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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 「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。
② 「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、ログイン前は

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。
③ 「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。
④ 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。
未入力の場合、エラーとなりますので注意ください。
⑤ 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。
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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最初に表示される画面です。
［ポータルページ］
（国立遺伝学研究所用）

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 の新規利用者情報登録
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 システムに関するお知らせ
３－１．JROIS の新規利用者情報登録
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
4

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

1

ログイン情報

1-1

メールアドレス

内容

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、登録が完
「新規利用者登録情報確認」
了しません。必ず確定の前に、
画面でメールアドレスに誤りがないことを再確認してく
ださい。

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す。

1-3

科研費申請時の研究者番号

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」にチェックし本
項目は未入力としてください。
）
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2

個人情報

2-1

姓／名

氏名を姓と名に分けて入力します。

2-2

姓／名（フリガナ）

氏名のフリガナをカタカナで姓と名に分けて入力します。

2-3

姓／名（ローマ字）

氏名をローマ字で姓と名に分けて入力します。

2-4

誕生年（西暦）／誕生月

誕生日を年（西暦）
、月にわけて入力します。

2-5

性別

性別を選択します。

2-6

所属機関の所在国

海外の場合は、所属されている機関の国名を入力します。

2-7

所属機関類別

所属されている機関の類別をプルダウンリストから選択
します。

2-8

所属機関

所属機関名を入力します。一部を入力すると入力候補が欄
下に表示されます。
（候補が出ない場合、及び海外機関の場
合は大文字で「OTHER」と入力してください。するとその
下の【その他所属機関】欄が入力可能になりますので、所
属機関名を入力してください。
）
（注）候補が出ない場合「所属機関」欄に実際の機関名は
入力しないでください。エラーとなって登録が完了しませ
ん。

2-9

所属部局

所属機関の部局名を入力します。

2-10

役職名

所属機関での役職名を入力します。（学生の場合は大学院
生・学部生のいずれかを入力してください。
）

必要事項を入力後、確認ボタンを押下すると「新規利用者情報確認」画面に移動します。入力内
容に誤りがないことを確認後、登録ボタンを押下するとシステムから新規利用者情報登録完了用
メールが自動送信されます。このメールに記載されている URL をクリックすることで利用者登録
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］
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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識別番号で、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、新規利用者情報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、利用者情報画面にて登録情報の変更をお願いします。
《パスワード／ログイン ID を忘れた場合》
ポータルページから「申請システムログイン」をクリックしてログイン画面に移動。

①
②
① パスワードを忘れた場合
「パスワード再設定入力」画面にて登録しているメールアドレスを入力し、送信ボタンをク
リックしてください。パスワード再設定用 URL が記載されたメールが届きますので、そち
らからパスワードの再設定が可能です。

② ログイン ID を忘れた場合
「ログイン ID 通知依頼」画面にて登録しているメールアドレスを入力し、
「ID 通知メールを送
信」ボタンをクリックしてください。ログイン ID がメールで通知されます。
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４．ホームページ
ポータルページから JROIS にログインした際に表示される画面です。
[ホームページ画面]

①

④
⑤
5

②
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[申請課題一覧画面]

③

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（
「申請登録」ボタンから申請情報登録）
③ ご自身が参加されている申請課題の情報確認
・申請課題一覧の「年度」又は「研究種別」欄付近をクリックすると課題代表者、所内受入教
員、申請額、申請状況等を確認できます。
・課題名をクリックすると当該課題の「申請情報詳細表示」画面に移動します。
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。
最大 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]
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[お知らせ内容画面]

それぞれのお知らせは、スクロールして全文を読むことができます。
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。
異動等により登録情報に変更が生じた場合は、画面下部の「変更」ボタンをクリックすると「利
用者情報更新入力」画面に移動しますので、情報を更新後、「入力内容の確認」ボタンをクリッ
クしてください。更新箇所が緑色にハイライトされますので、確認後「更新」ボタンをクリック
してください。
[利用者情報画面]

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（2 回）を入力後、
「変更」ボタンをクリックしてくださ
い。
パスワードの変更は即時反映されますのでご注意ください。
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[パスワード変更画面]

５．研究代表者向け機能
５－１．課題の申請
共同研究・研究会の課題申請を行います。
課題の申請は、ホームページの「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、申請情報登録の手引きをダウンロードすることができます。
[ホームページ画面]

クリックして申請
クリックして「申請情報登録の手引き」をダウンロード
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[申請情報登録画面]

①

②

申請入力の際、入力が 24 時間以上ない場合
は、自動的にログアウトします。入力を中断
する際は「一時保存」を実施してください。

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。
表２．申請情報
項番

項目

内容

1

申請課題内容

1-1

年度

申請年度が自動表示されます。

1-2

新規・継続の区分

申請する課題について選択します。

1-3

継続の場合、研究初年度西

上記項目で継続課題の場合は、研究初年度を西暦で入力し

暦

ます。

1-4

研究種別

申請課題の研究種別が自動表示されます。

1-5

研究課題名（和名）

申請課題名を日本語で入力します。

1-6

研究課題名（英名）

申請課題名を英語で入力します。

1-7

共同研究の目的

共同研究の目的を具体的に入力します。

1-8

期待される研究成果

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。

1-9

共同研究の計画・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。

1-10

共同研究の必要性

共同研究の必要性を具体的に入力します。

1-11

画像のアップロード

研究目的、計画、方法等の説明に画像を用いる場合は、こ
こからアップロードします。
＊「ファイル選択」で画像を選択し、「決定」を押下。

1-12

その他付記する事項

共同研究に当たっての希望などがあれば入力します。

※研究会は「参加予定者」

研究会の場合は参加予定者の氏名、所属機関名、所属部局
名、職名を入力します。
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1-13

共同研究(A)再審査希望

共同研究(A)として再審査を希望する場合は「あり」にチェ

※共同研究 B、国際共同研究のみ

ックを入れてください。

1-14

遺伝子組換え実験の有無

ありの場合は遺伝研実験責任者氏名を入力

1-15

動物実験の有無

ありの場合は遺伝研実験責任者氏名を入力の上、所外研究
者による動物実験の予定がある場合は「あり」にチェック
を入れてください。

1-16

アイソトープ使用の有無

使用予定がある場合は「あり」にチェックを入れてくださ
い。

2

研究参加者等
共同研究代表（申請）者

2-1

所属機関名

申請者の所属機関が自動表示されます。

2-2

部局名・学部名

申請者の所属部局名が自動表示されます。

2-3

役職名

申請者の役職名が自動表示されます。

2-4

氏名

申請者の氏名が自動表示されます。

2-5

メールアドレス

申請者のメールアドレスが自動表示されます。

2-6

研究代表者の研究業績

申請者の研究業績を入力します。

※共同研究(B)のみ

※「追加」ボタンをクリックすると入力欄が追加されます。

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、事前に本人の承

※共同研究(A)・
（B）
・国際共同研

認を得るようにしてください。申請情報を入力後、
「提出」

究のみ

ボタンを押下すると、参加承諾依頼メール（分担者承諾用）

3

が共同研究者に自動送信されます。JROIS への利用者情報
登録が済んでいない共同研究者には「新規利用者情報登録
依頼メール」も併せて送信されます。
＊「追加」ボタンをクリックすると入力欄が追加されます。
【注意】共同研究者がいない場合は、氏名欄にスペース、
メールアドレス欄に aaa@nig.ac.jp を入力ください。空欄
だとエラーになります。
3-1

氏名（姓／名）

共同研究（予定）者の氏名を姓と名に分けて入力します。

3-2

メールアドレス

共同研究（予定）者のメールアドレスを入力します。
＊誤ったアドレスを入力すると参加承諾依頼通知が送信
されませんので、誤りのないようにご注意願います。

4

「国立遺伝学研究所内共同研究者」の代表

4-1

氏名

遺伝研受入教員の氏名を姓と名に分けて入力します。

4-2

メールアドレス

遺伝研受入教員のメールアドレスを入力します。
「提出」ボタンを押下すると、参加承諾依頼メール（受入
教員承認用）が受入教員に自動送信されます。

5

所要経費

5-1

内訳

所要経費の内訳（旅費／研究費）を選択します。

5-2

内容

所要経費の内容を記入します。
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5-3

単価

所要経費の単価を入力します。

5-4

数量（回数）

研究費の場合は数量を、旅費の場合は来所回数を入力しま
す。

5-5

小計

入力された単価と数量（回数）により自動で計算され表示
されます。

5-6

備考（旅費の場合は氏名）

経費に関する備考を入力します。旅費の場合は該当する来
所者の氏名を入力します。

5-7
5-8

合計

内訳ごと（研究費／旅費）の合計が自動で計算され表示さ

※共同研究 B のみ

れます。

申請総額

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。

（所要経費見込総額）

（注）手入力で金額を変更しないでください。エラーとな
る場合があります。

所要経費（A 申請）

「共同研究 A 再審査希望」欄で「あり」にチェックを入れ

※共同研究 B,国際共同研究のみ

た場合は、共同研究(A)の場合の申請額を入力します。

他の主な研究資金の受入有

申請課題に関連する研究に対する、他の助成状況の有無を

無

指定します。

5-11

資金制度・研究費名

「あり」の場合、入力します。

5-12

研究課題名（研究期間）

「あり」の場合、入力します。

5-13

他資金の採択額

「あり」の場合、入力します。

5-9
5-10

① 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ください。
② 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
でご注意ください。
一時保存をした課題を更新する際は、ご自身のホームページの「申請課題の一覧」から課題
名をクリックしてください。
「申請更新画面」に移動し、申請情報の更新、提出ができます。提
出後の申請情報の変更はできません。
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［申請更新画面］

③

※「提出」ボタンを押下すると申請する課題の共同研究者として入力した方に、JROIS から
参加承諾依頼のメールが自動送信されます。共同研究者の方は、JROIS から送信されたメー
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。
（承諾した方は「参加承諾済」チェックボックスにチェックが入ります。
）
[送信メール例]
XXXXX 様
国立遺伝学研究所共同利用・共同研究高度化支援システム JROIS
（Joint-Research On-line Integrated System）です。
本メールは NIG-JOINT への参加承諾をされていない方に送信しております。
このたび国立遺伝学研究所が募集する「NIG-JOINT2021」において、
研究課題名／研究会名：「※※※※※※※※※」
研究代表者／研究会代表者：※※※※※※
の共同研究者／研究会参加者として登録されました。
共同研究者／研究会参加者となることを承諾する場合は、次の URL をクリックしてください。
（クリックして「参加研究者情報の更新が完了しました」のメッセージが
表示され、承諾完了となります。
）
https://jrois.rois.ac.jp/rois-dev/Rois/public/NIG･･･
ご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください。

もし共同研究（予定）者が JROIS に利用者情報登録を済ませていなかった場合には、新規利
用者情報登録依頼メールも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
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いただきますようお願いいたします。
[送信メール例]
XXXXX 様
国立遺伝学研究所共同利用・共同研究高度化支援システム JROIS
（Joint-Research On-line Integrated System）です。
本メールは JROIS に利用者情報登録をされていない方に送信しております。
このたび国立遺伝学研究所が募集する「NIG-JOINT2021」において、
研究課題名／研究会名：「※※※※※※※※※」
研究代表者／研究会代表者：※※※※※※
の共同研究者／研究会参加者として登録されましたが、共同研究者/研究会参加者も JROIS への利用
者情報登録が必須となります。
つきましては、以下の URL より JROIS への新規利用者情報登録をしていただきますようお願いいた
します。
https://jrois.rois.ac.jp/rois-dev/Rois/public/NIG･･･

③ 課題削除
課題削除は申請を提出するまで可能です。提出後であっても、遺伝研事務より「差し戻
し」された場合も可能です。
申請が受理されると JROIS より「申請受理通知」メールが代表者宛に送信されます。JROIS
にログインし、ホームページの課題一覧の「申請状況」の項目が「受理」となっていることを
確認してください。

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。一時保存している課題も反映されます。
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[申請課題一覧画面]

課題一覧の年度、あるいは研究種別付近をクリックすると、以下のとおり申請課題の詳細情報や、
申請状況を確認することができます。

17

[申請課題の詳細情報表示画面]
「申請課題の一覧」にて提出済みの申請課題の課題名をクリックすると「申請情報詳細表示」画
面に移動します。

提出した申請課題の申請情報詳細表示画面では、申請情報を確認することができます。
また、
「申請情報ダウンロード」ボタンを押下することで、申請書を PDF にダウンロードする
ことが可能です。
共同研究者/研究会参加者が JROIS への利用者情報登録を済ませている場合は、当該研究者の
所属・職名が申請書 PDF に反映されています。氏名しか記載がない方は JROIS への利用者情
報が未登録となりますので、登録いただくようお取り計らいをお願いいたします。
一時保存した課題の課題名をクリックすると、「申請更新」画面に移動します。必要事項の入
力完了後、
「提出」ボタンをクリックして課題を提出してください。
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５－３．課題の再提出
遺伝研事務にて申請受理後、修正が必要として申請課題が「差戻し」された場合には、JROIS
から「申請差戻しメール」が送信されます。併せて遺伝研事務より修正箇所についてメールにて
別途連絡を差し上げますので、指摘された箇所を修正して再度「提出」をしてください。
５－４．採択後の研究組織の変更申請（共同研究者/研究会参加者の追加、削除）
採択後に研究組織を変更する場合、及び研究会参加者を登録する場合は、課題代表者が「共同研
クリックして「共同研究者変更申請」画面に移動

究者変更申請」画面から変更申請を行ってください。
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［共同研究者変更申請画面］
この画面で共同研究者の追加や削除が可能です。また、研究会の場合は採択後、参加者が確定次第、
この画面から参加者の登録をしてください。※所内受入教員も申請可能。

①追加者の氏名、メールアドレス、追加理由を入力後「追加」ボタンをクリック

削除者にチェックを入れて
更新ボタンを押下

②追加者の情報が反映されていることを確認して「更新」ボタンをクリック

※追加された共同研究者／研究会参加者には「参加承諾依頼」メールが JROIS より自動送信されま
す。追加登録された方はメールに記載されている URL をクリックすることで、課題に参加すること
を承諾します。また、追加された共同研究者／研究会参加者が JROIS の利用者情報登録を済ませて
いない場合は、
「新規利用者情報登録依頼」メールも送信されます。
５－５．実施後の報告
共同研究については翌年度４月末日まで、研究会については終了後 30 日以内に実施報告書を
JROIS から提出してください。
［申請情報詳細表示画面］
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［実施報告登録画面］
以下の画面にて必要事項を入力の上、提出してください。

①

②

登録された共同研究者が自動表示されます。

① 一時保存
入力した内容を一時保存することができます。一時保存した報告書の編集を行うには申請情報詳
細表示画面の「実施報告表示」ボタンをクリックして「実施報告表示」画面に移動してください。
画面上部の「編集」ボタンをクリックすると「実施報告登録」画面に移動し、内容の編集が可能とな
ります。
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［実施報告表示画面］

「編集」ボタンをクリックすると「実施報告登録」画面
に移動し、編集可能になります。

登録された共同研究者が自動表示されます。

② 提出
必要事項を入力後、
「提出」ボタンをクリックして提出してください。
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６．推奨環境について
本システムをご利用いただくため、下記環境を推奨しています。
※推奨環境下のご利用でも、
OS とブラウザの組み合わせ、ブラウザの設定状況によっては表示、
機能に不具合が起こる可能性がございます。予めご了承ください。
＜OS・ブラウザ＞
Windows
・Internet Explorer 11
・Microsoft Edge 最新版
・Firefox 最新版
・Google Chrome 最新版
macOS
・Safari 最新版

７．メール受信設定について
JROIS からのメールを受信できない場合は「admin@m-jrois.rois.ac.jp」からのメールを受信で
きるようにメーラーの設定をお願いいたします。
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1. Introduction
The system (hereinafter referred to as “JROIS”) is designed to streamline internal research support
functions as well as enhance the convenience of procedures carried out by researchers for a series of
operations consisting of proposals, reviews, reporting of results, and analysis and evaluation of usage with
respect to joint usage and joint research at the Research Organization of Information and Systems (ROIS).
As an inter-university research institute corporation, we promote joint usage and joint research and
welcome applications through five affiliated institutions (1 through 5 below). Visit our website
(https://www.rois.ac.jp/research/coop.html) for more information.
１）National Institute of Polar Research
２）National Institute of Informatics
３）The Institute of Statistical Mathematics
４）National Institute of Genetics
５）Joint Support-Center for Data Science Research (ROIS-DS)
This manual contains information that is common to all of our open calls for applications. As the contents
of and expressions relating to these open calls vary in certain respects among the aforementioned
institutions, you are urged to refer to the application guidelines put forth by each institution when submitting
an actual application.
* Screenshots of pages and screens under development may be presented from time to time herein. Note
that these may differ from the actual pages and screens that would be seen in some cases.

2. Common contents in JROIS（These are all the same within ROIS）
① Enter the date
Click the calendar icon

in the date entry field to display a calendar. Click a date in the displayed

calendar to set the date in the entry field
②

“Add” button
Click to add an item at the top of the “Add” button.

③ “Back” button
Click the “Back” button to return to the previous page from the currently displayed page.
Click
at the top of the page to return to the portal page (before login) or the home page (after login
④

“Confirm” Button
Click the “Confirm” button to display the confirmation screen where the information you have entered
will be presented. If the information displayed is correct, click the “Registration” button to finalize the
registration of your information.

⑤ Required items
Items on the entry screen marked with a

must be filled out.

Failure to fill out a required item will result in an error.
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⑥ Entry error display
If you have made an entry error, an error message will be displayed at the top of the page. Any item
not entered correctly will be shown in pink with an accompanying error message.

3. Portal Page（created for each institution accepting applications）
This is the page that is first displayed when you access the system.

①
②

③

④
⑤

⑥
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［Portal page］
（For National Institute of Genetics）
You can do the following from the portal page:
① Switching display language (between Japanese and English)
② Log in to JROIS
③ Registration
④ Download manual
⑤ Link to the Guidance page of NIG-JOINT
⑥ System notice
3-1. New user registration for JROIS
You will need to register as a user to use JROIS. When using JROIS for the first time, register from the
“Registration” section on the portal page of the relevant institution. Since user information is used on a
shared basis within our organization, you will not need to register again once you have registered.
[New user registration]
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Items to be entered as login information are as follows:
Table 1. Login information
Item no.

Item

1

Logon information

1-1

Email address

Contents
Enter your contact email address.
Warning: If you enter your email address incorrectly, you will
not receive a “Completion of registration” email and your
registration will not be completed. Make sure that your email
address is correct by verifying it on the “Confirm new user
registration information” screen prior to finalizing this process.

1-2

Pass word

Enter a login password

1-3

Researcher ID

Enter your Researcher ID, which is the identifier that will

(for KAKENHI)

constitute your Login ID. (If you do not have a Researcher ID,
check the box corresponding to “I do not have a Researcher
ID” and leave this field blank.

2

Personal information

2-1

Family/Last Name,

Enter your name (last name in the field on the left and first name

Given/First(+middle)

in the field on the right).

Name
2-2

Not required

Leave it blank

2-3

Not required

Leave it blank

2-4

Birth year／Birth month

Enter your date of birth (year and month).

2-5

Gender

Select a Gender

2-6

Country (or Region)

If you are based overseas, enter the name of the country in which
the institution to which you belong is situated.

2-7

Institution category

Select the type of institution to which you belong from the
pulldown menu.

2-8

Name of Institution

Enter the name of the institution to which you belong. By

(If you do not read/write

entering a part of the name, suggestions for possible matches

Japanese, please enter

will be displayed underneath the field. (If no suggestions are

“OTHER” in uppercase.

generated or if your institution is based overseas, enter
“OTHER” in uppercase letters to enable you to fill out the field
below (Name of Institution (in case you enter “OTHER”
above.)). Enter the name of the institution to which you belong
in the “(Name of Institution (in case you enter “OTHER”
above” field.)
Note: If no suggestion is generated, do not enter the actual name
of your institution in the “Name of institution (If you do not
read/write Japanese, pkease enter “OTHER” in uppercase)” field.
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Failure to comply will result in an error and prevent you from
completing your registration.
2-9

Name of Institution

Enter the name of your department in the institution to which you

(in case you enter

belong.

“OTHER” above.)
2-10

Position

Enter the name of your position in the institution to which you
belong.
(If you are a student, input Graduate Student or Undergraduate
Student.)

After filling out all required items, click the “Confirm” button to bring up the “Confirm new user registration
information” screen. After confirming that the information you have entered is correct, click the
“Registration” button. A “Completion of registration” email will be automatically sent to you by the system.
At that time, click the URL included in the email to complete the user registration process.

3-2. Login to JROIS
Login to JROIS.
［Login］

①

Click here

②

You can login with either your Researcher ID (or Login ID) or email address.
Your Researcher ID is an identifier specific to each researcher in the e-Rad system and was previously known
as a scientific research grant-in-aid number. If you do not have a Researcher ID, the ID generated for you by
the system when you registered as a new user will serve as your Login ID.
* If you obtain a Researcher ID after you register as a user, you should update your user information via the
“User information” screen.
<If you forget your password or Login ID>
Click “Login” from the portal page to bring up the login screen.
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① If you forget your password
Enter your registered email address in the “Reset password” screen and click the “Submit” button to
have an email sent to you. Your password can be reset by clicking the URL for resetting your password
as included in this email.

② If you forget your Login ID
Enter your registered email address in the “Application for Researcher ID notification” screen and click
the “Send ID notification email” button. Your Login ID will be notified to you by email.

8

4. Home Page
This screen is displayed when you login to JROIS from the portal page.

①

④
⑤

②

③

You can do the following from the home page:
① Check system-issued notices.
② Compile a list of collaboration programs (joint research projects for which applications are sought).
(Proposal information can be registered through the “Application registration” button.)
③ Confirm information on proposals in which you are a participant
・Click in the vicinity of the “Fiscal year” or “Research type” field in the “List of your proposals” section
to check the identity of the research leader or budget executive officer, application amount, request
status, and other details pertaining to the proposal in question.
・Click the research theme to bring up the “Application information details” screen for the given proposal.
④ Check and revise your user information.
⑤ Password change
9

[List of your proposals]

4-1. Confirmation of Notice
Notices for users are listed in this section.
Since up to five notices can be displayed, you should click “Show all” if you want to see them all. Click
the title of a notice displayed here to display the contents of the notice. Each notice can be read in full by
scrolling down.
Once the effective period of the notice has lapsed, the notice will no longer be displayed.
[Notice]

4-2. Confirmation and change of user information
Your information as previously registered in the system can be checked.
If registered information has changed due to a personnel transfer or any other change in circumstances,
click the “Change” button at the bottom of the screen to bring up the “User information update input” screen.
After updating the pertinent information, click the “Confirm” button. Updated parts will be highlighted in
10

green. After checking these parts to make sure they have been correctly entered, click the “Update” button.
[User Information]
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4-3. Change of password
You can change your password.
Enter your current password and your new password (twice) before clicking the “Change” button. Note that
a change in your password will take effect immediately.
[Change password]

5. Functionality for research representatives
5-1. Submitting a proposal application
You can submit a proposal application for joint research or a joint research meeting.
To submit a proposal application, click the research type for which you seek to submit an application from
the “List of collaboration program” on the home page to display the “Application registration” button. Click
this button to display the “Registration of the application” screen. You can also download instructions for
registering application information.
[HomePage]

Click to apply
Click to download “Introduction of Registering Application
Information”>
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[Registration of the Application]

②
①

If there are no entries for more than 24 hours during the
application process, you will be automatically logged out
of the system. If you wish to interrupt the application
process, you should click “Save temporarily”.

The items to be entered for the application process and descriptions of these items are as follows. Note that
the items to be entered may differ depending on the type of research for which applications are sought.
Table 2. Application information
Item No.

Item

Contents

1

Application subject contents

1-1

FY

The fiscal year for the application is automatically displayed.

1-2

New project or continuing

Select the proposal for which you wish to submit an application.

project
1-3
1-4

If continuing project, the first

If your proposal is an ongoing project under the above item, enter

FY of the research

the first fiscal year of your research project.

Research type

The type of research for which you are submitting a proposal
application is automatically displayed.

1-5

Research Theme
(In Japanese)

1-6

Research Theme
(In English)

Enter in Japanese the title of the proposal for which you are
submitting an application.
Enter in English the title of the proposal for which you are
submitting an application.
*If there is only English title, please fill in the same title in
“Research Theme (In Japanese)” column as well.
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1-7

Purpose of joint research

Enter the specific purpose of your joint research project.

1-8

Expected research results

Enter the specific results expected from research to be conducted
for the proposal for which you are submitting an application.

1-9

Research plan and method

Enter the specific research plan for the proposal for which you are
submitting an application and the specific method by which it is
to be implemented.

1-10

Necessity of joint research

Describe the necessity of the joint research in specific terms.

1-11

Upload the images (If you

Upload here any images used to describe the purpose of your

want to use the image to

research, the plan that applies to your research, or the method by

explain the research purpose,

which your research will be conducted.

plan, method, etc.)

* Select an image in the “Reference” “section and click “Add”.

Others (Additional request for

Enter any requests you may have regarding the joint research.

the joint research, if any)

* For a joint research meeting, enter the name of any expected

* Joint research meeting

participant, the name of the organization to which he or she

members (planned) in the case

belongs, the name of the department to which he or she belongs,

of a research meeting.

and the name of his or her position.

Request of re-examination as

Check “Yes” if you wish to have your application re-examined as

NIG-JOINT(A)

NIG-JOINT (A).

1-12

1-13

* NIG-JOINT(B), NIGJOINT(I) only
1-14

Involve the experiments of

If “Yes”, enter the name of the NIG principal investigator.

recombinant DNA
1-15

Involve animal experiments

If “Yes”, enter the name of the NIG principal investigator and, if
you are planning to have animal experiments conducted by an
outside researcher, check “Yes”.

1-16

Use of isotope

2

Research members

If you are planning to use isotopes, check “Yes”.

Joint research representative (applicant)
2-1

Organization

The name of the organization to which the applicant belongs is
automatically displayed.

2-2

Department faculty

The name of the department to which the applicant belongs is
automatically displayed.

2-3

Position

The name of the applicant’s position is automatically displayed.

2-4

Name

The name of the applicant is automatically displayed.

2-5

Email address

The applicant’s email address is automatically displayed.

2-6

Research representative’s

Enter the applicant’s research accomplishments.

publication

* Click the “Add” button to add new entry fields.

* NIG-JOINT(B) only
3

Joint research member

If you wish to register someone as a joint research participant,
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(planned)

their approval should be obtained in advance. After the

* NIG-JOINT(A), (B), (I) only

application information has been entered, click the “Submit”

* After a joint research

button to automatically have an email with the subject line

meeting has been adopted,

“Request for accepting participation in NIG-JOINT” (for co-

additional participants should

participant consent) sent to the joint research member. An email

be registered through the

with the subject line “Request for creating a JROIS account”

“Change of

will also be sent to a joint research member who has not yet

collaborators/participants”

registered his or her user information with JROIS.

screen as soon as they have

* Click the “Add” button to add a new entry field.

been confirmed.

Note: If there are no joint research members, enter a space in the
Last name/First name fields and enter aaa@nig.ac.jp in the
“Email address” field. Leaving any of these fields blank will
result in an error.

3-1

Name

Enter the name of the (prospective) joint research member (last

(Last name/First name)

name in the field on the left and first name in the field on the
right).

3-2

Email address

Enter the email address of the (prospective) joint research
member.
* If you enter this email address incorrectly, the email
containing a request for accepting participation will not be
properly sent. Make sure that the email address is correctly
entered.

4

NIG research representative

4-1

Name

Enter the name of the NIG research representative (last name in

(Last name/First name)

the field on the left and first name in the field on the right).

Email address

Enter the email address of the NIG research representative.

4-2

Click the “Submit” button to automatically have an email with the
subject line “Request for accepting participation in NIG-JOINT”
(for admitted faculty consent) sent to the NIG representative.
5

Expenses

5-1

Breakdown

Select the breakdown of your expenses (travel expenses, research
expenses).

5-2

Details

Enter the details of your expenses.

5-3

Unit price

Enter the unit cost of your expenses.

5-4

Quantity

Enter the quantity for research expenses or the number of visits

(Number of visits）

for travel expenses.

Subtotal

The subtotal is automatically calculated and displayed according

5-5

to the unit cost and quantity (number of visits) as entered.
5-6

Remarks/Name of visitor (If

Enter a comment relating to the expense. For travel expenses,
15

5-7
5-8

travel expense)

enter the name of the visitor.

Total

The total for each breakdown (research expenses and travel

* NIG-JOINT(B) only

expenses) is automatically calculated and displayed.

Total amount

The total amount is automatically calculated and displayed

(expected required amount)

according to the expenses as entered.
(Note) Do not manually change the amount. Failure to comply
may cause an error to occur.

5-9

Expenses for NIG-JOINT(A)

If “Yes” has been checked in the “Request for re-examination as

* NIG-JOINT(B), (I) only

NIG-JOINT(A)” field, enter the application amount for NIGJOINT(A).

5-10

Acceptance of other major

Specify whether any other aid or assistance has been provided for

research funds

research relating to the proposal for which you are submitting an
application.

5-11

Funding system and research

Enter if “Yes”.

fund
5-12

Research

subject

(research

Enter if “Yes”.

period)
5-13

Amount

of

other

funds

Enter if “Yes”.

accepted
①

Save temporarily
You can temporarily save the information that you have entered on the proposal application page. You
will need to enter a “Research theme” when you temporarily save this information. In addition, you can
only save one proposal of the same type of research. Note that no proposal can be accepted while it is
temporarily saved.

② Submit
Submit your application for a proposal once it has been completed. No changes to your application can be
made once it has been submitted, unless it has been sent back.
When updating a proposal that you have temporarily saved, click the name of the proposal from the “List
of your proposals” on your home page. Bring up the “Update application” screen to update and submit your
application. An application cannot be revised once it has been submitted.
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［Update Application］
②

③

①

* After the “Submit” button is clicked, an email with the subject line “Request for accepting participation
in NIG-JOINT” will be automatically sent by JROIS to persons entered as joint research members
involved in the proposal for which you are submitting an application. By clicking the URL included in
this email as sent by JROIS, a joint research member will consent to his or her participation in the proposal
for which you are submitting an application. Whether or not a joint research member notified by email
has given his or her consent can be confirmed by the applicant by displaying the proposal details. (The
box indicating “Participation approved” for a member who has given his or her consent will be checked.)

[Example for an email with the subject line “Request for accepting participation in NIG-JOINT”]
Dear Mr./Ms. ************,
This is National Institute of Genetics JROIS (Joint-Research On-line Integrated System).
This email is sent to those who have not accept to participate in NIG-JOINT.
You are registered as a joint research member/joint research meeting member of NIG-JOINT
whose research theme is “ ***************** “.
Representative (Applicant) : ************
If you are to accept becoming the joint research member/joint research meeting member, please
click the URL below.
（The acceptance will be completed after clicking the URL and seeing a message saying”参加研
究者情報の更新が完了しました”）.
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https://jrois.rois.ac.jp/rois-dev/Rois/public/NIG･･･

If you have any questions, please email to the address below.
Thank you for your cooperation.
If a (prospective) joint research member has not yet registered his or her user information with JROIS,
you are asked to notify us of this fact before an email notification is made since an email with the subject
line “Request for creating JROIS account” will be sent at the same time.
[Example for an email with the subject line “Request for creating JROIS account”]
Dear Mr./Ms. ************,
This is National Institute of Genetics JROIS (Joint-Research On-line Integrated System).
This email is sent to those who have not registered with JROIS.
You are registered as a joint research member/joint research meeting member of NIG-JOINT
whose research theme is “ ***************** “.
(Representative ：***************)
User registration to JROIS is mandatory for joint research members and joint research meeting
members. In line with this, please create JROIS Account from the URL below.
https://jrois.rois.ac.jp/rois-dev/Rois/public/NIG･･･

In addition, JROIS will send an email "Request for Accepting Participation in NIG-JOINT"
separately, so please be sure to accept becoming the joint research member/joint research meeting
member from the email.
If you have any questions, please email to the address below.
Thank you for your cooperation.
③ Issue Delete
A proposal can be deleted until you submit an application. A proposal can still be deleted even if the
application has been submitted and the application has been sent back by the NIG office.
Once an application is accepted, an email with the subject line “Receiving application for NIG-JOINT”
is sent by JROIS to the representative. Log in to JROIS and verify that the request status for your application
under “List of your proposals” on the home page shows “Accepted”.
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5-2. Confirmation of application information
Proposals for which a logged in user has been registered as a research representative or joint research
member are displayed in a list. This list also includes temporarily saved proposals.
[List of your proposals]
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Click in the vicinity of the “Fiscal year” or “Research type” field in the “List of your proposals” to check
details or the request status pertaining to a proposal as follows.
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[Application information details]
Click the name of the proposal for which you have submitted an application from the “List of your proposals”
to bring up the “Application information details” screen.

You can check application information on the “Application information details” screen for the proposal for
which you have submitted an application.
By clicking the “Download application information” button, a PDF copy of the application form can be
downloaded.
If a joint research member/research meeting member has already registered his or her user information with
JROIS, his or her affiliation and post will be reflected in the PDF copy of the application form. If only a
name is stated on the application form, it means that the member’s user information has not yet been
registered with JROIS. In this case, arrangements should be made to ensure that the member is properly
registered.
Click the name of any proposal that has been temporarily saved to bring up the “Update application” screen.
Fill out all required matters and submit the application by clicking the “Submit” button.
5-3. Resubmit of application
If a proposal for which an application has been received by the NIG office is sent back because it needs to
be corrected, an email with the subject line “Cancelling submission of application for NIG-JOINT” will be
sent by JROIS. At the same time, the NIG office will also send a separate message by email regarding the
parts of the application to be corrected. The corrected application should then be resubmitted.
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5-4. Change of Research members after adoption (additional and removal)
If the research organization were to change or a research meeting member were to register subsequent to
adoption, the proposal representative should submit an application for change from the “Change of
collaborators/participants” screen.
Click
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［Change of Collaborators/Participants］
This page allows you to add or delete a joint researcher. In the case of a joint research meeting, a participant
should be registered from this page upon his or her finalization subsequent to adoption.

①

Enter the additional member’s name, email address and the reason for
addition, then click the “Add” button.

Check the Delete box to
the member you wish to
remove and click
“Update” button.

②Make sure that the information of the additional member is reflected and
click “Update” button

* An email with the subject line “Request for accepting participation in NIG-JOINT” will be automatically sent
from JROIS to added collaborators/participants. An individual whose registration has been added shall click the
URL included in this email to consent to his or her participation in the proposal. If an added collaborator or
participant has not yet registered his or her user information with JROIS, an email with the subject line “Request
for creating a JROIS account” will be sent to him or her.
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5-5. Progress Report
A progress report should be submitted by JROIS by the last day of April in the following fiscal year for joint
research and within thirty days of the end of a joint research meeting.
[Application information details］

［Submission of Progress report］
Enter the required matters through the following page and submit.
②

①

Joint researchers who have been registered are automatically
displayed.
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① Temporarily saved
Entered information can be temporarily saved. To edit a temporarily saved report, click the “Display
progress report” button on the “Application information details” screen to bring up the “Progress report
display” screen.
Click the “Edit” button at the top of the screen to bring up the “Progress report confirmation” screen, where
you can then edit the contents of your report.
［Progress report display screen］

Click the “Edit” button to bring up the “Progress report
confirmation” screen, where you can then edit the contents of your
report.

Joint researchers who have been registered are automatically
displayed.

② Submission
After entering the required matters, click the “Submission” button to submit.

25

6. Recommended access environment
To access the system, we recommend the following environment.
* Even if you use the recommended environment, depending on the combination of OS and browser, or the
settings of your browser, you may experience issues with display or functions. Please be aware of this
situation.
＜OS/Browser＞
Windows
・Internet Explorer 11
・Microsoft Edge, latest version
・Firefox, latest version
・Google Chrome, latest version
macOS
・Safari, latest version
7.

Setting up to receive e-mails
If you cannot receive e-mails from JROIS, please set your mailer to receive e-mails from
"admin@m-jrois.rois.ac.jp".
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