
研究成果情報の登録について

研究成果情報においては、実績報告書が文書作成ソフト（wordファイル）により作成されているため、会計実績情報のよ

うにexcelのマクロ機能でcsvファイルに変換できないことから、AMEDではｃｓｖファィル編集ツールに対応した支援ツールを

ご用意しておりません。

「研究論文」「産業財産権」の登録はresearchmapとの連携により取り込む方法（「WEB」の登録はresearchmapとの連携は

ありません。）があります。また、e-Radシステムへ直接入力することもできますが、 e-Radシステムのインポート機能（ｃｓｖ

ファィル編集ツール）による登録方法もあります。

研究開発代表者はご自身の研究成果情報登録するとともに、研究開発分担者の情報についても登録をお願いします。

なお、研究開発分担者に編集権限を設定すると研究開発分担者からも登録することができます。研究開発代表者がはじ

めに一時保存の状態にすることにより、権限を設定された研究開発分担者が編集できるようになります。

研究開発代表者が研究開発分担者の情報をresearchmapとの連携により取り込むためには、研究開発分担者は

researchmapに登録のうえ、e-RadとのログインID連携の手続きが必要です。また、研究成果情報として登録するものは

researchmapにおいて「公開」の設定をお願いします。

研究成果情報は、「研究論文」「産業財産権」「WEB」の3項目となっておりますが、必ずしも3項目すべての成果があると

は限らないと思われます。この場合、成果として仕上がっていない項目につきましては入力の必要はありません。登録する

項目は「追加」をクリックすると入力画面が表示されます。また、各項目の必須項目につきましても該当のない項目には「－

(ハイフン)」を記入頂ければ登録することができます。
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府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のシステム更改および運用主体の変更について

• 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）はシステムを更改し、令和４年３月１５日より運用を開始しました。
• 運用についても文部科学省から内閣府へ移管されました。

• 今回のシステム更改では、主に以下の機能について機能を強化するとともに、ユーザーの利便性を損なわないよ
う、基本的な機能やデザインは可能な限り従来どおりのものを踏襲しています。

【主な機能追加等】
➢ 応募様式の統一に伴う応募画面等の整理
➢ 実績報告等の、研究者等の二重入力の削減

➢ 競争的研究費の適正な執行に関する指針の改正により、応募時に必要となる 研究インテグリティに係る情報
入力機能の追加

➢ その他、画面遷移やレイアウト等の一部変更

【動作環境について】
Internet Explorerでは、ご利用いただけません。

Edge 98 Firefox 97 Chrome 98 Safari 15.2

Windows 10 ○ ○ ○ -



ログインは研究開発代表者又
は機関事務代表者のＩＤで
行ってください。
また、研究機関単位の公募事
業の場合は、機関事務代表者
のＩＤのみの対応となります。
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【公募要領からの抜粋】
Ⅹ その他
４. 研究者情報のresearchmap※への登録

researchmapは日本の研究者総覧として国内

最大級の研究者情報データベースで、登録し
た業績情報はインターネットを通して公開する
こともできます。また、researchmap はe-Rad や

多くの大学の教員データベースとも連携してお
り、登録した情報を他のシステムでも利用する
ことができるため、研究者の方が様々な申請
書やデータベースに何度も同じ業績を登録す
る必要がなくなります。

researchmapで登録された情報は、国等の学

術・科学技術政策立案の調査や統計利用目的
でも有効活用されていますので、本事業実施
者はresearchmapに登録くださるようご協力を
お願いします。

※ https://researchmap.jp/

researchmapとのID連携はこ
こから
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reｓｅａｒｃｈｍａｐとの連携について



reｓｅａｒｃｈｍａｐにログインする

とユーザー名とパスワードが
必要となります。

連携するには事前に
researchmapに登録しておく必
要があります。
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reｓｅａｒｃｈｍａｐとの連携について

「研究論文」「産業財産権」の登
録はresearchmapから研究成果

情報を取り込む方法があります
が、この機能のお問い合わせ等
につきましては
e-Radシステムのヘルプデスクま
たはresearchmapの運営管理者
（JST）にご連絡ください。



ここをクリックして実績情報の登録
を開始します。
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次に課題一覧画面で該当の課
題を検索します。
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課題ＩＤ(8桁の数字)を入力して

検索ボタンをクリックしてくださ
い。



検索結果が表示されましたら、
課題年度が２０２１年度であ
ること、研究開発課題名、研
究開発代表者を確認し、課題
の状態が「年度終了」となっ
ていることを確認してください。

課題の状態が「年度終了」以
外の表示になっている場合
には当機構へお問い合わせ
ください。
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課題年度、研究開発課題名、
研究開発代表者、課題の状態
が確認できましたら「申請可能
な手続きへ」ボタンをクリックし
てください。



採択課題の各種手続きに進みましたら、研究成果
の「新規」ボタンが表示されていることを確認してく
ださい。

「開始日」「締切日」の表示がなく「新規」ボタンが表
示されていない場合は、配分機関において登録期
間の設定等の手続きが済んでいない場合がありま
す。配分機関の事業課担当者にお問い合わせくだ
さい。
また、 「開始日」「締切日」の表示はあるが「新規」
ボタンが表示されていない場合は、e-Radへのログ

インが研究開発代表者又は研究機関事務代表者
以外の方のIDでログインされている場合があります。

研究開発代表者又は研究機関事務代表者（事務
代表者から権限を委任された担当者を含む。）のID
でログインしてください。
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研究開発分担者への編集等の権限設定については報
告者・権限設定の「編集」をクリックしてください。
（設定方法は次ページ参照）
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報告者・権限設定について

研究開発分担者を追加する場合は「行の追
加」をクリックしてください。

ただし、公募時に登録していない研究開発分
担者に「編集」を設定してもその研究者から
は編集することはできません。編集させるた
めには、変更申請を行って研究開発分担者
として登録する必要があります。なお、「編
集」以外に設定すれば研究開発代表者が入
力して登録することは可能です。

公募時に登録してある研究開発分担者は表
示されます。閲覧・編集権限欄の表示を確認
してください。研究開発代表者が一括して登
録する場合はすべての研究開発分担者を
「閲覧」または「無し」に設定してください。

「編集」を設定する場合は研究開発代表者
からは入力することができません。研究開発
代表者がまず入力し、一時保存してから研
究開発分担者に入力するように連絡してくだ
さい。
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報告者・権限設定について

プルダウンから「編集」「閲覧」「無し」
のいずれかを選択しましたら、「入力内
容の確認」をクリックしてください。
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報告者・権限設定について

登録内容に問題が無ければ、「この内
容で登録」をクリックしてください。



注意喚起のダイヤログが出ます。

ここでも追加した報告者について注意事
項が記載されていますので確認してくだ
さい。

問題がなければ「ＯＫ」ボタンをクリックし
てください。
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報告者・権限設定について



報告者情報の登録は完了です。

「採択課題の各種手続きへ」ボタンをク
リックしてください。
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報告者・権限設定について



採択課題の各種手続きに進みましたら、研究成果の
「新規」をクリックして、次へ進んでください。
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研究成果情報の登録の初期画面は入
力画面が閉じられています。

成果項目として「研究論文」が無い場合
はこのまま次の項目へ進みます。

成果を入力する場合は「研究論文の追
加」をクリックして入力画面を開きます。

「研究論文」、「産業財産権」、「WEB」の3
項目は、このタブから選択してください。
この画面は研究論文です。
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researchmapとのID連携が済んでい

れば、研究開発代表者、研究開発分担
者の氏名がプルダウンにより表示されま
す。

まず、プルダウンから研究開発代表者を

選択してresearchmapの情報を取得
します。

「研究論文の追加」をクリックすると入力
画面を表示されます。

17

researchmapとの連携が済んでいる場合の説明。
※researchmapを利用しない場合はe-Radへ直接登録してください。

次に研究開発分担者の情報を取り込む
場合は、「研究論文の追加」ボタンを押し
て、入力画面を追加します。



researchmapを利用しない場合は
直接入力またはインポート機能を利用
してください。

インポート機能の利用はこちらをクリック
します。
インポートは3項目を一度に入力すること
ができます。

「研究論文の追加」をクリックして入力画
面を表示します。
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researchmapを利用しない場合について

入力画面の必須項目は空欄のままで
はエラーとなります。

該当する事項がない場合には、
「－(ハイフン)」を入力することで対応
できます。



研究成果情報の登録の初期画面は入
力画面が閉じられています。

成果項目として「産業財産権」が無い場
合はこのまま次の項目へ進みます。

成果を入力する場合は「産業財産権の
追加」をクリックして入力画面を開きます。

「研究論文」、「産業財産権」、「WEB」の3
項目は、このタブから選択してください。
この画面は産業財産権です。
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researchmapとのID連携が済んでい

れば、研究開発代表者、研究開発分担
者の氏名がプルダウンにより表示されま
す。

まず、プルダウンから研究開発代表者を

選択してresearchmapの情報を取得
します。

「産業財産権の追加」をクリックすると入
力画面を表示されます。
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researchmapとの連携が済んでいる場合の説明。
※researchmapを利用しない場合はe-Radへ直接登録してください。

次に研究開発分担者の情報を取り込む
場合は、「研究論文の追加」ボタンを押し
て、入力画面を追加します。



researchmapを利用しない場合は
直接入力またはインポート機能を利用
してください。

次に研究開発分担者の情報を取り込む
場合は、「産業財産権の追加」をクリック
して、入力画面を追加します。

「産業財産権の追加」をクリックして入力
画面を表示します。
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researchmapを利用しない場合について

入力画面の必須項目は空欄のままで
はエラーとなります。

該当する事項がない場合には、
「－(ハイフン)」を入力することで対応
できます。



研究成果情報の登録の初期画面は入
力画面が閉じられています。
成果項目として「WEB」が無い場合は、

他の項目に修正等が無ければこのまま
登録操作に進みます。

成果を入力する場合は「WEB産業財産

権の追加」をクリックして入力画面を開
きます。

「研究論文」、「産業財産権」、「WEB」の3
項目は、このタブから選択してください。
この画面はWEBです。
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researchmapを利用できません。
直接入力またはインポート機能を利用
してください。

次に研究開発分担者の情報を取り込む
場合は、「WEBの追加」をクリックして、入
力画面を追加します。

「産業財産権の追加」をクリックして入力
画面を表示します。

23

入力画面の必須項目は空欄のままで
はエラーとなります。

該当する事項がない場合には、
「－(ハイフン)」を入力することで対応
できます。



研究論文、産業財産権、ＷＥＢの入力
が済んだら、「登録内容の確認」を行っ
てください。

なお、研究成果の登録画面に「登録内
容の確認」ボタンが表示されていない
場合は、e-Radへのログインが研究開
発代表者以外のＩＤで行われています。

会計実績の入力は研究機関事務代表
者（事務代表者の権限を付与された事
務担当者を含む。）のIDでログインして

も可能ですが、研究成果の登録の確認
は必ず研究開発代表者のIDでログイン
してから行ってください。

事務代表者が会計実績を入力した場
合は、一時保存をしてから研究開発代
表者に登録作業を依頼してください。
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登録内容を確認して「この内容で登
録」ボタンをクリックすると実績報告
の提出となります。

※この画面はすべての成果情報が
無い場合となっています。

実際には各項目の内容が表示され
ますので、修正する場合は「戻る」ボ
タンをクリックして修正してください



注意喚起のダイヤログが出ますので、問
題がなければ「ＯＫ」ボタンをクリックしてく
ださい。
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研究成果の登録は完了です。

「採択課題の各種手続きへ」ボタンをク
リックしてください。
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28

「研究機関処理中」の表示があ
る場合は、研究機関による承認
を待っている状態です。まだ、
AMEDへは提出されていません。

「承認待ち」の状態であれば引き
戻しができます。「引戻し」ボタン
をクリックしてください。
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「配分機関処理中」の表示がある場合
は、研究機関の承認が終わり、AMED
へ提出されています。

「配分機関処理中」の状態では「引戻
し」ボタンが消えており引き戻しはでき
ません。

「配分機関処理中」後に修正があれ
ばAMEDの担当事業課へ「差戻し」の
依頼を行ってください

以上で研究成果情報の登録は終了で
す。会計実績情報の登録も行ってくださ
い。



この研究成果情報のマニュアルに関するお問い合わせ先

researchmapから研究成果情報を取り込む機能及びインポート機能のお問い合
わせ等につきましてはe-Radシステムのヘルプデスクへお願いします。

researchmapへの登録等に関しましては運営管理者（JST）にご連絡ください。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
研究公正・業務推進部

研究業務推進課

Ｅ－ｍail: amed-erad@amed.go.jp
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