
 - 1 - 

応募手順 

■応募前の注意事項 

応募の前に、必ず所属研究機関および研究者が府省共通研究開発管理システム
（e-Rad）に登録済みであることを確認してください。 

本公募への応募は e-Rad を通じて行います。 

e-Rad を使用するには、所属する研究機関及び研究者の事前登録が必要です。 

未登録の場合は、e-Rad ポータルサイトに掲載されている研究事務代表者及び事務分担者

用マニュアルを参照し、速やかに登録し、ログイン ID、パスワードを取得してください。 

 

■本公募の締切 

環境・エネルギー分野（環境、低炭素）、生物資源分野、防災分野 

２０１４年１０月２７日（月）正午（日本時間） 厳守 

感染症分野 

２０１４年１１月２１日（金）正午（日本時間） 厳守 

 
※ODA 要請書の外務省到着締切は、全ての分野において 

２０１４年１０月２７日（月）正午（日本時間）です。 

 

■申請書様式のダウンロードと応募方法 

1. e-Rad にログインする .................................................................................................... 2 

2. 応募する公募名を探す .................................................................................................... 3 

3. 公募要領・申請書様式をダウンロードする ................................................................... 4 

4. 申請書（アップロードする電子媒体）を作成する ........................................................ 5 

5. 応募情報の入力と応募書類のアップロード ................................................................... 6 

6. 応募状況を確認する ...................................................................................................... 18 

 

付録 
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1. e-Rad にログインする 

e-Rad ポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）にアクセスします。 
ログイン ID、パスワードを入力し、e-Rad へログインしてください。 
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2. 応募する公募名を探す 

研究者向けトップ・メニュー画面の「公開中の公募一覧」をクリックします。 

 

 

※ 見つからない場合は、検索画面で「地球規模課題対応国際科学技術協力」を入力し

て検索できます。 
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3. 公募要領・申請書様式をダウンロードする 

応募する公募名の「詳細」のボタンをクリックします。 

 
「公募詳細」画面で、公募情報の詳細内容を確認し、公募要領と申請書様式をダウ

ンロードしてください。 

 

 

☜ 
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4. 申請書（アップロードする電子媒体）を作成する 

本公募への応募にあたっては、e-Rad への直接入力に加え、PDF 形式に変換した申請書フ

ァイルの e-Rad へのアップロードが必要です。 

ダウンロードした公募要領、申請書様式に従って、申請書を作成します。 
 

 

e-Rad にアップロードできる申請書は、 

10MB までの PDF 形式 1 ファイルのみ 
（パスワードは設定しないでください） 

です。 
 

申請書の PDF 形式への変換は、e-Rad の PDF変換画面でも行うことができます（Word、
一太郎形式のみ）。操作方法は、19 ページ「e-Rad による PDF 変換の操作方法」を参
照してください。 
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5. 応募情報の入力と応募書類のアップロード 

「公開中公募一覧」画面で応募したい公募名の「応募情報入力」をクリックします。 

 
 

「応募条件」画面に表示された注意事項を確認し、「承諾」をクリックします。 

 

 

☜ 

☜ 
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《ポイント：応募情報登録操作ボタンの説明》 

 
応募情報の入力では、画面上部の操作ボタンが使用できます。 

ボタン機能を以下に示します。 

 
操作ボタン機能 

一時保存 作成途中に入力内容の保存を行います。 
e-Rad は、ログイン後、一定時間（30 分）が経過すると

接続が切断されます。適宜、一時保存してください。 

確認 入力内容の確認を行います。 

全ての項目の入力が完了したら、応募情報を確認してくだ
さい。 

以前の課題をコピーする 過去に作成した応募/採択課題の情報をコピーします。 

入力チェック 入力内容のチェックを行うことができます。 

提案書プレビュー 現在の入力内容で応募内容提案書 PDF を生成し、入力内容

がどのように PDF で表示されるのかを確認できます。 

戻る 「応募条件」画面に戻ります。 
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①研究開発課題名を入力します 

「研究開発課題名」を入力します。提案書類を英語で作成された場合は、英語で入
力しても構いません。その場合は、ODA 要請書の案件名と同じにしてください。 

 
②登録されている研究者情報を確認します 

「代表者情報確認」に表示された研究者情報が応募者自身であることを確認して 
ください。 

※ e-Rad からメールが自動配信されるよう設定されている場合、申請書類の受付状況が 

変更された時等に本画面のメールアドレス宛にメールが送信されます。メールアドレス

を変更する必要がある場合は、所属研究機関の事務担当者に連絡してください。 

研究機関に所属していない方は、「e-Rad ヘルプデスク」に連絡してください。 

☜ 
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③「共通項目」を入力します 

「共通項目」ボタンをクリックします。 

 
「共通項目」画面を表示し、必須事項を入力します。 

 

 

☜ 
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《ポイント：「共通項目」必須項目入力時の注意点》 

 研究期間 

公募要領に従って、研究期間を西暦で入力します。 

（例：2015 年度から 2020 年度（研究終了年度）） 

注）SATREPS には、R/D 及び MOU を署名するまでの「暫定期間」があります。 

提案書類と e-Rad 上の研究期間については、次のように御対応ください。 

（例：研究期間 5 年の場合） 

《提案書類様式 5》 《e-Rad》 

暫定期間   2015 年度 

１年目   2016 年度 

２年目   2017 年度 

３年目   2018 年度（←3 年間の場合の研究終了年度） 

４年目   2019 年度（←４年間の場合の研究終了年度） 

５年目   2020 年度（←５年間の場合の研究終了年度） 

詳しくは、公募要領をご覧ください。 

 研究分野（主） 

ご自身の研究分野に合う、「細目名」「キーワード」を選択します。 

 研究分野（副） 

ご自身の研究分野に合う、「細目名」「キーワード」を選択します。 

 研究目的 

例：研究目的を日本語 150 字程度で入力してください。 

 研究概要 

例:研究目的を含めた概要を日本語 800 字程度で入力してください。 
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④「個別項目」を入力します 

「個別項目」ボタンをクリックして、入力欄を表示させます。 
別紙「日本側応募者への応募にあたっての注意事項」を読み、各項目で説明されて
いる注意事項等に則った応募であることを確認します。 
確認が済んだら、「確認しました」を選択します。 

☜ 
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⑤「応募時予算額」を入力します 

「応募時予算額」ボタンをクリックし、「応募時予算額」の入力欄を表示させます。
日本側チーム全体の総額研究費（直接経費、間接経費）を年度ごとに千円単位で入
力します。千円以下は切り捨てます。研究期間全体の予算総額は、研究期間が 5 年
であれば 1.8 億円（間接経費込み）以内、研究期間が 4 年であれば 1.44 億円（間
接経費込み）以内、研究期間が 3 年であれば 1.08 億円（間接経費 各年度で 30％
を超えない額で込み）以内となるように、各年度で計画を立て入力してください。 

※年間 3,600 万円を目安に計画を立ててください。 
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⑥研究組織情報を入力します 

｢研究組織情報｣ボタンをクリックして、研究組織情報の入力欄を表示します。 

本応募に関する研究代表者の情報のみを入力します。 

 

《ポイント：「共通項目」必須項目入力時の注意点》 

 直接経費／間接経費 

初年度の予算額を直接経費、間接経費に分けて千円単位で入力します。 

千円以下は切り捨てます。 

「, (コンマ)」は自動的に挿入されます。「正しい値を入力してください。」と

いうエラーがでた場合は、「, (コンマ)」が含まれていないか確認してください。 

 専門分野 

研究代表者の専門分野を最大 50 字で入力します。（全半角混在可能） 

 役割分担 

「研究代表者」と入力します。 

 エフォート率 

対象の研究者がこの研究を実施するにあたって必要となる「エフォート」を入

力します。 

注意：応募課題全体、すなわち分担

者（主たる共同研究者）への配分を

希望する額も含め、研究代表者の

研究費（直接経費、間接経費）とし

て入力してください。 
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エフォートとは、研究者の年間の全仕事時間（研究活動のみならず、教育・医

療活動等を含む）を 100％とした場合に、この研究の実施に必要となる配分率

(%)を指します。 

 

 

⑦応募・受入状況を確認します 

「応募・受入状況」ボタンをクリックし、「応募・受入状況」画面を表示します。

e-Rad 上に登録されている研究者の採択状況/応募状況が自動的に表示されます。

表示内容が正しいか確認します。 

※ エフォート率を修正する場合は、トップ・メニュー画面の「応募/採択状況 

（エフォート管理）」から変更申請を行ってください。 

※ 採択課題情報を修正する場合は、｢採択課題管理｣から、変更申請を行ってください。 
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⑧応募情報ファイル（申請書）をアップロードします 

「添付ファイルの指定」ボタンをクリックし、アップロード画面を表示します。 

作成した申請書（PDF 形式 1 ファイル、最大 10MB まで）を「参照」ボタンで指

定し、「アップロード」ボタンをクリックします。 

アップロードがうまくいかない場合は、ファイル形式（PDF 形式）、サイズ（10MB

以下）を確認してください。 

なお、本公募での参考資料の提出は不要です。 

 

《ポイント：「研究組織内連絡欄」は入力不要》 

 

☜ 
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⑨入力情報を確認します 

入力が完了したら、「提案書プレビュー」ボタンをクリックします。 

「処理中・・・」画面が表示され、これまでに入力した応募情報とアップロード 
した申請書ファイルを結合し、自動的に PDF ファイルを生成します。 

正しく表示されていることを確認し、PDF 画面を閉じます。 
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応募情報登録画面の「確認」ボタンをクリックします。 

 

「応募情報登録確認」画面が表示されます。 
不備がなければ、「実行」をクリックして応募書類を JST へ提出します。 
 

 
※提出前にご注意ください 

JST へ提出した時点で応募書類の修正はできなくなります。 
 

☜ 

☜ 
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6. 応募状況を確認する 
 

研究者向けトップ・メニュー画面の「応募課題情報管理」をクリックします。 

 
「応募課題情報」画面を表示します。 
 

 
提出締切日時までに受付状況が「配分機関処理中」となっていない応募書類は無効
となります。正しく操作しているにもかかわらず、提出締切日までに「配分機関処
理中」にならなかった場合は、e-Rad ヘルプデスクまで速やかに連絡してください。 
 
公募期間終了後、応募書類に不備がないこと、応募要件を満たしていること、相手
国から ODA 要請がなされていることを確認したうえで、応募が正式に受理されま
す。 
正式に受理されると、応募情報のステイタスが、「受理済」に変わります。 
 
以上で、応募完了です。 
 

☜ 
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＊＊＊補足＊＊＊ 

申請書(アップロードする電子媒体)の PDF 形式への変換は、e-Rad の PDF 変換画
面でも行うことができます（Word、一太郎形式のみ）。 
 
【e-Rad による PDF 変換の操作方法】 
 
e-Rad トップ画面から、「PDF 変換」を選択します。 

                    

 

｢PDF 変換対象ファイル｣ボックスで、変換したいファイルを指定し、「実行」ボタ
ンをクリックします。 

 

☜ 

☜ 

☜ 
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※ 申請書の元ファイル（Word、一太郎）に貼り付ける画像ファイルの種類は｢GIF｣、
｢BMP｣、｢PNG｣形式のみとしてください。それ以外の画像データを貼り付けた
場合、正しく PDF 形式に変換されません。 

 

 

PDF 変換が完了しました。変換された PDF ファイルは、「バッチ処理結果一覧」画 
面から、確認できます。 

 

 

 

バッチ処理結果一覧の「処理結果ダウンロード」ボタンをクリックし、変換された 
PDF の確認をします。 

 

 

間違いがなければ、ダウンロードした PDF ファイルを、保存して完了です。 

☜ 

☜ 


