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１．概  要 

『水産研究開発成果情報管理システム』は、全国水産業関係研究開発推進会議にて各都道府県、

水産研究・教育機構が報告する水産研究開発成果について、登録・管理・公開を一元化させたシ

ステムです。 

当システムは「登録ページ」と「公開（検索）ページ」の２つに大きく分けられており、「登

録ページ」ではクライアントマシンのＷｅｂプラウザ（インターネットを利用できるＰＣ）を使

用して、どこからでも入力を行うことができます。また、「公開（検索）ページ」では、「登録

ページ」により入力した成果情報について、分野別、年度別等による検索方式で閲覧者が利用し

たい成果情報を容易に検索することができます。 

 

 

 

２．システム要件 

「水産研究開発成果情報管理システム」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。 

Ｗｅｂブラウザソフト： IE7.0 以上、Firefox2.0 以上、Safari1.3 以上 

  

【確認方法】 

①Ｗｅｂブラウザソフトログイン後にツールで「ヘルプ」からバージョン情報をクリックする。 

 

②バージョン情報のウィンドウで、右の図の赤く丸をした部分がプラウザソフトのバージョン

です。この図の場合 IE のバージョンが「11.112.17134.0」、Firefox のバージョンが「61.0」

とありますので、条件を満たしています。 

図１．ブラウザのヘルプ画面 図２．バージョン情報 

ＩＥ 

Ｆｉｒｅｆｏｘ 
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３．水産研究開発成果の登録操作手順 
 

（１）ログイン方法 

 

ＷＥＢブラウザソフトから、水産研究開発成果情報管理システムの登録ページ（下記ＵＲＬ）

にアクセスし、ユーザＩＤとパスワードを入力し、〔ログイン〕をクリックします。 

（http://fra-seika.fra.affrc.go.jp/） 

また、機構ＨＰ「研究情報」をクリックすると登録ページへのリンクがあり、こちらからも起

動できます。 

ユーザＩＤとパスワードは各機関に付与していますが、わからない場合には、各機関の窓口に

問い合わせるか、本マニュアル末尾の「お問い合わせ先」にご連絡ください。 

 

（２）パスワードの変更方法 

 

①水産研究開発成果情報管理システムの登録ページにログインし、メニュー画面の〔パスワード

変更画面へ〕ボタンをクリックします。（図５．「パスワードを変更する」） 

 

②現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、〔更新する〕をクリックすると更新されます。 

 新しいパスワードは、半角英数字 6 字以上を使用してください。（図６．パスワードの入力） 

 

図４．ログイン 図３．機構ＨＰ 

研究情報 

図６．パスワードの入力 図５．「パスワードを変更する」 
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（３）メニュー画面 

 

操作する内容の選択画面です。メニューは以下のとおりです。（図７．メニュー画面） 

 

①新規登録 

新規の成果情報を登録する場合に選択 

  →（４）成果情報の新規登録を参照 

 

②確認・修正 

既に登録した成果情報を確認または修正する場合に、リスト中の該当する成果情報の登録番号

を選択 

  →（５）登録した研究開発成果情報の内容確認・修正を参照 

 

③印刷用ファイル作成 

登録した成果情報をＰＤＦファイルへ出力する場合に選択 

  →（６）印刷用ＰＤＦファイルの作成を参照 

 

  

図７．メニュー画面 
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（４）成果情報の新規登録 

 

①項目選択 

ログイン後のメニュー画面で〔新規登録〕を

クリックします。 

（図８．「新規の成果情報を登録する」） 

情報入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

②成果情報（文章データ）の入力 

 成果情報の入力に当たっては、以下に注意してください。 

※成果情報の入力の際の注意事項 

・Netscape Navigator 4.03 以降、または Microsoft Internet Explorer 4 以降の日本語版
閲覧ソフトで入力してください。 

・ブラウザの設定の「JavaScript を有効にする」を「ON」にしてください。 

・英文で記入すべき項目は半角英数字しか入力できません。全角は使用しないでください。 

・半角カタカナ・ウムラウトは使用しないでください。 

・機種依存文字、インターネットでの送信が保証されていない文字は使用しないでください。 

・常用漢字以外の外字は、最も類似した文字を使用してください。 

・VII（全角のローマ数字）、（株）（省略記号）、kg（省略単位）、①（全角の丸囲み数字）
のような特殊文字は使用しないでください。 

・ギリシア文字（α・β・γなど）は、全角文字を使用してください。 

・上付き、下付き、イタリック体、ボールド、アンダーラインを入力する場合はタグ表に従
ってください。 

文字種 開始タグ 終了タグ 例 印刷時 

上付き文字 <sup> </sup> H<sup>+</sup> H+ 

下付き文字 <sub> </sub> H<sub>2</sub>O H2O 

イタリック <i> </i> <i>E.coli</i> E.coli 

ボールド <b> </b> <b>E.coli</b> E.coli 

アンダーライン <u> </u> <u>E.coli</u> E.coli 

  

・文章は、読点「、」句点「。」を使用し、カンマ「，」ピリオド「．」は使用しない。 

図８．「新規の成果情報を登録する」 
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【１．入力者情報】 

入力者の氏名とメールアドレスを入力します。 

氏名は全角で、メールアドレスは半角で入力して

ください。 

なお、入力者情報はＨＰへの掲載や印刷ファイル

には反映しませんので、実際の入力担当者を入力し

てください。 

 

【２．成果情報名】 

成果情報の題名を入力します（全角４８字まで）。 

 

【３．要約】 

成果情報の内容が一般に理解できるように簡潔

かつ容易に記述します。 

  （全角４８×４行）まで。 

 

【４．詳細事項】 

 ４－１～４－４で合計１２９６字 

  （全角４８文字×２７行）まで。 

 文章は、読点「、」句点「。」を使用し、カンマ「，」ピリオド「．」は使用しない。 

 

 【４－１．背景・ねらい】 

 【４－２．成果の内容・特徴】 

 【４－３．成果の活用面・留意点】 

 【４－４．その他】 記載すべき事項がない場合、項目名を削除してください。 

 

【４－４．その他】の記載事項 

研究課題名 都道府県試験研究機関の場合 

補助事業または県単事業

等 

「事業名(補助事業)」のように記入 

国、独立行政法人、民間等

の委託による事業等 

・「事業名(○○からの委託)」のように記入 

・当該研究がプロジェクト研究等の一部である場合に

は、事業名の代わりにプロジェクト研究名とし、その研

究課題名を付記 

その他の研究 予算の根拠が適切に分かるように記載 

水産研究・教育機構の場合 

運営費交付金による研究 ・「研究課題名（交付金、交付金プロ）」のように記入 

・共同研究の場合には、共同研究者を付記 

委託費による研究 「研究課題名(委託プロ等）」のように記入 

その他の研究 予算の根拠が適切に分かるように記載 

研究期間 成果情報の作成年度(研究期間)の順で記入 

予算区分 適宜記述 

研究担当者 氏名及び所属を記入 

発表論文等 発表論文の誌名、巻・号、頁数、発行年等を記入 

 

図９．入力内容その１ 
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【５．所属】 

所属機関：所属機関を選択します。 

〔項目選択〕 をクリックすると、所属機関一覧表示ウィンドウが開きます。 

所属する機関の右のボタンをクリックすると、選択された機関名がフォームの中に自動入力

され、所属機関一覧表示ウィンドウは閉じられます。（図１１．所属機関一覧） 

 ※一覧表から選択せず、直接入力を行った場合は入力エラーとなります。 

 

部：部名を直接入力してください。 

研究室・科等：研究室名または科名を直接入力してください。 

 

【６．連絡先】 

連絡先電話番号を半角数字で入力します。 

 

【７．推進会議（分野別推進会議）】 

検討する推進会議及び分野別推進会議を選択します。 

複数選択する場合は、 

  Window の場合、Ctrl キーを押しながらクリックします。 

  Mac の場合は、Option キーを押しながらクリックします。 

 

【８．専門】 

専門区分を選択します。該当する区分がない場合は空欄としてください。 

 

【９．研究対象】 

研究対象を選択します。該当する区分がない場合は空欄としてください。 

 

図１０．入力画面その２ 

図１１．所属機関一覧 

図１２．研究戦略一覧 
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【１０．分類】 

分類を選択します。 

普及：漁業者、関係団体等に普及することによって技術の改善効果等が期待できるもの 

調査：資源量や海洋特性把握といったルーチン調査等を行うに当たって既存の方法の改善

等につながるもの 

研究：新しい技術の試みであって、今後の研究開発により技術に仕上げられる可能性のあ

るもの及び技術の基礎的知見、研究手法等に関するもの 

行政：行政ニーズに対応した調査研究成果や行政施策の企画・立案・遂行の参考になると

考えられるもの 

 

【１１．水産研究技術開発戦略該当項目】 

戦略該当項目を選択します。 

〔項目選択〕をクリックすると、研究戦略一覧ウィンドウが開きます。 

（図１２．研究戦略一覧） 

該当する研究戦略内容の右の 〔選択〕ボタンをクリックすると、選択された内容がフォーム

の中に自動入力され、研究戦略一覧ウィンドウは閉じられます。 

※一覧表から選択せず、直接入力を行った場合は入力エラーとなります。 

 

【１２．具体的データレイアウト選択】 

具体的データのレイアウト（図表の配置）は５種が用意されています。選択したレイアウト

が次の「具体的データ入力画面」に表示されます。（図１３：レイアウト一覧） 

※「具体的データ入力画面」では、用意されているレイアウトではなく、図表をＡ４縦一枚に

まとめたＰＤＦファイルを保存することができます。ＰＤＦファイルを保存する場合には「レ

イアウト選択はどれを選択しても構いません。（図１４．入力画面その３） 
用意されたレイアウトを使用する場合には、「１２．具体的データのレイアウト」の番号を

選択します。「>>レイアウト例を見る」をクリックすると、レイアウト一覧が閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１３．レイアウト一覧 

1 3 2 

4 5 
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【１３．公表の可否】 

1．印刷物：印刷物としての公表の可否を指定します。 

2．機構ＨＰ：機構ＨＰでの公表の可否を指定します。 

 

 

③具体的データの入力画面へ 

【１～１３】の入力が終了したら、〔具体的データ入力画面へ〕をクリックしてください。 

※エラーメッセージが表示され、再度情報入力画面が表示される場合は、エラーメッセージに

従って入力内容を修正し、もう一度〔具体的データ入力画面へ〕をクリックしてください。 

 

 

④具体的データの入力 

具体的データの入力を行います。（ＰＤＦファイルを使用する場合は次ページ参照） 

具体的データには、最大４つの画像が登録できます。前画面の「具体的データレイアウト選

択」で選択したレイアウトに合わせて、入力フォームが表示されます。入力項目は以下のとお

りです。（図１５．具体的データの入力画面） 

 

 ■画像ファイル名 

ご使用のマシン上にある画像ファイルを指定します。〔参照〕をクリックすると、ファイル

選択のウィンドウが開きますので、画像ファイルを指定してください。登録できる画像ファイ

ルは BMP/JPEG/PNG/GIF/TIFF 形式のみです。 

また、画像ファイル名の最後に拡張子「.bmp」「.jpg」「.png」「.gif」「.tif」が付いて

いることが必要です。Microsoft Word または Excel で作成されたグラフや図を登録する場合

は、別途ソフトウェアが必要となります。ソフトウェアのインストールと使用方法は 

Appendix A（16 ページ参照）をご覧ください。 

 ■画像タイトル 

図／表の見出し文章を入力します（６４字以内）。 

（例：「表１.鮪の漁獲量の遷移」） 

 ■画像種類 

図または表を指定します。図の場合は、画像の下に画像タイトルが表示されます。表の場合

は、画像の上に画像タイトルが表示されます。 

 ■文章 

画像に関するコメントを入力します（１２８字以内）。 

 

図１４．入力画面その３ 

具体的データ入力画面において、

図表をＡ４縦１ページにまとめた

ＰＤＦファイルを保存することが

できます。 
 その場合は「１２．具体的データ

レイアウト選択」はどれを選択し

ても構いません。 
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図１５．具体的データの入力画面 

図１６．ＰＤＦファイル 

※ＰＤＦファイルでの入力手順 

「■ＰＤＦファイル」の参照ボタンをクリックして、具体的データのＰＤＦファイル（Ａ４
縦１ページに限る）を挿入させてください。 

ＰＤＦファイルへの変換ができない場合 

お問い合わせ先「fra-kenkan@ml.affrc.go.jp」までファイル（一太郎、ワードファイル
等）をお送りください。事務局にて、ＰＤＦに変換致します。 



12 

 

⑤登録内容確認 

入力が終了したら、〔確認〕をクリックしてください。登録内容確認画面に移動します。 

登録内容確認画面で、入力された内容を確認します。（図１７．登録内容確認） 

【印刷用レイアウトサンプル】のＰＤＦアイコンをクリックすると、登録した情報の印刷用

レイアウトファイルがダウンロードできます。レイアウトの確認をしてください。 

※修正が必要な場合は、ブラウザの Back ボタンで戻り、必要な修正を行ってください。 

 

内容の確認が終わりましたら、〔登録〕をクリックしてください。 

 

 

⑥登録完了画面 

〔登録〕ボタンをクリックすると、登録完了メッセージと、登録番号が表示されます。登録

番号は、必ず記録しておいてください。また、登録内容が、E-mail で配信されますので、内容

を確認してください。（図１８．登録完了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで、新規登録作業が終了しました。〔トップページ画面へ〕 をクリックすると、トップ

ページ（ログイン画面）に移動します。 

  

図１８．登録完了 

ＰＤＦアイコン  を

押し、印刷用レイアウトを

確認 

登録ボタン 

図１７．登録内容確認 
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（５）登録した研究開発成果情報の内容確認・修正 

 

①項目選択 

ログイン後のメニュー画面で登録済みタイトル一覧から、修正する成果情報の登録番号をク

リックします。（図１９．項目選択） 

 

②成果情報（文章データ）の修正 

情報入力画面が表示されますので、修正を行う場合は、「（４）成果情報の新規登録」と同様の

方法で、修正箇所を修正してください。（図２０．成果情報（文章データ）の修正） 

修正後に〔具体的データ確認・入力画面へ〕をクリックしてください。 

具体的データのみ修正を行う場合はそのまま〔具体的データ確認・入力画面へ〕をクリック

してください。 

図２０．成果情報（文章データ）の修正 

「具体的データ確認・入力画面へ」 

図１９．項目選択 

登録番号 
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③具体的データの修正 

修具体的データの修正を行う場合には、具体的データ確認・入力画面で、「（４）成果情報

の新規登録」を参考に修正箇所を修正してください。（図２１．具体的データの修正） 

※画像を変更しても過去の画像が表示されていますが、登録を行った時点で変更されますので、

ご注意ください。 

修正後、〔確認〕をクリックしてください。 

具体的データについて、修正がない場合、そのまま〔確認〕をクリックしてください。 

 

④入力内容確認 

【印刷用レイアウトサンプル】のＰＤＦアイコンをクリックすると、登録した情報の印刷用

レイアウトファイルがダウンロードできます。レイアウトの確認をしてください。 

修正内容を確認し、問題がない場合は〔登録〕をクリックします。（図２２．登録） 

 

⑤登録完了 

登録完了画面が表示され、登録内容確認の E-mail が配信されますので、登録番号と登録内

容をご確認ください。（図２３：登録完了画面） 

登録番号は、新規登録時に発行されたものと同じです。 

図２２．登録 

図２１．具体的データの修正  

図２３．登録完了画面 

「登録」 



15 

 

（６）印刷用ＰＤＦファイルの作成 

 

①項目選択 

ログイン後のメニュー画面から、〔印刷用ＰＤＦファイル作成画面へ〕ボタンをクリック

します。（図２４．「印刷用ファイル作成画面へ」） 

 

②成果情報選択 

印刷用ファイル作成画面で、印刷用ファイルを作成する成果情報の CHECK 欄にあるチェッ

クボックスにチェックを入れ〔ＰＤＦファイル作成〕をクリックすると、「ただいま印刷用

ＰＤＦファイル作成中です。そのまましばらくお待ちください。******」と表示されたのち

に、ＰＤＦファイル作成が行われます。（図２５．印刷する成果情報の選択） 

※全ての成果情報をチェックする場合は〔全て選択〕ボタンを、全ての成果情報からチェッ

クを外す場合は〔全て解除〕をクリックしてください。 

 

③ファイルダウンロード 

成果情報一覧が表示されたら、〔Ｄｏｗｎｌｏａｄ〕をクリックします。（図２６．ファイル

ダウンロード） 

※Windows では〔Download〕を右クリック→「名前を付けて保存」 

※Macintosh では〔Download〕をクリック→ＰＤＦファイルが表示→ブラウザプラグインのメ

ニューで「保存」を選択 

図２５．印刷する成果情報の選択 

図２４．「印刷用ファイル作成画面へ」 

図２６．ファイルダウンロード 

「印刷用ファイル作成画面へ」 

チェック 

「Ｄｏｗｎｌｏａｄ」 

「ＰＤＦファイル作成」 
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４．Appendix. A 画像変換ソフトウェア使用方法 
 

成果登録時・修正時の具体的データ入力画面で、Microsoft Word または Excel で作成されたグ

ラフや図を登録する場合は、別途ソフトウェアが必要となります。ここでは、そのソフトウェア

の操作方法を示します。 

 

①画像変換ソフトウェアの動作環境 

Windows 98 SE, Me, NT4.0, XP ･･･メモリ：64MB 以上 

HD 空き容量：50MB 

Mac OS 8.1 以降           ･･･メモリ：64MB 以上 

HD 空き容量：50MB 

Quick Time がインストールされていること 

 

②ソフトウェアのダウンロード 

具体的データ入力画面の「ソフトウェアのダウンロードはこちらへ」のリンクをクリックする

と、ダウンロードページが開きます。（図２７．ソフトウェアダウンロードリンク） 

ダウンロードページの記述に沿って、ソフトウェアをダウンロードします。 

 

ご使用のＯＳの 〔download〕 をクリックすると、ダウンロードが始まります。 

 （図２８．ソフトウェアダウンロード） 

 

③ソフトウェアのインストール 

１）ダウンロードファイルの解凍 

Windows の場合は、「FRAPIC.EXE」をダブルクリックし、解凍先を選択してダウンロードフ

ァイルを解凍してください。（図２９．ダウンロードファイルの解凍（Windows）） 

マッキントッシュ版は自己解凍ファイルとなっておりませんので、「FRAPIC9.sit」または

「FRAPICX.sit」より、sit 圧縮に対応した解凍ソフトにて解凍を行ってください。 

図２７．ソフトウェアダウンロードリンク  

図２８．ソフトウェアダウンロード 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ツールのインストール（マッキントッシュ版は、この作業は必要ありません。） 

解凍が終了すると、解凍先に選択した場所に「FRAPIC_Ver2」というフォルダが作成されるの

で、「FRAPIC」フォルダ内の「FRAPictureVer2.msi」をダブルクリックしてください。システ

ムのインストールが開始されます。（図３０．インストール使用手順（Windows）） 

 

インストールが終了するとデスクトップ上に本ツールのショートカット「FRAPictureVer2」

が作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３０．インストール使用手順（Windows） 

解凍先を変更します。 

解凍処理を実行します。 

図２９．ダウンロードファイルの解凍（Windows） 
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④ ソフトウェアの使用方法（図３１．ソフトウェア使用手順） 

１）画像ファイル生成対象のドキュメント（Word / Excel 形式）を開いてください。 

２）FRAPictureVer2 を起動してください。(マッキントッシュ版は、解凍先フォルダより

FRAPictureVer2 を起動してください。) 

３）ドキュメント内の画像ファイルをコピーしてください。 

４）FRAPictureVer2 内の「Picture Create」ボタンをクリックしてください。 

５）画像保存先のダイアログボックスが開きますのでファイル名を入力し、「保存」ボタンを

クリックしてください。 

６）具体的データ入力部分の「画像ファイル名」右側の枠内（参照ボタンがあるエリア）にカ

ーソルを合わせ、ファイルのコピー＆ペーストを行います。または参照ボタンよりファイル

を選択すると、ファイル名がフォーム中に入力されます。 

 

図３１．ソフトウェア使用手順  

変換ソフトの「Picture Create」

ボタンをクリック 
Word/Excel の図/グラフ

をコピー 

マシン上に保存 
具体的データ入力画面の「画像

ファイル名」右側のエリアにファイ

ルをコピー＆ペースト、またはフ

ァイルを参照して選択 
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