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準備

事務担当部門 権限 問合せ先

統数研事務担当部門 スタッフ staff_ism[at]jrois2.rois.ac.jp

遺伝研事務担当部門 staff_nig[at]jrois2.rois.ac.jp

極地研事務担当 staff_nipr[at]jrois2.rois.ac.jp

情報研事務担当 staff_nii[at]jrois2.rois.ac.jp

DS施設事務担当 staff_ds[at]jrois2.rois.ac.jp

戦略企画本部事務担当 staff_sp[at]jrois2.rois.ac.jp

スタッフ登録

情報システム研究機構に所属する研究所・施設の事務部門問合せ先メールアドレスは以下のとおりです。
このメールアドレスは、JROIS2のログインアカウント名（スタッフ権限）にもなっております。JROIS2システ
ム管理者は、スタッフ権限でログインするためのパスワードを、各事務担当部門問合せ先へ通知します。
パスワードがわからない場合には、システム管理連絡先(staff_rois[at]jrois2.rois.ac.jp)へご連絡
ください。

※上記の [at] を @ に置き換えてください

JROIS2
system

事各事務部門問合せ先
staff_xxxx[at] 

jrois2.rois.ac.jp 転送

転送先メールアドレス
事務部門ML

or 
事務担当者個人アドレス

各部局の事務担当者は、JROIS2システム管理者 (staff_rois[at]jrois2.rois.ac.jp)に、 下記
の各事務部門の問合せメールの転送先メールアドレスを通知します。アドレスは複数でも、MLでも差し支
えございません。

通知に従い、システム管理者は転送設定をします。
転送設定が完了すると、利用者（ユーザー）から応募申請が提出された旨、報告書が提出された旨の
システムからの自動送信メール、ユーザからの申請に関する問い合わせメールが寄せられます。

利用者（問合せ等）

利用者「申請書提出」
（or「報告書提出」）

利用者メールアドレス
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準備
テストユーザー登録

アカウント付与先 権限 問合せ先

テストユーザー(統数研) ユーザー user_ism[at]jrois2.rois.ac.jp

テストユーザー(遺伝研) user_nig[at]jrois2.rois.ac.jp

テストユーザー(極地研) user_nipr[at]jrois2.rois.ac.jp

テストユーザー(情報研) user_nii[at]jrois2.rois.ac.jp

テストユーザー(DS施設) user_ds[at]jrois2.rois.ac.jp

テストユーザー(本部戦略企) user_sp[at]jrois2.rois.ac.jp

※上記の [at] を @ に置き換えてください

各部局の事務担当者はJROIS2システム管理者に、 ユーザ権限でテストをする方のメールアドレスを
通知します。アドレスは複数でも、MLでも差し支えございません。

通知に従い、システム管理者は下記の各機関のテストユーザー宛てのメールを、お知らせいただいたメール
アドレスへの転送するよう設定をします。

転送設定が完了すると、 申請登録がなされた旨のシステムからの通知、パスワードリセット 用URLのメール
が届きます。

情報システム研究機構の研究所・施設のテストユーザー用メールアドレスは以下のとおりです。
このメールアドレスは、JROIS2ログインアカウント名にもなっております。JROIS2システム管理者は、ユー
ザー権限でログインするためのパスワードをテストユーザーアドレスに通知します。
これにより、ユーザとしてログイン、パスワードの再設定、ユーザ情報の書き換え、ユーザとしての申請手順
をテストすることができます。

JROIS2
system

事各事務部門問合せ先
staff_xxxx[at] 

jrois2.rois.ac.jp
転送

転送先メールアドレス
事務部門Ml or

事務担当者個人アドレス

利用者：テストユーザー
user_xxxx[at] 

jrois2.rois.ac.jp
「申請書提出」

（or「報告書提出」）
※テスト 動作確認

利用者：テストユーザー
user_xxxx[at] 

jrois2.rois.ac.jp
転送

ユーザ権限でテストする方の
メールアドレス
事務部門Ml or

事務担当者個人アドレス
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準備
公募要領・申請書の準備
各機関のWebページ上で、公募の告知と、申請用紙のテンプレート(申請書ファイル pdf,excel,word）
JROIS2 ログイン用TURL https://jrois2.rois.ac.jp への リンクを用意して頂きます。

公募登録依頼

募集締切日時になると、システムは申請書提出を不可にして、応募を停止します
（応募ボタンが無効になる）。
応募停止後に募集を受け付ける場合は、公募編集画面で日時を変更してください。

項目 備考

募集年度 2023

公募種別（和文） 例：研究小集会、共同研究

公募種別（英文）

テーマ/分野（和文） 例:宙空圏, xxxx研究

テーマ/分野（英文）

会合かどうか 1:会合（研究集会）/ 0: 非会合

英語表示するかどうか 1:日本語表示のみ / 0:日本語・英語両表示

募集開始日時 yyyy/mm/dd/hh/mm 例：2023/02/01 00:00

募集終了日時 ※ yyyy/mm/dd/hh/mm  例：2023/03/31 17:00

報告書〆切日時 ※ yyyy/mm/dd/hh/mm  例：2024/05/31 17:00

公募案内URL（日本語）

公募案内URL（English）

申請欄注記（和文）
※入力項目に応じて編集

例1：参加人数は研究代表者を含めた機関外参加者。
費用は今年度分(円)。
例2：申請書1に計画書、申請書2に承諾書をアップロー
ドしてください。

申請欄注記（英文） 例：Number of people is total outside the 
ROIS. Budget is for the year [JPY]

提出前確認事項（和文） 例：申請書の添付を確認しました。

提出前確認事項（英文） 例：I've checked the application attachments.

ファイル拡張子1/2/3(申請書）
pdf/docx/xlsx/zip より選択.
2個目、3個目は「---」で添付なし選択可能ファイル拡張子1/2/3(申請書）

ファイル拡張子1/2/3(申請書）

※ 特段の事情がない場合には平日 9：00～17：00に設定することを推奨します。

申請用紙のテンプレートに記入し、申請画面で利用者はその「申請書」ファイルをアップロードします。

公募内容が決定しましたら、JROIS2システム管理者に以下の項目を連絡してください。
（昨年度の公募から変更がない項目については、「昨年度と同じ」で差し支えございません。）
公募内容は２階層まで設定できます。１階層目が「公募種別」、２階層目が「テーマ/分野」です。

下記の項目については、登録された後に公募編集画面で編集（変更）可能です。
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準備
ログイン

https://jrois2.rois.ac.jp へのアクセス
TOPページ

推奨ブラウザ （最新版）
<Windows>

Google Chrome
Microsoft Edge

<Mac OS>
Safari

どちらかを選択してクリックし、次の画面
で事務局部門のメールアドレス（ス
タッフ権限アカウント）でログインしてくだ
さい

各機関の事務部門からのお知らせを掲載で
きます（方法は後ページ参照）。

ログイン直後は、最新年度の公募一覧ページに誘導されます。
・画面上方:各機関からのお知らせ（TOPページと同内容）が掲載されます。
・画面下方:自部門の公募一覧（最新年度）

※公募が見えない場合は画面を下方へスクロールしてください。
※最新年度以外の公募を表示させるためには、該当年度をクリックしてください。

依頼した公募が表示されることを確認してください。
確認できない場合には、システム管理連絡先(staff_rois[at]jrois2.rois.ac.jp)へ
ご連絡ください。

[編集]より、公募編集画面に遷移
します。遷移後（次ページ画面）
公募に関する情報を確認・編集する
ことができます。
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準備

各種設定項目を確認し、必要に応じて編集してください。

申請画面で、申請書、報告書、事務部門で各々3つファイルを添付することができます。
それぞれのファイル形式（pdf, xlsx, docx, zip）を選択してください。
２個目、３個目のファイルは「なし」(---)を選択することもできます。

「更新」後に遷移した画面で「公募リストに戻る」をクリックしてください。

公募登録確認（公募編集）

※ 特段の事情がない限り、〆切日については
平日 9：00～17：00に設定することを強く推奨します。

公募締切日時
報告書締切日時

報告書提出欄
添付ファイル形式
設定

申請書提出欄
添付ファイル形式
設定

事務局使用欄
添付ファイル形式
設定公募締切日時

報告書締切日時

申請画面で申請提出前の
確認事項

申請画面
（非表示設定に応じて編集）
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申請受付
申請一覧のモニタ
受付期間が始まると、公募一覧画面から申請が行われます。
申請一覧画面では、自機関の申請一覧が表示されるので、申請状況をモニタします。
締切超過になっているもの、添付書類がないもの等を確認します。
「申請ID」をクリックすると、申請内容を確認できます。

申請「状況」には次の種類が用意されており、締切超過以降は、申請者は申請情報を
変更できなくなります。

状況 (ステータス） Status 備考

仮申請 Tentative
申請者のみ表示。「仮申請」状態にするとスタッフ
権限アカウントでログインすると、申請一覧で非表
示になる。

申請書差戻 Remand 締切超過以降に差戻しの場合、申請者側でも
編集可能に。

申請書一時保存 Saved

締切超過 Expired 締切超過以降は、申請者は申請情報を変更で
きなくなる。

申請書提出済 Submit

受付完了 Receive

採択 Accept

不採択 Reject

報告書書一時保存 Saved report

報告書提出済 Submit report

報告書差戻 Remand report

中止 Abort

完了 Complete

水色：添付ファイル有状況
申請ID
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申請締切後処理
申請状況確認
申請期間が締め切られると、公募一覧の応募ボタンが無効になり、新たな申請ができなくな
ります。 また、申請編集画面を開いている状態かつ締切日時以降に「提出」ボタンをクリック
した場合は、強制的に「締切超過」になり、申請者は編集ができなくなります。

問題のある申請については、申請IDボタンで申請を選択して、申請状況を「申請書差戻」に
変更し(①)、「保存」を実行します(②)。

諸事情で申請を削除する場合（同一内容の申請が2件提出されている場合）
は、「申請削除」ボタンより削除できます。
※データベースからも削除されるため、簡単には復元できません。
「申請削除」は慎重に実施してください。

①

②

※注意 申請書提出欄（エリア）に関する修正・保存（所内受入責任教員等）は
エリア内の「一時保存」（③）のみが有効です。
事務局使用欄「保存」しても修正されません。（2023年2月15日以降変更）

申請書提出欄

③

事務局使用欄

報告書提出欄
※注意
修正保存は、
各エリアに対し
て有効です
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申請
査読・審査支援

状態別に申請者のメールアドレスリストを、CSVメニュー「ステータス別emailリスト」から
出力することができます（①）。
Excel(Version2021)の「データ」タブの「テキストまたはCSVから」より
ダウンロードしたファイルを選択して読み込んでください。
（①メールリスト：カンマ区切り、②申請リスト：タブ区切り）

差し戻しの場合は、適宜修正
箇所のコメントをつけるなどして、
個別に通知して改訂を依頼し
てください。

①

CSVメニューで「申請CSVダウン
ロード」を実行すると、自機関の当
該年度の申請情報がダウンロードさ
れます。これをexcel等に ドラッグす
ると、左の情報が格納されています
(表示の都合で、行と列を入れ替え
ています）。

②

①

②
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申請
審査結果通知
審査結果に応じて、各申請の状態(①)「採択」or「不採択」に変更して保存します。

①

②
通知書を添付することができます。

1. 「アップロードボタン 」をクリックすると右の画面となります。
「ファイルの選択」をクリックしてください。

2. アップロードするファイルを選択すると、右の画面となりますので、
「送信」してください。

3.「送信」後、右のの画面が表示されます。
「閉じる」で申請画面に戻ります。

状態別に申請者のメールアドレスリストを、CSVメニュー「ステータス別emailリスト」
から出力し（前ページ参照）、審査結果と通知ファイルを確認するメールを応募者へ
送信します。
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申請書ファイル
アップロード済み

申請書ファイル
未添付



報告書受付
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公募編集で報告書受付締切日時を設定します(P.6参照）。
報告書が提出されると、自動メールが送信されてきます。
※自動送信メール転送については、P.2をご参照ください。

申請一覧画面で、報告書添付有無を目視で確認できます(P.7参照）。

CSV 画面で報告書を一括ダウンロードすることができます(下図）。

申請一覧で事務局欄「状態」を「完了」①にして「保存」②します。
必要に応じて、「報告書差戻」して申請者にご連絡ください。
報告書締切日時前であれば、差戻によりユーザーの編集が可能になります。

①

②



事務局からのお知らせ機能
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各機関からのお知らせを、TOPページ（ログイン不要）と公募一覧ページに掲載可能です。
スタッフアカウントでログインし、各公募に対して各機関(事務局)で自由に記入・消去できます。
「公募期間編集」で自部門の番号をクリックし、お知らせ内容を記入後「submit」してください。

TOPページ（ログイン不要）

公募一覧（ログイン直後に遷移）

￥

公募機関編集

自部門の番号をクリック

500字記入できます
日本語・英語表記で同じものが表示されま
すので、必要に応じて併記してください。

←記入後「submit」してください。

募集期間が終了するなど一定期間が
過ぎてお知らせする必要なくなり次第、
消去してください。
※公募一覧の画面上方を占有してい
るため
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改訂履歴

版数 発行日 改訂履歴

第1版 2023.2.20 初版発行

第1.1版 2023.3.30 P1.目次修正, P13改訂履歴追加
P11中段「申請書差戻」⇒「報告書差戻」へ修正
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