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①平成28年度の厚生労働科学研究費補助金の応募の際は、必ずe-
Radを利用して下さい。郵送やEメールによる応募は一切受理しませ
ん。 

②この文書は応募の簡単な流れを説明するものです。実際の応募の
際は、e-Radポータルサイト（ http://www.e-rad.go.jp/）上にある「研究者
向けマニュアル」をご参照下さい。 

③締切を過ぎた応募は受理できません。手続きによっては開始から２
週間程必要です。余裕を持った応募を心がけて下さい。 

④特に、締切直前は、応募が混み合い、申請に予想以上の時間がか
かる可能性があります。 

④研究代表者から所属機関に申請した段階では応募は完了していま
せん。所属機関の承認の手続きを必ず行って下さい。 

 

１-a. はじめに① 【注意事項】 
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１-ｂ. はじめに②【e-Radを利用した応募の流れ】 
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（研究者向けマニュアル） 

（研究者向けマニュアル） 

（注意） 
締切日までに「承認」が
行われたことを確認して
下さい。 
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２. 実際の応募手続き （１） 
 

 研究代表者が自ら行う手続き 
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●e-Radを利用して応募を行うためには、研究代表者、研究分担
者とも所属する研究機関へ申請の上、研究者番号（8桁）を得

る必要があります。研究者番号をお持ちでない方は、早めに
所属する研究機関のe-Rad担当者にご相談下さい。 

●研究分担者の「所属研究機関コード」、「部局名」、 「職名」も
必要ですので、予め確認しておいて下さい。 

●e-RadのログインIDやパスワードを忘れた場合も早めに所属す
る研究機関のe-Rad担当者にご相談下さい。 

●研究分担者で、研究機関に所属していない方は、ヘルプデス
ク（0120-066-877）がログインID、パスワード、及び研究者番号
に関する対応を致します。 

 

 

２-a. 手続きを始める前に① 
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【府省共通研究開発システム】 
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２-ｂ. 手続きを始める前に② 

●研究者向けページから、最新のマニュアルをダウンロー
ドして下さい。 
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必ず最新の操作マニュアルをダ
ウンロードして下さい。 
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応募に必要な書類一式 

 A.「研究計画書」 
 B.「別添様式」 
  

２-ｃ. 申請様式の取得 ① 

厚生労働省ホームページから
ダウンロードする。 

ここからダウンロード 

厚生労働省TOPページ 
→「研究事業」 
→ 「研究費の申請方法について」 
→ 「平成28年度」 
→ 「3.平成28年度 厚生労働科 
  学研究費補助金公募要項」 
 

※ 場合によっては「その他の資料」が必要になることもある。 
※ 公募要項も、同じページからダウンロードできる。 
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公募要項 

※画面は25年度の公募ページとなっている 



 A.「研究計画書」 
 B.「別添様式」  

２-ｃ. 申請様式の取得 ② 

e-Radでの申請を行う前に、 
予め作成 

●ダウンロードした様式を元に「研究計画書」、「別添様
式」を作成しておく。 
●容量は合計最大10MB以内におさめる。 
●使用できる形式は、研究計画書として使用する応募情報
ファイルはＰＤＦファイルのみ使用が可。 
●「研究計画書」と「別添様式」は統合して一つのファイル
にしておく。 
 
※ Excelファイルはwordファイルや一太郎ファイル内に貼
付しておかないと使用できないので注意が必要。 
 

※「その他の資料」が必要な場合は作成しておく。 
9 



２-d.応募情報の登録 ① 

応募を行うに当たっては、まず応募条件の確認を行う。「応募条件」とは配分期
間（ここでは厚生労働省）が応募を行おうとする方に向けての注意事項であり、
この内容を承諾した後に応募情報を登録する画面に移動することができる。  

公開中の公募一覧 

○○に関する研究 厚生労
働省 

①公開中の公募一覧をクリックする ②対象の公募をクリックする 



２-e.応募情報の登録 ② 

注意事項はありません。〔承諾して次へ進む〕をクリックしてください。   ・・・・・・・① 
 
 

承諾 ・・・・② 

①応募条件を確認する（この場合は条件は設定されていない） 
 
②「承諾」をクリックして、「応募情報登録」画面を表示する 



２-f.応募情報の入力 
この画面では応募を行うに当たって必要となる各種情報の入力を行います。この画面は
タブ構成となっており、それぞれのタブをクリックすることで各欄の入力欄が表示されま
す。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※ 

※一時保存：クリックすることで作成途中の状態で入力内容を保存します。 
   確認：クリックすることで入力内容の確認を行います。すべての項目の入力が完了して応募課題の提出を行うた   
                めには、このボタンをクリックします 

2015年度/○○に関する研究 



２-f.応募情報の入力 
（研究代表者確認） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

← 応募課題の名称を入力 

   ↑ 

一つの研究機関にのみ所属している方であれば、
その機関名が自動的に表示されます。複数の研
究機関に所属している方であればその研究機関
から提出するのか選択する必要があります。 

2015年度/○○に関する研究 



２-f.応募情報の入力 
（共通項目の入力①） 

←① 「共通」をダブルクリック 

2015 2015 ←「開始年度」と「終了年度」をそれぞれ西暦4桁で入力 

    ↑ 

応募する課題に該当する研究分野を選択する。
「検索」リンクをクリックして「細目検索」画面より
検索する 

    ↑ 
応募する課題のキーワードを一覧上から選択する 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（共通項目の入力②） 

    ↑ 

前項と同様に応募する課題（副）に該当する研究分野
を選択する。「検索」リンクをクリックして「細目検索」画
面より検索する 

    ↑ 
応募する課題のキーワードを一覧上から選択する 

応募する課題の研究目的を1000文字以内で記入 

応募する課題の研究概要を1000文字以内で記入 

←必要に応じてキーワードを入力（任意） 



２-f.応募情報の入力 
（応募時予算額の入力） 

↑① 
 「研究個別」をダブルクリック ←② 

 各経費の上限額と下限額を入力する。 
この画面は1年間だけ実施する研究を想定。 

←③  

 「直接経費」、「間接経費」、
「再委託費・共同実施費」につ
いて申請額を年度ごとに入力
する 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（研究組織情報の入力） 

←①「研究個別」をダブルクリック 

追加 ←②分担研究者を登録する場合、「追加」をダブルクリック 

←③「研究者検索」ボタンをクリックし研究者検索 

←④研究者ごとに「専門分野」、「役割」、
「エフォート」（研究者の全仕事時間を100％

とした場合にこの研究に必要な配分率）、
「直接経費」等の入力を行う 

←⑤「直接経費」等の金額情報についてこ

のタブでの入力額（研究代表者、研究分担
者へそれぞれ入力した金額が自動的に表
示）と「応募時予算額」での入力額を比較す
る 

2013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（分担研究者に対して「編集権限」/「閲覧権限」を付与する 任意入力） 

            ↑① 
研究内組織情報をダブルクリック 

←④「一時保存」を行う 

            ②→ 
対象の分担研究者に対し作成途中の段階で編集/閲覧制限を行う項目 
・無し：閲覧も編集も行えない  閲覧：閲覧のみ行える 
・編集：編集のみ行える 

↑③ 

研究組織メンバーに対し、作成途中の段
階で応募課題の内容を公開するか否か
を選択 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（応募・受入状況タブを確認する） 

←①応募・受入状況をダブルクリック 

←②応募・受入情報を確認する 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（ファイルの登録をする） 

←①添付ファイルの指定をダブルクリック 

         ↑②『参照」をクリック 

予め作成した研究計画書をダブルクリック 

         ↑③ 
『アップロード』ボタンをクリック 

※ 

※応募情報ファイルで添付でき
るファイルはPDFのみです。
Wordや一太郎形式のファイルを
お持ちの場合はPDF形式に変換

する必要があります（研究者向
けマニュアル3-70.3-71参照） 



２-f.応募情報の入力 
（研究組織内連絡網を入力する 任意入力） 

   研究組織内連絡網をダブルクリック    
               ↓① 

②研究組織内連絡網を入力する 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の入力 
（応募課題内容の確認） 

すべての項目を入力したら、この応募課題の内容の確認を行います。画面上の「確認」
ボタンをクリックし入力された情報の確認を行います。 

↓①「確認」をクリックする 

20013年度/厚生労働科学研究費 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・ 

２-f.応募情報の入力 
（応募課題の提出①） 

①入力内容を確認する 

←②入力内容を確認したら「実行」をクリックする 

20013年度/厚生労働科学研究費 



２-f.応募情報の確認 
 正しく提出が行われると、「応募情報を確定しました」というメッセージが表示されます。こ

の時点で、応募課題の情報が研究機関の事務担当者に対して提出されることになりま
す。応募情報の入力はこれで終了ですが、 

まだ応募手続きは完了していません。 
引き続き所属機関のe-rad担当者に連絡し、研究計画を承認する手続きをしてください。 

20013年度/厚生労働科学研究費 



3. 実際の応募手続き （２） 
 

 所属研究機関の担当者が行う手続き 
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3-a 応募情報の確認・事前準備 
 ・事前準備 所属機関向けマニュアルを入手してください 

必ず最新の操作マニュアルに基づき作業を行って下さい。 

https://www.e-rad.go.jp/  

https://www.e-rad.go.jp/
https://www.e-rad.go.jp/
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３-b.応募課題などの申請への承認/差し戻し 
（未処理一覧画面の表示） 

 この項では、研究者から提出された応募課題などの各種手続きについて承認や差し戻し
といった処理について説明します   ※「差戻し」とは旧システムでの「修正依頼」と同等の処理です。 

① 

① 〔応募/採択画面表示情報〕－〔未処理一覧〕を選択し、
「未処理」画面を表示する。 



３-b.応募課題などの申請への承認/差し戻し 
（処理の実行①） 

 

① 

①対象の申請情報の『処理』ボタンをクリックする 



３-b.応募課題などの申請への承認/差し戻し 
（処理の実行②） 

 

① 

①処理する応募情報を確認する 

② 「処理」をクリックする 



３-b.応募課題などの申請への承認/差し戻し 
（処理内容の登録） 

 

必要に応じてコメントを入力する 

←公募名と課題名が表示される 

←処理者の名前が表示される 

←処理内容「承認」を選択する 

①前項の照会画面で「処理」ボタンを押し、この画面において処理内容の登録を行う 

②内容を確認したら承認ボタンをクリックする 



３-b.応募課題などの申請への承認/差し戻し 
（処理実施済みの確認） 

 

①前項において「処理」の実行が完了すると、「未処理一覧」の画面にもどる
ので、処理した案件が「未処理一覧」から無くなっていることを確認する。 



４．応募手続き完了の確認  
 

（研究代表者が確認して下さい。） 
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４-ａ．応募手続き完了の確認 ① 
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応募課題情報管理 ←① クリック 

↑② 「検索」をクリックすると画面下に事項のとおり
研究課題の応募情報一覧が出てくる。 



●状態が「配分機関処理中」であればe-Radでの応募作業は完了です。 

●他の状態では応募作業は完了していません。 

 未完了の例：所属研究機関処理中 

 

４-ｂ．応募手続き完了の確認 ② 

厚生労
働省 

厚生労
働省 

厚生労
働省 

○○○事業 

×××事業 

△△△事業 

配分機関処理中より応募作業は完了している 


