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平成●年度 研究成果発表実績 

 

研究課題名： 

中心研究者氏名： 

研究支援担当機関名： 

 

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

 

※項目 1、2、4および 5については、サブテーマ毎や補助事業者毎に分けて整理し記載する等の方法

により、「実施状況の詳細（別紙 1）」の記載に対応させ、当該成果がどの実施内容により得られた

成果なの明確にすること。 

※必要項目を満たすのであれば、様式を変更しても差し支えない。また、表については Excel ファ

イルで別途作成したものを、別葉で添付しても差し支えない。 

※チラシ・パンフレット等は、綴り順を本資料の記載順とあわせ、別ファイルに整理し提出すること。 

 

1.雑誌論文 計( ● )件  うち査読付論文 計( ● )件 

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※以下、自由書式で記載すること。記載可能な論文は、謝辞があるものに限る。 

※論文と論文の間には、改行又は区切りを入れること。 

※主要論文 10件については、書式を下線・斜体にして強調すること。 

※査読付の論文は、文頭に「＊」をつけること。 

＜記載例＞ ※以下はあくまで記載例とし、サブテーマ以外の区分けにより整理し記載しても構わない。 

■サブテーマ 1：●●の研究(学振 太郎) 

 雑誌論文 計( ◆ )件  うち査読付論文 計( ◆ )件 

1)  ・・・・・・・ 

2)  ・・・・・・・ 

3)*  ・・・・・・・ 

 

■サブテーマ 2：△△の研究(学振 花子) 

 雑誌論文 計( ◇ )件  うち査読付論文 計( ◇ )件 

1)*  ・・・・・・・ 

2)  ・・・・・・・ 

3)*  ・・・・・・・ 

 

■サブテーマ 3：◇◇の研究(学振 次郎) 

 雑誌論文 計( ▲ )件  うち査読付論文 計( ▲ )件 

1)*  ・・・・・・・ 

2)  ・・・・・・・ 

3)  ・・・・・・・ 

記入例及び様式変更箇所 
（記入例：青字、変更箇所：赤字） 
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2.学会発表 計( ● )件  うち招待(依頼)講演 計( ● )件 

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※以下、自由書式で記載すること。 

※発表と発表の間には、改行又は区切りを入れること。 

※主な発表 10件については、書式を下線・斜体にして強調すること。 

※招待(依頼)講演は、文頭に「＊」をつけること。 

※学会賞など特筆すべき事項があれば、記載しても構わない。 

＜記載例＞ ※以下はあくまで記載例とし、サブテーマ以外の区分けにより整理し記載しても構わない。 

■サブテーマ 1：●●の研究(学振 太郎) 

 学会発表 計( ◆ )件  うち招待(依頼) 計( ◆ )件 

1)  ・・・・・・・ 

2)*  ・・・・・・・ 

 

■サブテーマ 2：△△の研究(学振 花子) 

 学会発表 計( ◇ )件  うち招待(依頼) 計( ◇ )件 

1)  ・・・・・・・ 

2)  ・・・・・・・ 

 

■サブテーマ 3：◇◇の研究(学振 次郎) 

 学会発表 計( ▲ )件  うち招待(依頼) 計( ▲ )件 

1)*  ・・・・・・・ 

2)*  ・・・・・・・ 

3)  ・・・・・・・ 

 

3.図書出版 計(   )件 

通し
番号 著者名 書名

1
2
3
4
5  

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※表をダブルクリックして、必要事項を記載すること。欄が不足する場合は、追加して記載すること。 

 

4.産業財産権の出願(出願中で未登録のものに限る) 計( ● )件 

＜記載例＞ ※以下はあくまで記載例とし、サブテーマ以外の区分けにより整理し記載しても構わない。 

■サブテーマ 1：●●の研究(学振 太郎) 

 産業財産権の出願 計( 5 )件 
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通し
番号

産業財産権
の名称

発明者 権利者
産業財産権の
種類、番号

出願年月日 国内・国外の別

1 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ○○大学 ・・・・・・・・ 2012/5/1 国外
2 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ○○大学 ・・・・・・・・ 2012/5/31 国内

3 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・
○○大学
○○工業(株)

・・・・・・・・ 2012/7/25 国内

4 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ (株)○○化学 ・・・・・・・・ 2012/10/15 国外
5 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ○○大学 ・・・・・・・・ 2013/1/31 国内  

※なお、通し番号 4および 5は、補助事業の一部委託により得られた成果である。 

 

■サブテーマ 2：△△の研究(学振 花子) 

 産業財産権の出願 計( 3 )件 

通し
番号

産業財産権
の名称

発明者 権利者
産業財産権の
種類、番号

出願年月日 国内・国外の別

1 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ △△大学 ・・・・・・・・ 2012/12/2 国外
2 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ △△大学 ・・・・・・・・ 2013/1/20 国外
3 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ △△大学 ・・・・・・・・ 2013/2/23 国内  

 

■サブテーマ 3：◇◇の研究(学振 次郎) 

 産業財産権の出願 計( 3 )件 

通し
番号

産業財産権
の名称

発明者 権利者
産業財産権の
種類、番号

出願年月日 国内・国外の別

1 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ▲▲研究所 ・・・・・・・・ 2012/11/26 国外

2 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・
▲▲研究所
▲▲(株)

・・・・・・・・ 2013/2/10 国外

3 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ▲▲大学 ・・・・・・・・ 2013/3/9 国内  
【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※表をダブルクリックして、必要事項を記載すること。欄が不足する場合は、追加して記載すること。 

 

5.産業財産権の登録(登録済みのものに限る) 計( ● )件 

＜記載例＞ ※以下はあくまで記載例とし、サブテーマ以外の区分けにより整理し記載しても構わない。 

■サブテーマ 1：●●の研究(学振 太郎) 

 産業財産権の登録 計( 1 )件 

通し
番号

産業財産権
の名称

発明者 権利者
産業財産権の
種類、番号

登録年月日 国内・国外の別

1 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・
○○大学
○○工業(株)

・・・・・・・・ 2013/3/2 国外

 

■サブテーマ 2：△△の研究(学振 花子) 

 産業財産権の登録 計( 0 )件 

 

■サブテーマ 3：◇◇の研究(学振 次郎) 

 産業財産権の登録 計( 2 )件 
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通し
番号

産業財産権
の名称

発明者 権利者
産業財産権の
種類、番号

登録年月日 国内・国外の別

1 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ▲▲大学 ・・・・・・・・ 2012/7/26 国外

2 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・
▲▲研究所
▲▲(株)

・・・・・・・・ 2013/1/31 国内

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※表をダブルクリックして、必要事項を記載すること。欄が不足する場合は、追加して記載すること。 

 

6.学術シンポジウム等(主催したもののみを記載) 計(   )件 

通し
番号

開催期間
実施した

補助事業者
標題

主な会場
(収容可能人数)

参加者数

1
2
3
4
5  

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※表をダブルクリックして、必要事項を記載すること。欄が不足する場合は、追加して記載すること。 

※研究者を主な対象とするもの以外は、「7. 市民に対するアウトリーチ活動」に記載すること。 

※開催期間が 1日の場合は、当該月日のみを記載すること。 

 

7.市民に対するアウトリーチ活動 (実験教室の開催、冊子作成等)計(  )件 

通し
番号

実施期間
実施した

補助事業者
標題 実施内容

実施場所
(配布先)

成果(参加者数、
配布数等)

1
2
3
4
5  

【留意事項（斜体文字。印刷時には削除して提出すること。）】 

※表をダブルクリックして、必要事項を記載すること。欄が不足する場合は、追加して記載すること。 

※開催期間が 1日の場合は、当該月日のみを記載すること。 

※補助事業者以外の機関が主催したイベントでの発表実績の場合、「実施した補助事業者」欄には「補

助事業者名(主催：●●●●)」と記載して下さい。 

※中心研究者・共同提案者による発表実績の場合、「実施内容」欄においてその旨を明示して下さい。 

 

8.ホームページ 

トップページURL 公開日
総閲覧数(PV)

(公開日から報告日まで)
純閲覧数(UU)

(公開日から報告日まで)

 

※PV=ページビュー 

※UU=ユニークユーザー 


