
２）平成２１年度のトピックス度
・イノベーションハブ戦略の推進

・中小企業支援
・技術研究組合への参画・技術研究組合への参画
・つくばイノベーションアリーナ
・蓄電池研究開発拠点
・ロボット安全拠点

・高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシ
アム

国際連携・国際連携

・人材育成人材育成
・産総研が育成したポスドクの社会活動
・ポスドク人材、専門技術者の育成

・産業技術人材育成（バイオインフォマティクス、
MEMS、キャリアパス多様化促進事業）
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中小企業との共同研究・技術相談

企業のニーズに応え産総研の研究者等が面談・電話で対応、
多数の共同研究等の連携に発展

中小企業との技術相談件数
件数

中小企業との共同研究件数
件数

1 000

1,500

2,000

件数

400
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件数

0

500

1,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

0

100

200

300

400

H17 H18 H19 H20 H21

年度 H17 H18 H19 H20 H21 年平均

中小企業との
技術相談件数

1,733 1,887 1,854 1,884 1,790 1,830

年度 H17 H18 H19 H20 H21 年平均

中小企業との
共同研究件数

463 549 613 631 672 586 

H17 H18 H19 H20 H21

平成21年度実績

技術相談総数 4,672 4,491 4,516 4,320 4,042 4,408
共同研究件数

平成21年度実績
●技術相談から連携（共同研究等）へ発展：80件
●中小企業からの技術相談率が増加傾向
（H13年度実績23％（4,595件中）がH21年度では44％（4,042件中）に増加）
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新たな連携の手法（技術研究組合への参画）

企業等との新たな連携活動の手法として 法改正により参画可能となった技術研究組合を企業等との新たな連携活動の手法として、法改正により参画可能となった技術研究組合を
活用した共同研究やプロジェクトの実施を推進

②太陽光発電技術研究組合 （加入日：平成２１年１２月２４日）新たな連携手法

■加入の目的： 産総研が中心となって形成したコンソーシアムとの
一層の連携

■担当研究ユニット： 太陽光発電研究センター

（加入 平成 年 月 ）

・民間企業等との連携にかかる選択肢の拡大

・技術研究組合の株式会社への組織変更等を通じ、
他の組合員企業等による研究成果のスムーズな

平成２１年度中に参画した技術研究組合

■産総研の主な貢献：

○太陽電池モジュールの実用化試作・評価体制の構築・提供

○各社の新規部材・新規構造の信頼性を評価・検討

○ ンソ参加企業からの共同研究員に必要な技能を習得させる

事業化も期待される

①ステレオファブリック技術研究組合

■加入の目的： ＮＥＤＯ「革新的省エネセラミックス ③技術組合BEANS研究所

○コンソ参加企業からの共同研究員に必要な技能を習得させる
頭の人材育成を実施

（加入日：平成２１年１０月２６日）

（加入日：平成２２年３月２５日）■加入の目的： ＮＥＤＯ 革新的省 ネセラミックス
製造技術開発」プロジェクトの推進

■担当研究ユニット： 先進製造プロセス研究部門

■産総研の主な貢献：

■加入の目的： ＮＥＤＯ「異分野融合型次世代デバイス製造技術開
発プロジェクト」の推進

■担当研究ユニット： 集積マイクロシステム研究センター

○産総研職員がNEDOプロジェクトリーダー

○研究装置等のインフラを組合員へ提供

○組合員企業の出向研究員に対し、装置使用方
法等を指導

■産総研の主な貢献：

○産総研職員がNEDOプロジェクトサブリーダー

○産総研の試作プロセスラインを整備・拡充し、高機能マイクロ電子
機械シ ム（ ） 開発を促進
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法等を指導 機械システム（MEMS）の開発を促進

○MEMSに関する基礎知識やプロセス実習等の人材育成を実施



つくばイノベ－ションアリ－ナ構想

● くば地域において 筑波大学 物質 材料研究機構等と連携し 以下の基本理念に基づき ナノテクノ

（ＴＩＡ：Ｔｓｕｋｕｂａ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ａｒｅｎａ）

●つくば地域において、筑波大学、物質・材料研究機構等と連携し、以下の基本理念に基づき、ナノテクノロ
ジ－拠点を形成。

・ 共通基盤での実証研究により、世界的な新事業を創出することを目指す。
産学官それぞれが組織の壁を越えて結集 融合する「協創場 （U d O R f）を提供する・ 産学官それぞれが組織の壁を越えて結集・融合する「協創場」（Under One Roof）を提供する。

・ 共通基盤インフラは、国際的に優位性のある利用価値を内外に提供する。
・ 国内外にネットワ－クを広げ、連携力を強化して、価値を創造する。
・ 教育（次世代人材育成）機能を産学官連携による充実する。教育（次世代人材育成）機能を産学官連携による充実する。

（注）その他、太陽光発電では評価技術、蓄電池では革新的な電池材料の開発、生活支援ロボットでは安全性評価技術の
研究開発拠点を形成する。

東大通り

西大通り
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・太陽光発電コストの大幅低減のため、太陽電池モジュールの長期性能を向上させる部材の開発環境を提供、

高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム

評価・分析技術も開発。国際標準化を視野に、日本の太陽光発電産業の国際競争力の強化を図る。

・民間企業31社（部材を生産する主要化学メーカーをほぼ網羅）と共同で研究開発を推進。

・産総研の役割：
・ 実用サイズの太陽電池モジュールの試作・評価体制を構築・提供する （国内の大学・研究機関で唯一）。
・ 各社の新規部材・新規構造の信頼性を屋外曝露試験や加速試験などを通じて評価・検討。
・ コンソーシアム参加企業から派遣された共同研究員に必要な技能を習得させて人材も育成し、オール

ジャパン体制での開発促進を図る。

平成21年度実績

小型モジュール用試作・評価

設備を整備。各企業の新部材に

大型モジュール試作
評価設備（九州）

試作・分析・標準化拠点
（つくば）

新部材開発

信頼性向上・低コスト化

よる試作・評価作業を開始。

特記事項
・評価設備（九州）

（つくば）

企業

企業

企業

国際標準

競争力強化
協力・

競争
知財

確立

実用サイズモジュールの試

作・評価設備を整備中。一部

は既に稼働中。
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競争力強化
競争 確立

は既に稼働中。



蓄電池研究開発のイノベーションハブ ～高性能蓄電池の開発・実用化加速を目指して～

高性能蓄電池の実用化を目指して、新材料・評価技術開発に取り組み、関西に集積する電池関連産業や電
池基礎研究でリ ドする大学等との連携拠点を形成池基礎研究でリードする大学等との連携拠点を形成

技術研究組合「リチウム電池材料評価研究センター」（LIBTEC)を関西センター内に構築。電池メーカー/材料
メーカー間のすり合わせ期間を短縮し、開発加速に貢献

●参画企業等が技術を持ち寄り 有機的に結合でき

技術研究組合「リチウムイオン電池材料
評価研究センター」 （LIBTEC）

ユビキタスエネルギー研究部門

● 革新的な蓄電池材料開発を牽引するイノベーション
ハブへ●参画企業等が技術を持ち寄り、有機的に結合でき、

共通的な評価技術開発が可能な拠点を関西センター

内に構築。 （民間企業16社参加）

連携

ハブへ

【次世代高性能／革新型電池開発】

・次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発事業（Li-EAD）

・革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（RISING）等

連携
支援

電池材料

テスト電池作成 SO CF

希少金属の使用量が
少ない正極開発 金属リチウム負極＋新規電解液による

高エネ密度化

テスト電池作成

電池特性
評価

材料分析

材料開発指針へ

N
H3C  nC3H7

N
SO2CF3

SO2CF3

材料開発

連携
材料開発指針
フィードバック

電池産業
自動車産業

P-HEV, EV, FCV等

解析評価
技術開発

BF4
-EMIM+

Li

電池産業

エネルギー産業

スマートグリッド等 電池中でのリチウムイオン
の観察技術開発

計算科学による電池劣化
メカニズム等の解明
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ロボット安全拠点形成と活用 ～生活支援ロボットの実用化を目指したプロジェクトをスタ－ト～

安全技術を集積、安全性検証手法を確立し、生活支援ロボットの実用化の壁である安全性

確保をワンストップで実現する世界的拠点を形成

茨城県、つくば市と連携し、ロボット安全の試験機関、認証機関を確立

搭乗型生活

○×設備○ 生活支援ロボットの実用化を加速
○ 将来の世界的ロボット安全拠点を目指す

移動作業型搭乗型生活
支援ロボット

ロボット安全研究拠点（つくば）

警備ロボット
移動作業型

ロボット

開発者へ
フィ－ドバック

開発者へ
フィ－ドバック フィ ドバックフィ ドバック

全国から生活支援ロボットが持ち込まれる

ロボット安全の試験機関、認証機関
標準化提案機関 調査研究機関

関連法規・企画等の
調査結果

～ 試験設備群 ～
標準化提案機関

試験研究機関

調査研究機関調査結果

試験デ－タの提供
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ロボット安全研究拠点（つくば）
安全性試験機関安全性試験機関 安全性認証機関安全性認証機関

試験方法の提案



国際戦略に基づく国際連携の推進（１/２）

中長期的視点に立った国際連携強化のための方策検討

■研究戦略等との整合・・・今後連携を強化すべき国、研究機関、研究テーマについて着実研究戦略等 合 今後連携を強 す 国、研究機関、研究 着実
に見直しを実施。その中で、政府のアフリカ外交に呼応し、理事長の出張にあわせ、内閣
府、在日本大使館、在京南アフリカ大使館と連携して、南アの主要３機関とワークショップ
を開催。

■ＭＯＵレビュー・・・包括研究協力覚書機関との過去の連携実績

に関する自己評価については、共同研究数、研究者交流数、

共同研究契約数などフ クトベ スでの実績とりまとめを行い共同研究契約数などファクトベースでの実績とりまとめを行い、

試行的なレビューを実施。来年度に向けて着実に進展。

■ＳＴＳフォーラムを活用した国際連携・・・ＳＴＳフォーラム時に

海外大臣等と理事長との会談、産総研訪問を通じて、

海外連携の具体化に向けた議論を展開。例えば、セルビア共和国（ジェーリッチ副首相）
との研究協力が実現（情報セキュリティ研究センタ ）との研究協力が実現（情報セキュリティ研究センター）。

■政府政策への貢献・・・内閣府総合科学技術会議の科学技術外交戦略タスクフォースにお
いて、産総研の国際研究協力を発表する機会を与えられるなど、政府においても産総研
の貢献が大きく評価
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の貢献が大きく評価。



国際戦略に基づく国際連携の推進（２/２）

科学技術外交への貢献と海外への広報活動

1. 内閣府等への貢献・・・総合科学技術会議の科学技術外交戦略タスクフォースに参加し、日
本政府が推進すべき科学技術国際協力のあり方に積極的に提言 科学技術関連 府省

科学技術外交への貢献と海外への広報活動

本政府が推進すべき科学技術国際協力のあり方に積極的に提言。科学技術関連４府省
（内閣府、外務省、経産省、文科省）および関連機関の定期会合に参加。これらにより、政
府および関係機関から産総研の国際連携活動は高く評価。

2. ＪＥＴＲＯ・ＮＥＤＯとの密接な連携 ・・・三機関の連絡会を２ヶ月に１回開催し相互連携を推進、
産総研の海外展開に活用。

3. 多数の海外要人の訪問 ・・・海外からの多数の国家要人等の来訪に積極的に対応し（１１８

件、１０２５人）、産総研への高い評価を獲得。ＳＴＳフォーラム開催時に来日したセルビア副
首相、タイ、アルゼンチンの科学技術大臣等の海外要人と野間口理事長の面談を実現し、
積極的な科学技術外交を展開。在東京の各国大使館科学技術担当官との日常的情報交
換により、産総研と海外研究機関との連携を促進。

タイ科学技術
大臣来訪

アルゼンチン
科学技術大臣来訪
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欧米、アジアとの戦略的な研究協力の推進

諸外国研究機関との戦略的な連携

フランス国立科学研究センター（CNRS）

「AIST-CNRSロボット工学連携研究体」が産総研で研究を実施

米国 ネ ギ 省（米国 エネルギー省（DOE)
政策的要請を受け、傘下の５国立研究所と環境・エネルギー分野を中心

とする研究協力を拡大

ＣＮＲＳとのワークショップ
フィンランド、ノルウェー、豪州との連携も着実に進展

タイ 国家科学開発技術庁（NSTDA）・科学技術研究院（TISTR）

タイ科学技術大臣臨席のもと 包括研究協力覚書の更新締結

とのワ クショップ
（ＣＮＲＳ本部）

タイ科学技術大臣臨席のもと、包括研究協力覚書の更新締結

ベトナム科学技術研究院（VAST）
ＶＡＳＴ副理事長、研究所長の複数回つくば来訪時に共同研究打ち合わせ

中国科学院（CAS)
ＮＳＴＤＡ ＴＩＳＴＲマッチングファンド方式による共同研究を実施 （石炭利用環境対策技術）

韓国・産業技術研究会（ISTK）

包括研究協力覚書の締結に基づく2件の共同研究契約を締結

インド バイオテクノロジ 庁（DBT)

ＮＳＴＤＡ、ＴＩＳＴＲ
との更新ＭＯＵの調印

国立再生可能エネルギ 研究所

インド バイオテクノロジー庁（DBT)
マッチングファンド方式により傘下の公的研究機関と共同研究を開始 （生命情報科学）

南アフリカ地質調査所（CGS）、南アフリカ科学産業技術研究所（CSIRO）、MINTEK
地質、環境・エネルギー、ナノテク材料の分野でCGS、CSIRO、MINTEKとワークショップ開催
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国立再生可能エネルギー研究所
とのＭＯＵ締結

地質、環境 ネルギ 、ナノテク材料の分野でCGS、CSIRO、MINTEKとワ クショップ開催

ブラジル、リオデジャネイロ大学

JST－JICA「地球規模課題対応国際科学技術協力事業」により、バイオエタノール製造に関する 共同研究を推進



政策要請に貢献するバイオマス・アジアの推進でアジア諸国の連携を強化

バイオマス・アジアの推進

第6回バイオマス アジアワ クシ プを広島市で開催 6国際機関 11 国から研究 行政 企業

「バイオマス・ニッポン総合戦略」を背景とし、科学技術振興調整費「アジアの持続可能バ
イオマス利用技術開発」（H19-21）を推進

第6回バイオマス・アジアワークショップを広島市で開催。6国際機関、11ヶ国から研究、行政、企業
関係者250名が参加し、持続可能なバイオマス利用技術に関するバイオマス・アジアのネットワーク
を構築。

バイオマス国際共同研究の展開バイオマス国際共同研究の展開

マレーシア・プトラ大学に、九州工業大学と3者で開設した連携ラ

ボを活用、パーム残渣からのバイオ燃料製造技術に関する共同
研究を開始研究を開始

タイ・国家科学技術開発庁、科学技術研究院他との非食糧系バ
イオマスからの燃料製造に関する共同研究が、JST－ＪＩＣＡ地球
規模課題対応国際科学技術協力事業に採択

第6回バイオマス・アジア
ワークショップ（広島市）

東アジアサミット・セブ宣言を受け設立された東アジア・
ASEAN経済研究センター（ERIA）事業への積極的参画

規模課題対応国際科学技術協力事業に採択

経済研究センタ （ ）事業 の積極的参画

バイオ燃料の標準化およびバイオマス利用持続性評価に関する２つ
の専門家WGのリーダーおよび研究を受託

新エネルギ 財団と協力し 6 国から19名の研究者を受け入れ バイ
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新エネルギー財団と協力し、6ヶ国から19名の研究者を受け入れ、バイ
オ燃料製造技術、品質規格、環境影響評価で人材育成 バイオ燃料標準化ＷＧ開

催



人材育成 産総研が育成したポスドクの社会的活動

ポ ド を積極 産総 究 育成・ポスドクを積極的に受け入れ、産総研における研究活動において育成。

・産業界・大学等に多数輩出。

700

（名）

産業界
40

その他
34500

600

産総研
（継続者を除く）

20300

400

大学等
79

20

100

200

国研
独法

ポスドクの外部異動先ポスドク雇用の推移

0

100

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
国研・独法
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・独法
58

58

ポスドクの外部異動先ポスドク雇用の推移

（H14-21年度） （H21年度、255名）



ポスドク人材、専門技術者の育成

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、産業界で即戦力となる
高度な実用化研究のスキルを持った人材を供給するため 「専門技術者育成事業」 （平成１高度な実用化研究のスキルを持った人材を供給するため、「専門技術者育成事業」 （平成１
７年度開始）及び、「産総研イノベーションスクール」（平成２０年度開始）を引き続き実施

産総研イノベーションスクール専門技術者育成事業 （平成１７年度～） （平成２０年度～）

成 績

・目的： ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、
企業OJTを実施し、企業等で即戦力として活躍で
きる人材を育成。

・目的： 研究開発における分析、解析、実験技術等の研究支援
体制の整備を図るため、高い研究支援技術・スキルを
有する専門技術者を育成し、社会（産業界等）へ供給

（平成２０年度 ）

産総研の他のポスドク平成21年度の実績状況

採択課題数： 64件

本年度終了課題数： 15件

継続課題数 49件

平成21年度の実績状況

2期生：６７名

3期生：７１名

産総研の他のポスドク
に比べ、研修生の産
業界への博士人材輩
出率が７倍

継続課題数： 49件

H20年度 H21年度*

１期生 ２期生 ３期生

象者数

H１７
年度

H18
年度

H19
年度

H20
年度

H21
年度

80 88 90 76 64

正規就業者実績 正規就業者実績

10 67 71

3 26 19

大学 0 8 3

対象者数

うち就業者数

80 88 90 76 64

1 10 14 3 0

大学 0 2 0 0 0

民間 2 14 9

その他 0 0 4

独法 1 4 3

民間 1 7 14 3 0

その他 0 0 0 0 0

独法 0 1 0 0 0

うち産総研 0 1 0 0 0
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うち産総研 1 4 1
うち産総研 0 1 0 0 0



産業技術人材育成（バイオインフォマティクス）

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、

・生命情報科学技術者養成コース
（文科省 科学技術振興調整費 H13 H21）

産総研 有す 多様 研究分野 を有効 活用 、
既存教育メカニズムでは養成が困難な、新規かつ融合的 先端技術を持った研究人材を育成

（文科省 科学技術振興調整費 H13～H21）

・ 生命情報工学研究センターが実施

・ バイオインフォマティクスの基礎を、講義、実習を通して習得

・ 被養成者は公募（無償）、多くは社会人

・ レベル、目的別に5つのコースを用意
H21年度に新設したe-ラーニング専修コースは利便性から大人気 実習には1人1台のPCを使用

H17 H18 H19 H20 H21 計

リーダー養成・再教育コース ― 5 5 3 3 16
バイオインフォマティクス速習コースⅠ 33 25 35 38 27 158
バイオインフォマティクス速習コースⅠe ― ― ― ― 88 88
バイオインフォマティクス速習コースⅡ 15 19 22 25 81

H21新設

バイオインフォマティクス速習コースⅡ ― 15 19 22 25 81
創薬インフォマティクス技術者養成コース 20 20 20 20 23 103

計 53 65 79 83 166 446
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・ 5年間で対計画比172％（目標人数＋186名）の人材養成を達成

・H22年度からは産総研コンソーシアム「生命情報科学人材養成コンソーシアム」で人材養成を継続



産業技術人材育成（MEMS）

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、既存教育メカニズムでは
養成が困難な新規かつ融合的 先端技術を持 た研究人材を育成養成が困難な新規かつ融合的 先端技術を持った研究人材を育成

◆マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成
（経産省 産学連携製造中核人材育成事業）

MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、MEMSの基礎知識（現状と今後の展開、
応用分野など）、設計手法（MEMS設計・シミュレーション）、プロセス実習・講習（熱ナノインプリント成

形用型製作実習として、フォトリソパターン転写からドライエッチング技術、製作型の計測・評価技術の

（経産省 産学連携製造中核人材育成事業）

形用型製作実習として、フォトリソパタ ン転写からドライエッチング技術、製作型の計測 評価技術の
体得、マイクロ流体チップの製作と評価）などのMEMS人材育成事業のための実習を計15回（マイク
ロ流体、ナノインプリント（型製作＆成形）、MEMSデザイン講習2回、デバイス集積化、真空技術、実
装技術1回、関西地域3回、九州地域5回）および技術講習会を6回、講演会を5回、さらに研究会を２

回行 た回行った。

関東（設計実装
システム化、
ナノ加工、環境、

東大
（基礎コース）

東京都、神奈川県
（設計、シミュレーション）

産総研、企業
（実習、演習）

健康・安心安全）

関西（大面積サブ
ナノ加工、表示素子、
エネルギ）

産総研、企業
（実習、演習）

兵庫県立大、
兵庫県、立命館

（基礎 設計 演習）

NIRO（その他の大学

や運営とりまとめ）
エネルギ）

北九州（ＭＥＭＳ、
アナログ回線、
センサネット、

早稲田、
九工大、九大学

（基礎 設計 演習）

ＦＡＩＳ（運営とりまとめ、
アナログ回線製作実習）

産総研、企業
（実習、演習）

（基礎、設計、演習）
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MEMS製造人材育成のスキーム

センサネット、
光デバイス）

（基礎、設計、演習）



キャリアパス多様化促進事業の推進

文部科学省委託事業「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」の一環として、ポスドクな
ど若手博士のキ リア開発のための筑波研究学園都市を中心とした人材創出モデル事業を推進ど若手博士のキャリア開発のための筑波研究学園都市を中心とした人材創出モデル事業を推進

■産業界への人材輩出プログラム
・就職支援イベント計16回開催、延べ297名の参加
・55名の就職内定者（2010年3月時点）

若手研究者・技術者のための
産業界就職説明会inつくば

－企業の紹介－

・就職マッチングのためのWebサービスシステムの構築

■若手博士の人材育成プログラム
・指導者も巻き込んだNPF技術講習会の一層の充実・指導者も巻き込んだNPF技術講習会の一層の充実
・異分野・異業種プレゼン／コミュニケーションの実施

■育成担当者の意識啓発プログラム 若手研究者・技術者のための
産業界就職説明会inつくば

・育成プログラム検討委員会によるガイドブックの作成
・シンポジウム「3E実現のための科学技術と人材育成－若者に期
待する－」（於：第９回 TXテクノロジー・ショーケース in つくば
2010 ）を共催 202名の参加者

産業界就職説明会inつくば

－個別ブース－
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2010 ）を共催、202名の参加者

・交流イベント4回開催、延べ99名の参加



Ⅱ 独立行政法人整理合理化計画の取組み状況Ⅱ．独立行政法人整理合理化計画の取組み状況
（平成１９年１２月 閣議決定）

（平成２１年１２月 凍結）
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整理合理化計画の取組み状況 産総研 個別事項（（平成２１年度１２月まで）

独立行政法人整理合理化計画については、平成21年12月25日閣議決定により当面締結となっている。ただし、随意契約の
見直し及び保有資産の見直しに係る事項に いては 再検討の間においても引き続き取組を進める ととな ている

保有資産の見直し

保有資産の見直し

見直し及び保有資産の見直しに係る事項については、再検討の間においても引き続き取組を進めることとなっている。

保有資産の見直し

○関西センター大阪扇町サイトは平成２０年度、中国センターは平成２１年度、直方サイトは平
成１９年度に売却の方向で検討する。

・＜関西センター大阪扇町サイト＞平成２１年度に売却済み。

・＜中国センター＞平成２０年度に前倒しして売却済み。

直方 イ 成 年度 札手続きを実施 たが 購 希望者が無 ため 売却・＜直方サイト＞平成２１年度に入札手続きを実施したが、購入希望者が無いため、売却
が出来なかった。平成２２年度において、引き続き売却の手続きを行うと共に、通

則法の改正の施行時期によっては、現物での国庫納付を行う可能性有り。

支部・事業所等の見直し

その他の見直し

支部 事業所等の見直し

○秋葉原サイトについて、同サイトで現在実施している関連プロジェクトが終了した際、廃止す
ることを原則とし、第２期中期計画が終了する平成２１年度末までに事業の見直しを行う。
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・整理合理化計画に従い、秋葉原サイトについては、平成２２年度末にて廃止予定。




