
１.新規ユーザー登録（初めて利用する場合）

各研究所HPの共同利用概要等からのリンクの
場合このページをスキップすることもあります。



①ログイン画面上部のNew User
をクリック



②記入事項を入力し、下段の
「Go」をクリックし、内容を確認の
上で、「Register」をクリック

※照会先機関は基礎生物学研究所を選択し
て下さい。

※"Go"を押すと個人情報の取扱い

についての規定への同意が求めら
れますので、ご確認の上、ご同意い
ただける場合は "Register"を押してく
ださい。



③登録したメールアドレスに申請を
受理した旨のメールが届きます。
メールをご確認下さい。

事務担当による確認と新規アカウント
作成を行いますので、通常1‐2日程度

（休日を除く）お待ち頂くことになります
ので、ユーザー登録の申請は早めにお
願いします。



④事務担当者によるユーザー登録の
承認が済むとパスワード設定の案内
がメールで届きますので、表示された
ＵＲＬより設定画面を表示してください。

ご登録のメールアドレスがusernameとなります。



⑤パスワードを設定してください。

この表示でパスワード変更が完了です。
続けて「My Page」から共同利用申請の入

力が可能です（申請（基本）以下をご参照
下さい）。終了される場合は、ログアウトし
て下さい。



①ログイン画面でＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力する。

ご登録のメールアドレス

変更後のパスワード



②緑色バーをクリックすると
登録したメールアドレスに
認証キーが届きます

認証キーをコピーして下さい。

システムの安全のために
二重認証システムとなっ
ています。



③認証キーを入力し、ＯＫボタン
をクリックするとMy Pageが表示
されます

（申請方法等の詳細については、
申請（基本）及び入力例をご参
照下さい）



２．申請（基本）

My Page の"new application"をクリックしてください



基礎生物学研究所を選択した後、申請様式（カテゴリー）を選択してください

※申請様式（カテゴリー）は9項目あります。

表示されていない項目はスクロールバーで
スクロールして選択してください



申請様式を入力してください

※申請様式はそれぞれ内容が異なり、申請基本情報、組織、研究内容、研究業績等のタブで
構成されています。

タブ

入力中に時々「Save App.」を押して一次保存してください。

１時間以上操作がない場合はセッションタイムアウトとなり
ますので、ご注意ください。



詳細１－１／申請基本情報タブの入力

※申請様式はそれぞれ内容が異なり、申請基本情報、組織、研究内容、研究業績等のタブで
構成されています。

入力する言語を選択してください 申請者（代表者）のアカウントを
選択してください（詳細１－２参
照）

所内対応者のアカウントを選択し
てください（詳細１－２参照）

所属長による承認について、所属長の
職名、氏名、承認を得た日付をご記入く
ださい



詳細１－２／申請者（代表者）、所内対応者の入力

研究者の入力はデータベースからの検
索又は新規登録により行います。

検索の場合は、上段に入力した内容に該当する
研究者が３人以内になると下段に表示されます。
（新規登録の場合は次ページ）

申請者（代表者）はログインユーザーのアカウン
トしか選択できません。



詳細１－３／研究者の新規登録

新規登録の場合は、個人情報の取扱い
について、ご確認の上、ご同意いただく
必要があります。

*印の項目は必須事項になります



詳細２－１／組織タブの入力（重点共同利用研究、モデル生物・技術開発共同利用研究、生物遺伝
資源新規保存技術開発共同利用研究、研究会、トレーニングコース）

代表者、所内対応者以外に分担者として参加する研究者がいる場合は、"add row"で追加してくだ
さい。



詳細２－２／組織タブの入力（個別共同利用研究，統合ゲノミクス共同利用研究，統合イメージング
共同利用研究，大型スペクトログラフ共同利用実験）

分担者がいる場合は"add row"で追加してください。また、代表者、分担者の来所日程をご記入くだ
さい。来所が複数回になる場合には、日程(宿泊数、滞在日数）ごとに回数を記入してください。異な
る日程を記載する場合には、"＋"で行を追加、"－"で行を削除できます。

申込時点で氏名未定の分担者の参加を予定している場合は特記事項の欄に記入してください。



詳細３／研究業績タブの入力
主要な研究論文をご記入ください。"＋"で行を追加、"－"で行を削除できます。また、基生研共同

利用研究の成果論文には成果の欄にチェックを入力してください。



詳細４／図表・別紙タブの入力

図表や画像を使用したい場合は、図表・別紙のタブよりアップロードしてください。複数の場合は
"add row"で追加できます（５点以内としてください）。

また、JPEG等は極力使用せず、PDFを作成して添付してください。
"Image  layout"で１ページに収める図表の数を選択できます。



詳細５－１／申請書の提出（Submit）
すべてのタブで必要事項の入力が完了しましたら、"Submit App"をクリックしてください。確認を求

めるダイアログが表示されますが、ＯＫを押せば完了です。



詳細５－２／My PageからSubmit
SubmitはMy Page からでも可能です。"submit"をクリックすると下段のようなダイアログが表示され

ますので、ＯＫを押してください
※申請が完了すれば、My PageのSTの項目が"ed"から"su"に変わります。なお、submit後も申込期
限までは申請書の変更は可能です。

edit              編集
submit         提出
withdraw     取下げ



＊補足 submitすると提案代表者及び所内対応者に申請を受付けた旨の通知メールが届きます

公募期間内であれば、マイページで
"edit"をクリックすることにより、再編集
可能です。



詳細６／申請書のpdf出力
入力した申請書はDownload PDFからファイル出力が可能ですので、適宜ご活用下さい。



＊補足 申込みにあたっては、必ず基生研ＨＰの公募要項等をご確認ください



NOUSによる申請及び基生研の共同利用研究に関して、ご不明な点等ありましたら、以下の担当係
までお気軽にお問い合わせください。

（担当係）
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
岡崎統合事務センター
総務部国際研究協力課共同利用係

〒４４４－８５８５
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８
電話 （０５６４）５５－７１３３
FAX      （０５６４）５５－７１１９

e‐mail  r7133@orion.ac.jp 



３－１入力例／重点共同利用研究
申請基本情報タブ

①
②
③
④
①

⑤

⑥

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１－２を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択

④研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択

⑥字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

⑤共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択



３－１入力例／重点共同利用研究
組織タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-1をご覧ください。



字数制限テキスト入力の項目は上限
を超えないようにカウンタの数字を確
認する

３－１入力例／重点共同利用研究
研究内容 – 1 タブ

①

①新規申請の場合はこれまでの研
究経過と準備状況，継続申請の場
合は継続の必要性とこれまでの研究
成果を記入する



３－１入力例／重点共同利用研究
研究内容 – 2 タブ

①旅費，消耗品費，その他印刷製本
費等について千円単位で記入する）

②（ア）～（ク）の項目について該当
の有無をチェック

①

②

自動計算



３－１入力例／重点共同利用研究
研究業績タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細３をご覧ください。



３－１入力例／重点共同利用研究
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
申請基本情報タブ

①

②研究課題名はテキスト入力

②

③
④

⑤

①

⑥

④研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択

⑤共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

⑥字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

③前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択

長



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
組織タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細２-1をご覧ください。



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
研究内容 – 1 タブ

字数制限テキスト入力の項目は上限
を超えないようにカウンタの数字を確
認する

①新規申請の場合はこれまでの研
究経過と準備状況，継続申請の場
合は継続の必要性とこれまでの研究
成果を記入する

①



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
研究内容 – 2 タブ

①旅費，消耗品費，その他印刷製本
費等について千円単位で記入する）

②（ア）～（ク）の項目について該当
の有無をチェック

自動計算

①

②



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
研究業績タブ 入力方法の詳細は「２．申請（基本）

の詳細３をご覧ください。



３－２入力例／モデル生物・技術開発共同利用研究
図表・別紙タブ 入力方法の詳細は「２．申請（基本）

の詳細４をご覧ください。



３－３入力例／個別共同利用研究
申請基本情報タブ

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択

⑥字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

①
②
③
④
①

⑤

⑥

⑤共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択

④研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択



３－３入力例／個別共同利用研究
組織タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-２をご覧ください。



３－３入力例／個別共同利用研究
研究内容タブ

②

①

①新規申請の場合はこれまでの研
究経過と準備状況，継続申請の場
合は継続の必要性とこれまでの研究
成果を記入する



３－３入力例／個別共同利用研究
研究業績タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細３をご覧ください。



３－３入力例／個別共同利用研究
図表・別紙タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細４をご覧ください。



３－４入力例／統合ゲノミクス共同利用研究
申請基本情報タブ

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③カテゴリーを選択して片方もしくは
両方にチェックを入れる

⑦字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

①
②
③
④
⑤
①

⑥

⑦

⑤研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択

⑥共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択

長

④前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択



３－４入力例／統合ゲノミクス共同利用研究
組織タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-２をご覧ください。



３－４入力例／統合ゲノミクス共同利用研究
研究内容タブ

②

①

①新規申請の場合はこれまでの研
究経過と準備状況，継続申請の場
合は継続の必要性とこれまでの研究
成果を記入する



３－４入力例／統合ゲノミクス共同利用研究
研究業績タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細３をご覧ください。



３－４入力例／統合ゲノミクス共同利用研究
図表・別紙タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細４をご覧ください。



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
申請基本情報タブ

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③カテゴリーを選択して片方もしくは
両方にチェックを入れる

⑦字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

①
②

③

④
⑤
①

⑥

⑦

⑤研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択

⑥共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択

④前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
組織タブ 入力方法の詳細は「２.申請（基本）」

の詳細２-２をご覧ください。



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
研究内容タブⅰ

①申請基本情報タブのカテゴリーで
Bを選択した場合、表示される
□にチェックを入れる

①

②

②新規申請の場合はこれまでの研
究経過と準備状況，継続申請の場
合は継続の必要性とこれまでの研究
成果を記入する

②



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
研究内容タブⅰ

（ア）～（ク）の項目について該当の
有無をチェック



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
研究業績タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細３をご覧ください。



３－５入力例／統合イメージング共同利用研究
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
申請基本情報タブ

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③実験課題の該当番号を選択して
チェックを入れる

①

①

②

③

④

④共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
申請基本情報タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２－２をご覧ください。



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
実験内容‐1 タブ

新規申請の場合はこれまでの研究
経過と準備状況，継続申請の場合
は継続の必要性とこれまでの研究成
果を記入する



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
実験内容‐2 タブ

①テキスト入力①

②
②（ア）～（ク）の項目について
該当の有無をチェック

③

③必要な備品･消耗品がある場
合に記入する



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
研究業績タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細３をご覧ください。



３－６入力例／大型スペクトログラフ共同利用実験
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
申請基本情報タブ

①

②
③
④
①

⑤

⑥

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究課題名はテキスト入力

③研究期間の開始日と終了日はカ
レンダーより選択

⑥字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

④前年度以前から継続して申請する
場合は開始年度をドロップダウンより
選択

⑤共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
組織タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-１をご覧ください。



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
研究内容タブⅰ

新規申請の場合はこれまでの研究
経過と準備状況，継続申請の場合
は継続の必要性とこれまでの研究成
果を記入する



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
研究内容タブⅱ

（ア）～（ク）の項目について該当の
有無をチェック



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
研究業績タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細３をご覧ください。



３－７入力例／生物遺伝資源保存技術開発共同利用研究
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



３－８入力例／研究会
申請基本情報タブ

①
②

③

④
①

⑤

③

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②研究会の研究課題名はテキスト入
力

③字数制限テキスト入力の項目は上
限を超えないようにカウンタの数字を
確認する

⑤共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択

④開催希望年月日の開始日と終了
日はカレンダーより選択（３日以内）



３－８入力例／研究会
発表予定者タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-1をご覧ください。



３－８入力例／研究会
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



３－９入力例／トレーニングコース
申請基本情報タブ

①代表者及び所内対応者は研究者
検索機能から入力（入力方法は「２.
申請（基本）」の詳細１を参照）

②トレーニングコース題目はテキスト
入力

①

②

③

④

③開催希望年月日の開始日と終了
日はカレンダーより選択（３日以内）

④共同利用研究を申込むにあたり、
承認を得た所属長の職名及び氏名
を入力する

承認を得た日付はカレンダーより選
択



３－９入力例／トレーニングコース
組織タブ

入力方法の詳細は「２.申請（基本）」
の詳細２-１をご覧ください。



３－９入力例／トレーニングコース
実施内容タブ



３－９入力例／トレーニングコース
実施内容タブ

①

②

①実習に関する消耗品費について
の内訳を記入する

②講師及び補助者の旅費について
記入する

※①②の合計は５０万円を上限とする



３－９入力例／トレーニングコース
図表・別紙タブ

入力方法の詳細は「２．申請（基本）」
の詳細４をご覧ください。



４．継続申請
実施中の研究課題を次年度も継続して申請する場合、"continue"の機能を使用することで申請内容

入力の負担を軽減できます。

※注意※ 継続申請は次年度の申請受付期間中のみ操作可能です。

My Pageの採択済課題に表示されている課題のうち、継続申請する課題につい
て、"continue"のボタンを押してください。ボタンを押すとポップアップで継続申請
することの確認が表示されますので、OKを押してください。



その後、次年度の申請画面が表示されます。

前年度の申請と同じ内容が記載された状態となっていますので、研究期間や所属長による承認の
日付は更新の必要があり、研究内容も既に実施中の研究の状況に応じて更新していただく必要があ
ります。
前年度の申請内容を変更せずに申請することのないよう、ご注意ください。
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