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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 

2.1 利用申請の概要 
2.2 新規に利用を申請する 
2.3 パスワードの再発行を申請する 
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2.1 利用申請の概要 

利用申請とは、本システムを外部から利用できるように申請する機能です。また、

パスワードの再発行を申請することもできます。 

利用申請をすると、外部登録利用者として登録され、本システムにログインするた

めのログイン ID（メールアドレスを使用）とパスワードが取得できます。 

 

以下に、利用申請の機能を示します。 

機能 説明 

新規登録申請 新規利用者として登録を申請することで、ログイン ID

を取得することができます。 

パスワード再設定 パスワードの再発行を申請することができます。 
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2.2 新規に利用を申請する 

2.2.1 外部の利用者自身が新規に利用を申請する 

 

操作1 以下のいずれかの方法で、本システムにアクセスします。 

■農林水産研究情報総合センター（AFFRIT）のトップページから 

 本システムにアクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、農林水産研究情報総合センター

のトップページのアドレス（https://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/）を

入力し、「Enter」キーを押します。 

２．＜トップページ＞画面下側の“農林水産研究情報総合センター

のシステム”から、“外部利用登録ならびに外部利用登録者のロ

グイン”をクリックすると、＜ネットワークサービス（公開サー

ビス用）＞画面が表示されます。 

■本システムに直接アクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、本システムの＜ネットワークサ

ービス（公開サービス用）＞画面のアドレス

（https://collab.sys.affrc.go.jp/）を入力し、｢Enter｣キーを押

すと、＜ネットワークサービス（公開サービス用）＞画面が表示

されます。 
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操作2 ＜ネットワークサービス（公開サービス用）＞画面左側の“利用者情

報”から、“新規登録申請”をクリックします。 

＜新規登録申請＞の＜STEP1＞画面が表示されます。 

 

操作3 ＜STEP1>画面で、以下の情報を入力します。 
（1） “メールアドレス”の入力域に、登録申請者のメールアドレスを入力しま

す。 

（2） “メールアドレス（確認）”の入力域に、（１）で入力したメールアドレ

スを再度入力します。 

（3） “氏名”の入力域に、登録申請者の本名を入力します。 

（4） “所属”の入力域に、登録申請者の所属を入力します。 

（5） “パスワード”の入力域に、本システムへのログイン時に使用したいパス

ワードを入力します。 

（6） “パスワード（確認）”の入力域に、（5）で入力したパスワードを再度入

力します。 

入力したパスワードは、伏せ字（“●”など）で表示されます。 
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参考★ パスワードの入力について 

12 文字以上 32 文字以内の半角英数字および半角記号で入力します。 

入力可能な文字は、以下のとおりです。 

・英大文字（A～Z） 

・英小文字（a～z） 

・数字（0～9） 

・記号（! : ; + -） 

また、使用する文字については、以下のルールに従ってください。 

・英字を 2 文字以上使用すること 

・記号（! : ; + -）または数字を 1 文字以上使用すること 

・ログイン名（メールアドレス）の“＠”より前の部分を含まないこと 

（7） “プライバシーポリシー”に記載されている内容を読み、“同意する”の

ラジオボタンをクリックします。 

参考★ プライバシーポリシーに同意しない場合には 

“同意しない”のラジオボタンをクリックします。なお、この場合は、以

降の操作を行うことができません。 

操作4 “申請”ボタンをクリックします。 

＜STEP2＞画面が表示されます。 

 

操作5 ＜STEP2＞画面で、“画像の数字を入力”と表示されている入力域

に、その上側に表示されている画像の数字を入力します。 

操作6 “OK”ボタンをクリックします。 

新規登録申請の仮登録が完了し、＜STEP3＞画面が表示されます。 

また、登録申請者のメールアドレスに申請受付確認メールが送信されま

す。 
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操作7 申請受付確認メールに記載された URL にアクセスします。 

＜STEP4＞画面が表示されます。 

 

注意！ 期間が過ぎても正式登録されない場合には 

申請受付確認メール配信後、3 日過ぎても正式登録されない場合には、仮

登録が自動的にキャンセルとなります。ご注意ください。 

操作8 “パスワード”の入力域に、新規登録申請時に入力したパスワードを入

力します。 

操作9 “申請”ボタンをクリックします。 

正式登録が完了して、＜STEP5＞画面が表示されます。 

 

参考★ メールアドレスとログイン ID について 

正式登録が完了すると、メールアドレスをログイン ID として使用できる

ようになります。 
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2.2.2 招待メールにより、新規に利用を申請する 

注意！ 招待メールによる新規利用申請について 

招待メールによる新規利用申請は、一般利用者からの招待メールが届いた場合のみ

に行うことができます。 

なお、招待メールが届いた場合には、本システム招待中（仮登録中）の状態となり

ます。招待メール受信から 3 日以内に、招待メール中に記載された URL にアクセ

スして、正式登録を行ってください。 

 

操作1 招待メール中に記載された URL をクリックします。 

＜新規登録申請＞画面が表示されます。 
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操作2 ＜新規登録申請>画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “パスワード”の入力域に、本システムへのログイン時に使用したいパス

ワードを入力します。 

（2） “パスワード（確認）”の入力域に、（1）で入力したパスワードを再度入

力します。 

入力したパスワードは、伏せ字（“●”など）で表示されます。 

参考★ パスワードの入力について 

12 文字以上 32 文字以内の半角英数字および半角記号で入力します。 

入力可能な文字は、以下のとおりです。 

・英大文字（A～Z） 

・英小文字（a～z） 

・数字（0～9） 

・記号（! : ; + -） 

また、使用する文字については、以下のルールに従ってください。 

・英字を 2 文字以上使用すること 

・記号（! : ; + -）または数字を 1 文字以上使用すること 

・ログイン名（メールアドレス）の“＠”より前の部分を含まないこと 

（3） “プライバシーポリシー”に記載されている内容を読み、“同意する”の

ラジオボタンをクリックします。 

参考★ プライバシーポリシーに同意しない場合には 

“同意しない”のラジオボタンをクリックします。なお、この場合は、以

降の操作を行うことができません。 

操作3 “申請”ボタンをクリックします。 

正式登録が完了して、新規登録申請の正式登録完了画面が表示されま

す。 

 

参考★ メールアドレスとログイン ID について 

正式登録が完了すると、メールアドレスをログイン ID として使用できる

ようになります。 

注意！ 期間が過ぎても正式登録されない場合には 

招待メール受信から３日過ぎても、招待メール中に記載された URL にア

クセスして正式登録されない場合には、招待（仮登録）はキャンセルとな

ります。ご注意ください。  
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2.3 パスワードの再発行を申請する 

 

操作1 以下のいずれかの方法で、本システムにアクセスします。 

■農林水産研究情報総合センター（AFFRIT）のトップページから 

 本システムにアクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、農林水産研究情報総合センター

のトップページのアドレス（https://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/）を

入力し、「Enter」キーを押します。 

２．＜トップページ＞画面下側の“農林水産研究情報総合センター

のシステム”から、“外部利用登録ならびに外部利用登録者のロ

グイン”をクリックすると、＜ネットワークサービス（公開サー

ビス用）＞画面が表示されます。 

■本システムに直接アクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、本システムの＜ネットワークサ

ービス（公開サービス用）＞画面のアドレス

（https://collab.sys.affrc.go.jp/）を入力し、｢Enter｣キーを押

すと、＜ネットワークサービス（公開サービス用）＞画面が表示

されます。 
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操作2 ＜ネットワークサービス（公開サービス用）＞画面左側の“利用者情

報”から、“パスワード再設定”をクリックします。 

＜パスワード再設定＞の＜STEP1＞画面が表示されます。 

 

操作3 ＜STEP1＞画面で、以下の情報を入力します。 
（1） “メールアドレス”の入力域に、再発行申請者のメールアドレスを入力し

ます。 

（2） “氏名”の入力域に、再発行申請者の本名を入力します。 

（3） “パスワード”の入力域に、本システムへのログイン時に使用したいパス

ワードを入力します。 

（4） “パスワード（確認用）”の入力域に、（3）で入力したパスワードを再度

入力します。 

入力したパスワードは、伏せ字（“●”など）で表示されます。 

参考★ パスワードの入力について 

12 文字以上 32 文字以内の半角英数字および半角記号で入力します。 

入力可能な文字は、以下のとおりです。 

・英大文字（A～Z） 

・英小文字（a～z） 

・数字（0～9） 

・記号（! : ; + -） 

また、使用する文字については、以下のルールに従ってください。 

・英字を 2 文字以上使用すること 

・記号（! : ; + -）または数字を 1 文字以上使用すること 

・ログイン名（メールアドレス）の“＠”より前の部分を含まないこと 

操作4 “申請”ボタンをクリックします。 

＜STEP2＞画面が表示されます。 
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操作5 ＜STEP2＞画面で、“画像の数字を入力”と表示されている入力域

に、その上側に表示されている画像の数字を入力します。 

操作6 “OK”ボタンをクリックします。 

パスワード再発行申請の仮登録が完了し、＜STEP3＞画面が表示され

ます。 

また、再発行申請時に入力したメールアドレスに申請受付確認メールが

送信されます。 

 

操作7 申請受付確認メールに記載された URL にアクセスします。 

＜STEP4＞画面が表示されます。 

 

操作8 “パスワード”の入力域に、再発行申請時に入力したパスワードを入力

します。 

操作9 “申請”ボタンをクリックします。 

正式登録が完了して、＜STEP5＞画面が表示されます。 
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