
若手研究者ポートフォリオ (HIRAKU-PF) 
簡易マニュアル 

未来博士3分間コンペティション応募者用 

別添２ 



若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF）とは 

 若手研究者ポートフォリオ HIRAKU-PF は、未来を拓く地方協奏プラット

フォーム（HIRAKU） の展開を支援する基幹ITシステムとして、2016年３月に

運用を開始しました。博士課程学生やポストドクター等若手研究者向けの能力開

発、修得した能力の指標化、若手研究者や研究シーズの検索機能などを通して、

次世代のイノベーションを担う人材を支援します。さらに、所属や分野を超えた

つながりを形成し、人材や技術の活発かつ効果的な流動を促します。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

はじめに 
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① 以下のURLにアクセスしてください。 

若手研究者ポートフォリオサイト https://hiraku.hiroshima-u.ac.jp 

 

② ログイン画面が表示された場合 

若手研究者ポートフォリオで使っているログインIDを入力して，「Sign in」ボ

タンをクリックしてください。新しくアカウントを取得する方は、「新規アカウ

ント登録はこちら」をクリックし、アカウントを作成してください。 

 

③続いてパスワードを入力して，「Sign in」ボタンをクリックしてください。 

 

※広島大学博士課程後期に平成29年4月以降に進学した方は、運営事務局より

HIRAKU-PFのアカウントを付与されています。パスワードを忘れた方は運営事

務局までご連絡ください。 

ログインするには… 

https://hiraku.hiroshima-u.ac.jp/
https://hiraku.hiroshima-u.ac.jp/
https://hiraku.hiroshima-u.ac.jp/


 
 
①まずプロフィールを完成させましょう 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

メニューバーから 
eポートフォリオ/ eポートフォリオ編集を選択。 

公開設定を選択。データ入
力は途中で更新しながら保
存が可能です。 入力途中は
自分専用設定にしておき、
入力が完了したら「ネット
公開」もしくは「他ユーザ
に開示」を選択しましょう。  
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注釈（？アイコン）を参考に
しながら基本プロフィールを
入力しましょう。 

Researchmapと同じ研究分野
群になっています。研究者
検索されるキーワードの一
つですのでしっかり選択し
ましょう。  

【未来博士3分間コンペティション応募者入力情報】 必須 



 
 
①まずプロフィールを完成させましょう（つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

メニューバーから 
eポートフォリオ/ eポートフォリオ編集を選択。 

公開設定を選択。データ入
力は途中で更新しながら保
存が可能です。 入力途中は
自分専用設定にしておき、
入力が完了したら「ネット
公開」もしくは「他ユーザ
に開示」を選択しましょう。  
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注釈（？アイコン）を参考に
しながら基本プロフィールを
入力しましょう。 

Researchmapと同じ研究分野
群になっています。研究者
検索されるキーワードの一
つですのでしっかり選択し
ましょう。  

【未来博士3分間コンペティション応募者入力情報】 必須 



 
 
①プロフィールを完成させましょう（つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

自己アピール文を入力しま
しょう。（日本語300字程
度）最初の20文字弱は、研究
者検索画面の一覧に表示され
るため、工夫しましょう。 

プロフィール写真をアップ
ロードしましょう。（JPEG
形式でサイズ幅228×高さ
300ピクセル以上） 

研究の紹介文を入力しま
しょう（日本語500字程度）。
異分野、他機関の研究者や
企業のユーザーが理解でき
るような説明を目指しま
しょう。 

研究室などで公開している
SNS (Facebook ページ、
Twitter、RSSフィードが可能
なブログ）があれば登録し
ましょう。埋め込みで表示
されます。使い方は右側の
「？」アイコンをクリック。 

【未来博士3分間コンペティション応募者入力情報】 必須 



 
 
①まずプロフィールを完成させましょう。（つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 
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求職状況を入力しましょう。
連携機関にのみ公開され、研
究者同士には表示されません。  

（注）一部の博士課程後期課程のユーザの方には、文部科学省科学技術・学術政策研究所が推進す
る「博士人材データベース」※１に対し、本システムからの情報提供に承諾する同意欄が表示され
ています。 運営協議会事務局に不承諾のご連絡をいただいていない限り、初期設定として同意欄が
チェックされています。万一ご同意いただけない場合にはチェックを外してください。  
 
※１博士課程修了後のキャリア情報の管理を中心としたシステム。文部科学省「政策における『政
策のための科学』推進事業」の一環として科学技術・学術政策研究所が実施。 
http://www.nistep.go.jp/research/human-resources-in-science-and-technology/jgrad  
 
 （提供データ） 氏名、性別、生年月、国籍、入学年月、所属研究科、  
          指導教員名、経済的支援の状況、課程修了の状況等  

更新ボタンをクリック！ 

更新したeポートフォリオを、
他ユーザのポータル画面で紹
介することができます。  

データベース連携に関する同
意チェック欄です。(下記注
釈参照） 

【未来博士3分間コンペティション応募者入力情報】 必須 



 
 
② 更新したeポートフォリオ基本情報を確認しましょう。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

再度確認するにはメニューバーから 
eポートフォリオ/ eポートフォリオ閲覧を
選択すると入力した情報を確認できます。 

更新したプロフィール
写真およびアカウント
名はメニューバーの上
部にも反映されます。 

表示内容を切り替えると、
更新した公開設定範囲ご
との閲覧状況を確認する
ことができます。 

更新・保存などのアクショ
ンを行った場合には、上部
に表示される緑のステータ
スバーで確認できます。 
更新されると、自動的に閲
覧画面に遷移します。 

更新したプロフィール写真お
よびアカウント名は右上のロ
グイン情報部分にも反映され
ます。 

他のユーザがあなた
を検索したときに見
えるeポートフォリオ
画面になります。 
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【未来博士3分間コンペティション応募者入力情報】 必須 



 
 
③ 研究内容、業績などを登録しましょう。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

「新規登
録」をク
リック 

メニューバーから 
eポートフォリオ/ eポートフォリオ編集を選択。 

「研究活動」のタブをク
リックし、表示される活動
一覧から入力したい情報を
選択する。 
（※ 研究活動情報は
researchmap の入力項目に 
ほぼ合わせてあります） 

各業績情報を入力。 
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【参考情報】余力があれば業績なども更新しましょう。 



「更新」をクリックし、
反映情報を確認。 

 
 
④ 研究内容、業績などを一括アップロードする方法もあります。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

「ダウンロード」を 
 クリック 

必要項目について選
択し、書式をダウン
ロードする。 

登録済み情報を更新
したい場合には上書
き。登録済み情報の
下に追加したい新規
情報を入力しローカ
ルに保存。 

上記で保存したファイルを
選択しアップロード。 
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【参考情報】余力があれば業績なども更新しましょう。 



 
 
⑤ PR動画をアップロードすることもできます。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

「新規登録」をク
リック。 

「PR動画」タブをク
リック。 

アップロードする動画の種別
を選択。MP4などの動画ファ
イルの場合には「登録ファイ
ル」欄で読込、YouTubeリン
クの場合は「YouTubeリン
ク」欄にURLを入力。 

「登録」をクリックし、元画面で「更新」
をクリック。更新状態を上部ステータス
バーで確認。（動画ファイルの容量によっ
ては更新されるまで時間がかかります） 

（※） Youtube上の動画のリンク取得方法 
  (Youtubeリンク.png 参照)①動画
の下にある「共有」をクリック 
②下に出てきた「埋め込みコード」をク
リック 
③「埋め込みコード」のうち、  
"https://www.youtube.com/embed/xxxxx“ 
の部分を左記に貼付。 
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【参考情報】余力があれば業績なども更新しましょう。 

https://www.youtube.com/embed/xxxxx"


 
 
⑥ その他成果物（動画以外）をアップロードすることも可能です。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

「新規登録」をク
リック。 

「その他成果物」タ
ブをクリック。 

「登録」をクリック
し、元画面で「更
新」をクリック。上
部ステータスバーで
更新状況を確認。 

公開設定については、
纏めて設定も可能。
アップロードした
ファイルごとに公開
設定が異なる場合に
は、個別項目ごとに
設定。 
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【参考情報】余力があれば業績なども更新しましょう。 



 
 
⑦ 更新した業績情報を確認し、業績書、履歴書をダウンロードする。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

１．e ポートフォリオ 

「履歴書作成」もしくは「業績書
作成」をクリックし、ダウンロー
ドする。 
 
（※） 履歴書については JST(科学技術振興
機構）指定の書式を参考にした雛型で、業績
書については、登録された全項目を出力でき
る書式で出力されます。出力後、適宜加工し
てお使いください。 

動画については、基本的に下記PR
動画欄に埋め込み画像として表示。 
万一埋め込み画像が反映されない
場合、もしくは他のユーザの利用
環境で埋め込み画像から再生でき
ない場合には、研究活動欄下のリ
ンクからダウンロード可能。 

「その他成果物」については、登
録されたファイルをここからダウ
ンロード可能。 
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【参考情報】 



 
 
① 新着情報、企業や研究者の更新ポートフォリオを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② シーズ・ニーズ情報を確認する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

２．マイポータル 

各メニューに追加・更新さ
れた新着情報をチェック。 
中身を確認するにはお知ら
せ文をクリック。  

更新されたeポートフォリオ
を公開できるPRウィンドウ
です。更新後1か月後表示さ
れます。  
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ニーズ情報、シーズ情報を
チェック。使い方は左記リン
クをクリック。 

【参考情報】 



 
 
掲示板グループでスレッドを閲覧・返信しましょう。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

14 

掲示板の使い方 

【未来博士3分間コンペティション応募者 利用方法】 必須 

提出物があればここから添付
し、下記「投稿」ボタンをク
リックして返信投稿。 



若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 
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① 若手研究者ユーザー向けの操作マニュアルについては，ログイン後
の右上に表示される「初めてお使いの方へ」をクリックして確認してく
ださい。 
 

②ログアウトする時は，右上の「利用者名」「顔写真」をクリックす
ることで，「Sign out」のボタンが表示されます。 

 

最後に・・・ 

操作方法等の問い合わせ先： 

未来を拓く地方協奏プラットフォーム運営事務局までお問い合わせく
ださい。(hiraku@hiroshima-u.ac.jp) 

 

mailto:hiraku@hiroshima-u.ac.jp
mailto:hiraku@hiroshima-u.ac.jp
mailto:hiraku@hiroshima-u.ac.jp

