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準備

問合せ項目 問合せ連絡先

システム全体・ユーザ情報に関する問合せ staff_rois[at]jrois2.rois.ac.jp

統数研の申請に関する問合せ staff_ism[at]jrois2.rois.ac.jp

遺伝研の申請に関する問合せ staff_nig[at]jrois2.rois.ac.jp

極地研の申請に関する問合せ staff_nipr[at]jrois2.rois.ac.jp

情報研の申請に関する問合せ staff_nii[at]jrois2.rois.ac.jp

DSの申請に関する問合せ staff_ds[at]jrois2.rois.ac.jp

本部戦企の申請に関する問合せ staff_sp[at]jrois2.rois.ac.jp

問合せ先

TOPページ

情報・システム研究機構(ROIS)の「個人情報の取り扱い方針」にご同意頂ける方は、
[日本語][English]のいずれかを選択してクリックし、次の画面に進んでください。

https://jrois2.rois.ac.jp

※上記の [at] を@に置き換えてください

各機関の事務部門からの
お知らせです

推奨ブラウザ （最新版）
<Windows>

Google Chrome
Microsoft Edge

<Mac OS>
Safari

表示言語のいずれかを
選択してクリック
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準備
利用者登録

有効なメールアドレス、８文字以上のパスワードを入力し、ヒューマンチェックの画像から文
字を判読して入力してください。文字が読みにくい場合は、ブラウザをリロードすると画像が
更新されます。
リロードした場合、メールアドレスと パスワードは再入力となります。

初めて申請者としてアクセスされる方は、[アカウントサービス->新規登録]を選択して
ユーザ登録をお願い致します。 すでに「研究代表者」として旧JROISに登録されていた
方は、メールアドレスとパスワードが引き継がれています。

研究協力者としてのみ登録の方は引き継がれておりませんので、新規ご登録願います。

登録状況が不明な方はご記憶にあるemailアドレスとパスワードでログインをお試しくださ
い。 emailアドレスの登録のない方はその旨のメッセージが表示されますので、新規登録
をお願いします。
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準備
利用者登録

ヘルプデスクページを表示して一定時間経過すると、なりすまし防止機能により「期待さ
れるサイトからフォーム送信がなされていません」というエラーが出る場合があります。
その際は、メニューバーの「アカウントサービス」を再度クリックして、 アカウントサービス画面
を再読込してください。ブラウザの再読込機能では復旧しません。この場合も、メールアド
レスとパスワードは再入力となります。

新規登録の申請が完了すると、下記のページとなります。

通常５分以内に、入力したメールアドレス宛に確認メッセージが届きます。
届かない場合は、system[at]jrois2.rois.ac.jpからのメールが迷惑メールボックスに
入っていないかご確認ください。
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準備
利用者登録

入力したアドレスに届いたメール記載のURLをクリックすると登録完了となります。

初回ログイン後、利用者編集画面が表示されますので、利用者名、電話番号、所属機
関の登録をお願いします。全て必須項目となります。
入力が終了しましたら「submit」をクリックしてください。

パスワードリセットについては、次ページのパスワード再発行をご参照ください。

登録状況が不明な場合
登録メールアドレスが不明、あるいは登録したメールアドレスでパスワードリセットの受信が
できない場合は、 JROIS2システム管理者 staff_rois[at]jrois2.rois.ac.jp 宛
に、氏名、所属、職名、登録電話番号、登録したと思われるメールアドレスの情報を添
えてご連絡下さい。 登録状況が一致した場合、必要に応じて登録メールアドレスの回答
または変更を行います。
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申請
ログイン
TOPページから言語を選択すると、選択された言語に応じたログイン画面が表示されます。
利用者登録がお済みの方は、直接ログインできます。

パスワード再発行
パスワードを忘れた場合、または既存のパスワードを変更する場合は、アカウントサービス
から[パスワードの更新]を選択します。

入力されたパスワードの変更が成功した場合、確認のメールが届くので、その後新たにロ
グインします。その際このパスワードを すぐに要求されるので、ここで入力したパスワードを
失念しないよう、ご注意ください。詳細は利用者登録の説明をご参照ください。
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申請
利用者情報更新
登録状況に変更が生じた場合は、[利用者編集]メニューから、利用者の情報を更
新してください。

公募選択
ログインを行うと、公募一覧のページに誘導されます (1)。
募集中の公募は[応募ボタン(2)]が操作可能になっているので、 希望する募集を選択
します。
なお、過去の公募一覧のリストも見ることができます(3)。
※応募、あるいは確認したい年度をクリックしてください。

1

３

２
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申請
申請情報記入
応募を選択すると「申請編集」画面が表示されます①。
ヘッダに募集内容と申請者の基本情報が表示されているので、 ご確認下さい②。

ユーザ情報に間違いがある場合は、一時保存の後、「利用者編集」リンク③から利用者情報
ページに飛んで、 利用者情報更新の説明に従い必要な部分を修正してください。

④の部分に申請に必要な情報を記入します。募集が会議の場合は開催期間と開催場所が、
継続申請の場合は開始/終了年度が入力可能となるので入力します。
各欄を入力した時点で、「一時保存」することをお勧めします。

「一時保存」をせずにページを移動すると、入力した情報が消えてしまいますのでご注意ください。
申請自体は残っており、申請一覧より「仮申請」で保存されていることを確認できます。

①

②

③

④
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申請編集画面

「申請削除」クリックすると
この申請が削除されます

＜注意＞一時保存ボタンをクリックし、申請書提出前に入力データを保存できますが、申請締切日以降に差戻しされ
た場合に「一時保存」すると「提出」できなくなります。最終ページの問合せ先へ連絡し、「申請書差戻」処理を依頼し
てください。

申請編集画面で赤枠内に入力してください。
＜入力必須項目＞
・課題名
・所内受入責任教員
・所内対応者部署
・所内対応者email

申請書ファイルをアップロードしてください。
（申請書は最大3つ添付できます。※公募に
より個数は異なります。）
添付するファイル（申請書）については、
応募機関の要領記載の方法に従ってください。

一時保存が成功すると次の画面となるので、
「申請一覧に戻る」を選択します。

申請書アップロード
（次ページ参照）



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。
①「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、
②「送信」してください。

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

申請

申請書アップロード

申請書提出
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①

②

③

添付ファイル
未アップロード状態
アップロード済状態

申請一覧に戻ったら、自分が提出した申請書の一覧が表示されます。
この画面は、メニューバー①でも表示することができます。 申請書をアップロードするため、
一時保存をした②課題の申請ID ③（状態「申請書一時保存])を選択すると申請編
集画面に戻ります。

申請番号
水色の項目をクリックするとソートされます
昇順/降順 をトグルで入替(クリックするごとに変わります)

申請書提出欄にある申請書アップロード場所から申請書（指定のファイル形式）を
アップロードします。

①

②
③

1. 申請画面で、提出前の確認事項「申込書の添付を確認しました。」の□に✔を入れると、
「提出」ボタンの色が有効になります。☑した後、「提出」をクリックしてください。

2.「提出」後にシステムから申請受付完了のメールが自動で送信され、申請完了となります。
メールが届かない場合は、公募を行っている事務局連絡先へお問合せください。

提出前の確認事項

提出前の確認事項□に✔を入れると、「提出」が有効に変化

一旦「提出」状態が「申請書提出済」の申請は編集ができません。
編集や添付した申請書の差替えが必要な場合は、応募の事務局へお問合せください。

申請一覧



申請
申請書提出（続）

希に[所内対応者email]の箇所で、「TLDが見つからない」旨のメッセージが表示されることがあります。
空白文字、文字コードの違い等が 疑われるので、一度ノートパッドなどテキストエディタ上でメールアドレスを記入し、
それをコピーペーストしてみて頂くようお願い致します。

システムが提出を受理すると、5分以内に自動で申請受付完了メールが届きます。
メールが届かない場合は、募集機関の事務局（下記問い合わせ窓口（問合せ先)
にご連絡下さい。

申請書に不備がある場合、事務局から差戻しの指示が出ることがあります。
差し戻しの指示があった場合、状況欄が 「申請書提出済」から 「申請書差戻し」に変
わり、再び編集が出来るようになります。
指摘事項を修正のうえ、再度「申請書提出」をお願い致します。

※応募締切日以降の「申請書差戻」に対応する場合に、「一時保存」すると「提出」で
きなくなります。
「一時保存」してしまった場合は、事務局にメールで連絡してください。事務局が「申請
書差戻」処理後、「提出」できるようになります。

申請課題の確認
提出した申請は、申請一覧から確認できます。
提出した申請の状態(ステータス)が、「申請書提出済」となっていることを必ず確認してください。
状態が「申請書一時保存」となっている課題は、申請書提出が完了していません。

一時保存した申請もこちらで確認できます。
一時保存したテータを編集する場合は、申請番号をクリックしてください。

申請番号
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事務局へ問合せするケース（問合せ先メールアドレスは2ページ参照）
・「申請書提出後」にメールが届かない場合
・「申請書提出後」申請内容を変更する場合
・ ・応募締切日以降、「申請書差戻」後に「一時保存」し「提出」できなくなった場合

システム管理者へ問合せするケース（問合せ先メールアドレスは2ページ参照）
・利用者登録したのにログインできない場合



受理後の操作
課題番号・審査結果・配分額の確認
申請書が受理されると、審査が進行します。
審査が終了すると、事務担当者よりBCCにより審査完了の一斉通知のメールが届きます。
JROIS2にログインし、
申請一覧にて審査結果（採択/不採択）を確認したい申請IDの「状況」を確認します。

申請IDをクリックし、課題番号・審査結果・配分額等をご確認下さい。
また、事務局からの通知メールに、事務局添付ファイルを確認する旨記述がある場合には、
事務局用欄の添付ファイルをクリックしてください。
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事務局からの通知メールに事務局添付ファイ
ル欄を確認する旨記述がある場合には、
事務局欄の添付ファイルをクリックしてください。

申請番号

通知メールに指示がある場合には、
申請IDをクリックして、配分額等を
確認してください。

課題番号・審査結果・配分額などを
確認できます。
添付ファイルを確認する場合は、
申請一覧に戻って該当ファイルをクリッ
クしてください。



成果報告
申請ID選択
成果報告する場合は、申請一覧（該当年度をクリック）中の報告対象の申請IDを
クリックしてください。

申請ID

成果報告書のアップロード
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各機関指定のファイル形式で報告書を作成して報告書欄にアプロードします。
文科省の調査項目に関してのご回答をお願い致します。
（回答欄が表示されていない場合は無視してください。）

報告書提出欄

報告書アップロード
1. 「アップロードボタン 」をクリックすると、
下の画面になります。

①「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、下の画
面となります。②「送信」してください。

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

①

③

②

報告書をアップロード後、[提出]をクリックします。
「提出」後にシステムから報告書受付完了のメールが自動で送信され、提出完了となります。
メールが届かない場合は、公募を行っている事務局連絡先へお問合せください。
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