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Ⅰ. 科研費電子申請システムとe-Radとの関係 

e-Rad 科研費電子申請
システム 

・研究機関情報（機関名、責任者、職等） 
・部局情報（部局名、事務分担者等） 
・研究者情報 

・応募課題情報 
・採択課題情報 

科研費電子申請システムとe-Radは、以下のような情報の連携を行っています。 
研究機関情報や研究者情報などの修正は、科研費電子申請システムでは行えません。 
これらの修正が必要である場合には、e-Rad上で操作を行っていただく必要があります。 

・研究機関等の情報（e-Rad → 科研費電子申請
システム）は10分ごとに1回同期を行っている。 
・課題の情報（科研費電子申請システム → e-
Rad ）は年数回、受付終了後に同期を行っている。 
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Ⅱ. 研究機関事務担当者の役割 
科研費電子申請システムとe-Radでは、利用者の方の呼称が異なります。 
本資料ではe-Radでの呼称を用いて説明を行っていますのでご注意ください。 

「科研費電子申請システム」での呼称 「e-Rad」での呼称 

所属研究機関担当者 → 事務代表者 

部局担当者 → 事務分担者 

研究者 → 研究者 
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＜事務代表者＞  

• 研究機関においてe-Radに係る事

務を総括する者のこと。事務代表

者は、事務分担者及び研究者の

情報を管理する。 

 

＜事務分担者＞  

• 事務代表者以外で研究機関にお

いてe-Radの事務を分担する者の

こと。事務分担者は、自分の担当

している部局（事務代表者が設

定）の範囲内の研究者の情報の

管理などの業務を行う。  

Ⅱ. 研究機関事務担当者の役割 
研究機関A大学 

工学部 

事務分担者A 

事務代表者 

医学部 

事務分担者B 
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事務代表者 

＜研究機関情報の更新＞ 
  職名の追加・修正 
  部局情報の追加・修正 
  事務分担者の追加・修正 
 
※研究機関情報の更新は基本的に事務
代表者が行いますが、事務分担者登録の
際に事務代表者権限を「有」として登録す
れば、事務分担者にもこれらの処理が可
能です。 
 

事務代表者 事務分担者 

＜研究者情報の登録及び更新＞ 
  研究者の新規登録/所属追加 
  所属研究者情報の修正 
 

Ⅱ. 研究機関事務担当者の役割 
＜主な業務の流れ＞ 

106 



Ⅲ. e-Radで行っていただく主な業務 

1. 研究機関に関する業務 
1-1.研究機関に関する情報に変更が生じた。 
1-2. 部局担当者を追加したい。 
1-3. 新しい部局（学部、部署）を追加したい。 
1-4. 研究機関の名称が変わった。 
1-5. e-RadのログインIDが分からなくなってしまった（事務代表者）。 
 
2.  研究者に関する業務 
2-1. 研究者情報に修正が必要となった（氏名、職など）。 
2-2. 研究者からIDパスワードが分からなくなったとの連絡があった。 
2-3. 研究者が他の機関から転入してきた。 
2-4. 研究者を新規登録する際、「保留状態」となった。 
2-5. 研究者が他の機関へ転出することになった。 
 
3.  その他の業務 
3-1. 研究者から課題のエフォートの修正を行いたいとの連絡があった。 
3-2. 研究者から課題の情報の修正を行いたいとの連絡があった。 
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資料の見方 
以降の説明は、以下のとおりの流れで説明を行います。 

① 科研費の事務手続き 
上での場面を紹介 

② 「①」に対応するe-Rad上での 
操作とメニューの説明 

（アルファベットごとに次ページ以降で説明） 
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資料の見方 

③ 「②」の操作内容を具体
的に順を追って説明 

④ 「③」 の操作内容を詳細
に記述したe-Rad操作マニュ

アルの箇所を紹介 
（研究機関事務代表者向け 
マニュアル 1.11版 準拠） 

③ 「②」の操作内容を具体
的に順を追って説明 
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1.研究機関に関する業務 

No. 具体的な場面 e-Radでの操作 操作メニュー 

1-1 
研究機関に関する情報
に変更が生じた。 
例）担当者の変更、責任者（学
長、社長など）が変更、機関の
所在地の変更など 

→ A 研究機関情報の変更 「研究機関情報管理 -  
機関情報修正 」 

1-2 部局担当者を追加した
い。 

→ B 事務分担者の登録 
「研究機関情報管理 -  
事務分担者情報管
理 」 

1-3 新しい部局（学部、部
署）ができた。 

→ C 部局の登録/修正 「研究機関情報管理 -  
部局情報管理 」 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
A-1. メニューの「研究機関
情報管理 -  機関情報修
正 」を開きます。 

A : 研究機関情報の変更 

A-1 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
A-2. 「研究機関情報修

正」画面が表示されます
ので、この画面から修正
を行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
3. 研究機関情報管理 
 > 3.1 機関情報修正 

A : 研究機関情報の変更 

A-2 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
B-1. メニューの「研究機関
情報管理 -  事務分担者
情報管理」を開きます。 
 
B-2. 「新規登録」ボタンを
クリックします。 

B :事務分担者の登録 

B-2 

B-1 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
B-3. 「研究機関事務分担

者情報登録」画面が表示
されますので、この画面
から修正を行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
3.4 事務分担者情報管理  
 > (B) 事務分担者情報管理画面で
行える操作  
 > (a) 事務分担者情報の新規登録 

B :事務分担者の登録 

B-3 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
C-1. メニューの「研究機関
情報管理 – 部局情報管
理」を開きます。 
 
C-2. 「新規登録」ボタンを
クリックします。 

C : 部局の登録 

C-2 

C-1 
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1.研究機関に関する業務 

＜操作内容＞ 
C-3. 「部局情報登録」画面

が表示されますので、こ
の画面から登録を行いま
す。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
3. 研究機関情報管理 
 > 3.3 部局情報管理 
 > (A) 部局情報管理画面の表示 

C : 部局の登録 

C-3 
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1.研究機関に関する業務 

＜補足：システム上で行えない手続きについて＞ 
以下のような手続きの場合、システム上の操作では修正が行えません。 
これらの手続きが必要となった場合には、e-Rad運用担当宛てに紙媒体の様式を提出
していただく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詳細については、e-Radのwebサイト（http://www.e-rad.go.jp）をご覧ください。 

No. 具体的な場面 e-Radでの操作 様式 

1-4 研究機関の名称（和名、
英名）が変わった。 

→ D 機関名称の変更 様式1-2「研究機関変
更申請書」を提出 

1-5 e-RadのログインIDが分
からなくなってしまった。 

→ E 事務代表者のログイン情
報リセット 

様式1-3「研究機関ロ
グイン情報再発行申
請書」を提出 
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2.研究者に関する業務 

No. 具体的な場面 e-Radでの操作 操作メニュー 

2-1 
研究者情報に修正が必
要となった（氏名、職な
ど）。 

→ F 研究者情報の修正 
「研究者情報管理 -  
所属研究者情報管
理 」 

2-2 
研究者からパスワード
が分からなくなったとの
連絡があった。 

→ G ログイン情報のリセット 
「研究者情報管理 -  
ログイン情報リセッ
ト 」 

2-3 研究者が他の機関から
転入してきた。 

→ H 研究者の新規登録／所
属追加 

「研究者情報管理 -  
新規登録/所属追加」 

2-4 研究者を新規登録する
際、「保留状態」となった。 

→ I 保留状態の解除 ヘルプデスクへの問
い合わせ 

2-5 研究者が他の機関へ転
出することになった。 

→ J 研究者の転出 
「研究者情報管理 -  
所属研究者情報管
理 」 
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2.研究者に関する業務 
F : 研究者情報の修正 

＜操作内容＞ 
F-1. ログイン後に表示さ

れるメニューの「研究者情
報管理 – 所属研究者情
報管理 」を開きます。 
 
F-2. 対象の研究者を検索
します。 
 
F-3. 検索結果として表示

された研究者の「修正」ボ
タンをクリックします。 
 

F-2 

F-1 

F-3 
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2.研究者に関する業務 

＜操作内容＞ 
F-4. 「研究者/評価者情報

修正」画面が表示されま
すので、この画面から修
正を行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
2. 研究者情報管理  
 > 2.1 所属研究者情報管理  
 > (C) 研究者情報の修正 

F : 研究者情報の修正 

F-4 
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2.研究者に関する業務 
G: ログイン情報のリセット  

＜操作内容＞ 
G-1. メニューの「研究者情
報管理 – ログイン情報リ
セット」を開きます。 
 
G-2. 「利用者属性」を「研

究者」に設定した上で、対
象の研究者を検索します。 
 
G-3. リセットを行う研究者

の「パスワード再発行」ボ
タンをクリックします。 
 
＜マニュアル記載箇所＞ 
2. 研究者情報管理  
 > 2.1 所属研究者情報管理  
 > (C) 研究者情報の修正 

G-1 

G-3 

F-1 G-2 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：ログイン情報リセット時のメールについて＞ 
 
ログイン情報リセットを行うと、研究者本人へメールが送付されます。 
ただし、通知されるのは再設定されたパスワードの後半部分のみで、「初回ログイン認証
コード」（パスワードの前半部分）については送信されません。したがって、メールや電話
等の手段により、この情報を通知していただく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
※ 初回ログイン認証コードの確認方法については「＜補足：初回ログイン認証コードの確認方法＞」を参照のこと。 

必要な情報 通知者 通知手段 

ログインID e-Rad メール 

パスワード 前半部分 事務代表者/事務分担者 メール、電話等 

後半部分 e-Rad メール 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：初回ログイン認証コードの確認方法＞ 
 
 
 

123 

1. 対象の研究者をメニューの「研究者/評価者情報管理 – 所属研究者情報管理」から検索。 
2. 対象の研究者情報の「修正」ボタンをクリック。 
3. 開いた画面の「共通」タブ内に「初回ログイン認証コード」という項目が存在するので、この内容を

確認する。 
 

この部分を確認します。 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：ログイン情報リセット時のメールについて＞ 
 

・通知されるメールのサンプル 
貴方の《ログインIDを･ログイン情報を》通知いたします。 
下記URLから「府省共通研究開発管理システム」にログインできることをご確認ください。 
 
 【研究機関名】府省共通研究開発管理システム 
 【研究者氏名】文科 太郎 
 【ログインID】monkata@mext.go.jp 
 【パスワード】初回ログイン認証コード9si2opd 
 
府省共通研究開発管理システム http://www.e-rad.go.jp/ 
 
本件に関する詳細は、府省共通研究開発管理システムポータルサイトでご確認ください。 
※ 「初回ログイン認証コード」は、IDの登録担当者よりこのメールとは別の手段で通知されます。 
初回ログインの際には「初回ログイン認証コード」と上記パスワードを「パスワード」欄へ入力します。 
例）初回ログイン認証コードが「e-rad」、パスワードが「abcde」である場合、 
「パスワード」欄へ入力する文字列は「e-radabcde」となります（間にスペースや空欄等は不要）。 
 
＜ご注意＞ 
※このメールアドレスは送信専用となっておりますので、返信しても受信できません。 

ログインID 

パスワード後半部分 

このようにメール本文中には初回ロ
グイン認証コード（パスワード前半
部分）は記載されないので、別途通
知していただく必要があります。 
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2.研究者に関する業務 
H : 研究者の新規登録／所属追加 

 
 
 
 
登録対象の研究者によって、新規登録を行うのか、所属追加を行うのかは異なります。 
見分け方は以下のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜研究者番号を一つにしている理由＞ 
・同一の研究者が複数の研究者番号を取得することにより、一つの公募に対して 
複数の申請を行うなどの不正な行為を防ぐため。 

Q. 研究者番号を持っているか？ 
 
 → A. 持っている     >>>>>      「所属追加」を行う 
 
 → A. 持っていない >>>>>      「新規登録」を行う 

研究者番号とは？ 
研究者に対して一意に付与さ
れる固有の番号(８桁)。複数

の研究機関に所属する研究
者であっても「研究者番号」は
ひとつ。 

◆ 新規登録と所属追加の違い 
新規登録：e-Rad上に存在しない研究者を初めて登録する手続き 
所属追加：過去にe-Rad上に登録された研究者を、操作者の研究機関に登録する手続き 
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2.研究者に関する業務 
H-A: 研究者の所属追加 

＜操作内容＞ 
H-A-1. メニューの「研究者
情報管理 – 新規登録/所
属追加 」を開きます。 
 
H-A-2. 対象の研究者を検
索します。 
 
H-A-3. 検索結果として表

示された研究者の「所属
追加」ボタンをクリックしま
す。 

H-A-1 

H-A-3 

H-A-2 
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2.研究者に関する業務 

＜操作内容＞ 
H-A-4. 「研究者/評価者情

報修正」画面が表示され
ますので、この画面から
登録を行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
22. 研究者情報管理 
 > 2.2 新規登録／所属追加 
 > (B) 研究者情報への所属追加 

H-A: 研究者の所属追加 

H-A-4 
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2.研究者に関する業務 
H-B: 研究者の新規登録 

＜操作内容＞ 
H-B-1. メニューの「研究者
情報管理 – 新規登録/所
属追加 」を開きます。 
 
H-B-2. 「研究者新規登録」
ボタンをクリックします。 
 

H-B-1 

H-B-2 
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2.研究者に関する業務 

＜操作内容＞ 
H-B-3. 「研究者/評価者情

報登録」画面が表示され
ますので、この画面から
登録を行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
2. 研究者情報管理 
 > 2.2 新規登録／所属追加 
 > (A) 研究者情報の新規登録 

H-B: 研究者の新規登録 

H-B-3 
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2.研究者に関する業務 
I: 保留状態の解除依頼 

＜操作内容＞ 
I-1. 研究者を新規登録す

る際、「保留状態で登録し
ました」というメッセージが
表示される場合がありま
す。 
 
I-2. 以下の情報を確認の
上、e-Radヘルプデスク
（0120-066-8777）までお
問い合わせください。 
 

<必要な情報> 
①研究者番号 
②研究者氏名 
③研究者の生年月日 
④主な経歴（所属していた機関
の履歴） 

I-1 
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2.研究者に関する業務 
J: 研究者の転出 

＜操作内容＞ 
J-1. メニューの「研究者情
報管理 – 所属研究者情
報管理 」を開きます。 
 
J-2. 対象の研究者を検索
します。 
 
J-3. 検索結果として表示さ

れた研究者の「修正」ボタ
ンをクリックします。 
 

J-2 

J-1 

J-3 
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2.研究者に関する業務 

＜操作内容＞ 
J-4.  開いた画面の「所属

研究機関情報」タブをク
リックします。 
 
J-5. 「登録状態」を「機関

所属」から「退職」へ変更、
その後に「事由」と「退職
日」を入力します。 
 
J-6. 「確認」ボタンをクリッ

クして、登録内容を確定し
ます。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
2. 研究者情報管理 
 > 2.1 所属研究者情報管理 
 > (D) 研究者情報の退職 

J: 研究者の転出 

J-5 

J-4 
J-6 
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2.研究者に関する業務 
J: 研究者の転出 

研究者の転出手続き時には、「事由」として以下のいずれかを選択していただく必要が 
あります。それぞれの選択肢の内容は以下のとおり。 

No. 事由 説明 

1 転出（国内 研究機関） 国内の研究機関（研究を主として行う民間企業等も含む）へ転出
する場合に選択。 

2 転出（国内 研究機関以外） 国内の研究機関以外へ転出する場合に選択。 

3 転出（国外 研究機関） 国外の研究機関（研究を主として行う民間企業等も含む）へ転出
する場合に選択。 

4 転出（国外 研究機関以外） 国外の研究機関へ転出する場合に選択。 
 

5 転出先なし/不明 転出先がない場合、もしくは不明である場合に選択。 

6 死亡 本人の死亡により転出の手続きを行う場合に選択。 

7 その他 上記以外の理由で転出の場合に選択。 
通常は利用しないでください。 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：職情報の連携について＞ 
e-Radと科研費電子申請システムでは職情報の表示のされ方が異なります。 
 

全体の職階 
機関種別 

大学 大学以外の研究機関 

 教授・部長クラス 
 名誉教授クラス 

 機関長・部門長クラス 
 教授クラス 

 准教授・室長・グ
ループリーダクラス 

 准教授クラス  課長・グループリーダクラス 

 講師・助教・助手・上
席研究員クラス 

 専任講師クラス 

 上席・主任研究員クラス  助教クラス 

 助手クラス 

 研究員・ポスドククラ
ス 

研究員・ポストドクタークラス 

 職員（事務系・技術
系）クラス 

事務系・行政職員クラス 

技術技能系職員クラス 

医師・医療系職員クラス 

教務系職員クラス 

 博士課程クラス  博士課程学生クラス  ＜該当なし＞ 

 その他  その他  その他 

科研費職コード 科研費職名 

26  名誉教授 
20  教授 
27  准教授 
22  講師 
28  助教 
23  助手 
24  研究員 
25  その他 

◆ e-Radの職情報 
「機関種別」（ヨコ軸）と「職階」（タテ軸）から、いずれかのクラス
を選択した上で、研究機関ごとにひとつずつ職の正式名称の
登録を行う。 
 

◆ 科研費電子申請システムの職情報 
以下の一覧のとおり。 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：職情報の連携について＞ 
e-Radと科研費電子申請システムでの職情報の紐付けは以下のとおり。 

 e-Radでの職情報 科研費での職情報 

 名誉教授クラス → 26  名誉教授 

 教授クラス → 20  教授 

 准教授クラス → 27  准教授 

 専任講師クラス → 22  講師 
 助教クラス → 28  助教 
 助手クラス → 23  助手 
 研究員・ポストドクタークラス → 24  研究員 

 事務系・行政職員クラス → 

25  その他 

 技術技能系職員クラス → 
 医師・医療系職員クラス → 
 教務系職員クラス → 
 博士課程学生クラス → 
 その他 → 

 e-Radでの職情報 科研費での職情報 

機関長・部門長クラス → 25  その他 

課長・グループリーダクラス → 25  その他 

上席・主任研究員クラス → 24  研究員 

研究員・ポストドクタークラス → 24  研究員 

事務系・行政職員クラス → 

25  その他 

技術技能系職員クラス → 

医師・医療系職員クラス → 

教務系職員クラス → 

＜該当なし＞ → 

その他 → 

＜機関種別：大学の場合＞ 
 

＜機関種別：大学以外の場合＞ 
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2.研究者に関する業務 
＜補足：研究者が科研費電子申請システムへログインできない場合＞ 
 
研究者の方が科研費電子申請システムにログインするためには、以下の条件を 
満たしている必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□  「科研費応募資格」にチェックが入っているか？ 
   チェックが入っている人のみが科研費電子申請システムへログインできます。 
 
□  「科研費応募資格」のチェックを入れた後、10分ほど経過しているか？ 
   10分に1度データの連携を行っているので、すぐに反映されるわけではありません。 
 
□  所属している部局に「科研費部局コード」が登録されているか？ 
   科研費部局として登録されていない部局に所属がある場合、連携の対象となりません。 
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3.その他の業務 

No. 具体的な場面 e-Radでの操作 操作メニュー 

3-1 
研究者から科研費の採
択課題のエフォートを修
正したいとの連絡があっ
た。 

→ K 
エフォート修正申請 
(研究者) 
エフォート修正申請 
(事務代表者) 
エフォート修正申請への承認 

(研究者) 
「研究機関情報管理 -  
機関情報修正」 
(事務代表者) 

3-2 
研究者から科研費の採
択課題に関する情報に
ついて、修正したいとの
連絡があった。 

→ L 
なし 
＜補足：科研費採択課題に関す
る修正について＞を参照のこと 
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3.その他の業務 
K: エフォート修正申請 

e-Radでは科研費の採択課題を含め、研究者の持つ採択課題の情報を管理しており、 
それぞれの課題のエフォートの修正を柔軟に行えるようになっています。 
したがって、研究者からエフォート修正申請が来る場合があり、この連絡が来た場合に
は内容を確認の上で承認を行っていただく必要があります。 
 
※ エフォートとは？ 
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(％) 
 
・エフォート修正申請が承認されるまでの流れ 
研究者から研究機関へ申請され、研究機関で承認されると配分機関へ提出される。最終的に配分機関が承認す
れば、申請内容が反映される。 
 

研究者 
研究機関 
事務代表者 配分機関 
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3.その他の業務 

＜操作内容＞ 
K-1. メニューの「応募/採
択課題情報管理-  未処理
一覧 」を開きます。 
 
K-2. 対象の申請の「処理」
ボタンをクリックします。 
 

K: エフォート修正申請（研究機関側での承認作業） 

K-2 

K-1 
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3.その他の業務 

＜操作内容＞ 
K-3. 「処理」画面が表示さ

れますので、この画面か
ら「承認」もしくは「否認」を
行います。 

＜マニュアル記載箇所＞ 
1. 応募／採択課題情報管理 
 > 1.6 未処理一覧 
 > (D) 申請情報の処理（承認/修
正依頼/否認） 

K: エフォート修正申請（研究機関側での承認作業） 

K-3 
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3.その他の業務 
＜補足：科研費採択課題に関する修正について＞ 
科研費採択課題に関する修正はe-Radでは受け付けておりません。 
日本学術振興会の各担当係までお問い合わせください。 

研究種目名 担当 連絡先 

新学術領域研究 

研究助成第一課 

補助金分、一部基金分 
03−3263−1870・4779・4758・0996・4724 
基金分 
03−3263−1057・1843・1845・1867・0992 

基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

挑戦的萌芽研究 

若手研究（Ａ・Ｂ） 

特別推進研究 研究助成第二課 審査・評価第一係 03−3263−4254 

基盤研究（Ｓ） 
研究助成第二課 審査・評価第二係 03−3263−4388・4632 

若手研究（Ｓ） 

研究活動スタート支援 

研究助成第二課 奨励研究係 03-3263-0980・1041・0976 
奨励研究 

特別研究員奨励費 

研究成果公開促進費 研究助成第二課 成果公開・普及係 03-3263-4920・4926・1699 141 



Ⅳ. e-Rad操作マニュアルの場所 

①e-Radポータルサイトトップ画面 
（http://www.e-rad.go.jp）にアクセス。 

②研究機関向けページをクリック。 
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Ⅳ. e-Rad操作マニュアルの場所 

③操作マニュアルをクリック。 

143 



Ⅳ. e-Rad操作マニュアルの場所 

このページからマニュアルのダウン
ロードが可能です。 
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＜補足：操作画面におけるマニュアル表示＞ 
e-Radを操作中に不明な点があった場合には画面右上の「ヘルプ」ボタンをクリックする
と、表示している画面に即したマニュアルの内容を表示させることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ. e-Rad操作マニュアルの場所 

①「ヘルプ」ボタンをクリック 

②該当箇所のマニュアルが
表示されます。 
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