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京都大学次世代研究創成ユニット 
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主業務

K-CONNEXにて 
若手研究者の育成・支援 

次代のPIを目指す若手 
研究者（現在14名）を 
対象に各種プログラム 
を提供
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京阪神次世代グローバル研究リーダー 
育成コンソーシアム

平成29年度公募5名（予定）



K-CONNEXのキャリアアッププログラム

若手研究者のニーズに合わせたプログラム群を 
研究者が望むタイミングで提供
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参考）K-CONNEX研究者向けサポートポータル 
http://k-connex.kyoto-u.ac.jp/support/

海外渡航支援



研究グラフィックデザイン支援

「研究に関わる」グラフィックデザインの 
　作成を支援 

• 科研費や各種競争的資金の申請書 

• 論文のFigure, Graphical Abstract 

• 広報用ニュース画像
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最近の成果

• さきがけ 1名 
「生命機能メカニズム解明のための光操作技術」 
採択率：6.5％（13/200件） 

• AMED PRIME 1名 
「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療
機器及び医療技術の創出」 
採択率：6.7％（8/119件） 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もちろん対照群はないが…



今日の内容

第1部：13:30 - 14:30 

1. 研究に関わるデザインとは何か？ 
考え方の話 

2. センス不要のデザイン術  
テクニックの話 

第2部：14:45 - 15:45 

3. 情報整理を体験するワークショップ
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今日の想定ターゲット

若手研究者
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ベーシックな内容も含まれますが， 
基本が大事



参考図書

「科研費 採択される3要素:  
　アイデア・業績・見栄え」 
　郡 健二郎 著 

• （P4）3要素のなかで重要なのは
「アイデア」と「業績」． 
それら2つの要素の次に「見栄え」
である 

• （P6）見栄えは，短期間で会得
できます
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医学書院 (2016年7月)



（グラフィック）デザインとは何か？

主として視知覚という観点から， 

伝達内容を美的かつ効果的に表現する

ことを目ざして行うデザイン
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日本大百科全書



デザインは苦手ですか？

センスがないから 
デザインとか言われるのは 
苦手なんだよな…

研究におけるデザインに 
「（美的）センス」は必要…？
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申請書の目的とは

A. 「良い研究を行う申請」である 
　ことを示す（そして研究費を得る） 

B. 「美的センスが高い」ことを示す
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良い研究であることが 
伝わらないと意味がない



申請書は誰が読む？

• 審査委員は専門に近い，専門外の人がメイン． 
大型の研究費になるほど専門外が増える． 

• 審査委員は1週間ほどで数十の申請書を読む 

→出来る限り分かりやすく「省エネ」で読める 
　よう工夫することが採択への近道．
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デザイン＝情報伝達
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こんな研究 
しますので 
お金ください

研究の内容が 
分かりません 
お金出せません

情報伝達には 
必ず「相手となる人」がいる



申請書の「美しい」表現とは？

装飾美ではなく，機能美

14

ここで言う「機能」とは 
情報が相手に伝わること



信号機で例えてみましょう

車を運転中，分かりやすくて信頼できる
信号はどちらですか？
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Q

交通サインは誰もが分かるルールに 
則ってシンプルに作られている
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研究内容の「情報」を 
どの審査員にも過不足無く 
理解してもらうことが望ましい

誰もが理解しやすいルールに 
則ってシンプルに作ることが原則



どのレベルの「デザイン」が必要？
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トップレベル
広告，出版， 
服飾，製品

0

100

75

25

研究に関わる 
デザイン
訓練・経験で 
習得可能

＝



申請書デザイン術
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センス不要！



科研費における「デザイン」の２つの階層

【全体】主にテキスト．  
パッと見て「読む気になる」  
読んでみたら「読みやすい」  

【部分】画像 
文章よりも分かりやすく 
「説明する」
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審査委員を読む気にさせるために

1. 専門用語を減らす 

2. 一文を長くしない 

3. 漢字の量は30％程度に 

4. 英数字は半角に 

5. 小見出しをつける 

6. 箇条書きを用いる
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7. 要点を適度に強調する 

8. 入力欄の周囲にマージンを 

9. 大きな区切りの前には一行
あける 

10.スタイルを全体で統一

文章で工夫できること：論理的に簡潔かつ明瞭に書くことが基本



省エネで読めるように

1.専門用語を減らす 

使う場合は説明を入れる． 
ただし細目で常識的な単語は使用OK． 

2.一文を長くしない 

一文に2つ以上の内容を入れない．
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省エネで読めるように

3.漢字の量は30％程度に 

「黒っぽい」紙面はそれだけで 
　読みづらいと感じる． 

4.英数字は（基本は）半角に 

全角の英数字の場合、「ＦＵＫＵＩＤＡＩＧ
ＡＫＵ」のように改行されることもある．
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論理的な構造を視覚化する

5. 求められている内容に 
忠実に小見出しをつけ
る． 
小見出しのスタイルは 
揃える． 
例）ゴシック体＆太字 

6. 並列な情報は箇条書き
に
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出典：Wikipedia



7. 要点を適度に強調する

• 後でそこだけ拾い読みし
ても概要が分かるように 

• 強調を使いすぎると強調
にならない． 
→ 一段落に一回が目安 

• 強調は1種類に． 
太字と下線を別の意図で
用いても審査委員には分
からない．

24



マージン（余白）をとる
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8. 同じ幅のマージンを
（特に左側に）とる 

9. 大きな区切りの前に
は一行あけることで
「情報のまとまり」
を可視化できる



10. スタイルは申請書全体で統一する

ここまで説明したすべての要素を全ページで
統一的に使うことで「申請書のもつ固有の
ルール・リズム」を理解してもらえる
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次は，個々の絵図について
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どんな絵を 
入れたら良いのか 
分からない…



絵図は何のために作るか？

図を入れるのは（研究内容を）さも良い
かのように見せるため 

とりあえず論文の図を使いまわした 

研究内容を過不足なく分かってもらう
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個々の絵図について

言葉や数値で説明すると冗長になる 
概念を説明する場合は絵図が有効 

・現象 
・大小関係 
・段階的な論法 
　など
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分かりやすい絵図を作るために必要なこと

• 絵図で表現する情報を整理する 

• 視覚による情報伝達に関する 
（細かい）ルールを理解して実践する
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情報の整理

そのページにおいて訴えるべき内容を絵図にする． 
１ページに１枚を目安に．
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1ページ：研究目的（概要）→ 研究の全体像 

2ページ：研究目的（続き）→ 主要な現象／スキーム 

3ページ：計画・方法 → 研究期間内のガントチャート 

4ページ：計画・方法 → 強み／アピールとなるデータ

例（若手A, B，基盤C一般の場合）



申請書1ページ目の重要性

• 研究目的を理解してもらう． 

• ここでつまづくと後のページをちゃんと
読んでもらえない． 

• 「読む気」を持続させるためには，研究
の意義を1ページ目でしっかり訴えよう．
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1ページ目（研究目的）で求められること

① 研究の学術的背景（本研究に関連する国内・国外
の研究動向及び位置づけ，応募者のこれまでの研
究成果を踏まえ着想に至った経緯，これまでの研
究成果を発展させる場合にはその内容等） 

② 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとする
のか 

③ 当該分野における本研究の学術的な特色・独創的
な点及び予想される結果と意義
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情報整理のために三段論法を活用してみよう
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背景 ①

課題

やること ②③

申請者の 
解決策

成果・将来性 ③

予想される 
成果

他分野への 
貢献や 

社会的な意義

強み 
アピール

導入 
一般的知識

課題と成果・意義は対応させる

課題と解決策は対になる



作り始めましょう!

Adobe Illustrator（有料） 

Inkscape（無料） 

PowerPointでも可能． 
ただし「図として保存」はデフォルトが
96dpiで，印刷には300dpi程度が適してい
る．そのため3倍の大きさで作る．

35

拡大縮小・ 
解像度変更が 
可能



• まず、絵図を入れる場所の「大きさ」を定規で測る． 
 
 
 

• 【PowerPointで作る場合】 
その大きさの3倍のサイズで画像を作る． 
「ページ設定」から変更可能．フォントも3倍 
（最終10ptにしたい場合，30ptで作る）．

作り始めましょう!
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50mm

70



余白を意識する

3-5mmの余白を 
先に作り、可能な
限りその中で絵図
を作る
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50mm

70

42

62



写真・絵はインパクトがある
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病変部位を観察

◯◯遺伝子を 
マウスに導入

◯◯遺伝子を 
マウスに導入

病変部位を観察

画像はまずパブリックドメインで探す



絵図にするときに

• おそらくスペースが
足りないので， 
最も重要な部分だけ
を残す 

• 図形や文字の要素を
揃えて並べる
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□□の解明へ

◯◯における 
△△が課題

実験A 
実験B

図：研究の全体像

50mm

70



色の濃い部分は強調される
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□□の解明へ

◯◯における 
△△が課題

実験A 
実験B

□□の解明へ

◯◯における 
△△が課題

実験A 
実験B

課題の重要性を強調 成果の重要性を強調



矢印に頼り過ぎない

• 矢印は便利だが，多様な意味で使ってし
まいがち. 濫用せず必要最低限で使おう. 

• 矢印だけで分かりにくい場合は、言葉を
付加するのもアリ
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結果 しかし



２ページ目：研究内容の現象・スキーム

• 図と文の文字の大きさをある程度揃える 

• キャプションを入れると分かりやすい
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図：水素原子のモデル



３ページ目：研究計画のガントチャート

ガントチャートは色々な見せ方がある 
ウェブで検索して自分に合うものを見つけよう
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• 複数の灰色を利用



３ページ目：研究計画のガントチャート
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• 出来る限り「節約的」に示す



4ページ目：強みとなるデータ

• 論文で使ったグラフを使いまわさない 

• 審査員に意図や数値を読み取ってもら
うのではなく，一目瞭然で言いたいこ
とが分かるように作る
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2.7倍に増加

Excelのデフォルトのグラフ 改善したグラフ

1. フォントを大きく 
2. 罫線は（多くの場合）不要 
3. 不要な数値目盛りを削除

変更点
4. 見るべき箇所を言葉で指示 
5. 必要なデータだけを 
色の濃さで強調



あとは参考サイトで

「伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン」 
　高橋佑磨・片山なつ 
　http://tsutawarudesign.web.fc2.com/
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細かなルールを理解するには 
これで十分！



PowerPointの使い方（理系研究者向け）

「PowerPointによる理系
学生・研究者のためのビジュ
アルデザイン入門」  
田中 佐代子 (著) 

• PowerPointによる図形
の作り方を細かく学べる
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ある程度作ったら違った視点で見返す

• 紙に印刷してみる 
パソコンのディスプレイと紙に印刷 
した場合の印象が異なることが多い 

• 時間をおく 
気付かなかった改善点が見つかる
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デザインでできること，できないこと

• 「デザインは万能ではない」←重要！ 

• グラフィックデザインは研究内容を可能な
限り過不足なく，ストレスなく伝えるため
の方法論 

• 研究内容が一番大事
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科研費申請書のデザインは

• 美的センスを発揮せず 
（変な装飾をせず） 

• 情報を論理的に整理し 

• ルールに則って作る
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センスがなくても 
申請書のデザインはできる！


