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Joint Call for Proposals between  

JST (Japan) and MOST (Taiwan) in the field of  

“Nanoelectronics and System Integration for AI” 

Call for Proposals  

Closing Date:  

8th October 2019 (13:00 JST)  

I. General Description

1. New Scheme for Joint Funding of Japan-Taiwan Research Cooperation

Japan Science and Technology Agency (JST) and the Ministry of Science and 

Technology (MOST) have initiated a program for joint funding of Japan-Taiwan 

cooperative research projects. After consultation between JST and MOST, 

“Nanoelectronics and System Integration for AI” has been selected as the field 

of research to which the joint funding scheme will be applied. 

2. Aim of Program and Research Field

The aim of the program is to strengthen collaboration between Japan and 

Taiwan within the field of “Nanoelectronics and System Integration for AI” to 

achieve world-class scientific results, leading towards new innovative science 

and technology.  

Since Japan and Taiwan have different strengths in nanoelectronics, 

development of innovative nanoelectronics for AI applications is expected by 

conducting research while making use of the strengths of both Japan and 

Taiwan. In consideration of the above, JST and MOST co-organized a joint 

workshop (https://www.jst.go.jp/inter/program/kiban/gather/taiwan.html) in 

Kyoto in June 2019 to investigate cooperative research areas which are thought 

to have potential for collaboration between Japan and Taiwan researchers. 

Based on the outcome of the workshop, " Nanoelectronics and System 

Integration for AI” has been jointly agreed upon as the field of this joint call 

2019. 

AI and its applied technologies are currently the subject of intense development 

competition toward earliest monetization, but they could become the basis of 
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human society and industry for a long time. For its long-term sustainable 

development, new technologies that combine multiple layers of materials, 

devices, architectures and systems are required.  

 

The priority research area / topics are: 

1) Innovative AI computing technologies  

Currently, AI learning and inference systems require a large computing power 

and consume energy as well. Disruptive proposals are requested that enable 

efficient data processing for AI with minimum power consumption. Examples 

are stochastic or neuromorphic computers using novel processing unit or 

memory composed of new materials. 

 

2) Intelligent sensing and communication technologies 

Most AI applications start with sensing followed by data analysis and finally 

judgement is made to cause necessary reactions through communications 

among complicated systems such as to and from cloud. A novel intelligent 

system with a reduced complexity will be extremely attractive, if it performs the 

whole procedure while keeping security. 

 

3) Innovative building technology for AI devices and systems 

The present scope includes proposals for design and fabrication methods to 

construct AI systems in an innovative manner. Possible subjects are automatic 

organization of devices and circuits, and programable AI systems using 

reconfigurable circuits or tunable materials with novel architectures. 

 

4)  Non-traditional applications of edge AI and IoT 

The scope also includes original applications of AI edge technologies that may 

open new area of IoT, such as reliable monitoring enabled by video/audio data 

processing with edge AI devices. 

 

3. Prospective Applicants and Eligibility Criteria 

JST and MOST invite Japan-based and Taiwan-based researchers to submit 

joint proposals for cooperative research projects in the research area of focus 

described above. An important criterion of the proposed collaboration is that it 

should build on and reinforce already on-going research activities in each 

research group and contribute significant added value to these through 
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Japan-Taiwan collaboration.  

Please note that each applicant can only apply for one project within this call. 

Researchers from industry may take part in the joint collaboration according to 

the following conditions: Japan: as Principal Investigators or partners; Taiwan: 

as partners in teams headed by Principal Investigators from an academic 

institution or research institute.  

 

Eligibility criteria in Japan  

(For Japan-based applicants only) 

1) Any independent researcher personally affiliated with and actively 

conducting research at a domestic Japanese research institution (or who 

would fulfil this requirement by the start of the research project), regardless 

of nationality, is eligible to apply. 

 

Note: “Domestic Japanese research institution” in Japan refers to 

universities, independent administrative institutions, national/public testing 

and Research Institutions, specially authorized corporations, public-service 

corporations and enterprises, etc. that must satisfy predetermined 

requirements designated by MEXT. Please refer to the MEXT homepage 

for more information: 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm (in Japanese 

only). 

 

2) The Japan-based researchers who are currently financially supported as 

Principal Investigator under this JST(Japan)-MOST(Taiwan) cooperative 

program are not eligible to apply.  

 

The Japan-based applicant must complete a research ethics training 

program conducted by the research institute with which he or she is 

affiliated, and then declare the completion of the program to the JST call 

secretariat. If it would be difficult for the Japan applicant to undertake a 

research ethics training program provided by his or her own affiliated 

institute, he or she should please contact JST to register for a program 

provided by eAPRIN (previously known as CITI Japan) and should 

complete the program before the deadline of the call for proposals. Please 

be advised that unless the applicant completes a research ethics program, 
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his or her application will be deemed ineligible and rejected. For more 

details, please refer to the Appendix (Japanese only).  

 

4. Financial Support 

JST and MOST plan to support cooperative research projects including 

exchange of researchers to the counterpart research team. 

JST supports expenses for Japan-based researchers, and MOST supports 

expenses for Taiwan-based researchers. 

 

It is envisioned to fund up to 3 joint projects for this call depending on the 

number of proposals. 

 

II. Support by JST  

 

1. Budget for a Cooperative Research Project 

The budget for a project may differ each year, depending on the content of 

activities, but the total budget for the Japan-based research team over a full 

research period (i.e., approx. 36 months) should not exceed 12 million yen, 

in principle (Example: a proposal may envisage a budget of 4 million yen for 

the first year, 5 million yen for the second year and 3 million yen for the final 

year). Overhead expenses amounting to 10% or less of the total research 

expenses (direct expenses) will be allowed. Overhead expenses should be 

provided for within the total budget. 

Due to budget limitations of this programme, amounts will be adjusted each 

year. 

 

2. Cooperative Research Period 

The cooperative research period shall be approx. 3 years (i.e., 36 months by 

MOST and 34 months by JST) in total, counting from the following start 

dates.  

 

Support by JST:  

Earliest possible starting dates of the projects: 1st April 2020. 

The support by JST can last up to 36 months and must be completed by 31st 

March 2023. 
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Support by MOST:  

Earliest possible starting dates of the projects: 1st April 2020. 

The support by MOST can last up to 36 month and must be completed by 31 

March 2023. 

 

3. Details of Support 

This program is designed to support additional expenses related to 

cooperation with the Taiwan-based partner, such as expenses for travel 

and/or conducting seminars/ symposiums, with the precondition that the 

main research infrastructure is already ensured by each research group. 

 

3.1 Contract between Applicant and JST 

Support will be implemented according to a contract for commissioned 

research entered between JST and a university or research institute, etc. 

(hereafter referred to as “institution”) to which the Japan based Principal 

Investigator belongs. 

The contract for commissioned research will be renewed each year over the 

cooperative research period. 

Since the contract is agreed on condition that all administrative procedures 

related to this project shall be handled within the institution, the research 

leader should consult with the department in charge at his/her institution. 

The contract stipulates the Article 19 of the Industrial Technology 

Enhancement Act (Japanese version of the Bayh-Dole Act) and the Article 

25 of the Act on Promotion of the Creation, Protection and Exploitation of 

Content (tentative translation) be applied to all intellectual property rights 

generated as results of this project, and that these can be the properties of 

the institution with which the research leader is affiliated. 

   

3.2 Funded expenses 

Funded expenses include costs for implementation of research exchanges 

and performing research activities.  

Funding provided within this Call is intended to enhance the capacity of the 

applicants to collaborate with each other. Funding will therefore be provided 

in support of collaborative activities and may include some of the local 

research that is necessary for the collaboration.  
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These may include: 

 

(1) Expenses for research exchanges 

1) Travel expenses 

In principle, travel expenses should be based on the rules of the 

institution to which the research leader belongs. When budgeting 

visits between the Taiwan-based and Japan-based partners, all 

related expenses are to be covered by the visiting side according to 

national rules and restrictions.  

2) Expenses for holding symposiums, seminars and meetings 

 

(2) Expenses for research activities 

1)Expenses for facilities, equipment and consumables 

2)Expenses for personnel 

Stipend for a PhD student, or stipend or salary for a post-doctoral 

fellow 

3)Others 

Expenses for creating software, renting or leasing equipment, 

transporting equipment, etc. 

 

(3) Overhead expenses 

Overhead expenses amounting to 10% or less of the total research 

expenses (direct expenses) will be allowed. Overhead expenses should 

be provided for within the total budget.  

 

Note: Please refer to the following link for the provisions regarding 

indirect costs: 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf (in Japanese only). 

  

(4) Expenses not covered/funded in the program 

No expenses stated below shall be covered under this program: 

 

1) Expenses related to acquiring real estate or constructing buildings 

or other facilities 

2) Expenses related to procurement of major equipment 
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3) Expenses related to dealing with accidents or disasters occurring 

during cooperative research periods 

4) Other expenses unrelated to implementation of this cooperative 

research project 

 

Please refer to the guidance documents available at the following link for further 

details of eligible costs: 

https://www.jst.go.jp/inter/research/contract/contract.html (in Japanese only). 

 

Ⅲ. Contract between Researchers 

 

A contract for cooperative research MUST be entered into among institutions 

with which collaborating researchers are affiliated for implementing actual 

research collaboration. The contract for cooperative research shall include 

conclusions of discussions among the institutions which are entitled to 

intellectual property arising as a result of research collaboration, and the 

institutions concerned on issues regarding treatment of research information 

brought by researchers involved for the implementation of research 

collaboration, of research achievements as a result of research collaboration 

and of intellectual properties among the concerned institutions. Before 

conclusion of the contract, the Japan-based principal investigator must submit 

the check-list in specified form to JST and then undergo a check by JST. When 

concluded, JST needs to be promptly notified of the contract. 

 

Ⅳ. Application 

 

The Japan-based and Taiwan-based applicants shall write a common 

application that shall be handed in both to JST and MOST in parallel. The 

application shall be written in English. For the Japan-based applicants, some 

part of the application should be also submitted in Japanese. 

 

The application shall include: 

A project description including how collaboration will be carried out, with clear 

statements of what roles Japan-based and Taiwan-based researchers will 

respectively play in the project; 

https://www.jst.go.jp/inter/research/contract/contract.html
https://www.jst.go.jp/inter/research/contract/contract.html
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a) Description of the expected outcome of the proposed project, scientifically as 

well as in terms of its relevance for the industry and society; 

b) Description of the ongoing activities and specific advantages of the Japanese 

and Taiwanese research groups respectively have, which form the basis for 

the proposed joint project; 

c) Description of the expected added value by the proposed joint project, 

including how the competence, technology and other resources of one party 

would complement the other's; 

d) Description of how the project is expected to strengthen research 

cooperation between Japan and Taiwan over the longer term; 

e) Description of the added value expected from the multidisciplinary approach 

in the proposed joint project; and 

f) Description of the possible comparative advantages of the proposed joint 

project in comparison with other comparable activities worldwide. 

 

1. Application Forms 

 

Part Ⅰ    General Information 

Part Ⅱ    Abstract 

  Part Ⅲ   Research Topic and Plan of Work 

Part Ⅳ    Budget Description (for Japan-based Team) 

Part Ⅴ    Budget Description (for Taiwan-based Team) 

  Part Ⅵ   Key Professional Personnel 

    Part Ⅶ  Personal Background Information 

Part Ⅷ  Japanese Abstract (Japan-based applicants only) 

Part Ⅸ  Compliance Checklist for Research Regulations (Japan-based 

applicants only)  

Part Ⅹ  Declaration Letter (Japan-based applicants only)  

 

2. Preparation of Application Forms 

Applicants should fill in the particulars in all the application forms listed in 

above 1. 

 

3. Submittal of Application Forms for Japan-based Applicants 

Japan-based applicants should electronically submit their application forms 

to JST by the deadline, through online application system, e-Rad 
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(https://www.e-rad.go.jp). 

 

Ⅴ. Evaluation of Project Proposals 

 

1. Evaluation Procedure 

Committees consisting of experts selected by JST and MOST respectively 

will evaluate all proposals. Based on the results of the evaluation, JST and 

MOST will make a common decision regarding funding of selected 

proposals. 

 

2. Evaluation Criteria 

The following general evaluation criteria will apply to each proposed project: 

 

1) Conformity with Program Aims and Designated Research Fields  

The proposed activity shall conform to the aims of the program and the 

research fields that the program designates. In addition, the applicants shall 

already have good research foundation for their proposed activity. 

 

2) Capability of Research Leaders 

The research leaders in Japan and Taiwan shall have the insight or 

experience (or potential in case of younger researchers) necessary for 

pursuing the activity and the ability to manage the cooperation and reach the 

project goals during this program’s period of support.  

 

3) Effectiveness and synergy of the joint research project 

The proposed research activity shall be eminent, creative and at an 

internationally high level in an attempt to produce a significant impact on the 

development of future science and technology or to solve global and regional 

common issues or to create innovative technological seeds that can 

contribute to the creation of new industries in the future. 

Moreover, the proposed research activity that is expected to create synergy 

through collaborative research with the counterpart institution will be 

preferred.  Such synergy could be attained through, for example, the 

acquisition and/or application of knowledge, skill and/or know-how of the 

counterpart researcher. 
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4) Validity of research plan 

The sharing of research activities with the counterpart research institute and 

the planning of research expenses shall be adequate to realize the proposed 

research activity.  

 

5) Effectiveness and continuity of exchange activities characterized by the 

following examples shall be involved to enhance sustainable research 

exchange and networking.  

○ Nurturing of researchers through human resource exchange for several 

weeks  

○ Sustainable development of research exchange with Taiwan initiated by 

this activity. 

○ Enhancing the research network between Japan and Taiwan including 

researchers other than the research leader and members of this activity.  

○ Improving the presence of science and technology in Japan and Taiwan. 

 

*In order to nurture and encourage Japan-based early career researchers to 

get involved in international collaborative activities, it is recommended to 

assign a co-Principal Investigator who has not passed 10 years since 

completing their PhD., in the Japan-based research team. 

 

6) Validity of exchange plan 

The planning of exchange activities and their expenses with the counterpart 

research institute shall be adequate to realize the proposed research activity.  

 

3. Announcement of Decision 

   The final decision regarding supported projects are planning to be notified to 

the applicants by the end of April 2020. 

 

Ⅵ. Responsibilities of Research Leader after Proposal is Approved 

 

After the proposal is approved, the research leaders and their affiliated 

institutions shall observe the following when carrying out the cooperative 

research and utilizing supported expenses. 

 

1. Annual Progress Report (Only for Japan-based Researchers) 
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At the end of each Japanese fiscal year, the research leader shall promptly 

submit a progress report on the status of research exchange, and the institution 

with which the research leader is affiliated shall promptly submit a financial 

report on supported expenses.  

 

2. Final Report 

After completion of the period of collaborative research project, the research 

leaders shall promptly submit to JST a final report, in addition to a financial 

report, on the research exchange activities. The report shall include a general 

summary (maximum ten A4 pages) compiled jointly by both Japan-based and 

Taiwan-based research groups, and Taiwan-based researchers are also 

requested to submit the report to MOST. 

If papers describing results of research exchange are published to academic 

journals, societies and so on, copies of such papers should be attached to the 

final report.  

 

Ⅶ . Additional Information and Requirements for Japan based 

Researchers 

 

Please see Appendix (available only in Japanese) for such requirements. 
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Japan-based applicants should contact the following for further information: 
 

 

 

 

Japan Science and Technology Agency  

Department of International Affairs 

Junko Shiraishi (Ms.) and Ryuichiro Kawai (Mr.) 

E-mail: kokusatw@jst.go.jp 

TEL: +81(0)3-5214-7375 Fax: +81(0)3-5214-7379 

 

 

Taiwan-based applicants should contact the following for further information: 

 

 

MOST：Department of International Cooperation and Science Education  

Hsiao-chen (Natalie) KIN (Ms.) 

E-mail: jsjen@most.gov.tw 

TEL: +886-2-27377047 
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e-Rad による応募情報入力の方法 

 

○ 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)について 

府省共通研究開発管理システム(e-Rad)は、各府省が所管する公募型研究資金制度の管理に係

る一連のプロセス((応募受付→採択→採択課題の管理→研究成果・会計実績の登録受付等))を

オンライン化する府省横断的なシステムです。 

 

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、以下の通り e-Rad(https://www.e-rad.go.jp/)を通じて行います。 

特に以下の点にご留意ください。 

 

募集締切までに e-Rad を通じた応募手続きが完了している必要があります。 

募集締切までに e-Rad を通じた応募手続きが完了していない提案については、いかなる理

由があっても審査の対象とはいたしません。 

 

○ e-Rad にログインする際に推奨動作環境 

e-Rad の推奨動作環境は IE、Firefox、Chrome、Safari です。ご注意ください。 

 

○ 事前に研究者登録が必要です。 

詳細は「4.1  研究機関、研究者情報の登録」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。 

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。募集締切の十分前に余裕を持って 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「4.5 研究提案の

提出」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「引き戻し」が可能です。 

研究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「4.4  e-Rad への必要項目入力研究提案の提出」の「■提出した応募情報の修正

「引き戻し」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、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。 

 

  

https://www.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、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  研究機関、研究者情報の登録」 

↓ 

(2) 募集要項および研究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、募集要項と研究提案書様式をダウンロー

ドします。 

 

※詳細は、「4.2  公募要領および研究提案書の様式の取得」 

↓ 

(3) 研究提案書の作成(10 MB 以内) 

 

※詳細は、「4.3  研究提案書の作成」 

↓ 

 

(4) e-Rad への応募情報入力 

e-Rad に応募情報を入力し、研究提案書をアップロードします。 

 

※詳細は、「4.4  e-Rad への必要項目入力」 

↓ 

(5) 研究提案の提出 

入力内容を確認し、提出します。 

 

※詳細は、「4.5  研究提案書の提出」 
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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 

e-Rad の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

参照又はダウンロードすることができます。利用規約に同意の上、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 

事業そのものに関する問合せは JST にて、e-Rad の一般的な操作方法に関する問い合わせは 

e-Rad ヘルプデスクにて受け付けます。 

本章および e-Rad ポータルサイトをよくご確認の上、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には一切回答できません。 

 

事業や提出書類の

作成・提出等に関

する問い合わせ 

JST国際部 

＜お問い合わせはなるべく電子メールでお願

いします（お急ぎの場合を除きます）＞ 

E-mail： kokusatw@jst.go.jp 

電話番号： 03-5214-7375 

受付時間： 10:00～12:00、13:00～16:00 

※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 

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、祝祭日、年末年始を除く 

 

○ 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 

原則として 24 時間 365 日稼働していますが、システムメンテナンスのため、サービス停止を行

うことがあります。サービス停止を行う場合は、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  研究機関、研究者情報の登録 

研究機関は、応募時までに e-Rad に研究機関が登録されていることが必要となります。研究機

関で１名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、e-Rad ポータルサイト（以下、「ポー

タルサイト」という）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。 

 

応募の際には、日本側研究代表者（PI）および日本側主たる共同研究者（co-PI）が e-Rad に研

究者情報を登録して、ログイン ID、パスワードを事前に取得する必要があります（既に他の公

募への応募の際に登録済みの場合、再登録は不要です）。 

 

取得手続きは以下の通りです。2 週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。詳細は、

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」等をご

参照ください。 

 

1) 国内の研究機関に所属する研究者 

・作業者：研究機関の事務担当者 

・登録内容：研究機関および研究者情報 

2) 国外の研究機関に所属する研究者、もしくは研究機関に所属していない研究者 

  （採択時点で日本の研究機関に所属している必要があります） 

・作業者：提案者本人 

・登録内容：研究者情報 

 

4.2  公募要領および研究提案書の様式の取得 

(1) ポータルサイト画面右上の「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。 

（※１） 以降、ログインした研究者情報が右上の研究者の欄に自動的に表示されます。 

 （※２）初回ログイン時、初回設定が求められます。 

(3) グローバルメニューの①「新規応募」にカーソルを合わせた後、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。 
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(4) 【検索条件】から簡易検索し、提案をしたい公募名をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 公募名等をご確認ください。 
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「公募要領 URL」「申請様式ファイル URL」をクリック。移動したサイトよりダウンロードし

てください。 

 

 

4.3  研究提案書の作成 

 研究提案書の作成に際しては、本公募要領をよくご確認ください。 

 研究提案書は、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。 
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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をご参照ください。 

 

(1) 公募の検索 

応募をしたい公募の「応募する」をクリック。 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

作成にあたっての注意点 

・ e-Rad にログインする際に推奨動作環境をご確認ください。e-Rad の推奨動作

環境は IE、Firefox、Chrome、Safari です。 

・ PDF に変換した研究提案書の容量は、【10 MB 以内】としてください(なお

10 MB を超えるファイルは、アップロードできません)。 

・ PDF 変換前に、修正履歴を削除してください。 

・ 研究提案書 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。 

・ 変換後の PDF ファイルは、必ず確認してください。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 
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(2) 応募に当たっての注意事項 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 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、画面下の「一時保存」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．再開 

グローバルメニューの①「新規

応募」にカーソルを合わせた

後、表示される②「一時保存デ

ータの入力再開」をクリック。

もしくはクイックメニューの③

「一時保存データの入力再開」

をクリック。 
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「申請可能な手続きへ」をクリッ

クすると応募情報登録(修正)画面

が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

申請課題情報を確認し、「編集」

をクリック。 
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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のタブ名称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「研究提案書」の「研究課題名」を入力してください。 

※公募名等をよくご確認ください。 

※研究課題名は採択者公表時に公開されます。日本語の研究課題名を入力してください。 
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① 「基本情報」タブ 

 

 

■基本情報 

研究期間(開始)：日本側委託研究開始年度を公募要領により確認して西暦で入力 

研究期間(終了)：日本側委託研究終了年度を公募要領により確認して西暦で入力 

研究分野(主・副)/研究の内容： 

「研究の内容を検索」をクリックし、別画面の検索から応募する提案に該当する研究分野/

研究の内容を一覧から選択。 

研究分野(主・副)/キーワード： 

1 行につき 1 つのキーワードを記入してください。必要に応じて行を追加してください。 

研究目的： 

研究提案の目的を 300 字以内（句読点含む。）で記述してください。この項目は日本語で記

入してください。 

研究概要： 

研究提案の概要を 350 字以内（句読点含む。）で記述してください。この項目は日本語で記

入してください。 
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■基本情報-申請情報 

「参照」をクリックし、提案書 PDF、確認書 PDF を選択し、「アップロード」をクリック。 
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② 「研究経費・研究組織」タブ 

 

 

 

●●●●

● 
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■研究経費 

 「1.費目ごとの上限と下限」を確認の上、下記のように「2.年度別経費内訳」を記入してくださ

い。なお、①「基本情報」タブの「基本情報／研究期間」を先に入力しないと、「2.年度別経費内

訳」での年度別の研究費入力が出来ません。 

日本側チーム全体の研究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、直接経費と間接経費の上限額については公募要領をご確認ください。 

 

■研究組織 

本応募に関する研究代表者の情報を入力します。 

別途 JST と委託研究契約を締結する予定の共同研究グループがある場合はその研究組織情報を入

力します。主たる共同研究者（各共同研究グループのリーダー）の氏名、所属研究機関を入力して

ください。 

 

なお、研究代表者は以下の点にご留意のうえ、入力してください。 

・ 主たる共同研究者が存在する研究体制の場合は、画面下方の「行の追加」をクリックして現

れる欄に入力してください。 

・ 主たる共同研究者の e-Rad への登録が募集締切までに間に合わない場合は、暫定的に研究代

表者に合算してください。応募完了後、入力のできなかった主たる共同研究者の研究者情報を

速やかにご連絡ください。 
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③ 「個別項目」タブ 

 

画面に従って入力。なお、入力項目名の「？」マークにカーソルを乗せると入力ヘルプが表示され

ます。 

 

【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。 
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《ポイント：「個別項目 1～7」入力時の注意点》 

 

◆ 個別項目１ 

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、「記載事項をよく読み、記載事項に基づく応募であると確認しまし

た」をチェックします。 

◆ 個別項目２ 

研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成 26 年 8 月 26 日

文部科学大臣決定）の内容を読み、研究者として遵守すべき事項を理解したら、「ガ

イドラインの内容を理解し、遵守することを誓約します」をチェックします。 

 

※研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

◆ 個別項目 3 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成 26 年 

2 月 18 日改正文部科学大臣決定）の内容を読み、研究者として遵守すべき事項を

理解したら、「ガイドラインの内容を理解し、遵守することを誓約します」をチェッ

クします。 

 

※研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343831.htm 

◆ 個別項目 4 

研究提案が採択された場合、研究活動の不正行為（捏造、改ざん及び盗用）並びに

研究費の不正使用を行わないことを誓約する場合は、「研究不正行為を行わないこと

を誓約します。」をチェックします。 

◆ 個別項目 5 

研究提案書に記載している過去の研究成果において、研究活動の不正行為は行われ

ていないことを誓約する場合は、「行われていないことを誓約します。」をチェック

します。 

◆ 個別項目 6 

別紙「日本側応募者への応募にあたっての注意事項」をよく読み、研究代表者の研

究倫理に関する教育プログラムの受講状況について（1）または（２）のいずれかを

選択し申告・登録をしてください。 

(1) 所属研究機関で受講済 

申請時点で所属研究機関の研究倫理に関する教育プログラムを受講済みの

場合は選択してください。

 

◆  
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④ 「応募・受入状況」タブ 

作業不要です。 

 

4.5  研究提案書の提出 

画面右下の「入力内容の確認」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 所属研究機関以外で受講済 

過去に JST の事業等において APRIN e-ラーニングプログラム(旧 CITI 含

む)、JSPS の研究倫理 e-ラーニングコースなどを受講済みの場合は選択して

ください。 

過去に受講したことがなく、所属機関で研究倫理教育に関するプログラムを

受講することが困難な場合は、eAPRIN ダイジェスト版を受講してください。

受講修了した上で、選択してください。受講に当たっては、公募要領別紙を

参照してください。 

◆ 個別項目 7 

所属研究機関や JST の事業等において eAPRIN (旧 CITI、ダイジェスト版を含む)を

受講済みである場合は、同 e-ラーニングプログラムの修了証に記載されている修了証

番号（修了年月日の右隣にある Ref #等）または受講確認書に記載されている受講確

認書番号（数字 7 桁+ARD）を入力してください（複数修了証番号をお持ちの場合、

いずれかを入力してください）。 
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入力情報を確認し、画面右下の「この内容で提出」をクリック（実行が完了するまでに時間がかか

る場合があります）。 

 

 

■エラーについて 

e-Rad の入力規則に合致

しない箇所がある場合、

入力画面最上部および当

該項目にエラーメッセー

ジが表示されます。 

 

問題箇所を含むタブおよ

び当該項目に×マークが

表示されますので、メッ

セージに従って修正して

ください。 
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提出が完了すると、「応募の提出完了」というメッセージが表示されます。これで研究提案書は

JST へ提出されたことになります。提出後は、下記「応募情報状況の確認」の通り、正常に応募が

完了していることを確認してください。 

 

 

 

 

  

 

■応募情報状況の確認 

メニューの①「応募/採択課題情報管理」をクリックして表示される②「応募課題情報管

理」をクリック。 

 

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 申請中」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 申請中」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、「配分機関処理中 申請中」にならなかった場合は、必ず募集

締切日時までに JST 公募事務局までご連絡ください。募集締切後にご連絡いただいた場

合は応募未提出と見なし、理由の如何を問わず、審査の対象にはいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提出した応募情報の修正「引き戻し」について 

研究提案提出後でも、研究者自身で研究提案を引き戻し、再編集することができます。 

 

１)グローバルメニューの①「提出済の課題」にカーソルを合わせると表示される②「課 

題一覧」をクリック。もしくはクイックメニューの③「提出済の研究課題の管理」を 

クリック。 
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２)「申請可能な手続きへ」をクリック。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

３) 応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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 研究提案の JST による受理 

 

・ 申請を完了するためには、相手国側研究者から相手国側対応機関への申請を行う等、別途必

要な手続きが設定されています。詳しくは公募要領本紙をご確認ください。 

・ 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、台湾側でも応

募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。（相手国側との調

整で数ヶ月要します） 

 


