
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワークサービスシステム 

利用者マニュアル 

農林水産研究情報総合センター 

外部登録利用者編 

リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ





 

 i 

はじめに 

製品の概要 

本システムは、利用者向けのメールサービスなどの各種サービス、および管理者向

けの各種管理サービスを、ネットワークを利用して提供するシステムです。 

本書で説明していること 

本書は、本システムの外部登録利用者向け機能の概要および操作方法について説

明しています。なお、操作方法については、Edge を使用している場合を例に説明

しています。 

参考★ 本書に掲載されている画面について 

本書に掲載されている画面は、ご利用の環境によって、実際に表示される画面と異

なる場合があります。 

本書の目的 

本書は、本システムの外部登録利用者向け機能の概要および操作方法について理

解していただくことを目的としています。 

本書の対象読者 

本書は、本システムの外部登録利用者向け機能を使用するすべての利用者で、以下

の知識のある方を対象としています。 

• パソコンに関する基本的な知識 

• インターネットに関する基本的な知識 

• 電子メールに関する基本的な知識 

 

令和 4 年 3 月 1 日 初 版 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、本書に記述されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。 

お願い 

・本書を無断で他に転載しないようにお願いします。 

・本書は、予告なしに変更されることがあります。 

All Rights Reserved, Copyright ©農林水産研究情報総合センター 2022 
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本書の構成について 

本書は、5 つの章および付録から構成されています。 

以下に、各章の概要を示します。 

章タイトル 概要 

第１章 

本システムを利用する前に 

本システムを利用する前に知っておいてほしい

ことについて説明しています。 

第 2 章 

本システムの利用・パスワードの

再発行を申請する 

本システムの利用およびパスワードの再発行を

申請する方法について説明しています。 

第 3 章 

本システムの利用を開始／終了す

る 

本システムの利用を開始／終了する方法につい

て説明しています。 

第 4 章 

利用者情報を管理する 

利用者情報を管理する方法について説明してい

ます。 

第 5 章 

メーリングリストを利用する 

メーリングリストを利用する方法について説明

しています。 

付録 A 

個人用公開フォルダを閲覧する 

公開されている個人用公開フォルダを閲覧する

方法について説明しています。 

付録 B 

Wiki を閲覧・編集する 

公開されているメーリングリストおよび研究デ

ータ交換システムの Wiki を閲覧・編集する方法

について説明しています。 

付録 C 

共有フォルダに接続・操作する 

アクセスが許可されているメーリングリストお

よび研究データ交換システムの共有フォルダに

接続・操作する方法について説明しています。 

付録 D 

共有されたファイルをダウンロー

ドする 

共有されたファイルをダウンロードする方法に

ついて説明しています。 
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略称・総称について 

本書では、いくつかの略称および総称を使用しています。 

以下に、略称および総称と、その意味を示します。 

略称・総称 意味 

本システム “ネットワークサービスシステム”の略称です。 

Edge “Microsoft Edge”の略称です。 

内部サービス ネットワークサービスシステムにログインした利用者に提供

されるサービスのことです。 

公開サービス ネットワークサービスシステムにログインしていない利用者

に提供されるサービスのことです。 

 

 

 

表記上の約束ごと 

本書では、いくつかのマークを使用しています。 

以下に、各マークと、その意味を示します。 

マーク 意味 

注意！ 
注意していただきたいことを説明しています。 

必ず、お読みください。 

参考★ 
参考にしていただきたいことを説明しています。 

必要に応じて、お読みください。 

>参照先> 参照先を示しています。 

 
操作方法を説明しています。 

 
画面の見方を説明しています。 

＜  ＞画面 表示される画面名を示しています。 
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マニュアル体系について 

本システムには、以下の８つのマニュアルがあります。 

• 『利用者マニュアル（一般利用者編）』 

本システムの一般利用者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 

• 『利用者マニュアル（外部登録利用者編）』（本書） 

本システムの外部登録利用者向け機能の概要および操作方法について説明し

ているマニュアルです。 

• 『利用者マニュアル（公開サービス編）』 

本システムの ID・パスワードを取得していない利用者向け機能の概要および

操作方法について説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（グループ配送編）』 

本システムのグループ配送リスト管理者向け機能の概要および操作方法につ

いて説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（メーリングリスト編）』 

本システムのメーリングリスト管理者向け機能の概要および操作方法につい

て説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（申請管理編）』 

本システムの申請管理者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（利用者情報管理編）』 

本システムの利用者情報を管理する機関管理者向け機能の概要および操作方

法について説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（IP アドレス管理編）』 

各機関で保有しているサーバーやパソコンなどの、IP アドレスなどの機器情

報を管理する機関管理者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 
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なお、外部の利用者・一般利用者・管理者が参照できるマニュアルは、以下の 

とおりです。 

                                                          ○：参照できるマニュアルです。 

 利用者マニュアル 管理者マニュアル 
一般 

利用者編 

外部登録 

利用者編 

公開 

ｻｰﾋﾞｽ編 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

配送編 

ﾒｰﾘﾝｸﾞ 

ﾘｽﾄ編 

申請 

管理編 

利用者情報 

管理編 

IP ｱﾄﾞﾚｽ 

管理編 

外部の 

利用者 

本システム 

に登録され 

ていない方 
 ○ ○     

 

本システム 

に登録され 

ている方 
 ○ ○  ○   

 

一般利用者 ○    ○ ○   

管理者    ○ ○ ○ ○ ○ 
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