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1．申請書の立ち上げ
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1

Launching the application

NOUSにログインして「My Page」を表示してください。
Log in to NOUS to open “My Page“.



2新規申請

１．申請書の立ち上げ
Launching the application

New applicationClick on the
in the column of "New Applications". 

New application
NOUSにログインし、「新規申請」の下にある

をクリックしてください。

新規申請の場合の申請書の立ち上げ方(1)
How to start up an application form 
for a new application (1)

継続申請の場合の申請書の立ち上げ方の案内は
次ページになります。
The guidance on how to start up the application 
form for a continuing application is described on 
the next page.
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3

採択済課題

１．申請書の立ち上げ
Launching the application

continue
「採択済課題」の一覧の中から、継続を考えている課
題の右端にある をクリックしてください。
昨年度の申請内容が書かれた申請書が立ち上がる
ため、申請内容を更新してください。

Click on the                      in your proposal that 
you wish to continue in the list of "Approved 
applications”. Then, the application form with the 
details of last year's application will be launched. 
Please update your application.

continue

継続申請の場合の申請書の立ち上げ方
How to start up an application form for 
a continuing application
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4 新規申請で申請書を立ち上げる方法(2)

１．申請書の立ち上げ
Launching the application

How to start up an application form 
for a new application (2)

新規申請の場合、研究所の選択画面から
「ExCELLS 生命創成探究センター」をクリック
してください。
If you are a new applicant, please select 
“ExCELLS 生命創成探究センター" in the 
institute list. 



5 新規申請の場合の申請書の立ち上げ方(3)

１．申請書の立ち上げ
Launching the application

How to start up an application form 
for a new application (3)

カテゴリー選択画面から「ExCELLS課題研究
(シーズ発掘)」をクリックしてください。

Click on “ExCELLS-kadaiSeeds" in the category 
selection list. 

Please be careful not to select the wrong 
category.

カテゴリーの選択ミスにご注意ください。

7



8

6 新規申請の場合の申請書の立ち上げ方(4)

１．申請書の立ち上げ
Launching the application

以上で「1. 申請書の立ち上げ」は終了です。
That's all for “Launching the application”.

How to start up an application form 
for a new application (4)

「Do you really create an application 
with 2021[ExCELLS-kadaiSeeds] ?」という
確認画面が出るので、「OK」をクリックしてください。
You will get a confirmation screen that says, 
"Do you really create an application with 
2021[ExCELLS-kadaiSeeds]?” Click "OK" on 
the confirmation screen.
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1

２．「１．申請基本情報」の入力方法

「言語」の選択方法

How to enter “1. Basic information”

Click on the language you want to use.
使用する言語をクリックしてください。

How to select "Language"

In the section with a word limit, 
selecting "Japanese" will count the 
number of characters, while "English" 
will count the number of words.

字数制限のある設問において、「Japanese」と
選択すると字数、「English」を選択すると語数
でカウントされます。
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2 「申請者(提案代表者)」の登録方法(1)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to register "Representative 
researcher" (1)

「申請者」のグレーになった入力欄をクリックしてください。
Click on the grayed-out "Representative 
researcher" field.
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3 「申請者(提案代表者)」の登録方法(2)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to register "Representative 
researcher" (2)

「研究者確認(identify researcher)」というウィ
ンドウがポップアップすることを確認してください。申
請者情報はこちらのウィンドウから登録する必要が
あります。

Make sure that the window "identify researcher" 
pops up. You need to register the applicant 
information in this window.
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4 「申請者(提案代表者)」の登録方法(3)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to register "Representative 
researcher" (3)

ご自身のアカウント情報が表示されていることを確
認し、ウィンドウ左側の をクリックし
てください。

選択 Select

選択 Select
Make sure that your account information is 
displayed, and then click the                     
on the left side of the window.

岡崎３研究所で実施される共同利用研究において、申請が可能
なのは研究グループの代表者のみとなっており、代理人による申請
書の作成及び提出は認められておりません。したがって、こちらの「申
請者(提案代表者)」の選択用ウィンドウでは申請書作成者のアカ
ウントしか選択できないようになっております。ご了承ください。

Please note that only the representative of the research 
group can submit an application, not a proxy. Thus, only the 
account of the person who prepared the application form can 
be selected in the "Representative researcher" window here. 



5 「申請者(提案代表者)」の登録方法(4)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

アカウント情報が申請書に反映されていることをご
確認ください。

How to register "Representative 
researcher" (4)

Please make sure that your account information 
is reflected in the application form.

Save. App申請書を一時保存(画面左上の
をクリック)するには、「申請者(提案代表者)」を
入力する必要があります。

Save. App
To temporarily save the application (click the 

in the upper left corner of the 
screen), you need to enter the "Representative 
researcher".
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6 「課題番号」の入力方法

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Reference No."

「課題番号」には何も入力しないでください。
Do not enter anything in the "Reference No."
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・Required field
Save. App

7 「研究課題」の入力方法

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Project title"

Enter the title of the research project 
in text format.

研究課題名をテキスト入力してください。

というエラー表示は申請書
を一時保存(画面左上の をクリッ
ク)すると表示されなくなります

・Required field

Save. App

Error message                                will 
disappear if you temporarily save the application 
(click                      at the top left of the screen).
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8 「新規・継続」の入力方法(1)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "New or Continued 
project“ (1)

「新規申請」か「継続申請」を選択してください。「新
規申請」の場合、事項「区分」に進んでください。
Please select ”New" or "Continued". If you 
choose "New," please go to the "Category" 
section.
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「新規・継続」の入力方法(2)9

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "New or Continued 
project“ (2)

「継続申請」を選択した場合、開始年度を選択し
てください。
If you selected "Continued", please select the 
start year.
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10 「研究課題の分類」の入力方法

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

１．(１)～３から該当する課題を選択してください。
Please select the appropriate task from 1.(1) to 3.



11 「研究目的等」の入力方法(1)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Purpose of the 
project, etc. “(1) 

「(1)研究目的, (2)研究内容, (3)研究計画, 
(4)進捗状況(継続申請の場合)」を記した別紙
を作成してください。
Please prepare the attached sheet describing 
(1) the purpose of the project, (2) the content 
of the project, (3) the research plan, and (4) 
the past achievement (If your proposed project 
is continued from the previous year, please 
describe the achievement and future goals.).

The attached sheet should be a PDF file that is 
approximately two A4 pages in length. The 
format is optional.

別紙はA4用紙縦２枚程度にまとめたPDFファイル
にしてください。様式は任意です。
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12 「研究目的等」の入力方法(2)

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Purpose of the 
project, etc. “(2) 

「ファイルを選択」から別紙を選択し、 を
クリックしてアップロードしてください。

upload

upload
Select the attached document from “File 
upload" and click on                 to upload it.
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13 「研究期間」の入力方法

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Duration“

ご希望の研究期間を入力してください。原則、
「2021-04-01～2022-03-31」としてください。
Please enter the research duration you 
wish to use. In principle, please enter 
"2021-04-01 to 2022-03-31".
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「所属長による承認」の入力方法14

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the "Approval by the Head 
of the Representative researcher's 
Facility/Institute “

研究実施の可否を判断できる所属長(研究科長、
学部長、学長等)から申請の許可を得てください。
所属長の職名・氏名・承認を得た日付を入力して
ください。
Please obtain approval for your application from the 
head of your organization (Dean of the Graduate 
School, Dean of the Faculty, President of the 
University, etc.) who can decide whether or not to 
conduct the research. Enter the position, name, and 
date of approval of your department head.
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15 センター内外の実験の有無の入力方法

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

How to enter the existence of 
experiments inside and outside the center

ExCELLS内外での実験・研究の有無について入
力してください。
Please enter whether or not you have 
experiments or research inside or outside of 
ExCELLS.



16 入力内容の確認

・Required field

Save. App

２．「１．申請基本情報」の入力方法
How to enter “1. Basic information”

以上で「２．『１．申請基本情報』の入力方法」は終了です。
That's all for “How to enter “1. Basic information””.

Confirmation of input contents

必須項目を全て入力して一時保存すると「１．
申請基本情報」の表記が黒字になります。
After entering all the required fields and saving 
temporarily, "1. Basic Information" will be 
displayed in black.

24

というエラー表示は入力必
須項目です。申請書を一時保存(画面左上の

をクリック)すると表示されなくなります。

・Required field

Save. App
The error message                                 is a 
required field. It will disappear when you 
temporarily save the application form (click the                     

button on the upper left of the 
screen).
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1

３．「２．研究体制」の入力方法

共同利用研究者の登録方法(1)

How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (1)

「２．研究体制」をクリックしてください。
Click on "2. Research system".
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2 共同利用研究者の登録方法(2)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (2)

組織表の「提案代表者」にご自身のアカウント情報が
入力されていることを確認してください。
Please make sure that your account 
information is entered in the "Representative 
researcher" field in the Organization Chart.
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3 共同利用研究者の登録方法(3)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (3)

共同利用研究者や学部学生をメンバーに加える
場合は「add row」をクリックしてください。 研究メ
ンバーを追加しない場合、「３．研究費内訳」に
進んでください。
To add joint researchers or undergraduate 
student as a member, click "add row”. If you 
do not want to add any research members, 
please go to “3. Breakdown of required 
research funds”.
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4 共同利用研究者の登録方法(4)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (4)

共同利用研究者(学部学生)のグレーの入力欄を
クリックしてください。
Click on the gray box for “Joint researcher 
(Undergraduate students).
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5 共同利用研究者の登録方法(5)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (5)

「研究者確認(identify researcher)」というウィ
ンドウがポップアップすることを確認してください。研
究に参加するメンバーはこちらのウィンドウから登録
する必要があります。
Make sure that the "identify researcher" 
window pops up. Members of the research 
team need to register from this window.



6 共同利用研究者の登録方法(6)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (6)

研究者検索欄で追加するメンバーを検索して下さ
い。氏名、所属、メールアドレス等を入力すると、
NOUSの研究者データベースに登録されている研
究者の候補が表示されます。
Please search for the member who you want to 
add in the Researcher Search field. Enter their 
name, institute, email address, etc., and a list of 
potential researchers registered in the NOUS 
researcher database will be displayed.

30

候補者が3名以上の場合は、条件を追加してさらに絞り込
む必要があります。該当する研究者が表示されない場合は、
[新しい研究者を登録する]ボタンを押してください。
If there are more than three candidates, you will need 
to add additional criteria to further narrow down your 
search. If you do not see the applicable researcher, 
click the [register new person] button.
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7 共同利用研究者の登録方法(7)

選択 Select

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (7)

該当する研究者が表示されましたら、
ボタンを押してください。

選択 Select

When the appropriate researcher is displayed, 
please click the                       button.
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8 共同利用研究者の登録方法(8)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

所属を変更する

How to Register Joint researchers (8)

所属や職名を変更する必要がある場合は
をクリックしてください。所属を変更する

If you need to change your affiliation or job 
title, please click on                        .
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Accept

Cancel

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

共同利用研究者の登録方法(9)9
How to Register Joint researchers (9)

個人情報の取り扱いに関する説明に同意する画
面に切り替わったことをご確認ください。
同意する場合、 をクリックしてください。
個人情報の取り扱いに関する説明に同意せず、
NOUSのアカウントを作成しない場合は
をクリックしてください。

Accept

Cancel

Please confirm that you are now on the screen 
showing the explanation of the handling of 
personal information.
If you agree, please click on the                  
button. If you do not agree to the privacy policy 
and do not wish to create a NOUS account, 
please click                   .
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1010 共同利用研究者の登録方法(10)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (10)

After clicking                 , please make sure 
that you have switched to the screen for 
“Researchers Registration”.

をクリックした後、研究者情報を入力
する画面に切り替わったことをご確認ください。

Accept

Accept
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1011 共同利用研究者の登録方法(11)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (11)

Please correct the items that need to be 
updated. Fields marked with a red asterisk (*) 
(Name in Japanese, Family Name, First Name, 
Email Address, Institute, Department, and Job 
Title) are required and must be filled in 
completely.

更新が必要な項目を修正してください。赤いアスタ
リスク(*)がついた項目(氏名、Family Name、
First Name、メールアドレス、所属機関、部局、
職)は入力必須であるため、全てご記入ください。



10

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

12 共同利用研究者の登録方法(12)
How to Register Joint researchers (12)

項目を全て入力したら、ウィンドウ下の
をクリックしてください。所属を追加する

Once you have filled in all the fields, click 
on the                         at the bottom of 
the window.

所属を追加する

If you receive the error message "Used email address. 
Cannot use.", it is possible that an account using this 
address has already been registered. Please enter your 
email address in the Researcher Search field and search 
again to see if there is an account with that address. If 
you do not get any results, please contact the contact 
information described below.

「使用済みのメールアドレスです。使用できません。」というエラーが表
示される場合、当該アドレスを使用したアカウントが登録済みである
可能性があります。研究者検索欄にメールアドレスを入力し、該当
するアカウントがないかどうか今一度ご検索ください。検索結果が出
ない場合、お手数ですが、後述の問い合わせ先へご連絡ください。
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共同利用研究者の登録方法(13)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

13

新しい研究者を登録する

How to Register Joint researchers (13)

検索結果が出ない場合は
をクリックしてください

新しい研究者を登録する

If there are no search results, please click 
on the                                   .
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共同利用研究者の登録方法(14)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

14

Accept

How to Register Joint researchers (14)

個人情報の取り扱いを確認して をク
リックしてください。

Accept

Please confirm the handling of personal 
information and click on the                 .
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15 共同利用研究者の登録方法(15)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

AcceptAfter clicking                 , please make 
sure that you have switched to the screen 
for entering researcher information.

How to Register Joint researchers (15)

をクリックした後、研究者情報を入力
する画面に切り替わったことをご確認ください。

Accept
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16 共同利用研究者の登録方法(16)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (16)

赤いアスタリスク(*)がついた項目(氏名、Family 
Name、First Name、メールアドレス、所属機関、
部局、職)は入力必須であるため、該当する研究
者の情報をご入力ください。
Fields marked with a red asterisk (*) (Name in 
Japanese, Family Name, First Name, Email 
Address, Institute, Department, and Job Title) 
are required and must be filled in completely.



17 共同利用研究者の登録方法(17)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (17)

必要な項目を入力したら、ウィンドウ下の
をクリックしてください。新しい研究者を登録する

新しい研究者を登録する
Once you have filled out the required 
fields, click on the                                 
at the bottom of the window.

If you receive the error message "Used email address. 
Cannot use.", it is possible that an account using this 
address has already been registered. Please enter your 
email address in the Researcher Search field and search 
again to see if there is an account with that address. If 
you do not get any results, please contact the contact 
information described below.

「使用済みのメールアドレスです。使用できません。」というエラーが表
示される場合、当該アドレスを使用したアカウントが登録済みである
可能性があります。研究者検索欄にメールアドレスを入力し、該当
するアカウントがないかどうか今一度ご検索ください。検索結果が出
ない場合、お手数ですが、後述の問い合わせ先へご連絡ください。
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18 共同利用研究者の登録方法(18)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

How to Register Joint researchers (18)

Confirm that the researcher information is 
reflected in the “Full Name", "Institute", 
“Faculty/Department", and “Position" of the 
member table. This will register the researcher 
information in the NOUS database as well, so 
that you will be able to find the applicable 
researcher information in the “identify 
researcher” from the next time on.

メンバー表の「氏名」、「所属機関」「部局」「職名」
に研究者情報が反映されたことを確認してください。
この操作によりNOUSのデータベース上にも研究者
情報が登録されるため、次回以降、研究者検索
欄から該当の研究者情報を検出できるようになり
ます。
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19 共同利用研究者の登録方法(19)

３．「２．研究体制」の入力方法
How to enter “2. Research system”

以上で「３．『２．研究体制』の入力方法」は終了です。
That's all for “How to enter “2. Research system””.

How to Register Joint researchers (19)

提案代表者及び共同利用研究者(学部学生)の
役割をご記入ください。
Please indicate the division of roles of the 
Representative researcher and Joint 
researchers (undergraduate students).
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1

４．「３．研究費内訳」の入力方法
How to enter “3. Breakdown of required research funds”

Click on "3. Breakdown of required research 
funds.

「３．研究費内訳」をクリックしてください。
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2

４．「３．研究費内訳」の入力方法
How to enter “3. Breakdown of required research funds”

研究機器の購入等に関する希望についてテキスト
入力してください。
Please enter your requests for the purchase of 
research equipment.
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3

４．「３．研究費内訳」の入力方法
How to enter “3. Breakdown of required research funds”

以上で「４．「３．研究費内訳」の入力方法」は終了です。
That's all for “How to enter “3. Breakdown of required research funds””.

研究費の使途明細についてテキスト入力してくださ
い。
Please enter the breakdown of required 
research funds.
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1

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

「4．研究業績」をクリックしてください。
Click on “4. Publication list".
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2

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

提案代表者の入力欄をクリックしてください。
Click on the input field for the Representative 
researcher.
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3

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

提案代表者を検索して選択してください。
Find and select a Representative researcher.

候補者が3名以上の場合は、条件を追加してさらに絞り込
む必要があります。該当する研究者が表示されない場合は、
[新しい研究者を登録する]ボタンを押してください。
If there are more than three candidates, you will need 
to add additional criteria to further narrow down your 
search. If you do not see your name, click the 
[register new person] button.
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4

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

「add row」から必要な行を追加し、研究者を選
択してください。
Click "add row" to add the necessary rows and 
select the researcher.
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5

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

“+”で必要な行を追加し、著者・発行年・論文
（著書）名・学協会誌（発行所）名・巻・頁を
テキスト入力してください。
Add the necessary lines with "+" and enter the 
text of author, year of publication, article (book) 
title, name of academic journal (publisher), 
volume, and page.
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6

５．「４．研究業績」の入力方法(テキスト入力)
How to enter “4. Publication list (text input)”

以上で「５．『３．研究業績』の入力方法(テキスト入力)」は終了です。

That's all for “How to enter “4. Publication list (text input)””.

ExCELLSの共同利用研究の成果である論文に
はチェックを入れてください。
Please check the box for papers that were the 
result of ExCELLS joint research.
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1

６．「３．研究業績」の入力方法(ORCID連携入力)
How to enter “4. Publication list (ORCID linkage input)”

ORCIDの登録がある研究者は をクリッ
クしてください。

orcid

orcid
If you are a researcher with an ORCID 
registration, please click on the                .
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1

６．「３．研究業績」の入力方法(ORCID連携入力)
How to enter “4. Publication list (ORCID linkage input)”

研究業績の一覧がポップアップするので、読み込む
論文を選択してください。

When the Publication list pops up, select the 
research paper you want to load.
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1

６．「３．研究業績」の入力方法(ORCID連携入力)
How to enter “4. Publication list (ORCID linkage input)”

左下にある
というボタンをクリックしてください。

選択した研究業績を反映させる

選択した研究業績を反映させるClick on the                                                   
button in the lower left corner.

論文は、代表者が最近５年間に国際学術誌に
公表した学術研究論文のうち、主要な論文を10
報以内で選んでください。
Research papers by the representative should 
be selected from up to 10 major academic 
research papers published in international 
journals in the last five years.
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6

６．「３．研究業績」の入力方法(ORCID連携入力)
How to enter “4. Publication list (ORCID linkage input)”

以上で「６．『３．研究業績』の入力方法(ORCID連携入力)」は終了です。

That's all for “How to enter “4. Publication list (ORCID linkage input)””.

ExCELLSの共同利用研究の成果である論文に
はチェックを入れてください。
Please check the box for papers that are the 
result of ExCELLS joint research.
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1

７．「５．図表・別紙」の入力方法
How to enter “Fig.,Table,PDF”

「５．図表・別紙」をクリックしてください。
Click on "5.Fig., Table, PDF”.
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2

add row

７．「５．図表・別紙」の入力方法
How to enter “Fig.,Table,PDF”

図表や別紙を挿入する場合は をク
リックしてください。

add row

If you want to include figure or supplemental 
material, please click on                  .                 
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3

upload

７．「５．図表・別紙」の入力方法
How to enter “Fig.,Table,PDF”

ファイルを選択し、 をクリックしてください。upload

Select the file and click on                  .
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4

７．「５．図表・別紙」の入力方法
How to enter “Fig.,Table,PDF”

以上で「７．『５．図表・別紙』の入力方法」は終了です。
That's all for “How to enter “Fig.,Table,PDF””.

資料のLabelとTitleを入力してください。
Please enter the Label and Title of the 
document.



61

問い合わせ
….

Inquiry

NOUSの操作についてご不明点等ございます場合、下記問い合わせ先までお知らせください。
If you have any questions about the operation of NOUS, please contact us.

問い合わせ先 Inquiry
〒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

お気軽にご連絡ください
Please feel free to contact us.

Okazaki Administration Center
General Affairs Division
International Relations and Research Cooperation Division
Joint Research Section
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