publicationについて
	面接でのプレゼンのポイント
	おわりに
	参考�
	区分表　数物系科学　化学
	区分表　生物系科学　情報学　

