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1. はじめに 

 
電子申請システムは、応募者、応募者の所属研究機関担当者(以下、所属研究機関担当者と

いいます。) と日本学術振興会業務担当者との間で、従来書面によって行っている応募手続

を、インターネットを利用して行うシステムです。 
 
 
1.1. システム動作環境 
 

動作確認済みの OS 及び Web ブラウザを示します。 
 IE9 IE10 IE11 Firefox 

32 

Safari 

5.1 

Safari 

6.1 

Windows Vista SP2 ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 
Windows 7 SP1 ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ 
Windows 8.1 Update ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ 
Mac OSX(10.6) ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ 

Mac OSX(10.7) ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ○ 

Mac OSX(10.8) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ 

 
 

※ 動作確認環境のすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。 
 
その他必要なソフトウェア、ネットワーク環境を示します。 

ソフトウェア ・Microsoft Word 2007 以降（推奨） 
研究計画調書に添付する応募内容ファイルを編集する際に

必要になります。 
MS-Word97-2003 文書（doc）及び MS-Word2007 より採

用された MS-Word 文書(docx)形式のファイルが添付可能で

す。 
・Adobe Reader X（10）以降 
電子申請システムで入力した申請情報はシステム上で PDF

ファイルに変換されるため、変換後の申請情報を確認するた

めに必要になります。PDF ファイルのバージョンは 1.4 を推

奨します。 
ネットワーク環

境 

WWW サーバと HTTP、HTTPS（SSL 通信）によりインタ

ーネットを介して接続が可能なこと。 
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※ Windows Vistaより、従来に比べて日本語入力で取り扱える文字が増えまし

た。これらの文字は環境依存文字と呼ばれ、電子申請システムで入力した場合、

文字化けが発生するなど、文字を正しく扱えない場合があります。また、一部

の文字については、表示される字形が異なる場合があります。詳細については

「2.4応募情報を入力し、内容を確認する」のご注意を参照してください。 

 
1.2. 機能と運用の流れ 
 

電子申請システムにかかわる最新の情報は、電子申請のご案内ページ 
（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）をご覧ください。電子申請のご案内ページから、電子申請の流

れや運用サポート情報等が参照できます。 
 
1.3. 注意事項 
 

システムが正常に動作しなくなる場合があるため、Web ブラウザの［戻る］ボタン又は

［BackSpace］キー等を使用して前画面に戻らないでください。前画面に戻りたい時は、画面

上のボタン又はリンクをクリックしてください。 
 

http://www-shinsei.jsps.go.jp/
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1.4. 操作の流れ 

 
 

 

 
※ ログアウトはいつでも可能です。ただし、「一時保存」または「確認完了・提出」

していない応募情報は保存されないので注意してください。 

※ 毎日早朝 5:00にシステムを再起動します。この時間をまたいで編集された情報に

ついては保存されません。この時間をまたいでシステムをご利用される方は 5:00

になる前に「一時保存」をしていただき、5:00を過ぎてから再度ご利用ください。 

 

2.2. 科研費電子申請システムにアクセスする 

2.4. 応募情報を入力し、応募ファイルを

確認する（応募する） 

2.1. e-RadのID・パスワードを取得する 
府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）で既に取得している場合、再度

取得する必要はありません。 

2.5. 応募状況を確認する 

一時保存・再開・修正 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）
にログインせずに、科研費電子申請シス

テムに直接アクセスしてください。 

2.3. 応募内容ファイル様式をダウンロー

ドして応募内容ファイルを作成する 

日本学術振興会ホームページ又は文

部科学省ホームページ等から応募内

容ファイル様式をダウンロードして作成

してください。 
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1.5. 研究計画調書の構成イメージ 
 

 

 

研究計画調書は２つのデータから構成されます。 

応募情報 

研究計画調書 

応募内容ファイル 

ログインしてブラウザ画面

上で直接入力します。（2.4
参照） 

事前に様式をダウンロードし、 
応募者のパソコン上で作成、 
保存(doc形式、docx形式、pdf形式)
します。（2.3参照） 

システム上で 
一つのファイルに 

研究計画調書はPDFファイルとしてダウンロードし確認することができます。（2.4参照） 
確認が完了すれば、この研究計画調書が所属研究機関の承認（確認）を経て日本学術

振興会または領域代表者に提出（送信）されます。 
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2. 操作方法 

以下の画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。 
 

2.1. ID・パスワードを取得する 
「科研費電子申請システム」（以下「電子申請システム」という。）を利用して応募するため

には、まず、府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）の ID・パスワード

を取得する必要があります。所属している研究機関の事務局等に連絡し、e-Rad の ID・パ

スワードを取得してください。 
 
※ 応募者が本システムの画面上で ID・パスワードを取得することはできません。 

※ 既に e-Radの ID・パスワードを取得している場合は、再度取得する必要はありま

せん。 

 
2.2. 科研費電子申請システムにログインする 
 
①  Webブラウザを起動し、日本学術振興会の電子申請のご案内ページ 

（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）を表示し、「科学研究費助成事業」をクリックします。 

 
 

 
※ 掲載している画面は、例示です。随時変更されます。 

※ 電子申請システムの利用方法に関するお問い合わせは、下記のとおりです。 

必ず機関を通じてコールセンター（連絡先：0120-556-739）へお問い合わせくだ

さい。 

電子申請システムコールセンターの受付時間は下記となります。 

受付時間 ９：３０～１７：３０ 

（土、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く） 
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② 「科学研究費助成事業のトップページ」画面が表示されます。［研究者ログイン］をクリック

します。 

 

 
 
※ 「応募者ログイン」画面以降は、SSL接続（https）を使用しますので、SSL

（https)通信が可能な環境である必要があります。 

※ 科研費電子申請システムを利用するには、Webブラウザの JavaScript及び

Cookie が有効になっている必要があります。（ブラウザの初期設定では、通常

JavaScript及び Cookieは有効になっています。） 

※ 科研費電子申請システムの Web ブラウザの設定の確認方法、設定内容につ

いては、電子申請のご案内ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）でご

確認ください。 

※ 掲載している画面は、例示です。随時変更されます。 

 
③ 科研費電子申請システムの「応募者ログイン」画面が表示されます。e-Radの「ID」、「パスワ

ード」を入力し、［ログイン］をクリックします。 
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④ 入力が正しく認証されると、「応募者向けメニュー」画面が表示されます。 

（初回ログイン時は、「メールアドレス登録」画面が表示されます。メールアドレス登録につ

いては、「2.6メールアドレス登録」を参照してください。） 
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※ 作成中の調書や、申請済みの調書がある場合には、以下の画面が表示されます。 
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メニュー項目 

応募手続き・交付申請手続きに関するお知らせ 

 ［お知らせ］ 日本学術振興会からの応募手続き・交付申請

手続きに関するお知らせが表示されます。 

お知らせがない場合は、お知らせ欄は表示さ

れません。 

研究者情報確認 

  ［e-Radで登録された研究者情報を確認する］ 

 ［研究者情報を確認する］ e-Rad で登録された研究者情報を表示しま

す。 

応募手続き 

  ［応募を開始する］ 

 ［特別推進研究］ 特別推進研究の応募内容ファイル様式のダ

ウンロード、応募情報の入力を行います。 

 ［基盤研究・挑戦的萌芽研究・若手

研究］ 

基盤研究・挑戦的萌芽研究・若手研究の応募

内容ファイル様式のダウンロード、応募情報

の入力を行います。 

 ［研究活動スタート支援］ 研究活動スタート支援の応募内容ファイル

様式のダウンロード、応募情報の入力を行い

ます。 

 ［新学術領域研究（研究領域提案型）

（新規の研究領域）］ 

新学術領域研究(研究領域提案型)（新規の研

究領域）の応募内容ファイル様式のダウンロ

ード、応募情報の入力、仮領域番号発行情報

の登録、領域計画書の作成を行います。 

 ［新学術領域研究（研究領域提案型）

（継続の研究領域・終了研究領域）］ 

新学術領域研究（研究領域提案型）（継続の

研究領域・終了研究領域）の応募内容ファイ

ル様式のダウンロード、応募情報の入力を行

います。 

 ［国際共同研究加速基金（国際共同

研究強化）］ 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）

の応募内容ファイル様式のダウンロード、応

募情報の入力を行います。 

 ［作成中の調書を修正する］ 

 ［調書を修正する］ 応募状況の確認や、作成中の応募情報の修

正・削除を行います。 

作成中の調書がない場合は、「現在作成中の

調書はありません。」が表示されます。 

 ［提出した申請の処理状況を確認する］ 

 ［処理状況を確認する］ 申請済みの応募情報の応募状況の確認を行

います。 

申請済みの調書がない場合には、「現在申請

済みの調書はありません。」が表示されます。 

審査結果開示 

 ［審査結果を閲覧する］ 開示された審査結果を閲覧するための「審査

結果開示メニュー」画面へ遷移します。 
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交付内定時の手続き 

 ［交付内定時の手続を行う］ 交付内定時の手続きを行います。交付申請シ

ステムの「申請者向けメニュー」画面へ遷移

します。 

交付決定後の手続き 

 ［交付決定後の手続を行う］ 交付決定後の手続きを行います。交付申請シ

ステムの「申請者向けメニュー」画面へ遷移

します。 

［e-Rad へ戻る］  e-Rad の「研究者向けポータル」画面へ遷移

します。 
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2.3. 応募内容ファイルを作成する 
研究計画調書を作成するために、事前に応募内容ファイルを作成してください。 

 
① 「応募者向けメニュー」画面で、［国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）］をクリック

します。 

（このボタンは国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の応募対象者のみ表示されます。

なお、応募対象者であっても研究機関を異動しかつ「基課題」の所属機関異動届が未受理の

場合、研究者情報と「基課題」の機関情報の不一致のためにこのボタンが表示されません。

ご不明な場合は日本学術振興会までご連絡下さい。） 

 

 
② 「受付中研究種目一覧」画面が表示されます。 

この一覧には、学振受付期間中の公募のみ表示されています。 

「応募内容ファイル様式のダウンロード」欄に表示されているリンクをクリックして、科学

研究費助成事業の Webページ等から応募内容ファイル様式をダウンロードします。 
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③ ダウンロードした応募内容ファイル様式に応募内容を記入し、保存します。 

 
※ 所定の様式を改変することはできません。 
※ 余白設定を変更すると、エラーとなる場合がありますので、余白設定は変更しないで

ください。 
※ 外字や特殊フォント等は正しく表示されないことがあります。 
※ 応募内容ファイルには、3MB 以上のファイルを選択することはできません。 
※ 応募内容ファイルを PDF ファイルで作成することも可能です。 
※ 詳しくは「独立行政法人日本学術振興会科研費電子申請システム 研究者向け操作手

引（詳細版）（応募手続き用）」（以下、「詳細手引」といいます。）の「2.3.1 応募内容

ファイルの作成」を参照してください。 
 
 
2.4. 応募情報を入力し、内容を確認する 

研究計画調書を作成するためには、応募情報を入力し、あらかじめ作成した応募内容ファイ

ルをアップロードする必要があります。 
 

① 「受付中研究種目一覧」画面で、応募する研究種目の［応募情報入力］をクリックします。 
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② 「応募情報入力」画面が表示されます。 

応募情報を入力します。 

 

 
その他のボタン 

［一時保存をして次

へ進む］ 

入力した応募情報を保存して、「応募情報入力確認」画

面を表示します。 
［一時保存］ 入力した応募情報を保存して、一時的に作業を中断しま

す。 
［保存せずに戻る］ 応募情報を破棄して、「受付中研究種目一覧」画面に戻

ります。 
 



独立行政法人日本学術振興会科研費電子申請システム 国際共同研究強化応募対象者向け操作手引（応募手続き用） 

 
14 

 
   

※ 「現在採択されている課題」となりうる複数の課題に採択されている場合でも、「現

在採択されている課題の情報」欄にはいずれか１つの課題が表示されます。「現在採

択されている課題の情報」欄の課題と異なる課題を基とした応募を希望される場合に

は、応募情報作成の前に日本学術振興会までご連絡下さい。 

 

※ JIS第 1水準及び第 2水準以外の文字コードや特殊フォントは使用することができま

せん。 

 

◎使用してはいけない文字の例 
  ・半角カナ 
  ・○数字（①、②、③・・・） 
  ・ローマ数字（Ⅰ～Ⅴの小文字を含む） 
  ・特殊文字 
  ・元号を全角一文字で表している文字（㍾㍽㍼ など） 
  ・数量単位を全角一文字で表している文字（㍉㌔㌢㍍㌘㎜㎝㎞㏄㎡ など） 
  ・ハート など 
  ・外字 
  ・その他「JIS X0208-1983」にない漢字（難しい漢字や旧字体など） 
◎使用してよい文字の例 
  ・半角の英数字・記号（!”#$%&’()¥@[]? A~z） 
  ・全角の漢字 
  ・全角のひらがな、カタカナ 
  ・全角のキーボード上に記されている記号や比較的一般的な記号 
   （、。・？「」○●◎□＠％＃＄＊＋～＜＞） 
 

※ 各入力項目には、入力可能な最大文字数が設定されています。入力しきれなかった場

合には画面の指示に従って文字数を減らして入力してください。 

 

※ 一定時間、ボタン操作をせずにおくと、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場合があります。画面上部に画面を表示してからの経過時間が

表示されますので、セッションタイムアウトしないように、随時［一時保存］をクリ

ックして情報を保存してください。詳しくは詳細手引「2.3.2応募情報の入力」を参

照してください。 

「応募情報入力」画面で 30分以上ボタン操作をせずに、［一時保存をして次へ進む］、

［一時保存］、［保存せずに戻る］等をクリックすると、セッションタイムアウトに関

する注意喚起のダイアログが表示されます。ダイアログが表示された場合は、ダイア

ログに記載された注意に従って操作してください。 
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※ 画面右上に最終保存日時が表示されます。初回の表示の際は、「入力内容は保存され

ていません。」と表示されます。 

 

③ 応募情報の入力が終了したら、画面下部にある「応募内容ファイル選択」欄の［参照］をク

リックし、事前に作成してある応募内容ファイル（MS-Word（doc,docx）形式又は PDF形式）

を選択します。 

 

 

 
※ 応募内容ファイルには、3MB以上のファイルを選択することはできません。 

※ 不正なページ数の応募内容ファイル（間違ったファイル、レイアウトを変更したこと

でページ数の制限を超えてしまったファイル等）をアップロードした場合、エラーと

なります。エラーメッセージに従って、アップロードした応募内容ファイルを確認し

てください。 
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④ 入力内容、選択した応募内容ファイルのファイル名を確認し、［一時保存をして次へ進む］を

クリックします。 

 

 
※ 必須項目（＊印）の未入力等のエラーがある場合、各項目の上に赤字でエラーメッセ

ージが表示され、エラーとなった項目の背景色がピンク色に変わります。 

エラー内容を確認して再入力してください。 

 
⑤ 「応募情報入力確認」画面が表示されます。 

内容を確認し［次へ進む］をクリックします。 

 

  
※ 入力内容に不備があった場合は、［入力画面に戻る］をクリックして「応募情報入力」

画面に戻り修正してください。 
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⑥ 入力項目にエラーがない場合、研究計画調書を PDFファイルに変換します。 

 
（処理中メッセージが表示されます。） 
 

  
※ 変換処理は、処理状況により数分かかる場合があります。 

10 分以上経過してもシステムから応答がない場合は、［ログアウト］ボタンをクリ

ックし、一旦ログアウトしてください。ログアウト及びウィンドウ（ブラウザ）を閉

じても変換処理は継続されます。しばらく経ってから再度ログインし直し、［作成中

の調書を修正する］メニューより続きの作業を進めることができます。 

詳細な手順については、「2.5.3再開・確認・修正・削除」をご参照ください。 
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⑦ 「応募情報又は研究計画調書確認」画面が表示されます。 

［応募情報又は研究計画調書の確認］をクリックして PDF ファイルに変換された研究計画調

書の内容に不備がないか確認します。 

 
 

その他のボタン 

［修正］ 応募情報の修正を行うために、「応募情報入力」画面に戻ります。 
［削除］ 作成中の応募情報を削除します。 
［処理状況一覧

に戻る（後で確認

する）］ 

確認をせずに「処理状況一覧」画面に戻ります。 
入力された情報は保存されます。 

 

⑧ 「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。 

［保存］をクリックします。 

 
(以降の画面は Windows 版 Internet Explorer を利用している場合のサンプルです。 
ご利用環境により、表示される画面は異なります。) 
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⑨ 「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

「保存する場所」と「ファイル名」を確認して、［保存］をクリックします。 

 
 
※ ファイル名の拡張子は「.pdf」で保存してください。 

 
⑩ 「ダウンロードの完了」画面が表示されます。 

「ファイルを開く」をクリックして、保存したファイルを開くことができます。 

 

 
※ 研究計画調書は PDF ファイル形式で保存されています。PDF ファイルの内

容を確認するには、Adobe Readerが必要です。 

 
⑪ 研究計画調書の内容が表示されます。 
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⑫ PDF ファイルの内容に不備がなければ「応募情報又は研究計画調書確認」画面に戻り、［確認

完了・提出］をクリックします。 

 
  

※ ダウンロードした PDFファイルの内容に不備があった場合は［修正］をクリックして

「応募情報入力」画面に戻り、再度応募情報の入力、または応募内容ファイルの差し

替えを行うか、［削除］をクリックして作成中の応募情報を削除してください。 

※ ［確認完了・提出］をクリックしないと、作成された研究計画調書を所属研究機関担

当者が確認することができませんので、必ず［確認完了・提出］をクリックしてくだ

さい。 

 
⑬ 「応募情報又は研究計画調書確認完了確認」画面が表示されます。研究計画調書の確認を完

了し、提出する場合は[OK]をクリックします。 

 
 

※ [OK]をクリックすると研究計画調書が所属研究機関担当者へ送信され、応募者側では

研究計画調書を修正・削除できません。 

※ 研究計画調書を修正・削除する場合には、所属研究機関担当者が研究計画調書を「却

下」する必要がありますので、所属研究機関担当者へお問い合わせください。 

なお、研究計画調書が「学振受付中」「学振受理」となっている場合には所属研究

機関担当者による「却下」処理はできなくなりますのでご注意ください。 
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⑭ 「応募情報又は研究計画調書確認完了」画面が表示されます。［OK］をクリックします。 

 
 

⑮ 「処理状況一覧」画面が表示されます。 

表の右端の「応募状況」が「所属研究機関受付中」となっていれば、作業は完了です。 

 
 

 

 

「所属研究機関受付中」

となっていれば作業完

了 
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2.5. 処理状況確認・応募情報作成再開 
一時保存して中断していた研究計画調書の作成を再開したり、一旦作成を完了した研究計画

調書を修正することができます。 
 

2.5.1 処理状況確認 

 現在応募中の研究計画調書について、所属研究機関や日本学術振興会での処理状況を確認する

ことができます。 
① 「応募者向けメニュー」画面で、［調書を修正する］をクリックします。 
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② 「処理状況一覧」画面が表示されます。一覧の「応募状況」欄を確認します。 

 
  

応募状況の意味 

作成中 
応募者が入力途中の応募情報を一時保存した状態です。[再開]ボタンか

ら応募情報又は研究計画調書の作成作業を再開することができます。 

未確認 

応募者が作成した自分の研究計画調書の PDFファイルを確認していない

状態です。研究計画調書の PDFファイルをダウンロードして内容に不備

がないか確認し、[確認完了・提出]ボタンをクリックしないと、研究計

画調書は所属研究機関に受け付けられません。 

所属研究機

関受付中 

研究計画調書が所属研究機関に受け付けられた状態です。所属研究機関

から日本学術振興会へはまだ提出されていません。もし、受付期限間近

になっても状況が変わらない場合は、所属研究機関に問い合わせてくだ

さい。 

学振受付中 
応募者が提出した研究計画調書を所属研究機関担当者が承認し、日本学

術振興会に受け付けられた状態です。 

所属研究機

関却下 

応募者が提出した研究計画調書は、所属研究機関担当者又は部局担当者

が却下しました。却下理由は所属研究機関又は部局担当者へ確認してく

ださい。 

学振受理 提出した研究計画調書は日本学術振興会に受理されました。 

学振不受理 提出した研究計画調書は日本学術振興会で不受理となりました。 
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2.5.2 研究計画調書PDFファイルダウンロード 

  PDF ファイルに変換された研究計画調書の内容を確認します。 
 
① 「処理状況一覧」画面で、「応募情報又は研究計画調書確認」欄の［ダウンロード］をクリッ

クします。 

 
 
 
※ 操作の詳細は「2.4 応募情報を入力し、内容を確認する」の⑧～⑪を参照

してください。 
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2.5.3 再開・確認・修正・削除 

一時保存の応募情報作成の再開、未確認の研究計画調書の確認、所属研究機関により却下さ

れた研究計画調書や未確認の応募情報等の修正、作成中の研究計画調書の削除を行うことが

できます。 
 
① 「処理状況一覧」画面で、「応募状況」欄のボタンをクリックします。 

 

 
応募状況欄のボタンの意味 

［再開］ 一時保存した応募情報又は研究計画調書の作成を再開するために、

「応募情報入力」画面に進みます。 
［確認］ 研究計画調書を確認するために、「応募情報又は研究計画調書確認」

画面に進みます。 
［修正］ 一旦完了した研究計画調書の修正を行うために、「応募情報入力」画

面に進みます。 
［削除］ 作成中の応募情報又は研究計画調書を削除します。 
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2.6. メールアドレス登録 
メールアドレスを登録・変更するには、以下の手順に従います。 
 

① 「研究者情報確認」画面で「Emailアドレス」欄の［修正］をクリックします。 

 
 

 
※ 初めてログインした際に「メールアドレス登録」画面が表示されます。 
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② 「メールアドレス登録」画面が表示されます。 

［登録する］をチェックし、メールアドレスを入力します。 

 

 

 
※ メールアドレスを登録しない場合は［登録しない］にチェックしてください。 

※ 複数のメールアドレスを登録する場合は、「Emailアドレス 2」にも Emailアド

レスを入力してください。 

 

③ 「メールアドレス登録完了」画面が表示されます。 

入力したメールアドレスを確認し［OK］をクリックします。 
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2.7. ログアウト 
 

① 任意の画面で、上部または下部の［ログアウト］をクリックします。 
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② ログアウトすると、「ログアウトしました」画面が表示されます。 

 
 
③ Webブラウザを閉じます。 

 

 

2.8. システムの再起動 
毎日早朝 5:00にシステムを再起動します。この時間をまたいで編集された情報について

は保存されません。この時間をまたいでシステムをご利用される方は 5:00になる前に「一

時保存」をしていただき、5:00を過ぎてから再度ご利用ください。 
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