
 

先端・次世代研究開発支援プログラム 
研究計画調書（応募情報）作成・記入要領 

 
１．『 先端・次世代研究開発支援プログラム』の申請方法 

『 先端・次世代研究開発支援プログラム』の応募には、e-Rad による申請と、独立行政法人日本学術振

興会への応募書類（提出書類一式）の提出とが必要です。e-Rad を利用した申請の流れは下図の通りです。

日本学術振興会への提出書類については、「 先端・次世代研究開発支援プログラム研究計画調書（応募

内容ファイル）作成・記入要領」に基づき作成してください。 
 なお、e-Rad による日本学術振興会への提出作業は、所属研究機関の事務担当者に行っていただきます。

所属研究機関によって機関内での締切日が異なりますので注意してください。 
 

  ＜e-Rad を利用した申請の流れ＞ 
 

黄：「研究者」が行う作業
緑：大学事務局（e-Radでいう「所属研究機関事務担当者」）が行う作業
青：日本学術振興会

１　府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募 ２　日本学術振興会への応募書類の提出

（１）研究機関の登録および研究者情報の登録（事前準備）
　　　（ログインＩＤ、パスワードの取得）

（２）e-Radポータルサイトで応募情報を入力
　　　　応募開始日：平成２２年４月５日（月）

（３）e-Radポータルサイトで研究計画調書の内容を確認

（４）e-Radポータルサイトで各研究者の応募情報の内容を
　　　確認・承認
　　　　応募締切日：平成２２年５月２０日（木）１７時

提出期間：平成２２年５月１８日（火）～５月２０日（木）
             １０時～１２時、１３時～１７時

【１】研究計画調書（応募内容ファイル）等の提出
  

（５）日本学術振興会にて受理 【２】日本学術振興会にて受理

 
 
 
 
 
 
 
府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは： 
各省庁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。 
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２．利用可能時間帯、問い合わせ先 
（１）e-Rad の利用可能時間帯 
 （月～金） 午前６：００～翌午前２：００まで 
 （土・日） 午後１２：００～翌午前２：００まで 
  なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。 
  ただし、上記利用可能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、e-Rad ポータルサイトにて予めお知らせします。 
 
（２）問い合わせ先 
  公募内容等に関する問い合わせは日本学術振興会にて、e-Rad の操作方法に関する問い合わせは、 
e-Rad ヘルプデスクにて受け付けます。 
 日本学術振興会の 先端・次世代研究開発支援プログラムホームページ

（http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/index.html）及び、e-Radポータルサイト

（http://www.e-rad.go.jp/index.html）を十分に確認した上で、問い合わせてください。 
公募要領・研究計画調書に関

する問い合わせ 

日本学術振興会研究事

業部基金第二課 

先端・次世代研究開発

支援プログラム事務局 

電話番号：03-3263-1738,03-3263-0153 
（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-mail： jisedai-jsps@jsps.go.jp 

e-Rad における研究機関・研

究者の登録及び e-Rad の操

作方法に関する問い合わせ 

e-Rad ヘルプデスク 電話番号：0120-066-877 （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 
（受付時間：9:30～17:30※） 

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

 
３．具体的な操作方法と注意事項 
（１）研究機関の登録および研究者情報の登録（ログインID、パスワードの取得） 
（所属研究機関の事務担当者が行う。） 
① 本事業に応募する研究者が所属する研究機関は、応募時までにe-Radに登録されている必要がありま

す。 
② 研究機関の登録及び研究者情報の登録は、所属研究機関の事務担当者が行います。 
③ 本事業に応募する研究者は、e-RadのログインID、パスワードを所属研究機関の事務担当者から取得

しておく必要があります。 
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（２）e-Radポータルサイトからログイン 
・ 操作の前に、e-Radポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/index.html）から、利用規約を必ず確認の上、

研究者用マニュアル（共通）第1.23版をダウンロードし

てください。 
 
「研究者ログイン」画面 
e-Rad 研究者向けページから、 
e-Rad へログインしてください。 
（「ログイン情報通知書」のログインID、パスワードを入力

してください。パスワードは変更できます。） 
 
 
「研究者向けメニュー」画面 
「公募一覧」をクリックしてください。 

 
「配分機関情報一覧」画面 
独立行政法人日本学術振興会の「応募情報入力」をクリックしてください。 
※他機関の「応募情報入力」はクリックしないでください。 
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（３）e-Radポータルサイトで応募情報を入力 
・ 研究者用マニュアル[2.3-3]～にしたがって、応募情報を入力してください。 
・ 以下に入力する応募情報は、本プログラムホームページからダウンロードして別途作成する研究計画調

書（応募内容ファイル）の内容と必ず一致させてください。 
「受付中公募一覧」画面 
公募名「 先端・次世代研究開発支援プログラム」の「応募情報入力」をクリックしてください。 

 
 

「応募条件」画面 
「承諾して次へ進む」をクリック           
してください。 

 

 

「応募情報登録【研究者情報の確認】」 

画面 
 
登録されている研究者情報を確認し、      
「次へ進む」をクリックしてください。 

 
※研究者情報の内容に誤りがある場合 
 には、所属研究機関の事務担当者に 
 修正を依頼してください。 
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「応募情報登録【研究共通情報の入力】」画面 （研究者用マニュアル[2.3-7]） 
 
以下の項目に記入して下さい。 
○新規継続区分：新規を選択 
○研究開発課題名：「研究課題名」を４０字程度（全角のみ）で入力 （英語の場合は、必要に応じ、４０文字

を超えても差し支えありません。） 
○研究期間（開始）： 2010 

（終了予定）： 研究の終了年度を入力 
○主分野： 

右の「一覧」ボタンをクリックし、その中から、本プログラムの研究分野に も近い研究分野コードを半角

英数記号で入力 （4桁数字なので3桁の場合は 初に0を入力してください。） 
本項目は、e-Rad上で整理するための分野分類であって、公募要領別表「専門分野等一覧表」とは、必

ずしも合致しませんのでご注意ください。（審査では使用しません。） 
○研究目的：「研究計画調書（応募内容ファイル）参照」と入力 
○研究概要：「研究計画調書（応募内容ファイル）参照」と入力 
※課題ＩＤ、副分野１～３、研究キーワード１～５は入力不要です。  
 >> 後に「次へ進む」をクリックしてください。 
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「応募情報登録【研究個別情報の入力】」画面 

○応募区分 

応募する研究課題の成果が寄与するイノベーションの区分について、「グリーン・イノベーション」、又は、

「ライフ・イノベーション」のいずれかを選択してください。 

 

○審査希望分野（系） 

  審査を希望する系を「理工系」、「生物系」、「人文社会系」の中から１つ選択してください。 
 

○キーワード 

  ［一覧表キーワード］ 

  応募課題の研究内容について、公募要領別表「専門分野等一覧表」の中から関連が深いものを（１）～

（５）に順に５つ以内で記入してください。（ 低１つは選定してください）。 

  なお、入力にあたっては、該当するコード番号とキーワードの英文字をつなげた英数字で入力してくださ

い。 

  （記入例）領域・分野・・・融合領域、環境学、環境動態解析（2001） 

キーワード・・・（Ｆ）地球温暖化              の場合 

 → 2001F と入力 

 

  ［一覧表以外のキーワード］ 

  一覧表以外で適切なキーワードがある場合は、（１）、（２）に順に２つ以内で記入してください。（自由記

述）。 

 

○年齢 

 平成２２年４月１日時点の満年齢を記入してください。 

 

○特例（該当する場合のみ選択） 

 応募要件における年齢制限の特例により応募する研究者は、下記のうち、応募要件を満たすこととなった

根拠・理由の番号を選択してください。 

１ 医学、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程修了者（次の２、３を除く）：満４６歳以下 

２ 法律（医師法（平成１２年の法改正前）、歯科医師法又は獣医師法）に定める臨床研修を修了した者

で、医学（次の３を除く）、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程修了者：満４７歳以下 

３ 医師法（平成１２年の改正法）により義務付けられた２年以上の臨床研修を終了した者で、医学を履

修する４年制の博士課程修了者：満４８歳以下 

４ 過去５年以内（平成 17 年４月２日以降）に育児休暇を取得した者 

なお、４の育児休暇を取得した者で、１～３にも該当する者は、両方を含んだ選択肢（例：「１及び４」）を

選択してください。 

※女性研究者及び満４５歳以下の研究者については、選択しないでください。 

 

○部局等 

 応募する研究者が所属している部局等（海外在住の研究者は、採択された場合に所属する予定の部局

等）を具体的に記入してください。 
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 ※なお、e-Rad の応募情報登録【研究者情報の確認】画面（P４参照）の「所属部局」欄は、コードにより管

理されているため、具体的な部局名となっていない可能性（「その他」など）がありますが、本項目について

は、e-Rad の情報と申請者の部局の情報が必ずしも一致している必要はありません。ただし、e-Rad の情報

が明らかに違う場合は、研究機関の e-Rad 担当者に連絡し変更してもらってください。 

 

○所在都道府県名 

 「部局等」欄に記入した部局等が所在する都道府県名を選択してください。 

 ※所属機関の本部が所在する都道府県ではなく、応募する研究者が所属している（研究に従事している）

部局等（海外在住者は、採択された場合に所属予定の部局等）が所在する都道府県を選択してください。 

 

○研究者連絡先（郵便番号、住所、電話番号、e-mail） 

 本プログラムに関する連絡や問い合わせ等に対応できる連絡先（郵便番号、住所、電話番号、e-mail）を

入力してください。郵便番号及び電話番号は、半角とし、ハイフンを入れてください。 （例： 郵便番号

111-1111、 電話番号 03-1111-1111） 

※なお、研究者連絡先に関する個人情報の取扱いは、本プログラムの実施に係る用途のみに限定いたし

ます。 

 

 

 
>>「次へ進む」をクリックしてください。  
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「応募情報登録【応募時予算額の入力】」画面  （研究者用マニュアル[2.3-10]） 
○研究経費：本プログラムの経費を入力してください。 

間接経費については、直接経費の３０％ 
（又は０％）（千円未満の端数は切り捨て）を 
記入してください。 
入力にあたって、金額は千円単位で記入し、 

千円未満の端数は切り捨ててください。 
（入力後、「計算」をクリックし、総額を 
明示させてください。） 
なお、間接経費を受け入れない研究機関に 

所属する研究者の場合は、必ず間接経費欄に 
「０」を入力してください。 

各年度において該当のない費目や、 
研究期間終了後（研究期間が３年以内の場合） 
の年度の費目については、全ての欄に「０」 
を記入してください。 
※研究計画調書（応募内容ファイル）に記入する研究経費と不一致がないように注意してください。 
 
 
>>「次へ進む」をクリックしてください。 
「応募情報登録【研究組織情報の入力】」 
画面 （研究者用マニュアル[2.3-11]） 
 
○直接経費： 
全研究期間（4年間）を通しての直接経費の

総額を入力してください。 
※研究計画調書（応募内容ファイル）に記入

する研究経費と不一致がないように注意して

ください。 
○エフォート： 

本応募課題が採択された場合を想定し、

「研究者の年間の全仕事時間を１００％とし

た場合、そのうち当該研究の実施に必要とな

る時間の配分率（％）」を入力してください。 
なお、「全仕事時間」とは、教育活動・ 
管理業務等を含めた実質的な全仕事時間 
を指します。                                  ※「追加」ボタンはクリックしないでください。 

 
※研究計画調書（応募内容ファイル）に記入するエフォートとの不一致がないように注意してください。    
※１．専門分野、３．役割分担、間接経費（一般管理費）は入力不要です。 
>> 後に、「次へ進む」をクリックしてください。  
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「応募情報登録【応募・受入状況の入力】」画面 
（研究者用マニュアル[2.3-13]） 
※すべて入力不要です。 
 
研究代表者の他の応募１の入力欄が表示 
されている場合は、「削除」ボタンをクリック 
してから、「次へ進む」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「応募情報登録【応募情報ファイルの指定】」画面 

日本学術振興会の本プログラムホームページよりダウンロードした研究計画調書（応募内容ファイル）を

別途作成し、作成後に、計画調書（応募内容ファイル）を添付してください。 
なお、計画調書（応募内容ファイル）の作成方法については、別添「 先端・次世代研究開発支援プログ

ラム研究計画調書（応募内容ファイル）作成・記入要領」をご覧ください。 

 

>>「次へ進む」をクリックしてください。 
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「応募情報登録 
【入力情報の確認】」画面 (研究者用マニュアル[2.3-17]) 
 
入力した情報を確認して「ＯＫ」をクリックしてください。 
 
「処理中・・・」画面が表示され、 
これまでに入力した情報と作成した応募内容ファイルが、自動的にPDFファイルに変換されます。 
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「応募情報登録確認」画面 
（研究者用マニュアル[2.3-19]）            
 
①．「ダウンロード」ボタンをクリック

して、PDF ファイルを確認してくだ

さい。 
※PDFファイルを開くパスワードは

「ログイン情報通知書」のPDF パ

スワード（ログインID と同じ）を入

力してください。 
（文字化けがないか等必ず確認 
してください。） 
 
②．応募情報に不備がなければ 
「確認完了・提出」ボタンを 
クリックしてください。 
 
「応募情報提出確認」画面 
（研究者用マニュアル[2.3-22]） 
 
「ＯＫ」をクリックしてください。 
 

 

この操作を行うと応募情報は所属研究機関の事務担当者に提出されたことになります。 
なお、提出した時点で研究者は応募情報を修正することができません。 

①

②

 

「応募情報提出完了」画面 
（研究者用マニュアル[2.3-22]） 
 
「ＯＫ」をクリックしてください。 
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（４）e-Radポータルサイトで応募の状況を確認 
 
 
「受付状況一覧」画面 
（研究者用マニュアル[2.3-23]）              
 
① 応募情報の状況が 
「所属研究機関受付中」である 
ことを確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 所属研究機関が、日本学術振興会への提出作業を行います。 
 
 
③ 研究者は、研究者用マニュ

アル[2.3-25]～に従って、応

募情報の状況が「配分機関

受付中」であることを確認し

てください。（「配分機関受付

中」とは、所属研究機関より

日本学術振興会へ提出済

みであることを示します。） 
 
◎日本学術振興会の応募締

切日は平成２２年５月２０日

（木）１７時です。 
※応募締切日までに応募状況が「配分機関受付中」とならない申請は無効となります。 

 
（５）日本学術振興会にて受理、e-Radポータルサイトで応募情報の状況を確認 
・ 日本学術振興会において、応募の受理作業を行います。日本学術振興会から文書またはメールでの受

理通知は行いません。 
・日本学術振興会において受理を行った後は、差し替えはできませんので、ご注意ください。 
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「受付状況一覧」画面                  
 
応募情報の状況が「配分機関受付中」

から「受理」になっていることを確認して

ください。 
 
 
 

受理

 
 
 
 
 


