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■府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募について 

 

1．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募に当たっての注意事項 

研究提案の応募は、以下のとおり e-Rad（https://www.e-rad.go.jp/）1を通じて行います。 

特に以下の点にご留意ください。 

 

○ 提案者は、事前に研究機関及び研究者の登録が必要です。 

詳細は 4.1 をご参照ください。 

 

○ e-Rad への情報入力は、募集締切から数日以上の余裕を持ってください。 

e-Rad への情報入力には最低でも 60 分前後の時間がかかります。また、募集締切当

日は、e-Rad システムが混雑し、入力作業に著しく時間を要する恐れがあります。募集

締切に余裕を持って e-Rad への入力を始めてください。 

 

○ 入力情報は「一時保存」が可能です。 

 応募情報の入力を途中で中断し、一時保存することができます。詳細は「4.4 e-Rad

への必要項目入力」の「■応募情報の一時保存・入力の再開について」または e-Rad ポ

ータルサイト掲載の「研究者向けマニュアル」や「よくある質問と答え」（http://faq.e-

rad.go.jp/）をご参照ください。 

 

○ 研究提案提出後でも「引戻し」が可能です。 

募集締切前日までは、提案者自身で研究提案を引き戻し、再編集する事が可能です。

詳細は「4.5 提案書の提出」の「■ 応募情報状況の確認」「■提出した応募情報の

修正「引戻し」について」または e-Rad ポータルサイト掲載の「研究者向けマニュア

ル」をご参照ください。 

募集締切当日は「引戻し」を行わないでください。募集締切当日は、e-Rad システム

が混雑し、引き戻し後の再編集に著しく時間を要する恐れがあります。 

 

  

                                                   
1 各府省が所管する競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採

択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステムです。「e-Rad」とは、

Research and Development(科学技術のための研究開発)の頭文字に、Electric(電子)の頭文字を冠したも

のです。 

 e-Rad システム改修直後につき、実際の画面等と異なる可能性もあります。 

 ご利用にあたっては、e-Rad ポータルサイト「研究者向けマニュアル」 

 （https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html）もご参照ください。 

https://www.e-rad.go.jp/
http://faq.e-rad.go.jp/
http://faq.e-rad.go.jp/
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2．e-Radによる応募方法の流れ 

(1) 研究機関、研究者情報の登録 

ログイン ID、パスワードをお持ちでない方は、実施機関（研究機関）の事務担当者に

よる登録が必要です。※詳細は.4.1 

↓ 

(2) 募集要項及び提案書の様式の取得 

e-Rad ポータルサイトで公開中の公募一覧を確認し、募集要項と提案書様式をダウンロ

ードします。領域等により提案書様式が異なりますのでご注意ください。 ※詳細は 4.2 

↓ 

(3) 提案書の作成（5MB 以内）※詳細は 4.3 

↓ 

(4) e-Rad への応募情報入力 

e-Rad に応募情報を入力します。作業時間は 60 分程度です。※詳細は 4.4 

↓ 

(5) 研究開発提案の提出 

提案書をアップロードし、提出します。 ※詳細は 4.5 
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3．利用可能時間帯、問い合わせ先 

3.1  e-Radの操作方法 

操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト（https://www.e-rad.go.jp/）から参照ま

たはダウンロードすることができます。利用規約等に同意の上、応募してください。 

※ 推奨動作環境（https://www.e-rad.go.jp/operating_environment.html）を、あらかじめ

ご確認ください。 

 

3.2  問い合わせ先 

制度・事業そのものに関する問い合わせは JST において受け付けます。e-Rad の操作方

法に関する問い合わせは e-Rad ヘルプデスクにおいて受け付けます。 

本章及び e-Rad ポータルサイトのお問い合わせ方法（https://www.e-rad.go.jp/contact.html）

をよく確認の上、お問い合わせください。なお、審査状況、採否に関する問い合わせは一切回答

できません。 

制度・事業や提出書

類の作成・提出に関

する手続き等に関す

る問い合わせ 

 

 

JST社会技術研

究開発センター 

企画運営室（募

集担当） 

 

＜原則として電子メールでお願いします＞ 

E-mail： boshu@jst.go.jp ［募集専用］ 

電話番号： 03-5214-0133 ［募集専用］ 

受付時間： 10：00～12：00・13：00～17：00 

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

e-Rad の操作に関す

る問い合わせ 

 

 

 

e-Radヘルプデ

スク 

 

 

 

e-Rad ヘルプデスクへのお問合せに当たっては、

事前に以下の準備をお願いします。 

1. e-Rad にログインしていること 

2. 操作マニュアルが確認できる状態にあること 

 

電話番号： 0570-066-877（ナビダイヤル） 

受付時間： 9:00～18:00 

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く 

 

○ 本事業の提案募集ホームページ 

（http://ristex.jst.go.jp/proposal/current/proposal_2018.html） 

○ e-Rad ポータルサイト（https://www.e-rad.go.jp/） 

 

3.3  e-Radの利用可能時間帯 

（月～日）0:00～24:00（24 時間 365 日） 

※ 上記サービス時間帯であっても、保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがありま

す。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにてあらかじめお知らせします。 

  

https://www.e-rad.go.jp/
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4．具体的な操作方法と注意事項 

4.1  実施機関（研究機関）、実施者（研究者）情報の登録 

e-Rad の使用にあたっては、応募時までに e-Rad に実施機関（研究機関）および研究者

が登録されていることが必要となります。なお、一度登録が完了すれば他省庁等が所管する

制度・事業の応募の際に再登録の必要はありませんし、また既に他省庁等が所管する制度・

事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。 

○実施機関（研究機関）の登録 

研究機関で 1 名、e-Rad に関する事務代表を決めていただき、事務代表者は e-Rad ポー

タルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を行ってください。登録手

続きに日数を要する場合がありますので、2 週間以上の余裕をもって登録手続きをしてくだ

さい。 

○実施者（研究者）の登録 

研究機関は、「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）」の研究代表者として本領

域等に応募する提案者の研究者情報を登録して、ログイン ID、パスワードを取得すること

が必要となります。 

また研究代表者以外の主たる実施者は、応募の際には登録は不要ですが、採択時までには

取得していただく必要があります。 

詳細は、e-Rad ポータルサイト掲載の「システム利用に当たっての事前準備」、「よくあ

る質問と答え」等を参照してください。 

 

4.2  募集要項及び提案書の様式の取得 

 

(1) ポータルサイトの「e-Rad

へのログイン」をクリッ

ク。 

 

(2) 提案者のログイン ID、パ

スワードでログイン。 

※ 以降、ログインした実

施者の情報が研究代表

者の欄に自動的に表示

されます。 

 

 

・ 初回ログイン時、初回設定が求められます。 

・ 普段使用する PC 以外からログインすると、追加認証画面へ移動します。 

その際に設定した質問の回答を求められることがあります。 
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(3) 上部メニューの①「新規応募」をクリックした後、表示される②「公開中の公募（新規

応募）」をクリック。もしくは、クイックメニューの③「新規応募」をクリック 

 

 

 

(4) 公募名「人と情報のエコシステム（H30）」もしくは「科学技術イノベーション政策

のための科学 研究開発プログラム(H30)」の詳細をクリック。 

 

 

 

 

  
【検索条件】で、簡易検索

が可能です（“社会技

術”、領域名やプログラム

名等で検索してくださ

い）。 

 



 6 

(5) 配分機関名「国立研究開発法人科学技術振興機構」、公募名「人と情報のエコシステム

（H30）」もしくは「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム

(H30)」を確認した上で、以下のとおりダウンロードしてください。 

 

提案書様式： 

「申請様式ファイル」の

「申請様式ファイルの

ダウンロード」をクリ

ック。 

※必ず応募する研究開

発領域、年度の様式を

使用してください。 

募集要項： 

「応募要領ファイル」の

「応募要領ファイルの

ダウンロード」をクリッ

ク。 

 

4.3  提案書の作成 

・提案書の作成に際しては、本募集要項をよくご確認ください。 

・提案書は、e-Rad へアップロードする前に PDF 形式への変換が必要です。PDF 変換は

e-Rad ログイン後のメニューからも、行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成にあたっての注意点 

・ PDF に変換した提案書の容量は、【5MB 以内】としてください。 

・ PDF 変換前に、修正履歴を削除してください。 

・ 提案書 PDF には、パスワードを設定しないでください。 

・ PDF 変換されたファイルにページ数が振られているか確認ください。 
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・ 変換後の PDF ファイルは、必ず確認してください。次のような可能性があります。 

※ 外字や特殊文字等を使用すると、ページ単位、ファイル単位で文字化けする恐

れがあります（利用可能な文字に関しては「研究者向け操作マニュアル」（e-

Rad ポータルサイトからダウンロード）を参照）。 

4.4  e-Radへの必要項目入力 

ログイン方法、公募の検索方法は、4.2 をご覧ください。 

 

(1) 公募の検索 

公募名「人と情報のエコ

システム（H30）」もしく

は「科学技術イノベーショ

ン政策のための科学 研究

開発プログラム(H30)」の

「応募情報入力」をクリッ

ク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 応募条件 

注意事項をよくご確認の

上、画面右下の「承諾して

応募する」をクリック。 
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応募情報の一時保存・入力の再開について 

１）一時保存 

応募情報の入力中に一時保存したい場合は、画

面下部の「一時保存」をクリック。 

 

 

２）再開 

トップ画面メニュー「一時保存

データの入力再開」をクリック。 

 

 

 

［応募/採択課題一覧］画面で、

検索条件を入力し「検索」をクリ

ック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索結果が表示されたら、入力

を再開したい課題の「申請可能

な手続きへ」をクリック。 

 

 

 

 

表示された応募の「編集」ボタン

をクリックすると編集画面が表

示されます。 

 

  

【検索条件】に、“社会技

術”や領域名等で検索。 

検索条件を入力せずに検索

すると、応募/採択課題が 

全件表示されます。 
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(3) 応募情報の入力 

応募を行うにあたり必要となる各種情報の入力を行います。 

この画面はタブ構成になっており、下記①～④のタブをクリックすることで、タブ間を移

動します。 

・「研究開発課題名」に、提案書の「プロジェクト名」を入力してください。 

 

①「基本情報」タブ 

・「基本情報」に提案情報を入力してください。 
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研究期間（開始）：2018（年度） 

研究期間（終了）：（最大）2021（年度） 

研究分野（主）／研究の内容：「検索」をクリックし、別画面から応募する提案に該当する

研究分野/研究の内容をキーワード検索。 

研究分野（主）／キーワード：研究の内容の選択後、自由入力。 

研究目的、研究概要は、一文で簡潔に記載してください（1,000 文字以内とは e-Rad の枠

に対する仕様です）。 

 

・「基本情報-申請書類」から、提案書をアップロードしてください。 

 

「参照」をクリックし、提案書 PDF を選択し、「アップロード」をクリック。 

 ※参考資料は不要です。提出しないでください。提出されても審査の対象になりません。 

 

②「研究経費・研究組織」タブ 

・「研究経費」の 2.年度別経費内訳を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応募時予算額を記載してください。直接経費、間接経費とも 2018 年度から終了年度（最



 11 

大で 2021 年度）に予定する額を記載してください。間接経費は直接経費の 30％以内で

す。 

 

・「研究組織」の 2.研究組織情報の登録を入力してください。 

 

 

研究代表者のみ記載してください。主たる実施者がいる場合でも記載は不要（欄の追加

はしないでください）、予算額は研究代表者に全て計上してください。直接経費、間接経

費とも初年度（2018 年度）の額（「研究経費」の 2.年度別経費内訳の 2018 年度と同じ

額）を記入してください。 

※研究組織内の連絡事項は登録不要です。 

 

実施者（研究者）情報は、e-Rad メニュー「研究者/評価者情報修正」から修正可能で

す。詳細は、研究者向け操作マニュアルを参照してください。 

 

 

③「個別項目」タブ 
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各項目について記載してください。なお、入力項目名にカーソルを乗せると入力ヘルプが

表示されます。 

・「研究代表者連絡先 機関名・所属名・建物名等」には、郵便物を受け取るために必要な、

住所以外の情報を全て記載してください。該当する情報が無い場合、「無し」と記載して

ください。 

・研究開発グループがある場合、各グループリーダーの氏名、所属機関名等を記載してくだ

さい。 

・［確認］と記載された項目に関しては内容をよく確認の上、チェックボタンをクリックし

てください。 

・研究倫理教育に関するプログラムについては募集要項の「Ⅵ 1.研究倫理教育に関するプ

ログラムの受講・修了について」を参照してください。 

・CITI ダイジェスト版を修了している場合は、必ず修了証番号を入力してください。 

 

④「応募・受入情報」タブ 

作業不要です。 
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4.5  研究提案の提出 

 

全ての情報の入力、提案書のアップロードが完了しましたら、画面右下の「入力内容の確認」

をクリックしてください。 

 

e-Rad の入力規則に合致しない箇所がある場合、画面上部にエラーメッセージが表

示されるとともに、問題箇所を含むタブが赤字表示、問題箇所のセルが赤色表示さ

れます。メッセージに従って修正してください。 

 

 

入力情報を確認し、画面右下「この内容で提出」をクリックすると注意のウィンドウが表示

されます。OK をクリックすると、「応募申請を受け付けました。」というメッセージが表

示されます。これで提案書は JST へ提出されたことになります。 
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■ 応募情報状況の確認 

 

トップ画面メニュー「提出済の課題」をクリッ

ク。 

 

［応募/採択課題一覧］画面で、検

索条件を入力し「検索」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索結果が表示されたら、情報を確

認したい課題の「申請可能な手続き

へ」をクリック。 

 

 

 

 

 

表示された応募の「閲覧」ボタンを

クリックすると確認画面が表示さ

れます。確認が終わったら、「閉じ

る」ボタンをクリックして画面を閉

じます。 

【検索条件】に、“社会技

術”や領域名等で検索。 

検索条件を入力せずに検索

すると、応募/採択課題が 

全件表示されます。 

正常に提出されていれば、「申請の種類（ステータス）」が「配分機関処理中」と表示さ

れます（e-Rad の処理によるタイム・ラグが生じる場合があります）。 

募集締切日時までに「配分機関処理中」にならない研究提案は無効です。正しく操作し

ているにも関わらず、募集締切日時までに「配分機関処理中」にならなかった場合は、

巻末記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 
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■ 研究提案の JST による受理 

募集締切後、研究提案を JST が受理すると、「申請の種類（ステー

タス）」が「受理済」に変わります。「受理済」になるまで応募後数日

の時間を要する場合があります。 

 

 

■ 提出した応募情報の修正「引戻し」について 

募集締切前日までは、研究提案を引き戻して修正することができます。 

※ 募集締切当日は「引戻し」を行わないようにしてください。 

 

１）上部メニューの①「提出済の課題」をク

リックした後、表示される②「課題一覧」を

クリック。 

 

２）「申請可能な手続きへ」をクリック。 

 

 

 

 

 

３）応募／採択課題の各種手続き画面

が表示されたら、「引戻し」をクリッ

ク。 

 

 

 

 

引戻しが完了すると、提案は「一時

保存」の状態になります。一時保存か

らの再入力については、「応募情報の

一時保存・入力の再開」参照。 
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