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NOUSに関する問合せ先
nous-shien@abc-nins.jp

事業に関する問い合わせ先
nous-shien@abc-nins.jp



0.はじめに Intro

• NOUS とは What is nous?
自然科学共同利用・共同研究統括システム（NOUS）は、公募型の共同利用・

共同研究にかかる申請から審査、採択等を管理するため、2017年より自然科学
研究機構で運用を開始した、電子申請システムです。

NOUS (NINS OPEN USE SYSTEM) is an electric application system of NINS 
opened in 2017.
• 対象事業（ABC）Application calls of ABC used by NOUS
・プロジェクト研究公募（単年度）

PROJECT RESEARCH (1 YEAR)
・サテライト研究公募（最大３年間）

SATELLITE RESEARCH (MAX 3 YEARS) 2



• 推奨ブラウザ/Recommended browser 

Chrome, IE, safari

• セッションタイムアウト 60分/ Time out: 60 min

申請書は一時保存が可能ですので、こまめに保存してくだ

さい。（一時保存10ページ）You can save your 
application on the system. (up to 10 pages)
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u 既にアカウントをお持ちの方 2.ログインへ（6ページ）
If you have your account: please go to p. 6 ”2. How to log in”

u 入力済みの申請書を編集したい方 5.作成途中の申請書の編集へ（14ページ）
If you edit your saved draft: please go to p. 14 “5. How to edit your application”

u 新規アカウント登録ができない方 6.新規アカウント登録ができない時（15ページ）
If you cannot create your new account; please go to p. 15 “6. If you cannot register a 

new account”



1.新規アカウント作成/Create a new account ①
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click



1.新規アカウント作成/Create a new account ②
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①必要事項の入力
Input necessary info.

②アストロバイオロジーセンター を選択
Select “Astrobiology Center”.

③click
④＠nous.nins.jpから届くメールに従いパスワードを設定
You will got e-mail from **@nous.nins.jp and please 
create  your password from the e-mail.

※使用済みのメールアドレスです。登録できません。と出た時は15ページへ。
If you cannot create with input mail address, go to p.15.



2.ログイン/Login ①
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①input
②input

③click



2.ログイン/Login ②
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①click

②＠nous.nins.jpから届く認証コードを入力
Input a authentication key from sent from 
@nous.nins.jp

※この認証コードの入力は毎回行う必要があります。
The authentication key should be input each time when you log in.



3.申請書作成/Create an Application ①
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click



3.申請書作成/Create an Application ②
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①ABC:アストロバイオロジーセンター を選択
Select “アストロバイオロジーセンター(Astrobiology 

Center)”

②応募したい事業名を選択
Select the application category



3.申請書作成/Create an Application ③
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一時保存をする時 To save temporarily

PDFダウンロードする時 To download

申請者情報選択 Select the information of the applicant
※ここが選択されていないと一時保存ができません

Please select this to save your application temporarily

click



3.申請書作成/Create an Application ④
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① 検索文字入力（名字など）
Input a word to search
e.g. family name

② 申請者選択
Select your name

click



4.申請書の提出・削除/submission of the application, 
withdrawal of the application ①
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click

必ず、一時保存してからMy pageをク
リックしてください。

Please save the application and then 
click ”My Page”



4.申請書の提出・削除/submission of the 
application, withdrawal of the application ②
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edit 編集

submit 提出

withdraw 削除

click 申請書の状況
Status of the application
su:提出済み submitted
ed:作成中 in edition



②修正したい申請書の「edit」をクリック
Click ”edit” button of your application

5.作成途中の申請書の編集/Edit your application
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① 「2.ログイン」（6ページ）の手順でMy Pageへ
Go to My Page referring to p. 6 “2. Login”



6.新規アカウント登録ができない時/If you cannot 
create a new account ①

• ユーザー登録しようとすると、「使用済みのメールアドレスです。登録できませ
ん。」と出て登録できない場合は、 ログイン画面の"Reset Password"からパス
ワードのリセットを行なってください。

• When you have a message “This mail address is already used. You cannot 
create a new account.”

15

click

※ 前にNOUSを使った申請の共同研究者になっていた場合、アカウント登録していなくても使用済みのメールアドレスとし
て新規登録できないことがあります。
Note: If you have already been a co-investigator using NOUS, your mail address is already registered. In that case 
even if you haven’t yet created an account, you cannot create a new account. So please select “Reset Password” 
button and reset your password.



6.新規アカウント登録ができない時/If you cannot 
create a new account ②
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Login IDはメールアドレスです。
Login ID is your mail address.click


