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1. はじめに 

卓越研究員事業申請システム（研究者用）（以下、システムという）は、卓越研究員事業

における研究者用申請書の作成・提出手続きの一部を、インターネットを利用して行うシ

ステムです。日本学術振興会が設置する電子申請システムのページより、申請手続を行っ

てください。 

公募要領についての詳細は、卓越研究員（https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html）の

ホームページを参照してください。 

 

日本学術振興会ホームページ内「卓越研究員事業」の「公募情報（研究者向け）」ページ

にある『電子申請システム（研究者用）』ボタンをクリックします。 

http://www.jsps.go.jp/j-le/koubo_kenkyu.html 

 

 

「電子申請のご案内」ページが表示されます。 

http://www-shinsei.jsps.go.jp/toptakuetsu/top_ken.html  

[電子申請システム（研究者用）]を
クリック 

http://www.jsps.go.jp/j-le/koubo_kenkyu.html
http://www-shinsei.jsps.go.jp/toptakuetsu/top_ken.html
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2. 操作方法 

2.1 ログイン用 ID・パスワードの発行申請 

 
「電子申請のご案内」ページより、左側の［ID・パスワード発行申請（卓越研究員事業）］

ボタンをクリックします。 

 

 
「ID・パスワード発行にあたり」画面が表示されます。画面上の注意書きを確認し、「同

意する」を選択して［OK］をクリックします。同意しない場合、ID・パスワードを発行で

きません。 

 
 
  

「同意する」へチェックして
[OK]をクリック 

[ID・パスワード発行申請（卓
越研究員事業）]をクリック 
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「ID・パスワード発行申請」画面が表示されます。ID・パスワード発行に必要な申請情

報を入力し、［OK］をクリックします。確認画面が表示されますので、内容に誤りがない

かを確認し、「OK」をクリックします。 

 
 
入力時の注意事項 

① 氏名（戸籍名）は、審査およびポスト提示機関へ提供する卓越研究員候補者リストに

は使用しません。 
② 氏名（表示名）は卓越研究員採用者として公表する際など、卓越研究員として本会で

取り扱う際に使用する氏名のことで、旧姓や通称名を使用することも可能です。 
③ 年齢要件を超えている場合、申請書提出を完了できません。申請可能かどうか、事前

に必ず公募要領を確認してください。 
④ ここで登録するアドレスへ、ID・パスワード発行申請登録完了メールを送信します。 
 
※ 漢字入力は、JIS 第 1、第 2 水準以外の文字は使用できません。使用できない場合は第

1水準・第2水準の文字で置き換えて入力してください。置き換えられない漢字の場合は、

全角カタカナを使用してください。 
※ ここで登録する項目は、ID・パスワード発行後はメールアドレスを除いて変更・修正

できません。誤りがあった場合は、改めて ID・パスワードの申請を行う必要があります。 
 
 
  

必要事項を入力して 
[OK]をクリック 

① 

② 

③ 

④ 
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ID・パスワード発行申請受付完了画面が表示されます。画面上に発行された ID・パスワ

ードが表示されますので、表示されたページを印刷して控えをとってください。 

 
 
登録したメールアドレスに、ID・パスワード発行申請登録完了メールを自動送信します。

メールが届いていることを確認してください。 

 

ID・パスワード発行手続はこれで完了です。ページを閉じ、次のページの手順に従って、

取得した ID・パスワードを用いて申請書の作成を行ってください。 

 

※この ID・パスワードは選考結果（審査結果）の確認の際も使用しますので、大切
に保管してください。選考結果（審査結果）は本システム上でのみ確認可能ですの
で、取り扱いには十分にご注意ください。 

 

 

  

: XXXXXXXXXXXXXX 
: XXXXXX 

表示される ID・パスワードを 
控えてください。 
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2.2 ログイン 

 

「電子申請のご案内（卓越研究員事業）」ページより、［申請者ログイン（卓越研究員事

業）］をクリックします。 

 

 

ログイン画面が表示されます。ID、パスワードを入力し［ログイン］をクリックします。 

 

 

※ ログイン認証に 5回連続で失敗した場合、一定時間電子申請システムへログインするこ

とができません。20 分程度時間を置いてから再度ログインを行ってください。 

※ パスワードを忘れた場合は、［こちらへ］から新しいパスワードを取得してください。 

パスワード再発行には、登録した「メールアドレス」「氏名フリガナ」「生年月日」およ

び発行された「ログイン用 ID」の入力が必要です。これらの情報を紛失した場合は、[2.1 

ログイン用 ID・パスワードの発行申請]からやり直して下さい。 

パスワードを紛失した場合
は再発行してください。 

[申請者ログイン（卓越研究員
事業）]をクリック 
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ログインが受け付けられると「卓越研究員申請者向けメニュー」が表示されます。 

申請書作成を開始するには、［申請書作成］をクリックします。 

 

 「様式 1」の項目は、次の申請書情報入力画面上で入力しますが、「研究者_様式 1 別紙」

は、あらかじめを様式をダウンロードして作成したものを、Word または PDF ファイルで登

録します。様式を取得していない場合は、様式ダウンロードページで取得してください。 

 

申請書管理画面が表示されますので、［申請書情報入力］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

[申請書情報入力]を
クリック 

様式ダウンロードをクリックすると、「様式１
別紙」、「様式２」のダウンロード画面へもリン
クできます。 

［申請書作成］を 
クリック 
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2.3 申請書類（研究者_様式１）の作成 

 

「申請書情報入力」画面が表示されます。必要事項を入力し、注意事項への同意にチェ

ックを付け［次へ進む］をクリックします。途中で保存する場合は、［一時保存］をクリッ

クします。 

 

※ 一定時間(60 分以上)、ボタン操作をせずにおくと、セッションタイムアウトしてしま

い、入力した情報が消えてしまう場合がありますので、随時、一時保存をしてください。 

 

入力項目の注意事項 

 

【審査領域】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「分科・細目コード」を入力後、［確定］ボタンをクリックすると、選択したコードに

該当する「分科」「細目」が表示されます。（分科・細目コードを確認する場合は、［List］

をクリックすると分科・細目表が表示されます） 

② 選択した分科・細目が総合分野の場合は、「審査希望分野」から該当するものを選択し

てください。（選択が可能な分野については、分科・細目表で確認してください） 

 

 

必要事項を入力のうえ、「次
へ進む」又は「一時保存」を
クリック 

① 

② 

分科・細目コードを入力後、[確定]をクリ
ックすると、「分科」「細目」欄に該当する
分科・細目名が自動で表示されます。 

「審査希望分野」は総合分野の場合のみ入力が可能で
す。総合以外の分科・細目を選択している場合は、「審
査希望分野」は入力出来ない状態になります。 
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【氏名・国籍等】 

 

③ 氏名、性別、生年月日、希望連絡先（E-mail）は、ID・パスワード取得時の情報が自

動で表示されます。 

④ 国籍の「日本」又は「日本以外」どちらかを選択します。「日本」を選択した場合は、

国名コードと国名は入力しないでください。「日本以外」を選択した場合は、「国名コ

ード」を入力後［確定］ボタンをクリックすると、該当する「国名」が表示されます。

（国名コードは［List］から参照できます。一覧にない場合はコードを「ZZZ」とし、

国名をテキストで入力してください。） 

 

【現所属機関】 

 

⑤ 「国内 or海外」欄において、「国内」「海外」「所属なし」のいずれかを選択します。 

※「所属なし」を選択した場合は、現所属機関に関する他の項目は入力不要となりま

す。 

⑥ 「機関コード」を入力後、［確定］ボタンをクリックすると、該当する「機関名」が表

示されます。（機関コードは［List］から参照できます。一覧にない場合は、コードを

「99999」とし、機関名をテキストで入力してください。） 

⑦ 現在の勤務形態が常勤か非常勤かの判断は、所属機関における規則等により判断して

ください。 

⑦ 

⑥ 
⑤ 

③ 
④ 
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【博士の状況】 

 

⑧ 海外で博士号を取得の方は「博士取得」ではなく、「外国における博士相当の学位取得

(Ph.Dなど)」を選択してください。 

⑨ 「学位未取得」以外の場合は「学位取得年月」と「学位名」の入力が必要です。「学位

取得年月」は、2017 年 4月 25日以降の日付は入力できません。 

⑩ 臨床研修を課された医（歯）学系分野へ在籍していた場合は、「有」をチェックしてく

ださい。 

※ 2004 年以前の努力義務の時期であった臨床研修へ参加していた場合についても、

公募要領に記載する「臨床研修を課された医学系分野への在籍」に該当します。 

 

【研究・職歴等】 

 

⑪ 大学・公的研究機関におけるポストドクターや特任助教、企業の研究員などの研究職

歴を、１行目から時系列順で、西暦で記載してください。また、出産・育児により研

究中断したことがある場合は、中断歴についても記載してください。 

例： 1. 2010年 4月～2011年 3月   ○○大学 ポストドクター 

2. 2011 年 4月～2012年 3月   △△会社中央研究所研究員 

3. 2012 年 4月～2012年 12月  出産・育児のため研究中断 

4. 2013年 1月～2017年 4月   △△会社中央研究所研究員 

 

※ 研究職歴は１０件まで入力可能です。全事項を記載できない場合は、直近の１０件

について入力してください。 

⑪ 

⑨ 

⑩ 

⑧ 
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【出産・育児による研究中断歴】 

 

⑫ 本項目で「有り」に該当し、「平成 30年 4月 1日現在 40歳未満（臨床研修を課された

医学系分野においては 43 歳）」を超えて申請する者については、出産・育児の事由を

証明する書類の提出が必要です。（公募要領４．（２）（カ）参照） 

※ 本項目で「有り」に該当しても、年齢要件以内（平成 30 年 4 月 1 日現在 40 歳未

満（臨床研修を課された医学系分野においては 43 歳））の場合は書類提出は不要で

す。 

⑬ 前項目で「有り」を選択した場合のみ、研究中断期間を入力してください。 

・１回の出産・育児につき１件まで、最大２件まで入力してください。 

・１人の子どもにつき複数回の研究中断をした場合は、主要な中断期間を１件入力し

てください。 

 

【研究計画タイトル、研究計画の概要（様式１別紙）】 

 

 

 

⑭ 研究計画の概要（様式１別紙）は、卓越研究員事業ホームページよりダウンロードし

た所定の様式に記載し、電子申請システムに登録します。［参照］ボタンをクリックし

てファイルを登録してください。 

※ 登録後は［DOWNLOAD］ボタンより前回登録したファイルをダウンロードすること

ができます。 

 

【様式 1別紙作成時の注意】 

※ 様式 1別紙は、予め Word又は PDF形式で作成してください。 

※ 様式 1別紙は、文部科学省において定められたものです。項目の新設、省略・削除等、

様式を改変することはできません。合計１ページのファイル以外は登録できません。 

※ 様式 1 別紙は、システムで PDF ファイルに変換されて審査等に使用します。外字や特

殊フォント等は正しく変換されませんので、変換後の PDF ファイルでうまく表示されな

い文字・記号等がある場合には、画像として貼り付ける等、作成しなおしてください。 

※ 様式 1別紙は、１ＭＢ以上のファイルは送信することができません。 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

登録後の確認用「DOWNLOAD」 
ボタンはこちら 
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【その他登録情報】 

 

⑮ 現住所情報は、審査およびポスト提示機関への提供情報には使用しません。 

申請書提出後に現住所を修正する場合は、申請者メニュー画面「連絡先変更」から変

更をしてください。（「連絡先変更」のメニューは、申請書提出後に使用できるように

なります） 

 

【評価書作成者の情報】 

 

⑯ 評価者が外国人の場合、氏名はアルファベットで入力が可能です。外国人の場合も、

姓名で分けて入力してください。（ミドルネームの入力はできません） 

⑰ 現在所属がない場合は、申請者とつながりのあった当時の、評価書作成者の所属機関・

部局・職名を入力してください。 

⑱ 連絡先に入力したメールアドレスへ、評価書作成依頼メールを送信しますので、必ず

評価書作成者本人が受信できるアドレスとしてください。なお、申請書と同じアドレ

スや、２名の評価書作成者を同じアドレスとすることはできません。 

 

※ 評価書は２名の研究者等から作成していただくため、２名の評価書作成者の登録が必

要です。（評価者については、公募要領４．（２）（ア）及びＱ＆Ａ＜５．その他＞を参

照） 

⑯ 

⑮ 

⑱ 

⑰ 
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【申請にあたっての同意】 

内容を確認した上で、同意する項目のチェックボックスをクリックしてチェックを付し

て下さい。 

 

 

画面下の［次へ進む］をクリックし、エラーがない場合は「申請情報入力確認」画面が

表示されます。申請書情報を確認し［次へ進む］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意が必要な事項を確認
し、チェックを入れる 

内容を確認し、[次へ進む]
をクリック 
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申請書情報が PDF ファイルに変換され、「申請書情報確認」画面が表示されます。 

 
 

① ［申請書情報の確認］をクリックし、作成された申請書情報 PDF ファイル（様式１＋

様式１別紙）の内容を確認してください。 

② 修正したい項目がある場合は［申請書情報修正］、問題がなければ［完了］ボタンをク

リックします。 

※［完了］をクリックしないと評価書作成依頼を開始できません。 

 完了ボタンとクリックすると、「希望連絡先 Email」に入力したメールアドレスに、連

絡先確認用のメールを自動送信します。 

 

  

① 

② 
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「希望連絡先確認」画面が表示されます。連絡先確認メールの受信を確認し、［受信を確

認した］をクリックします。 

※ メールが受信できない場合は、[メニューに戻る]から入力画面へ戻り、Emailアドレ

スに誤りがないか確認、修正してください。申請書提出後の各連絡を受信できないこ

とによる不利益は責任を負いません。 

 

 

［受信を確認した］をクリックすると、申請書管理画面に戻ります。申請状況が「連絡

先確認済み」となっていれば、様式１の作成は完了です。 

 

［DOWNLOAD］：作成した「様式１」をダウンロードします。 

［確認］：申請書情報確認画面（ｐ13）に移動します。 

［修正］：入力画面（ｐ7）に移動します。修正後は再度連絡先確認まで完了してください。 

メー受信を確認し、「受信
を確認した」をクリック 

一時保存をした場合は、［再開］
ボタンが表示されます。 
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2.4 申請書類（研究者_様式２）の作成 

 

「様式 2」は、あらかじめを様式をダウンロードして作成したものを、Word または PDF

ファイルで登録します。登録済みの様式 2 を修正する場合も、同様の手順で修正したファ

イルを登録してください（ファイルが更新されます）。 

 

【様式 2作成時の注意】 

※ 様式 2は、予め Word又は PDF 形式で作成してください。 

※ 様式 2 は、文部科学省において定められたものです。項目の新設、省略・削除等、様

式を改変することはできません。合計１０ページのファイル以外は登録できません。 

※ 様式 2 は、システムで PDF ファイルに変換されて審査等に使用します。外字や特殊フ

ォント等は正しく変換されませんので、変換後の PDF ファイルでうまく表示されない文

字・記号等がある場合には、画像として貼り付ける等、作成しなおしてください。 

※ 様式 2は、３ＭＢ以上のファイルは送信することができません。 

 

「申請書管理」画面のページ下部より、［様式 2登録］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「様式２登録」を 
クリック 

申請書情報が「連絡先確認
済み」となっている必要が
あります。 
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ファイル登録画面が表示されます。［参照］をクリックし、登録するファイルを指定して

［OK］をクリックします。 

 

 

「様式 2」ファイルが PDF ファイルに変換され、「様式 2確認画面」が表示されます。 

［研究者_様式 2の確認］をクリックし、内容を確認してください。 

 

 

申請書管理画の様式 2の申請状況が「登録済み」となっていれば、様式 2の作成は完了

です。 

 

 

  

研究者_様式 2 を確認後、［申請
書管理に戻る］をクリックして
申請書管理画面に戻る 
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2.5 評価書の作成 

 

評価書作成者に評価書の作成を依頼するには、「申請書管理」画面より、［評価書作成依

頼］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［評価書作成依頼］を 
クリック 

申請書情報が「連絡先確認済
み」となっている必要がありま
す。 

申請書入力画面で登録した評価
書作成者情報が表示されます 
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「評価書作成依頼確認」画面が表示されますので、内容が正しいことを確認し、評価書

の作成希望日を入力して［OK］をクリックします。 

 

評価書作成に必要な情報を記載したメールが、評価書作成者の Email宛に送信され、「評

価書作成依頼完了」画面が表示されますので、［OK］をクリックし、申請書管理画面に戻り

ます。 

 

【評価書作成依頼時の注意】 

※ Emailアドレスの誤りにより評価書作成依頼メールの送信に失敗した場合でも、エラー

は通知されません。申請者自身で評価書作成者に直接連絡を取り、メールを受信できて

いるか確認してください。メールが受信できない場合、評価書作成者は評価書を作成す

ることができません。評価書作成者の Email アドレスに誤りがあった場合は、申請書情

報入力画面から修正した後に、再度評価書作成依頼を行ってください。 

 

例） 評価書作成者への送信メールイメージ（送信元：no-reply_takuken@jsps.go.jp） 

 

評価 太郎 様 

 

 申請 一郎（Shinsei Ichirou）様が日本学術振興会卓越研究員へ申請するにあたり、貴殿に評価書

の作成を依頼しました。 

 以下の URL の「評価者ログイン」ボタンより電子申請システムにログインし、2017/XX/XX まで

に評価書を作成してください。 

ID：ABC…… 

パスワード：pass…… 

電子申請システム http://www-shinsei.jsps.go.jp/takuetsu_hyoka/index.html 

〓〓【ご注意】〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

本メールは電子申請システムより自動送信されておりますので、このメールアドレス宛にお問い合わ

   

 

   

     

評価書作成希望日を設
定し、［OK］をクリック 

メールは英語併記で送付されます。 

mailto:no-reply_takuken@jsps.go.jp
http://www-shinsei.jsps.go.jp/takuetsu_hyoka/index.html
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【評価書作成状況の確認方法】 

「申請書管理」画面より、評価書作成者の「処理状況」欄を確認します。処理状況が「評

価書提出済み」となっていれば、評価書作成者により評価書(様式 3)は完了しています 

※ 申請者は、提出された評価書の内容を確認することはできません。 

 

 

【評価書作成者情報の修正または評価書作成者を変更する場合】 

「申請書管理」画面において、 申請書情報の「修正」又は「再開」をクリックし、申

請書入力画面を開きます。 

修正（変更）する評価書作成者について、「修正する」又は「変更する」をクリックし、

情報を修正してください。 

 

※ 修正後は、再度申請書情報の希望連絡先の確認まで行ってください。 
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※ 評価者情報の修正を行った場合 

評価書作成者の ID・パスワードは変更されません。ただし、評価書作成者が評価書を

既に提出している場合、評価書が提出前の状態に戻ります。評価書作成者により評価書

を再度「提出」する必要がありますので、申請者自身が必ず評価書作成者に連絡してく

ださい。 

 

※ 評価者の変更を行った場合 

「申請書管理」画面より、新しい評価書作成者の［評価書作成依頼］ボタンをクリッ

クし、評価書作成を依頼してください。前評価書作成究者の ID・パスワードは無効とな

り、提出済みまたは作成中の評価書も削除されます。 

 

【評価書作成者が ID・パスワードを紛失した場合】 

「申請書管理」画面より、評価書作成者の［パスワード再発行］をクリックします。 

 

アラートが表示されますので、内容を確認し、[OK]をクリックします。 

IDと新たなパスワードが評価書作成者にメールで通知されます。（IDは前回発行したもの

を再度通知し、パスワードは前回発行したものは無効となり、新しいパスワードが発行さ

れます。） 
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2.6 申請書類の確認・提出 

 

申請書情報（研究者_様式 1 別紙含む）、研究者_様式 2、評価書が全て完了し、申請書管

理画面において、それぞれの申請状況又は処理状況が、下記の通りであることを確認して

ください。 

■申請書情報（研究者_様式 1別紙含む） ・・・・・ 連絡先確認済み 

 

■評価書 ・・・・・・・ 評価書提出済み 

 

■研究者_様式 2 ・・ 登録済み 

 

 

 

様式１～３が揃ったら、申請書管理画面の［確認完了・提出］ボタンをクリックします。 

 

 

［確認完了・提出］を 
クリック 
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申請書提出確認画面が表示されます。［申請書の確認］ボタンをクリックし、作成された

「申請書 PDF ファイル（様式１＋様式１別紙＋様式２）」をダウンロードして内容を確認し

てください。（PDF ファイルをダウンロードしないと、［OK］ボタンは押せません。また、評

価書の内容は確認することができません。） 

作成したファイルに問題がなければ、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

※ ［OK］をクリックすると、申請書は日本学術振興会に送信され、以降の修正はできな

くなりますので注意してください！ 

 

申請書提出完了画面が表示されます。申請書の提出作業は完了です。 

引き続き、［アンケートはこちら］をクリックし、申請者用アンケートに進んで下さい。 

［OK］をクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

 

 

 

「申請者向けアンケートはこちら」を
クリック 
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2.7 提出済みデータのダウンロード 

 

申請書提出後に作成した申請書をダウンロードする場合は、「申請書管理」画面の［申請

書確認］ボタンをクリックしてください。「様式１＋様式１別紙＋様式２」（PDF）がダウン

ロードできます。 

 

 

2.8 申請者向けアンケート 

 

申請書提出後に、申請者アンケートの回答にご協力いただきますようお願いいたします。

本アンケートは、今後の卓越研究員事業の運営・改善並びに科学技術人材の育成に係る事

業の検討に役立てることを目的としており、回答者を特定せずに回答を収集・集計・分析

し、集計・分析結果は、本アンケートの趣旨・目的のみに使用させていただきます。 

 

アンケート画面へは、上記の申請書提出完了画面からリンクするか、日本学術振興会卓

越研究員事業ホームページの「公募情報（研究者向け）」からリンクできます。 

 

申請者向けアンケート URL 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ldrf-obsfq-11c323279a983c34a287dedf5eb97607 

 

3. 連絡先 

独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課 卓越研究員係 

電 話：03-3263-3769 

E-mail：takuken@jsps.go.jp 

 

［申請書の確認］を 
クリック 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ldrf-obsfq-11c323279a983c34a287dedf5eb97607

