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本資料の説明内容 

Ⅱ．交付申請時の操作方法について 
  （補助金分、基金分）   ・・・スライド28
～ 
Ⅲ．支払請求時の操作方法について 
  （基金分・２年度目以降）  ・・・スライド125～ 

Ⅳ．実施状況報告時の操作方法について 
  （基金分）          ・・・スライド157～ 
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Ⅰ．はじめに          ・・・スライド3～ 



Ⅰ．はじめに 
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操作手引の公開場所 
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html) 
 をブラウザに表示してください。 

② 研究者の操作手引をダウンロードしたい場合は「応募者の方向け情報」を、機関担当者、部 
 局担当者の操作手引をダウンロードしたい場合は「所属研究機関担当者向け情報」をクリッ 
 クしてください。 

ダウンロードしたい操作手引の種類に
より、どちらかをクリックしてください。 
ダウンロードしたい操作手引の種類に 
より、どちらかをクリックしてください。 
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本資料で説明している以外の詳細な操作方法等に
ついては、本会のホームページ上で公開している
「操作手引」でご確認ください。 

http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html


③ 左側のメニューから、操作手引が必要な手続きを選択し、クリックしてください。 
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操作手引が必要な手続きを選択し、 
クリックしてください。 



④ 操作手引の一覧が表示されますので、必要な操作手引をダウンロードしてください。 
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必要な操作手引をダウンロード
してください。 



手続きを行う画面への進み方 
（機関担当者） 
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機関担当者 
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html) 
 をブラウザに表示してください。 

ここをクリックしてください。 

② 左側にある「所属研究機関向けページ」のボタンをクリックしてください。 

機関担当者 
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http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
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③ e-Rad（府省共通研究開発管理システム）の「研究機関向けページ」が表示されますので、 
 「e-Radへのログイン」をクリックしてください。 
 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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④ e-Radのログインページが表示されますので、e-RadのログインID、パスワードを入力し、 
  「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

ログインID、パスワードを入力し、

「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。 

機関担当者 
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⑤ e-Radのメニュー画面が表示されます。「連携システムへのリンク」にある、「科研費電子 
 申請システム」のバナーをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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⑥ 科研費電子申請システムの「所属研究機関担当者向けメニュー」が表示されます。下方に  
 ある「交付内定時の手続を行う」又は「交付決定後の手続を行う」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 

ここをクリックしてください。 

この画面イメージは、平成２５年４月１日以降の画面
イメージです。それまでは「交付申請の手続を行う」を
クリックして、手続きを行う画面に進んでください。 
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⑦ 科研費電子申請システムの「所属研究機関担当者向けメニュー」が表示されます。本資料 
 における機関担当者向けの操作説明は、全てこの画面から始まっています。 

機関担当者 



手続きを行う画面への進み方 
（部局担当者） 
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部局担当者 
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html) 
 をブラウザに表示してください。 

ここをクリックしてください。 

② 左側にある「所属研究機関向けページ」のボタンをクリックしてください。 

部局担当者 
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http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
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③ e-Rad（府省共通研究開発管理システム）の「研究機関向けページ」が表示されますので、 
 「e-Radへのログイン」をクリックしてください。 
 

ここをクリックしてください。 

部局担当者 
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④ e-Radのログインページが表示されますので、e-RadのログインID、パスワードを入力し、 
  「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

ログインID、パスワードを入力し、

「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。 

部局担当者 
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⑤ e-Radのメニュー画面が表示されます。「連携システムへのリンク」にある、「科研費電子 
 申請システム」のバナーをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者 
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⑥ 科研費電子申請システムの「部局担当者向けメニュー」が表示されます。下方にある「交 
 付内定時の手続を行う」又は「交付決定後の手続を行う」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者 

ここをクリックしてください。 

この画面イメージは、平成２５年４月１日以降の画面
イメージです。それまでは「交付申請の手続を行う」を
クリックして、手続きを行う画面に進んでください。 
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⑦ 科研費電子申請システムの「部局担当者向けメニュー」が表示されます。本資料における
部局担当者向けの操作説明は、全てこの画面から始まっています。 

部局担当者 
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手続きを行う画面への進み方 
（研究者） 
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研究者 
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html) 
 をブラウザに表示してください。 

ここをクリックしてください。 

② 左側にある「研究者向けページ」のボタンをクリックしてください。 

研究者 
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http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
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③ e-Rad（府省共通研究開発管理システム）の「研究者向けページ」が表示されますので、 
 「e-Radへのログイン」をクリックしてください。 
 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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④ e-Radのログインページが表示されますので、e-RadのログインID、パスワードを入力し、 
  「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

ログインID、パスワードを入力し、

「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。 

研究者 
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⑤ e-Radのメニュー画面が表示されます。「連携システムへのリンク」にある、「科研費電子 
 申請システム」のバナーをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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⑥ 科研費電子申請システムの「応募者向けメニュー」が表示されます。下方にある「交付内 
 定時の手続を行う」又は「交付決定後の手続を行う」ボタンをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 

ここをクリックしてください。 

この画面イメージは、平成２５年４月１日以降の画面
イメージです。それまでは「交付申請の手続を行う」を
クリックして、手続きを行う画面に進んでください。 
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⑦ 科研費電子申請システムの「申請者向けメニュー」が表示されます。本資料における研究
者向けの操作説明は、全てこの画面から始まっています。 

研究者 



Ⅱ．交付申請時の操作方法について 
  （補助金分、基金分） 
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交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Radの研究者情報更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 
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交付申請における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成する前） 
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機関担当者 



交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Radの研究者情報更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

機関担当者 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 
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・ 科研費の内定後、日本学術振興会が電子申請システム 
 上で、内定情報を開示します。 
  機関担当者及び部局担当者は、補助金分及び基金分の 
 内定情報を、科研費電子申請システム上で検索できます。 
 

機関担当者 
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内定情報検索機能 
（補助金分、基金分） 

 

部局担当者 



① 「内定情報検索・通知、転出情報登録」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「内定情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、確認を行い 
 たい内定情報を検索してください。 

機関担当者 
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③ 日本学術振興会が開示を行った内定情報が、一覧表示されます。 

機関担当者 
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内定情報検索機能 
（一部基金分、特別研究員奨励費） 

 

・ 一部基金分の研究種目及び特別研究員奨励費につい 
 ては、交付申請手続きは電子化されません。 
  ただし、平成２５年４月以降、一部基金分及び特別研究 
 奨励費の内定情報を、科研費電子申請システム上で検 
 索できるようになります。（機関担当者のみ） 

機関担当者 
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機関担当者 

「内定情報検索（一部基金研究種目）」及び「内定情報検
索（特別研究員奨励費） 」から、それぞれの内定情報を検
索することができます。 



必ずしも内定情報を送信する前に 
更新、登録、承認を行う必要はあ 
りませんが、できるだけ速やかに 
手続きを行ってください。 

 ・内定情報送信 

 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新  
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・研究機関情報更新 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 
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研究者が交付申請書及び交付（支払） 
請求書を作成、送信・提出する前の手続き 

機関担当者 



e-Rad研究者情報の 
新規登録・更新手続き 

・ e-Radの研究者情報を新規登録又は更新します。 
 e-Radの操作方法については、以下のURLを参照してください。 
  ＜e-Radトップページ： http://www.e-rad.go.jp/ ＞ 
 
・ 内定情報は、e-Radの研究者情報を基に、部局担当者へ 
 送信されます。また、交付申請書及び交付（支払）請求書 
 の研究代表者の部局情報、職情報は、 e-Radの研究者情 
 報を基に自動表示されます。 
  そのため、できるだけ速やかにe-Radの研究者情報の新 
 規登録・更新を行ってください。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報を送信する 
 前に、e-Radの研究者情報を新規登録・更新する必要はあ 
 りません。 
 
 

機関担当者 
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http://www.e-rad.go.jp/


内定情報更新（e-Radとの同期） 
手続き 

・ 日本学術振興会から開示される内定情報は、 
 研究代表者の応募時の部局番号、職番号を 
 基に作成されています （継続課題については、 
 日本学術振興会が把握している最新の部局 
 番号、職番号を基に作成されています）。 
 e-Radと同期することによって、その番号を 
 e-Radに登録されている番号に更新します。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報 
 を送信する前に、内定情報更新（e-Radとの同期） 
 を行う必要はありません。 
 

機関担当者 
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異動後の部局の担当者 
が内定情報を確認可能 

（１） e-Radとの同期後、内定情報を 
  部局担当者に送信する場合 

＜日本学術振興会＞ 
 応募時等の部局情報 
 で内定情報を開示 

異動後の部局の担当者 
が内定情報を確認可能 

＜研究機関担当者＞ 
  
 
 

部局を異動した研究者の情報を 
e-Radで更新（旧部局→新部局） 

内定情報をe-Radと同期し、更新 

内定情報を部局担当者に送信 

＜研究機関担当者＞ 
  
 
 

内定情報をe-Radと同期し、更新 

部局を異動した研究者の情報を 
e-Radで更新（旧部局→新部局） 

＜研究機関担当者＞ 
 内定情報を部局担当者に送信 

＜日本学術振興会＞ 
 応募時等の部局情報で内定情報を開示 

（２） 内定情報を部局担当者に送信後、e-Radとの 
  同期を行う場合 

異動前の部局の担当者 
が内定情報を確認可能 

この処理 
は、何度 
でも行う 
ことが可 
能です。 

異動前の部局の担当者 
が内定情報を確認可能 

異動後の部局の担当者 
が内定情報を確認可能 

機関担当者 （例）応募時等の後に、部局を異動した研究者がいる場合 
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① 「内定通知情報更新（e-Radと同期）」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「内定通知情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、情報の 
 更新を行いたい研究課題を検索してください。 

・「差異あり」：日本学術振興会から開示された内定情報と、e-Radの登録情報に差異がある情報を検索できます。 
・「差異なし」：日本学術振興会から開示された内定情報と、e-Radの登録情報に差異がない情報を検索できます。 
・「自機関登録なし」：転出、退職等により、e-Rad上で自機関の登録がない情報を検索できます。 

機関担当者 
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③ 情報を更新したい研究課題の選択を「する」に変更し、「e-Radと同期」をクリ 
 ックしてください。 

ここをクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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研究機関情報更新手続き 
・ 研究者が作成する交付申請書及び交付（支払）請求書  
 に表示する「研究機関情報」を更新します。 
 
・ 基金が振り込まれる口座の情報を更新します。 
 （補助金及び一部基金の振込口座情報の更新については、 
 従来どおり様式A-5「振込口座届」により行ってください。） 
 
・ 初めて電子申請システムにより交付申請手続きを行う 
 場合は、必ずここで「研究機関情報」を登録する必要が 
 あります。（基金の振り込みを受ける場合は、「基金の 
 振込口座情報」も登録する必要があります。）登録しな 
 かった場合、交付申請書及び交付（支払）請求書の確定、 
 送信・提出処理が行えません。 
  ２回目以降の交付申請手続きの場合は、登録してある 
 情報に変更が生じた場合のみ、更新いただければ結構 
 です。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報を送信す 
 る前に、研究機関情報を更新する必要はありません。 
 

機関担当者 
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① 「所属研究機関情報更新」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「所属研究機関情報更新」画面が表示されますので、 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

③ その後、画面の指示に従ってください。  

様式A-2-1またはD-2-1「交付申請 
書」のこの部分に反映されます。 

様式A-4-1「交付請求書」またはD-4「支払 
請求書」のこの部分に反映されます。 

ここに登録された口座に、 
基金が振り込まれます。 

機関担当者 
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辞退、留保情報登録手続き 

・ 交付申請の辞退、または交付申請の留保を行う研究 
 課題の情報を登録します。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報を送信す 
 る前に、辞退、留保情報を登録する必要はありません。 
 
 

機関担当者 
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① 「辞退・留保情報登録、出力」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「辞退・留保情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、情報の 
 登録を行いたい研究課題を検索してください。 

機関担当者 
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③ 「辞退・留保情報一覧」画面が表示されますので、辞退、留保を行いたい 
 研究課題の「登録」ボタンをクリックしてください。 

「辞退」の場合はこちらを 
クリックしてください。 

「留保」の場合はこちらを 
クリックしてください。 

ここをクリックすると、「辞退届」、「留保届」 
のPDFファイルを出力することができます。 

機関担当者 
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④ 「辞退」の「登録」をクリックした場合、「交付申請辞退情報登録」画面が 
 表示されますので、必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 
 

⑤ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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⑥ 「留保」の「登録」をクリックした場合、「交付申請留保情報登録」画面が 
 表示されますので、必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 
 

⑦ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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転出情報登録手続き 

・ 自機関からの他機関へ転出した研究者がいる場合、 
 転出者の情報を登録します。 
 
・ 転出情報の登録を行うことで、異動先の機関が「転入 
 情報の承認」及び「転入者への内定情報通知」を行う 
 ことができるようになります。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報を送信 
 する前に、転出情報を登録する必要はありません。 
 
 
 

機関担当者 
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① 「内定情報検索・通知、転出情報登録」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「内定情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、登録を行いた 
 い研究課題を検索してください。 

機関担当者 
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③ 「内定情報一覧」画面が表示されますので、転出処理を行いたい研究課題 
 の「登録」ボタンをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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④ 「転出情報登録」画面が表示されますので、必要事項を入力し、「次へ 
 進む」をクリックしてください。 

⑤ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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転入情報承認手続き 

・ 他機関が「転出情報登録」を行った研究課題について、 
 「転入情報の承認」手続きを行います。 
 
・ 転入情報の承認を行うことで、自機関に異動してきた 
 研究者の研究課題について、「内定情報通知」を行うこ 
 とができるようになります。 
 
・ 転入情報の承認を行った後は、必ず当該研究課題の 
 「内定情報送信手続き」等を行ってください。 

機関担当者 
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① 「転入情報承認、転出情報再承認」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「他機関からの転入情報の承認」画面が表示されますので、転入承認を行 
 いたい研究課題の情報を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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③ 「他機関からの転入情報の承認確認」画面が表示されますので、情報に誤り 
 がないかを確認してください。誤りがあった場合は、異動前の研究機関に連絡 
 してください。確認後、誤りがなければ「OK」をクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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間接経費辞退情報登録手続き 

・ 間接経費の辞退を行う研究課題の情報を登録します。 
 
・ この登録を行うことで、研究者が作成する「交付申請書」 
 及び「交付（支払）請求書」の間接経費の金額が「０円」と 
 なります。 
 
・ 必ずしも、部局担当者又は研究者に内定情報を送信 
 する前に、間接経費辞退情報を登録する必要はありま 
 せん。 

機関担当者 
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① 「間接経費辞退情報登録、出力」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「間接経費辞退情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、情報 
 の登録を行いたい研究課題を検索してください。 

機関担当者 
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③ 情報を登録したい研究課題の選択を「する」に変更し、「間接経費辞退情報 
 登録」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

ここをクリックすると、「間接経費辞退届」 
のPDFファイルを出力することができます。 

機関担当者 
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内定情報送信手続き 

・ 日本学術振興会から開示された内定情報を、部局担当者 
 または研究者に送信します。 
 

機関担当者 

67 



① 「内定情報検索・通知、転出情報登録」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者又は研究者に未配信の研究課題がある場合、 
赤字で「※未配信の課題があります。」と表示されます。 

機関担当者 
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② 「内定情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、送信を行いた 
 い研究課題を検索してください。 

機関担当者 
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③ 送信を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「部局への内定者情報 
 の通知」もしくは「申請者への内定者情報の通知」をクリックしてください。  

部局担当者がいない場合は、 
こちらをクリックしてください。 

部局担当者がいる場合は、 
こちらをクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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④ 「部局への内定者情報の通知」をクリックした場合、部局担当者への「内定 
 情報の通知」画面が表示されますので、必要事項を入力し、 「次へ進む」を 
 クリックしてください。 
 

⑤ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

経費管理担当者の情報を入力することができます。 
ただし、部局担当者が経費管理担当者を入力する 
場合（部局毎に経費管理担当者がいる場合など） 
は、空欄のままで通知を行ってください。 

様式A-2-1またはD-2-1「交付申請書」 
のこの部分に反映されます。 

機関担当者 
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⑥ 「申請者への内定者情報の通知」をクリックした場合、申請者への「内定情報 
 の通知」画面が表示されますので、必要事項を入力し、 「次へ進む」をクリック 
 してください。 
 

⑦ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

経費管理担当者の情報を必ず入力してください。 

機関担当者 

様式A-2-1またはD-2-1「交付申請書」 
のこの部分に反映されます。 
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（補足）内定情報CSVの出力 

・ これまで文部科学省、日本学術振興会から紙で送付 
 していた内定情報を、研究機関担当者が電子申請シス 
 テムからCSVファイルで出力することができます。 
 
・ 日本学術振興会が開示を行った当初の内定情報と、 
 e-Radとの同期を行い、研究者の所属部局等の情報を 
 最新化した内定情報の、２通りのCSVファイルを出力す 
 ることができます。 

機関担当者 
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① 「内定情報CSV出力」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「内定情報CSV出力」画面が表示されますので、内定情報のCSVファイルを 
 出力したい研究種目の「CSV出力」ボタンをクリックしてください。 

機関担当者 

日本学術振興会が開示を行った 
当初の内定情報を出力できます。 e-Radとの同期を行い所属部局等の情報 

を最新化した内定情報を出力できます。 

75 

当該年度の全研究種目について、内定情
報CSVを一括で出力することも可能です。 

一部基金分及び特別研究員奨励費についても、
内定情報CSVを出力することが可能です。 



交付申請における 
部局担当者の手続き 

（研究者が様式を作成する前） 

76 

部局担当者 



交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

部局担当者 

77 



内定情報送信手続き 

・ 研究機関担当者が送信した内定情報を、研究者に送信 
 します。 

部局担当者 
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① 「内定情報検索・通知」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者に未配信の研究課題がある場合、赤字で 
「※未配信の課題があります。」と表示されます。 

部局担当者 
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② 「内定情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、送信を行いた 
 い研究課題を検索してください。 

部局担当者 
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③ 研究機関担当者が部局担当者への送信を行った内定情報が一覧表示され 
 ます。研究者に送信を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「申請者へ 
 の内定者情報の通知」をクリックしてください。  

ここをクリックしてください。 ここをクリックしてください。 

部局担当者 

ここから、内定情報一覧CSV 
を出力することが可能です。 
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⑤ 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

⑥ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

様式A-2-1またはD-2-1「交付申請書」 
のこの部分に反映されます。 

部局担当者 

82 



交付申請における 
研究者の手続き 

研究者 

83 



交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

研究者 
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交付申請書及び交付（支払） 
請求書の作成、送信・提出 

・ 補助金分の研究種目については交付申請書と 
 交付請求書を、基金分の研究種目については交 
 付申請書と支払請求書を作成し、部局担当者又 
 は所属研究機関担当者に送信・提出します。 
 
・ こまめに一時保存を行ってください。 
 （応募に比べ、電子申請システムに入力する必要 
 がある項目が多いので、特に注意してください。） 
 （通常６０分以上何もボタン操作を行わなかった 
 場合、セッションタイムアウトしてしまい、入力した 
 情報が消えてしまうことがあります。） 

研究者 

85 



補助金分の研究種目における 
操作方法 

研究者 

86 



① 交付内定が行われた研究課題が表示されていますので、その課題の右に表示され 
 ている「交付申請情報入力」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

所属研究機関担当者及び部局担当者が内定情報を 
送信済みの場合、「交付申請情報入力」ボタンが出現 
します。 

研究者 
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② 「科学研究費助成事業（科学研究費補助金）の使用にあたっての確認書」画面が 
 表示されます。「確認書」ボタンから適宜確認書の様式をダウンロードしてください。 
  その後、「同意」ボタンをクリックしてください。 

確認書の様式は、ここからダウン 
ロードできます。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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③ 「所属研究機関情報及び代表者情報等の確認」画面が表示されます。 
 自動表示されている内容の確認を行うとともに、必要事項の入力を行って 
 ください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

研究代表者の情報は、e-Radの最新情報が表示されます。 
情報に誤りがある場合は、機関担当者等にe-Rad情報の修
正を依頼してください。 
また、部局名及び職名に正式名称等が別にある場合、それ
ぞれの入力欄に正式名称等を入力してください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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④ 「直接経費の費目別内訳の入力」画面が表示されます。 
 内定額が自動表示されますので、直接経費の費目別内訳を入力してください。 
 また、分割請求が必要な場合は、前期分の請求額、後期分の請求額をそれぞ 
 れ入力してください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

直接経費の費目別内訳を入力してください。 

前期分の請求額、後期分の請求額を入力してください。 

研究者 
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⑤ 「補助事業者等の入力」画面が表示されます。 
 応募時もしくは前年度の交付申請時等の研究組織情報が自動表示されますの 
 で、適宜研究分担者の追加、削除を行った上で、必要事項を入力してください。 
 その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

自動表示されている研究組織から分担者を外し 
たい場合は、ここにチェックを入れてください。 

ここで、交付申請書に出力する分担 
者の順番を設定することができます。 

全ての分担者について、「本人承 
諾済」のチェックを入れてください。 

研究者 
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分担者を追加したい場合は、「追加」を 
クリックして入力欄を追加してください。 



⑥ 「研究概要の入力」画面が表示されます。必要事項を入力し、「次へ進む」を 
 クリックしてください。 

研究者 
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ここをクリックしてください。 



⑦ 「主要な物品の内訳の入力」画面が表示されます。適宜入力欄を追加しながら 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

ここをクリックすると、 
入力欄を追加できます。 

研究者 
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⑧ 「交付請求書情報表示」画面が表示されます。表示されている内容を確認し、 
 問題がなければ「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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⑨ 入力した情報のPDFファイルへの変換が行われた後、「交付申請書・交付請求書 
 確認」画面が表示されます。確認用のPDFファイルをダウンロードして内容を確認し、 
 問題がなければ「確認完了・送信」をクリックしてください。問題があった場合は「修 
 正」をクリックし、再び入力画面に戻ってください。 

ここから、確認用のPDFファイル（「提出確認用」という透かし 
文字が入ります）をダウンロードすることができます。 
※最終版ではありませんので、ご注意ください。 

内容に問題がなければこ 
ちらをクリックしてください。 

内容に問題があった場合は 
こちらをクリックしてください。 

研究者 
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⑩ その後画面の指示に従っていただければ、「交付申請書・交付請求書情報 
 送信完了」画面が表示されます。この画面で、「最終版の」交付申請書及び交 
 付請求書のPDFファイルをダウンロードすることができます。 
  PDFファイルをダウンロード後は、「OK」ボタンをクリックしてください。 

ここから、「最終版の」PDFファイル 
をダウンロードすることができます。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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「交付申請書」のPDFファイルには、従来削除する研究分担者の欄等に
引いていただいていた「斜線」が表示されません。 
特に手書き等で「斜線」を追加していただく必要はありませんので、そ
のまま印刷・押印の上、ご提出ください。 



⑪ 「課題管理（科学研究費補助金）」画面が表示されます。今回交付申請手続きを 
 行った研究課題の「交付申請書」及び「交付請求書」欄が、「所属研究機関受付中」 
 となっていれば手続き終了です。 

この画面でも、交付申請書及び交付請求書の 
「最終版の」PDFファイルをダウンロードすること 
ができます。 

研究者 
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⑫ 「課題管理（科学研究費補助金） 」画面は、申請者向けメニューから表示すること 
 もできます。交付申請書、交付請求書を作成済みの研究課題または交付申請手続 
 き中に一時保存を行った研究課題については、「交付申請情報入力」ボタンが「課 
 題状況の確認」に表示が変わっていますので、そちらをクリックしてください。 

「交付申請情報入力」から「課題状
況の確認」に表示が変わります。 

交付申請手続き中に一時保存した研究課題の作成 
を再開する場合は、この方法により「課題管理（科学
研究費補助金） 」画面を表示した上で、「再開」ボタン
をクリックしてください。 

研究者 
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基金分の研究種目における 
操作方法 

研究者 
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① 交付内定が行われた研究課題が表示されていますので、その課題の右に表示さ 
 れている「交付申請情報入力」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

所属研究機関担当者及び部局担当者が内定情報を 
送信済みの場合、「交付申請情報入力」ボタンが出現 
します。 

研究者 
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② 「科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の使用にあたっての確認 
 書」画面が表示されます。「確認書」ボタンから適宜確認書の様式をダウンロード 
 してください。その後、「同意」ボタンをクリックしてください。 

確認書の様式は、ここからダウン 
ロードできます。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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③ 「所属研究機関情報及び代表者情報等の確認」画面が表示されます。 
 自動表示されている内容の確認を行うとともに、必要事項の入力を行って 
 ください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

研究代表者の情報は、e-Radの最新情報が表示されます。 
情報に誤りがある場合は、機関担当者等にe-Rad情報の修正
を依頼してください。 
また、部局名及び職名に正式名称等が別にある場合、それぞ
れの入力欄に正式名称等を入力してください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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④ 「直接経費の費目別内訳の入力」画面が表示されます。 
 内定額が自動表示されますので、直接経費の費目別内訳を入力してください。 
 また、分割請求が必要な場合は、前期分の請求額、後期分の請求額をそれぞ 
 れ入力してください。その後、「次へ進む」をクリックしてください 

ここをクリックしてください。 

直接経費の費目別内訳を入力してください。 
補助金分と異なり、内定を受けた全ての年度 
の内訳について入力してください。 

前期分の請求額、後期分の請求額を入力してください。 

研究者 
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⑤ 「主要な物品の内訳の入力」画面が表示されます。適宜入力欄を追加しながら 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。ここでは、補助事業期間 
 全体を通じて購入を予定している主要な物品の内訳を入力してください。 

ここをクリックしてください。 

ここをクリックすると、 
入力欄を追加できます。 

研究者 
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⑥ 「研究概要の入力」画面が表示されます。必要事項を入力し、「次へ進む」を 
 クリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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補助金分と異なり、内定を受けた全ての 
年度の研究実施計画を入力してください。 
なお、ここには、補助事業期間に応じた 
入力欄が自動的に設けられます。 



⑦ 「補助事業者等の入力（交付申請書）」画面が表示されます。 
 応募時の研究組織情報が自動表示されますので、適宜研究分担者の追加、 
 削除を行った上で、必要事項を入力してください。その後、「次へ進む」をクリ 
 ックしてください。 

ここをクリックしてください。 

分担者を追加したい場合は、「追加」を 
クリックして入力欄を追加してください。 

入力時点で自動表示されている研究組織から分担者 
を外したい場合は、ここにチェックを入れてください。 

ここで、交付申請書に出力する分担 
者の順番を設定することができます。 

全ての分担者について、「本人承 
諾済」のチェックを入れてください。 

この画面では、補助事業期間全体を通じた 
研究組織の情報を入力してください。（当該 
年度の研究組織情報ではありません。） 

研究者 
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⑧ 「補助事業者等の入力（支払請求書）」画面が表示されます。 
 前の画面で入力を行った研究組織情報が自動表示されますので、必要事項を 
 入力してください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

この画面では、当該年度の研究組織情報を
入力してください。（補助事業期間全体を通 
じた研究組織の情報ではありません。） 

研究者 
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⑨ 「支払請求書情報表示」画面が表示されます。表示されている内容を確認し、 
 問題がなければ「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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⑩ 入力した情報のPDFファイルへの変換が行われた後、「交付申請書・支払請求書 
 確認」画面が表示されます。確認用のPDFファイルをダウンロードして内容を確認し、 
 問題がなければ「確認完了・送信」をクリックしてください。問題があった場合は「修 
 正」をクリックし、再び入力画面に戻ってください。 

ここから、確認用のPDFファイル（「提出確認用」という透かし 
文字が入ります）をダウンロードすることができます。 
※最終版ではありませんので、ご注意ください。 

内容に問題がなければこ 
ちらをクリックしてください。 

内容に問題があった場合は 
こちらをクリックしてください。 

研究者 
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⑪ その後画面の指示に従っていただければ、「交付申請書・支払請求書情報 
 送信完了」画面が表示されます。この画面で、「最終版の」交付申請書及び支 
 払請求書のPDFファイルをダウンロードすることができます。 
  PDFファイルをダウンロード後は、「OK」ボタンをクリックしてください。 

ここから、「最終版の」PDFファイル 
をダウンロードすることができます。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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「交付申請書」のPDFファイルには、従来削除する研究分担者の欄等に
引いていただいていた「斜線」が表示されません。 
特に手書き等で「斜線」を追加していただく必要はありませんので、そ
のまま印刷・押印の上、ご提出ください。 



⑫ 「課題管理（学術研究助成基金助成金） 」画面が表示されます。今回交付申請 
 手続きを行った研究課題の「交付申請書」及び「支払請求書」欄が、「所属研究機 
 関受付中」となっていれば手続き終了です。 

この画面でも、交付申請書及び支払請求書の 
「最終版の」PDFファイルをダウンロードすること 
ができます。 

研究者 
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⑬ 課題管理（学術研究助成基金助成金）画面は、申請者向けメニューから表示す 
 ることもできます。交付申請書、支払請求書を作成済みの研究課題または交付申 
 請手続き中に一時保存を行った研究課題については、「交付申請情報入力」ボタン 
 が「課題状況の確認」に表示が変わっていますので、そちらをクリックしてください。 

「交付申請情報入力」から「課題状
況の確認」に表示が変わります。 

交付申請手続き中に一時保存した研究課題の作成 
を再開する場合は、この方法により「課題管理」画面 
を表示した上で、「再開」ボタンをクリックしてください。 

研究者 
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交付申請における 
部局担当者の手続き 

（研究者が様式を作成した後） 
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部局担当者 



交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

部局担当者 
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交付申請書、交付（支払）請求書 
確認、送信・提出手続き 

・ 研究者が作成、送信を行った交付申請書及び 
 交付（支払）請求書を確認し、所属研究機関担 
 当者への送信・提出を行います。 

部局担当者 
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① 「交付申請書、交付（支払）請求書」をクリックしてください。 

補助金分の確認、送信を行う 
場合は、こちらをクリックしてく 
ださい。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究 
機関担当者に未送信の研究課題がある 
場合、「※未送信の課題があります。」と 
表示されます。 

基金分の確認、送信を行う 
場合は、こちらをクリックして 
ください。 

部局担当者 
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② 「交付申請情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、確認、送 
 信・提出を行いたい研究課題を検索してください。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究機関 
担当者に未送信の研究課題がある場合、当 
該種目名の横に「※未送信課題あり」と表示 
されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

部局担当者 
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③ 確認、送信・提出を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確認・送 
 信」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

部局担当者 

ここから、交付申請情報一覧
CSVを出力することが可能です。 
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交付申請における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成した後） 
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機関担当者 



交付申請時の手続きの流れ 
（補助金分・基金分共通） 

＜日本学術振興会＞ 
 ・各研究機関毎に内定情報を開示 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Radの研究者情報更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 

＜部局担当者＞ 
 ・内定情報送信 

＜研究者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・交付申請書、交付（支払）請求書確認、送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・交付申請書、交付（支払）請求書受理 

機関担当者 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
 ・内定情報更新（e-Radとの同期） 
 ・内定情報送信 
 ・辞退、留保情報登録 
 ・転出情報登録 
 ・転入情報承認 
 ・間接経費辞退情報登録 
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交付申請書、交付（支払）請求書 
確定、送信・提出手続き 

・ 研究者が作成、送信・提出を行い、更に部局担当者が 
 確認、送信・提出を行った交付申請書及び交付（支払） 
 請求書を確定し、日本学術振興会への送信・提出を行 
 います。 

機関担当者 
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① 「交付申請書・交付（支払）請求書確認、確定・送信」をクリックしてください。 

補助金分の確定、送信を行う 
場合は、こちらをクリックして 
ください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある場合、 
「※未送信の課題があります。」と表示されます。 

基金分の確定、送信を行う 
場合は、こちらをクリックして 
ください。 

機関担当者 
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② 「交付申請情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、確定、 
 送信・提出を行いたい研究課題を検索してください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある 
場合、当該種目名の横に「※未送信課題あり」 
と表示されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

機関担当者 
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③ 確定、送信・提出を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確定・送 
 信」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 

ここから、交付申請情報一覧
CSVを出力することが可能です。 
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Ⅲ．支払請求時の操作方法について 
  （基金分・２年度目以降） 
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支払請求時の手続きの流れ（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・支払請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・支払請求書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・支払請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・支払請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 
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支払請求における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成する前） 
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機関担当者 



支払請求時の手続きの流れ（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・支払請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・支払請求書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・支払請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・支払請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 

機関担当者 
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e-Rad研究者情報の 
新規登録・更新手続き 

・ e-Radの研究者情報を新規登録又は更新します。 
 e-Radの操作方法については、以下のURLを参照してください。 
  ＜e-Radトップページ： http://www.e-rad.go.jp/ ＞ 
 
・ 支払請求書の研究代表者の部局情報、職情報は、 e-Rad 
 の研究者情報を基に自動表示されます。 
  そのため、できるだけ速やかにe-Radの研究者情報の新規 
 登録・更新を行ってください。 
 

機関担当者 
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http://www.e-rad.go.jp/


研究機関情報更新手続き 
・ 研究者が作成する支払請求書に表示する「研究機関 
 情報」を更新します。 
 
・ 基金が振り込まれる口座の情報を更新します。 
 
・ 初めて電子申請システムにより支払請求手続きを行う 
 場合は、必ずここで「研究機関情報」及び「基金の振込 
 口座情報」を登録する必要があります。登録しなかった 
 場合、支払請求書の確定、送信・提出処理が行えません。 
  ２回目以降の支払請求手続きの場合は、登録してある 
 情報に変更が生じた場合のみ、更新いただければ結構 
 です。 

機関担当者 
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① 「所属研究機関情報更新」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

機関担当者 
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② 「所属研究機関情報更新」画面が表示されますので、必要事項を入力し、 
 「次へ進む」をクリックしてください。 

③ その後、画面の指示に従ってください。  

ここに登録された口座に、 
基金が振り込まれます。 

機関担当者 

様式F-2「支払請求書」の 
この部分に反映されます。 
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支払請求における 
研究者の手続き 

研究者 
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支払請求時の手続きの流れ（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・支払請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・支払請求書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・支払請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・支払請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 

研究者 

134 



支払請求書の作成、送信・提出 
手続き 

・ 基金分の２年度目以降の支払請求書を作成し、 
 部局担当者又は所属研究機関担当者に送信・提 
 出します。 
 
・ こまめに一時保存を行ってください。 
 （応募に比べ、電子申請システムに入力する必要 
 がある項目が多いので、特に注意してください。） 
 （通常６０分以上何もボタン操作を行わなかった 
 場合、セッションタイムアウトしてしまい、入力した 
 情報が消えてしまうことがあります。） 

研究者 
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① 基金分の継続課題の右に表示されている「課題状況の確認」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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② 「課題管理（学術研究助成基金助成金）」画面が表示されます。支払請求を行う 
 年度の「支払請求書」欄にある、「入力」ボタンをクリックしてください。 

研究者 
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ここをクリックしてください。 



③ 「請求情報の入力」画面が表示されます。自動表示されている内容の確認を 
 行うとともに、必要事項の入力を行ってください。その後、「次へ進む」をクリック 
 してください。 

研究代表者の情報は、e-Radの最新情報が表示されます。 
情報に誤りがある場合は、機関担当者等にe-Rad情報の修
正を依頼してください。 
また、部局名及び職名に正式名称等が別にある場合、それ
ぞれの入力欄に正式名称等を入力してください。 

研究者 

ここをクリックしてください。 

金額を入力してください。 
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④ 「支払請求書情報表示」画面が表示されます。表示されている内容を確認し、 
 問題がなければ「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 

139 



⑤ 「補助事業者等の入力」画面が表示されます。 
 研究組織の情報が自動表示されますので、必要事項を入力してください。 
 その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

この画面では、当該年度の研究組織情報を
入力してください。（補助事業期間全体を通 
じた研究組織の情報ではありません。） 

ここで、支払請求書に出力する分担 
者の順番を設定することができます。 支払請求書では、研究分担者の追加・削除はでき 

ません。研究分担者の追加・削除を行う場合は、様 
式F-9「研究分担者変更承認申請書」による手続き 
が別途必要になりますので、ご注意ください。 

研究者 

140 



⑥  「変更後の請求（予定）額及び研究実施計画の入力」画面が表示されますので、 
 必要事項を入力してください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

この画面は、「請求情報の入力」画面で入力した 
当該年度の請求額が、日本学術振興会に提出
済みの交付申請書もしくは前倒し支払請求書等
に記載の金額と異なる場合のみ表示されます。 
それ以外の場合は表示されず、次の「支払請求 
書確認」画面が表示されます。 

研究者 

次ページへ続く 

「請求情報の入力」画面で、次年度以降に請
求予定であった金額を、当該年度に前倒しで
請求した場合のみ、前倒し支払請求に係る入
力欄が表示されます。 
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当該年度の請求額を変更したことに伴う次
年度以降の請求予定額を入力してください。 



前ページからの続き 

ここをクリックしてください。 

研究者 

請求（予定）額を変更したことに伴う当該年
度以降の研究実施計画を入力してください。 
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今回計画を変更したことにより、新たに購入 
することとなった主要な物品の内訳を入力し 
てください。 



⑦ 入力した情報のPDFファイルへの変換が行われた後、「支払請求書確認」画面 
 が表示されます。確認用のPDFファイルをダウンロードして内容を確認し、問題が 
 なければ「確認完了・送信」をクリックしてください。問題があった場合は「修正」を 
 クリックし、再び入力画面に戻ってください。 

ここから、確認用のPDFファイル（「提出確認用」という透かし 
文字が入ります）をダウンロードすることができます。 
※最終版ではありませんので、ご注意ください。 

内容に問題がなければこ 
ちらをクリックしてください。 

内容に問題があった場合は 
こちらをクリックしてください。 

研究者 

143 



⑧ その後画面の指示に従っていただければ、「課題管理（学術研究助成基金助成 
 金） 」画面が表示されます。今回支払請求手続きを行った研究課題の「支払請求 
 書」欄が、「所属研究機関受付中」となっていれば手続き終了です。 

この画面で、支払請求書の「最終版の」 
PDFファイルをダウンロードすることが 
できます。 

研究者 

144 



支払請求における 
部局担当者の手続き 

部局担当者 

145 



支払請求時の手続きの流れ（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・支払請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・支払請求書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・支払請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・支払請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 

部局担当者 

146 



支払請求書送信・提出手続き 

・ 研究者が作成、送信・提出を行った支払請求書を、所属 
 研究機関担当者に送信・提出します。 

部局担当者 

147 



① 「（F-2）支払請求書」をクリックしてください。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究 
機関担当者に未送信の研究課題がある
場合、「※未送信の課題があります。」と 
表示されます。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者 

148 



② 「支払請求情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、送信・提 
 出を行いたい研究課題を検索してください。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究機関 
担当者に未送信の研究課題がある場合、当 
該種目名の横に「※未送信課題あり」と表示 
されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

部局担当者 
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③ 送信を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確認・送信」をクリック 
 してください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 ここをクリックしてください。 

部局担当者 

ここから、支払請求情報一覧
CSVを出力することが可能です。 
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支払請求における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成した後） 

151 

機関担当者 



支払請求時の手続きの流れ（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・支払請求書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・支払請求書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・支払請求書確定、送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・支払請求書受理 

＜研究機関担当者＞ 
 ・e-Rad研究者情報の新規登録・更新 
 ・研究機関情報更新 

機関担当者 

152 



支払請求書確定、送信・提出 
手続き 

・ 研究者が作成、送信・提出を行い、更に部局担当者が 
 送信・提出を行った支払請求書を確定し、日本学術振興 
 会への送信・提出を行います。 

機関担当者 

153 



① 「支払請求書の確定・送信（翌年度以降）」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある場合、 
「※未送信の課題があります。」と表示されます。 

機関担当者 

154 



② 「支払請求情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、確定、 
 送信・提出を行いたい課題を検索してください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある 
場合、当該種目名の横に「※未送信課題あり」 
と表示されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

機関担当者 

155 



③ 確定、送信・提出を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確定・送 
 信」をクリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 

機関担当者 

ここから、支払請求情報一覧
CSVを出力することが可能です。 
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ここをクリックしてください。 



Ⅳ．実施状況報告時の操作方法について 
  （基金分） 

157 



実施状況報告時の手続きの流れ 
（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・実施状況報告書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・実施状況報告書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・実施状況報告書受理 158 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書（収支状況報告書）データの取り込み 



実施状況報告における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成する前） 

159 

機関担当者 



実施状況報告時の手続きの流れ 
（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・実施状況報告書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・実施状況報告書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・実施状況報告書受理 160 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書（収支状況報告書）データの取り込み 

機関担当者 



実施状況報告書（収支状況報告書） 
データの取り込み 

・ 研究者の実施状況報告書（収支状況報告書）作成をサポート 
 するため、実施状況報告書（収支状況報告書）に記載する実支 
 出額の金額等のデータについて、機関担当者が科研費電子申 
 請システムに取り込むことが可能となります。 
  取り込まれたデータは、研究者が実施状況報告書（収支状況 
 報告書）を作成する画面に初期表示され、研究者は表示されて 
 いる金額等を確認するのみで、実施状況報告書（収支状況報告 
 書）の作成を進めることが可能となります。 
 
※ この手続きは、実支出額の金額等のデータについて、機関担 
 当者が取り込む必要がある場合以外は、行う必要はありません。 

機関担当者 

161 



162 

① 「データ取り込み」をクリックしてください。 

機関担当者 

ここをクリックしてください。 



163 

② 「データ取り込み」画面が表示されます。「（F-6-1）実施状況報告書（収支状況報告書）デー 
 タ」を選択の上、「参照」ボタンをクリックして、あらかじめ準備していたデータ（CSVファイル形 
 式）を選択してください。 
  その後、「OK」ボタンをクリックしてください。 

機関担当者 

(1) ここを選択し、 

(2) ここをクリックし、CSVファ
イルを選択してください。 

(3) 最後に、ここをク
リックしてください。 

※ 取り込むCSVファイルのレイアウト（形式）については、 
 後日本会のホームページ上で公開します。 

163 



164 

③ 「データ取り込み確認」画面が表示されますので、問題がなければ「OK」ボタンをクリックし 
 てください。 

機関担当者 

ここをクリックしてください。 
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④ 「データ取り込み完了」画面が表示されます。データ取り込み時にエラーが発生した場合、 
 エラーメッセージが赤字で表示されますので、取り込みを行ったデータ（CSVファイル）につい 
 て、確認を行ってください。 

機関担当者 

エラーメッセージが表示さ
れます。 



166 

⑤ データ取り込み時にエラーが発生しなかった場合は、エラーメッセージは表示されません。 

機関担当者 



167 

⑥ 取り込んだデータは、研究者が実施状況報告書（収支状況報告書）を作成する画面に初 
 期表示されます。 

機関担当者 

研究者の画面 

初期表示されます。 



実施状況報告における 
研究者の手続き 

研究者 

168 



実施状況報告時の手続きの流れ 
（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・実施状況報告書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・実施状況報告書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・実施状況報告書受理 169 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書（収支状況報告書）データの取り込み 

研究者 



実施状況報告書の作成、 
送信・提出手続き 

・ 基金分の実施状況報告書を作成し、部局担当者 
 又は所属研究機関担当者に送信・提出します。 
 
・ 実施状況報告書の研究者情報は、平成２５年３月 
 ３１日時点の情報を入力する必要があります。平成 
 ２５年３月３１日時点の情報が自動表示される仕様に 
 はなっていますが、情報に誤りがある場合は、適宜 
 修正してください。 
  また、平成２５年４月１日以降に研究機関等を異動 
 済みであっても、確認完了・送信処理を行った際、実 
 施状況報告書は平成２５年３月３１日時点で所属して 
 いた研究機関（部局）に送信・提出されます。 
 
・ こまめに一時保存を行ってください。 
 （応募に比べ、電子申請システムに入力する必要が 
 ある項目が多いので、特に注意してください。） 
 （通常６０分以上何もボタン操作を行わなかった場合、 
 セッションタイムアウトしてしまい、入力した情報が消 
 えてしまうことがあります。） 
 

研究者 

170 



① 基金分の継続課題の右に表示されている「課題状況の確認」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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② 「課題管理（学術研究助成基金助成金）」画面が表示されます。当該年度の「実 
 施状況報告書」欄にある、「入力」ボタンをクリックしてください。 

研究者 
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ここをクリックしてください。 



③ 「所属研究機関情報及び代表者情報等の確認」画面が表示されます。自動表示 
 されている内容の確認を行うとともに、必要事項の入力を行ってください。その後、 
 「次へ進む」をクリックしてください。 

研究代表者の情報は、平成２５年３月３１日時点での情報 
が表示されます。情報に誤りがある場合は、入力欄に正しい 
情報を入力してください。 
また、部局名及び職名に正式名称等が別にある場合、それ
ぞれの入力欄に正式名称等を入力してください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 

173 



④ 「費目別収支状況の入力」画面が表示されますので、必要事項を入力し、 
 「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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使用内訳変更承認年月日、間接経費交付
決定額変更承認年月日等については、日
本学術振興会が入力した情報が自動表示
されます。（詳細な仕様は後日ホームペー
ジ上で公開します。） 

機関担当者が「実施状況報告書（収支状況報
告書）データの取り込み」を行っていた場合、そ
の情報が入力欄に初期表示されます。 
情報に誤りがある場合は修正を行ってください。 



⑤ 「主要な物品明細書の入力」画面が表示されます。適宜入力欄を追加しながら 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

ここをクリックすると、 
入力欄を追加できます。 

研究者 

175 



⑥ 「補助事業者等の入力」画面が表示されます。研究組織の情報が自動表示 
 されますので、必要事項を入力してください。その後、「次へ進む」をクリックして 
 ください。 

ここをクリックしてください。 

研究分担者の情報は、平成２５年３月３１日時点での情報 
が表示されます。情報に誤りがある場合は、入力欄に正しい 
情報を入力してください。 
また、部局名及び職名に正式名称等が別にある場合、それぞ
れの入力欄に正式名称等を入力してください。 

研究分担者が６名以上の場合、ここにチェックボックスが 
出現しますので、研究実施状況報告書に表示する「５名」 
を選択し、チェックボックスにチェックを入れてください。 
 
 
 
 
 
 
    ↑様式F-7-1「研究実施状況報告書」のこの部分に反映されます。 

研究者 
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⑦ 「研究実績の概要の入力」画面が表示されますので、必要事項を入力して 
 ください。その後、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 

177 



⑧ 「研究発表の入力」画面が表示されますので、適宜入力欄を追加しながら 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

研究者 
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「学会発表」の「発表年月日」欄は、「発表開始
日」と「発表終了日」を入力できるようになって
います。 
当該学会発表が数日に渡って開催された場
合は、 「発表開始日」と「発表終了日」の両方
を入力してください。 
当該学会発表が１日だけ行われた場合、 「発
表開始日」のみ入力し、 「発表終了日」欄は空
欄のままで構いません。 

「雑誌論文」、「学会発表」、「図書」、いずれに
ついても、初期の入力欄数は５つです。 
６つ以上雑誌論文等を入力したい場合は、
「追加」ボタンをクリックして入力欄を増やして
ください。 
なお、「次へ進む」をクリックする際に、何も入
力していない欄を削除する必要はありません。 

ここをクリックしてください。 



⑨ 「産業財産権の入力」画面が表示されますので、適宜入力欄を追加しながら 
 必要事項を入力し、「次へ進む」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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⑩ 入力した情報のPDFファイルへの変換が行われた後、「実施状況報告書確認」 
 画面が表示されます。確認用のPDFファイルをダウンロードして内容を確認し、問 
 題がなければ「確認完了・送信」をクリックしてください。問題があった場合は「修 
 正」をクリックし、再び入力画面に戻ってください。 

ここから、確認用のPDFファイル（「提出確認用」という透かし 
文字が入ります）をダウンロードすることができます。 
※最終版ではありませんので、ご注意ください。 

内容に問題がなければこ 
ちらをクリックしてください。 

内容に問題があった場合は 
こちらをクリックしてください。 

研究者 

180 



⑪ その後画面の指示に従っていただければ、「実施状況報告書情報送信完了」 
 画面が表示されます。この画面で、「最終版の」収支状況報告書及び研究実施 
 状況報告書のPDFファイルをダウンロードすることができます。 
  PDFファイルをダウンロード後は、「OK」ボタンをクリックしてください。 

ここから、「最終版の」PDFファイル 
をダウンロードすることができます。 

ここをクリックしてください。 

研究者 
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⑫ 「課題管理（学術研究助成基金助成金） 」画面が表示されます。今回実施状況 
 報告手続きを行った研究課題の「実施状況報告書」欄が、「所属研究機関受付中」 
 となっていれば手続き終了です。 

この画面でも、収支状況報告書及び研究実施状況 
報告書の「最終版の」PDFファイルをダウンロードす 
ることができます。 

研究者 
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実施状況報告における 
部局担当者の手続き 

部局担当者 
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実施状況報告時の手続きの流れ 
（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・実施状況報告書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・実施状況報告書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・実施状況報告書受理 184 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書（収支状況報告書）データの取り込み 

部局担当者 



実施状況報告書送信・提出 
手続き 

・ 研究者が作成、送信・提出を行った実施状況報告書を、 
 所属研究機関担当者に送信・提出します。 
 
・ 実施状況報告書は、研究者が平成２５年３月３１日時点 
 で所属していた部局を通して送信・提出していただく必要 
 があります。平成２５年４月１日以降に他部局に異動し、 
 e-Radで所属部局を変更済みの研究者の実施状況報告書 
 についても、平成２５年３月３１日時点で当該研究者が所 
 属していた部局の担当者宛に送信・提出されてくる仕様と 
 なっていますので、忘れずに所属研究機関担当者に送信・ 
 提出してください。 
 
 

部局担当者 
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① 「（F-6-1、F-7-1）実施状況報告書」をクリックしてください。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究 
機関担当者に未送信の研究課題がある 
場合、「※未送信の課題があります。」と 
表示されます。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者 
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② 「実施状況報告検索」画面が表示されますので、条件を設定して、送信・提 
 出を行いたい研究課題を検索してください。 

研究者から送信済みで、かつ所属研究機関 
担当者に未送信の研究課題がある場合、当 
該種目名の横に「※未送信課題あり」と表示 
されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

部局担当者 
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③ 送信・提出を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確認・送信」を 
 クリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 ここをクリックしてください。 

部局担当者 

ここから、実施状況報告一覧
CSVを出力することが可能です。 
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実施状況報告における 
機関担当者の手続き 

（研究者が様式を作成した後） 

189 

機関担当者 



実施状況報告時の手続きの流れ 
（基金分） 

＜研究者＞ 
 ・実施状況報告書作成、送信・提出 

＜部局担当者＞ 
  ・実施状況報告書送信・提出 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書送信・提出 

＜日本学術振興会＞ 
 ・実施状況報告書受理 190 

＜研究機関担当者＞ 
 ・実施状況報告書（収支状況報告書）データの取り込み 

機関担当者 



実施状況報告書送信・提出 
手続き 

・ 研究者が作成、送信・提出を行い、更に部局担当 
 者が送信・提出を行った実施状況報告書を、日本学 
 術振興会に送信・提出します。 
 
・ 実施状況報告書は、研究者が平成２５年３月３１日 
 時点で所属していた研究機関を通して送信・提出し 
 ていただく必要があります。平成２５年４月１日以降 
 に他機関に異動し、e-Radで転出処理を行った研究 
 者の実施状況報告書についても、平成２５年３月３１日 
 時点で当該研究者が所属していた研究機関の担当 
 者宛に送信・提出されてくる仕様となっていますので、 
 忘れずに日本学術振興会に送信・提出してください。 

機関担当者 
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① 「実施状況報告書の確定・送信」をクリックしてください。 

ここをクリックしてください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある場合、 
「※未送信の課題があります。」と表示されます。 

機関担当者 
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② 「実施状況報告検索」画面が表示されますので、条件を設定して、送信・提 
 出を行いたい課題を検索してください。 

部局担当者又は研究者から送信済みで、かつ 
日本学術振興会に未送信の研究課題がある 
場合、当該種目名の横に「※未送信課題あり」 
と表示されます。 
その場合、研究種目名のリンクをクリックする 
ことで、当該研究種目の未送信課題一覧を 
表示することができます。 

機関担当者 
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③ 送信・提出を行いたい研究課題の選択を「する」に変更し、「確定・送信」を 
 クリックしてください。 

④ その後、画面の指示に従ってください。  

ここをクリックしてください。 ここをクリックしてください。 

機関担当者 

ここから、実施状況報告一覧
CSVを出力することが可能です。 

194 


	平成２３年度�　科研費電子申請システム�　操作方法等説明会資料�　（平成２５年２月改訂）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	交付申請における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成する前）
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	内定情報検索機能�（一部基金分、特別研究員奨励費）�
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	e-Rad研究者情報の�新規登録・更新手続き
	内定情報更新（e-Radとの同期）�手続き
	（１）　e-Radとの同期後、内定情報を�　　部局担当者に送信する場合
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	研究機関情報更新手続き
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	辞退、留保情報登録手続き
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	転出情報登録手続き
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	転入情報承認手続き
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	間接経費辞退情報登録手続き
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	内定情報送信手続き
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	（補足）内定情報CSVの出力
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	交付申請における�部局担当者の手続き�（研究者が様式を作成する前）
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	内定情報送信手続き
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	交付申請における�研究者の手続き
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	交付申請書及び交付（支払）�請求書の作成、送信・提出
	補助金分の研究種目における�操作方法
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	スライド番号 92
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	スライド番号 95
	スライド番号 96
	スライド番号 97
	スライド番号 98
	基金分の研究種目における�操作方法
	スライド番号 100
	スライド番号 101
	スライド番号 102
	スライド番号 103
	スライド番号 104
	スライド番号 105
	スライド番号 106
	スライド番号 107
	スライド番号 108
	スライド番号 109
	スライド番号 110
	スライド番号 111
	スライド番号 112
	交付申請における�部局担当者の手続き�（研究者が様式を作成した後）
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	交付申請書、交付（支払）請求書�確認、送信・提出手続き
	スライド番号 116
	スライド番号 117
	スライド番号 118
	交付申請における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成した後）
	交付申請時の手続きの流れ�（補助金分・基金分共通）
	交付申請書、交付（支払）請求書�確定、送信・提出手続き
	スライド番号 122
	スライド番号 123
	スライド番号 124
	スライド番号 125
	支払請求時の手続きの流れ（基金分）
	支払請求における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成する前）
	支払請求時の手続きの流れ（基金分）
	e-Rad研究者情報の�新規登録・更新手続き
	研究機関情報更新手続き
	スライド番号 131
	スライド番号 132
	支払請求における�研究者の手続き
	支払請求時の手続きの流れ（基金分）
	支払請求書の作成、送信・提出�手続き
	スライド番号 136
	スライド番号 137
	スライド番号 138
	スライド番号 139
	スライド番号 140
	スライド番号 141
	スライド番号 142
	スライド番号 143
	スライド番号 144
	支払請求における�部局担当者の手続き
	支払請求時の手続きの流れ（基金分）
	支払請求書送信・提出手続き
	スライド番号 148
	スライド番号 149
	スライド番号 150
	支払請求における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成した後）
	支払請求時の手続きの流れ（基金分）
	支払請求書確定、送信・提出�手続き
	スライド番号 154
	スライド番号 155
	スライド番号 156
	スライド番号 157
	実施状況報告時の手続きの流れ�（基金分）
	実施状況報告における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成する前）
	実施状況報告時の手続きの流れ�（基金分）
	実施状況報告書（収支状況報告書）�データの取り込み
	スライド番号 162
	スライド番号 163
	スライド番号 164
	スライド番号 165
	スライド番号 166
	スライド番号 167
	実施状況報告における�研究者の手続き
	実施状況報告時の手続きの流れ�（基金分）
	実施状況報告書の作成、�送信・提出手続き
	スライド番号 171
	スライド番号 172
	スライド番号 173
	スライド番号 174
	スライド番号 175
	スライド番号 176
	スライド番号 177
	スライド番号 178
	スライド番号 179
	スライド番号 180
	スライド番号 181
	スライド番号 182
	実施状況報告における�部局担当者の手続き
	実施状況報告時の手続きの流れ�（基金分）
	実施状況報告書送信・提出�手続き
	スライド番号 186
	スライド番号 187
	スライド番号 188
	実施状況報告における�機関担当者の手続き�（研究者が様式を作成した後）
	実施状況報告時の手続きの流れ�（基金分）
	実施状況報告書送信・提出�手続き
	スライド番号 192
	スライド番号 193
	スライド番号 194

