
１．新規ユーザー登録
①NOUSのログイン画⾯に⼊り、上⽅の「New User」をクリックして
ください。



➁必要事項を記⼊し、下⽅にある「GO」をクリックしてください。



③個⼈情報の取り扱いについて同意の上、記⼊した内容に誤りがなけ
れば、下⽅の「Register」をクリックしてください。

個⼈情報の取り扱い



登録したメールアドレスに
New Userの申請を受理した
旨のメール(※)が届きます。

この後、事務担当者が申請
を承認するまでお待ちくだ
さい。

※件名： [NOUS] – New User



事務担当者による承認が
済むと、パスワード設定
の案内メール(※)が届きま
すので、メールに記載の
URLからパスワードの設定
画⾯を開いてください。

※件名： [NOUS] – User Admin/〇〇



パスワードを設定して「Change」をクリックしてください。パス
ワードは、英⼩⽂字、英⼤⽂字、数字、記号を１⽂字以上含んだ10
⽂字以上の⽂字列にしてください。



「Password successfully changed.」という表⽰が出たら終了です。



•ユーザー登録申請後、事務担当者の承認が済むまでは
NOUSを利⽤することができません。特に、夜間や休⽇
は対応できないため、ユーザー登録はお早⽬に⼿続き
してくださるようよろしくお願いいたします。

注意事項



２．ログイン（2段階認証）
①NOUSのログイン画⾯を開き、Login IDとPasswordを⼊⼒した後、緑
⾊の「Login」をクリックしてください。

Login ID：登録したメールアドレス

Password：任意で設定した10⽂字以上の⽂字列

↑
学術認証フェデレーション「学認（GakuNin）」に参加している⼤学や研究
機関に所属している場合は、Shibbolethによるログインが可能です。



➁「Push this button to obtain your keycode.」という緑⾊のバーをク
リックしてください。



③登録したメールアドレ
スに認証キーを記載した
メール(※)が届きます。

※件名： [NOUS] –認証
コードの送付



④ログイン画⾯の空欄に認証キーを⼊⼒し、「OK」を押してください。



⑤My Pageが表⽰されたらログイン終了です。



3.新規ユーザー登録で登録済みエラーが発生した場合

※これまでに自然科学研究機構の共同利用研究に
参加したことがある方は、研究者情報が既に登録
されている可能性があり、New Userの申請をし
ようとするとエラーが発生する場合があります。



①New Userがエラーとなる場合、ログイン画面の Reset Password よりパスワード設定の
ための操作を行ってください。

※ログインＩＤはメールアドレスを入力して
ください。

※ログインＩＤにメールアドレスを入力し、Enterを押
してください。



②パスワード設定用のURLが記載されたメールがシステムから送信されますので、
リンク先へアクセスしてください。



③新しいパスワードをルールに従って入力し、Changeを押してください。
”Password successfully changed.”が表示されたらBackを押してログイン画面へ

移動してください。



④ログイン画面でログインIDと新しく設定したパスワードを入力してLoginを押してください。
（この先は「２．ログイン（2段階認証）」をご参照ください。）



３．申請（概要）

①My Page上部の”new application”を押してください。



②「IMS:分子科学研究所」を選択した後、申請するカテゴリを選択してください。

※カテゴリ全部は表示されていませんの
で、スクロールバーを上下させて希望の
カテゴリを選択してください。



③各申請様式の必要事項を入力してください。
※各カテゴリごとに内容は異なりますが、申請基本情報、研究内容、組織、図表、確認
事項等のタブで構成されています。



④申請様式の入力が全て済みましたら、まず、Save App.を押して一時保存した後、
Submit App.を押して申請を完了してください。(それぞれの操作において、ダイアログ
ボックスで確認を求められますので、OKを押してください。また、Submit後も一定期間
は修正可能です。）



⑤Submit完了後はMy PageのST(atus)の欄がedからsuに更新されますので、ご確認ください。



※補足 submitの操作をした後、システムから申請を受付けた旨のメールが自動で送信され
ます。



５．申請（詳細）

（１）提案代表者の選択について

①申請基本情報タブの提案代表者情報の氏名
(Name)の緑色のバーをクリックしてください。

②研究者を選択するポップアップが開きます。あらか
じめユーザー本人の研究者情報が表示されていま
すので、左側の選択ボタンを押してください。

③研究者情報が表示された状態になります。



（２）ファイルのアップロードについて

①入力項目の中でファイルのアップ
ロードをしたい場合は、まず、参照ボ
タンを押してください。

②アップロードしたいファイルを選択し
てください。

③緑色のuploadボタンを押してく
ださい。

④確認を求めるダイアログ
ボックスが表示されますので、
OKを押してください。

⑤アップロード完了後は下段にファイル名が表示され
ます。また、左側の水色ボタンDisplayでファイルの表
示、Downloadでファイルのダウンロードが可能です。



※ファイルのアップロードに関する注意

申請途中でアップロードしたファイルは図表・別紙タブに自動的に表示されます。（誤って
削除しないようご注意ください。）



（３）組織タブの入力について（共同利用研究者/研究補助者の追加）（その１）

①共同利用研究者を追加する場合はadd row(共同利用研究者)を、大学院生又は学部学生を
研究補助者として追加する場合はadd row(研究補助者)を押して行を追加してください。



（３）組織タブの入力について（共同利用研究者/研究補助者の追加）（その２）

①追加した行の空欄となっているグレー部分をク
リックすると研究者選択画面が開きます。

②上段のテキスト入力欄で氏名、所属、メールアド
レス等を入力し、 NOUSの研究者データベースに
登録されている研究者のうち３名以下まで候補者
絞ることができれば、下段に表示されます。

該当する研究者が表示されましたら、緑色の選
択ボタンを押してください。

該当する研究者が表示されない場合は、青い新
しい研究者を登録するボタンを押してください。

③新しい研究者を追加する場合、個人情報の取扱
いに関する同意事項が表示されますので、ご確認
の上、同意できる場合はAcceptを押してください。
（次ページへ続く）



④研究者登録画面が開きますので、必要項目を入
力し、青色の新しい研究者を登録するボタンを押し
てください。



（３）組織タブの入力について（来所日程の入力）

①提案代表者及び出張予定のある共同利用研究者、研究補
助者について、学年と来所日程の間にある+ボタンを押して入
力行を追加してください。行の追加は複数可能です。また、－
ボタンで削除できます。

③役割分担等、その他の必要項目についても入力
してください。

②追加した行に宿泊日数別に出張回数を入力してください。（日
帰りは０泊１日と入力してください。）



（４）図表・別紙タブの入力について
①申請にあたり、図表等を使⽤する場合は図
表・別紙タブのadd rowを押して⼊⼒⾏を追加し
てください。

②参照ボタンを押すとファイル選択画面が開くので、
アップロードするファイルを選択した後、uploadボタン
を押してください。

③アップロードが完了すると、下段にファイル名が表示さ
れます。



（５）確認事項について（その１）

①申請にあたっては、確認事項タブに記載された内容を必ずご確認ください。



（５）確認事項について（その２）

①NOUSによる申請と併せて、共同利用研究申請承諾書をご提出ください。

提出先
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８
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



パスワードの再設定

①ログインページの左上にある 「Reset password」というボタンをクリックしてください。



②ログインＩＤとして登録したメールアドレスを2回入力し、「Enter」をクリックしてください。

②

①



③ＮＯＵＳからログインＩＤとして登録したメールアドレスへパスワード再設定用のＵＲＬ
を記載したメールが届くため、ＵＲＬをクリックしてウィンドウを開いてください。

※件名：〔NOUS〕‐User Admin/○○



④新しいパスワードを2回入力し、「Change」 ボタンをクリックしてください。パスワードは、
英小文字、英大文字、数字、記号を1文字以上含んだ10文字以上の文字にしてください。

②

①



⑤「Password successfully changed.という表示が現れたらパスワードのリセットは
終了です。ログイン画面に戻ってログインしてください。



共同利用研究実施報告書の提出

• NOUSにログイン後(※)、My Pageの「採択済課題」から、課題名（タイトル）の右の方にある
「upload」をクリックしてください。

(※)分子科学研究所＜WEB申請システムNOUS 申請マニュアル＞
「➁ログイン方法」 https://www.ims.ac.jp/guide/webnous.html

apload



• 「Do you really upload an report?」という確認画面が出るので、「OK」をクリックしてください。



• 「2020年度共同利用研究実施報告書(pdf形式)」の「ファイルを選択」をクリックし、報告書を選択
してください。

※報告書はpdf形式で
ご提出ください。



send

• 報告書を選択後、参照の右にある「Send」をクリックしてください。



• 「Do you really send this file?」という確認画面が出るので、「ＯＫ」をクリックしてください。

IMS‐z‐kyoryoku

2020年度共同利用研究実施報告書
(pdf形式)

2020

ファイルを選択 20-XXX.pdf
Do you really send this file.?
C:¥Desktop¥20-XXX.pdf



• 「提出日」に日付が入り、「STATUS」が「Uploaded」になっていることを確認してください。



※件名：
[NOUS] - 2020年度共同利用研究実施報告書

(pdf形式) Submitted/〇〇

• 提出が完了すると、登録したメールアドレスに
報告書の受理を通知するメール(※)が届きます。



• 「STATUS」の「Uploaded」をクリックすると、報告書をダウンロードすることが可能です。



報告書のファイル名は課題番号( 20 ＋ 半角ハイフン ＋ ＸＸＸ )にしてください。

ファイル名は全て半角にしてください。

課題種別 例

課題研究(UVSOR一部利用可能) 20-101

協力研究(UVSOR一部利用可能) 20-201

研究会 20-301

若手研究活動支援 20-401

分子科学国際研究集会(岡崎コンファレンス) 20-501

注意事項(１)ファイル名について



• 現在NOUSのMy Pageからは１つの資料しかご提出いただけないため、実施報告書
以外に、電子データの追加資料や図表等の提出をご希望される場合は、自然科学
研究機構 岡崎統合事務センター 共同利用係までメールでご送付ください。

• 紙媒体の報告書関連資料をご提出される場合は、共同利用係までご郵送ください。

注意事項(２)追加資料の提出
について

住 所：〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺本町字西郷中38
岡崎統合事務センター 国際研究協力課 共同利用係

T E L ： 0564-55-7133
MAIL ：r7133@orion.ac.jp

問い合わせ／
関係資料提出先




