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１．はじめに 

本システム（以下、JROIS という。）は情報・システム研究機構における共同利用・共

同研究の申請・審査・成果報告・利用分析評価という一連の業務に対して、研究者によ

る諸手続きの利便性を高めると同時に、内部の研究支援業務の効率化を図ることを目

的としたシステムです。当機構は大学共同利用機関法人として共同利用・共同研究を推

進しており、傘下の 5 機関（以下１～５）で募集を実施しております。詳しくは、当機

構のウェブサイト（https://www.rois.ac.jp/research/coop.html）をご参照ください。 

１）国立極地研究所 

２）国立情報学研究所 

３）統計数理研究所 

４）国立遺伝学研究所 

５）データサイエンス共同利用基盤施設（DS 施設） 

 

本マニュアルは、当機構の公募に共通な内容について記載しています。上記の研究所等

によって公募内容や表現が一部異なる部分があるため、実際の応募にあたっては、各研

究所等の募集要項等をご覧ください。 

※一部に開発中の画面を使用しており、実際の画面とは異なる場合があります。 

 

 

２．本システムで共通の内容（当機構内では、すべて同じ内容です） 

① 日付の入力 

日付の入力欄では、カレンダーアイコン“  ”をクリックすることで、 

カレンダーが表示されます。表示されたカレンダー上で日付をクリックすると 

その日付が入力欄に設定されます。 

② 「追加」ボタン 

「追加」ボタンの上部にある項目を追加する場合にクリックします。 

③ 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンをクリックすると、現在表示されている画面から一つ前の画面に戻

ります。また、画面上部の         をクリックすると、ログインまでは 

ポータルページに、ログイン後はホームページに戻ります。 

④ 「クリア」ボタン 

入力した内容を消去したい場合にクリックします。 

⑤ 「入力内容の確認」ボタン 

「入力内容の確認」ボタンをクリックすると入力した内容の確認画面が表示されま

す。表示されている内容に間違いがなければ、「登録」ボタンをクリックし情報の登

録を確定させます。 

⑥ 必須項目 

入力画面において、 が表示されている項目は必須項目となります。 
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未入力の場合、エラーとなりますので注意ください。 

⑦ 入力エラーの表示 

入力エラーがある場合、画面上部にエラーメッセージが表示されるとともに 

エラーの項目の箇所もピンク色に変わりエラーメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

３．ポータルページ（募集する機関ごとに作成されています） 

システムにアクセスすると 初に表示される画面です。 

［ポータルページ］ 

①

②

③

④

⑤

⑥
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ポータルページでは以下のことができます。 

① 表示言語の切り替え（日本語と英語に対応しています。） 

② JROIS へのログイン 

③ JROIS の新規利用者登録 

④ 利用説明書（本書）のダウンロード 

⑤ 募集ページへのリンク 

⑥ JROIS からのお知らせ 

 

３－１．JROIS の新規利用者登録 

JROIS を利用するには、利用者としての登録が必要です。初めての場合は、各機関の

ポータルページの「新規利用者情報登録」から登録してください。なお、当機構内では

利用者情報を共通に利用しますので、一度登録すれば以降の登録は不要です。 

 

[新規利用者情報登録画面]  

利用者情報として入力する項目は、以下の通りです。 

表１．利用者情報 

項番 項目 内容 必須

1 ログイン情報 

1-1 研究者番号 ログイン ID となる研究者番号を入力しま

す。研究者番号のない方は「研究者番号を持

っていない」にチェックしこの項目は未入

力としてください。 

〇 

1-2 パスワード ログインする際のパスワードを入力しま 〇 



 

6 
 

す。 

1-3 名前 

1-4 姓／名 氏名を姓と名にわけて入力します。 〇 

1-5 姓／名（フリガナ） 氏名のフリガナをカタカナで姓と名にわけ

て入力します。 

〇 

1-6 姓／名（ローマ字） 氏名をローマ字で姓と名にわけて入力しま

す。 

〇 

2 個人情報 

2-1 誕生年／月／日 誕生日を年、月、日にわけて入力します。 〇 

2-2 性別 性別を選択します。 〇 

2-3 連絡先 連絡先として「勤務先」か「自宅」を選択し

ます。 

〇 

2-4 勤務先住所 連絡先として「勤務先」を選択された場合に以降の

項目に入力します。 

2-5 現在の勤務先地域 勤務先が「日本」か「海外」を選択します。 〇 

2-6 郵便番号 勤務先の郵便番号を「－」なしで入力しま

す。郵便番号を入力後、「住所検索」ボタン

をクリックすると「都道府県名」、「市町村

名」が自動で入力されます。 

〇 

2-7 都道府県名 勤務先の都道府県名を入力します。 〇 

2-8 市区町村 勤務先の市区町村名を入力します。 〇 

2-9 町名番地 勤務先の町名番地を入力します。 〇 

2-10 建物マンション名等 勤務先の建物名等を入力します。  

2-11 国名 勤務先として「海外」を選択された場合に勤

務先の国名を入力します。 

 

2-12 住所１ 勤務先として「海外」を選択された場合に入

力します。 

 

2-13 住所２ 勤務先として「海外」を選択された場合に入

力します。 

 

2-14 自宅住所 連絡先として「自宅」を選択された場合に以降の項

目に入力します。 

2-15 現在のお住いの地域 自宅が「日本」か「海外」を選択します。 〇 

2-16 郵便番号 自宅の郵便番号を「－」なしで入力します。

郵便番号を入力後、「住所検索」ボタンをク

リックすると「都道府県名」、「市町村名」が

自動で入力されます。 

〇 

2-17 都道府県名 自宅の都道府県名を入力します。 〇 
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2-18 市町村名 自宅の区市町村名を入力します。 〇 

2-19 番地 自宅の番地を入力します。 〇 

2-20 建物マンション名等 自宅の建物名等を入力します。  

2-21 国名 自宅として「海外」を選択された場合に勤務

先の国名を入力します。 

 

2-22 住所１ 自宅として「海外」を選択された場合に入力

します。 

 

2-23 住所２ 自宅として「海外」を選択された場合に入力

します。 

 

3 連絡先 

3-1 電話番号 連絡先電話番号を「－」なしで入力します。 〇 

3-2 FAX 番号 連絡先 FAX 番号を「－」なしで入力します。  

3-3 メールアドレス 

 

連絡先メールアドレスを入力します。 

【注意】もしメールアドレスを間違えて入

力した場合は、「新規利用者情報登録完了用

メール」が届かず、個人での修正ができなく

なります。必ず確定の前に、「新規利用者登

録情報確認」画面で情報が正しいことを再

確認してください。 

〇 

4 所属 

4-1 所属機関の所在国 所属されている機関の国名を入力します。  

4-2 所属機関類別 所属されている機関の類別を選択します。 〇 

4-3 所属機関 所属機関名を入力します。先頭文字を入力

することで候補が表示されますので、その

中から選択してください。 

〇 

4-4 所属部局 所属機関の部局を入力します。 〇 

4-5 役職名 所属機関での役職を入力します。 〇 

4-6 専門分野 専門分野を入力します。  

4-7 所属機関長 職名 所属機関の機関長の役職を入力します。 〇 

4-8 所属機関長 氏名（姓／名） 所属機関の機関長の氏名を姓と名でわけて

入力します。 

〇 

5 研究略歴 

5-1 開始年／開始月 研究略歴の開始年月を年と月に分けて入力

します。 

 

5-2 終了年／終了月 研究略歴の終了年月を年と月に分けて入力

します。 

 

5-3 経歴 上記期間での研究経歴を入力します。  
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なお、利用者情報を登録した際にシステムから確認のメールが送られます。 

メールに記載の URL をクリックすることで利用者としての登録が完了します。 

 

３－２．JROIS へのログイン 

JROIS にログインします。 

[ログイン]  

 

研究者番号（またはログイン ID）あるいはメールアドレスでのログインが可能です。 

研究者番号とは、e-Rad における研究者個別の番号で、以前は科研費番号とも言われた

ものです。研究者番号を有していない方は、利用者としての登録時にシステムから提示

された ID がログイン ID となります。 

※登録後に研究者番号を入手された方は、登録情報の変更をお願いします。 

 

ご自身のログイン ID を忘れた方は、「ログイン ID 通知依頼」によりメールアドレスを

入力することで、ログイン ID がメールで通知されます。 

  また、ご自身のパスワードを忘れた方は「パスワード再設定」によりメールアドレスを 

  入力することで、パスワードの再設定が可能です。 
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４．ホームページ 

JROIS にログインすると 初に表示される画面です。 

[ホームページ画面] 

 

[申請課題一覧画面] 

 
ホームページでは以下のことができます。 

① システムからのお知らせの確認 

② 公募情報（募集している共同研究）の一覧（申請様式ダウンロード） 

①

②

③

④

⑤
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③ ご自身が参加されている申請課題の情報確認 

④ ご自身の利用者情報の確認と変更 

⑤ パスワードの変更 

 

４－１．お知らせの確認 

利用者宛のお知らせが一覧で表示されています。 

大 5 件の表示となりますので、すべて確認したい方は「全件表示」をクリックしてく

ださい。一覧に表示されているお知らせのタイトルをクリックするとお知らせの内容

が表示されます。 

なお、お知らせは通知期間が過ぎると表示されなくなります。 

[お知らせ一覧画面] 

 

 

[お知らせ内容画面] 

各お知らせは、スクロールで全文を読むことができます。 
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４－２．利用者情報の確認と変更 

システムに登録されているご自身の情報を確認できます。 

情報に変更が生じた場合は、画面下部の「変更」ボタンをクリックし更新してください。 

 

[利用者情報表示画面] 

 

 

４－３．パスワードの変更 

ご自身のパスワードを変更します。 

現在のパスワードと新しいパスワードを 2 回入力してください。 

パスワードの変更は即時反映されますので注意ください。 

 [パスワード変更画面] 
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５．研究代表者向け機能 

５－１．課題の申請 

共同利用・共同研究等の課題申請を行います。 

課題の申請は、募集の一覧から応募しようとする研究種別をクリックすることで「申請

登録」ボタンが表示されます。この「申請登録」ボタンをクリックすると課題申請の画

面が表示されます。また、募集要項や補助資料をダウンロードすることができます。 

[研究種類一覧画面] 

 

[申請情報登録画面]  

 

申請の際に入力する項目と内容は、以下の通りです。 

なお、募集する研究の種類により入力項目が異なりますのでご注意ください。 

① ② ③ 
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表２．申請情報 

項番 項目 内容 必須

1 基本情報 

1-1 年度 申請年度が表示されています。 － 

1-2 新規・継続の区分 申請する課題について選択します。 〇 

1-3 継続課題番号 上記項目で継続課題の場合は、前年度の課

題番号を入力します。 

※ 

1-4 研究の種類 申請課題の研究種類が表示されます。 － 

1-5 研究課題名（和名） 申請課題名を日本語で入力します。 〇 

1-6 研究課題名（英名） 申請課題名を英語で入力します。 〇 

1-7 概要 申請課題の概要を簡単に入力します。 〇 

1-8 研究の目的 研究の目的を具体的に入力します。 〇 

1-9 期待される効果 申請する課題の研究で期待される効果を 

具体的に入力します。 

〇 

1-10 研究計画・方法 申請する課題の研究計画およびその実施方

法を具体的に入力します。 

〇 

1-11 DS 施設の共同研究として

実施する必要性 

申請する課題の新規性・独自性を具体的に

入力します。 

〇 

1-12 継続課題の場合、これまで

の研究成果 

  

1-13 その他付記する事項   

1-14 添付ファイル 研究計画等の説明に図や表が必要な場合は、ファイ

ルをアップロードすることができます。参照ボタン

でファイルを探し、追加ボタンで追加します。 

2 研究参加者等 

 研究代表者 

2-1 所属機関名 申請者の所属機関が表示されます。 － 

2-2 部局名・学部名 申請者の所属部局名が表示されます。 － 

2-3 役職名 申請者の役職名が表示されます。 － 

2-4 氏名 申請者の氏名が表示されます。 － 

2-5 メールアドレス 申請者のメールアドレスが表示されます。 － 

2-6 研究代表者 承諾書 申請の際は、必ず所属機関の承認を得てく

ださい。承諾書のアップロードは不要です。 

－ 

2-7 研究代表者の研究業績 申請者の研究業績を入力します。  

2-8 共同研究（予定）者 共同研究の参加者として登録する方には、事前に本

人及び所属機関の承認を得るようにしてください。

共同研究者の入力を行ったうえで、「メール通知」
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をクリックすると承認依頼メールを入力された参

加者へ自動で送信します。 

2-9 氏名（姓／名） 共同研究（予定）者あるいは研究会参加（予

定）者の氏名を姓と名に分けて入力します。 

〇 

2-10 メールアドレス 共同研究（予定）者あるいは研究会参加（予

定）者のメールアドレスを入力します。 

〇 

3 DS 施設側受入れ教員 

3-1 DS 施設側受入れ教員氏名 DS 施設側受入教員の氏名を姓と名に分け

て入力します。 

〇 

3-2 メールアドレス 受入教員のメールアドレスを入力します。 〇 

4 所要経費 

4-1 内訳 所要経費の内訳を選択します。 〇 

4-2 内容 所要経費の内容を記入します。 〇 

4-3 単価 所要経費の単価を円単位の数字で入力しま

す。 

〇 

4-4 数量 所要経費の数量を数字で入力します。 〇 

4-5 小計 入力された単価と数量により自動で計算さ

れ表示されます。 

〇 

4-6 備考 経費に関する備考を入力します。 〇 

4-7 総計 入力された所要経費により自動で計算され

表示されますが、必要であれば手修正可能

です。 

〇 

4-8 他の資金の受入予定状況 

有無 

申請課題において、他の助成状況の有無を

指定します。 

 

4-9 助成機関・制度名 他の助成機関と制度名を入力します。  

4-10 研究課題名・代表者名 他の助成を受入れた研究課題名と代表者名

を入力します。 

 

4-11 助成額（募集年度の配分額） 募集年度の助成額（総額ではなくご自身が

受け取る配分額）を入力します。 

 

 

① 参加者へメール通知 

申請する課題の共同研究者として入力した方に、参加承諾依頼のメールを送

信することができます。共同研究者の方は、送信されたメールに記載されてい

る URL をクリックすることで、申請課題に参加することを承諾します。 

メール通知した共同研究者の方が承諾されたかどうかは、申請者が申請課題

詳細表示を行うことで確認できます。 

なお、本操作を行うと自動的に一時保存の状態となります。 
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[送信メール例] 

 
もし共同研究（予定）者がシステムの利用者に登録されていなかった場合には、

利用者登録依頼メールが同時に送信されますので、メール通知をする前にそ

の旨をお伝えいただきますようお願いいたします。 

 

② 一時保存 

課題申請画面に入力した内容を一時保存することができます。 

一時保存する際には「研究課題名」の入力が必須となります。 

なお、同一種類の研究に対して保存できる課題数は１件のみです。 

また、一時保存の状態では課題が受理されませんのでご注意下さい。 

 

③ 提出 

入力が完了した課題を申請します。 

提出後は「差戻し」された場合を除き、変更できませんので注意下さい。 

 

５－２．申請課題の情報確認 

ログインしている利用者が、研究代表者あるいは共同研究者として登録されている申

請課題が一覧で表示されます。申請課題名をクリックすると申請課題の詳細情報や、審

査等の進捗状況を確認することができます。 

 

 

XXXX 様 

 

このたび、データサイエンス共同利用基盤施設が募集する公募型共同研究

「ROIS-DS-JOINT2019」において 

 

研究課題名「ＸＸＸＸＸＸＸＸ」（研究代表者：＄＄＄＄） 

 

の共同研究者として登録依頼がありました。 

所属機関ならびにご本人が、本研究への参加を承諾される場合は、次のサイト

で承諾手続きを完了してください。 

 

https://jrois.rois.ac.jp/rois-dev/Rois/public/Ds/… 

 

ご不明な点がございましたら以下の問合せ先までご連絡ください。 

northeast-1.elb.amazonaws.com/rois-
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 [申請課題一覧画面] 

 

 

[申請課題の詳細情報表示画面] 

 
申請課題の詳細情報表示画面では、申請課題情報の変更・取り下げを行うことができま

す。（変更は申請課題を提出するまで可能で、取り下げは申請課題が受理されるまで可

能となります。また審査において「差戻し」とされた場合も変更・取り下げが可能とな

ります。） 

 

 


