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１－１．研究ユニット評価制度の経緯

総務省「勧告の方向性」 総務省「勧告の方向性」
・評価者と研究現場との

評価の大綱的指針 評価の大綱的指針

・評価者と研究現場との
交流機会の拡充

評価の大綱的指針
・自己評価の推奨
・評価の負担の軽減

H13 H15 H17 H19 H21 年度

【第１期】 【第２期】

アウトカムの視点からの評価アウトプットを中心とした評価

【第３期】

中間・ 終評価

（毎年、ピアレビュー方式）
（隔年、ピアレビュー方式）
（モニタリング意見交換を併用）

中間・ 終評価

（組織に関する評価）

基本理念WG
・評価部の設置
・定性的＋定量的評価
多様な評価軸

研究評価検討委員会
・国民に対する成果（アウトカム）視点からの
評価が重要
評価を 究活性化 自 改革 活 すべ

産総研ビジョン検討チーム
・評価の効率性、実効性の向上
・成果の社会への還元、イノベーション推
進に資する評価軸・多様な評価軸

・関係者間の意見交換
・評価を研究活性化の自己改革に活用すべ
き

進に資する評価軸
・PDCAサイクル機能の強化
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＜外部委員＞＜外部委員＞ ＜内部委員＞＜内部委員＞

１ー２．アウトカムの視点からの評価システム

＜外部委員＞
各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価

＜外部委員＞
各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価

研究分野戦略

研究ユニット研究ユニット
＜内部委員＞

マネジメント及び課題全般
を中心に評価

＜内部委員＞
マネジメント及び課題全般

を中心に評価

研究分野戦略
成果評価 ＊ロードマップ評価

＊アウトプット評価
＊マネジメント評価 評価資料・プレゼンテーション

ウトカム実現に向けた ド プ

コメント・評点による評価

＊その他特記事項 ＊アウトカム実現に向けたロードマップ
（課題全般と重点課題）

＊アウトカム実現に寄与するアウトプット
＊アウトカム創出に向けたマネジメント

コメント 評点による評価

評価部

報告書 理事長
国民 反映（研究資源配分等）

公開

ロードマップ評価：アウトカム目標とそれに至る計画の妥当性
アウトプット評価 ：アウトカムの視点からの成果の価値
マネジメント評価 本格研究への取り組み イノベ ションハブへの取り組みマネジメント評価：本格研究への取り組み、イノベーションハブへの取り組み

人材育成への取り組み、など。
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中期目標（大分類）

１－３．中期目標と研究分野の関連

中期目標（大分類）
研究分野

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野
Ⅰ 健康長寿を達成し質の高い生活の実現Ⅰ 健康長寿を達成し質の高い生活の実現

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野

情報通信・エレクトロニクス分野情報通信・エレクトロニクス分野

Ⅱ 知的で安全・安心な生活を実現する

ための高度情報サービスの創出

Ⅱ 知的で安全・安心な生活を実現する

ための高度情報サービスの創出
情報通信 エレクトロニクス分野情報通信 エレクトロニクス分野

ナノテクノロジー・材料・製造分野ナノテクノロジー・材料・製造分野

Ⅲ 産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の創出

Ⅲ 産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の創出

環境・エネルギー分野環境・エネルギー分野
Ⅴ 高度産業基盤を構築する横断技術としてⅤ 高度産業基盤を構築する横断技術として

Ⅳ 環境・エネルギー問題を克服した豊かで

快適な生活の実現

Ⅳ 環境・エネルギー問題を克服した豊かで

快適な生活の実現

地質分野地質分野

Ⅴ 高度産業基盤を構築する横断技術として

の計測評価技術の創出

Ⅴ 高度産業基盤を構築する横断技術として

の計測評価技術の創出

Ⅵ 地球の理解に基づいた知的基盤整備

（地質の調査）

Ⅵ 地球の理解に基づいた知的基盤整備

（地質の調査）

標準・計測分野標準・計測分野
（地質の調査）（地質の調査）

Ⅶ 知的基盤整備への対応（計量の標準）Ⅶ 知的基盤整備への対応（計量の標準）
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２．中期計画の達成度の評価
評価のプロセス

・中期計画の小項目課題ごとの達成度のレベルを研究ユニット側で自己評価

１．達成度の自己評価

中期計画の小項目課題ごとの達成度のレベルを研究ユニット側で自己評価。
その根拠となる成果を記述。

２０５項目の研究課題について達成度のレベルの自己評価結果は平均で３.９。

２．外部評価委員による
評価

・成果評価委員会、モニタリング意見交換会の席上で自己評価結果を提示し、
外部評価委員がその妥当性を評価。

外部評価委員コメント総数７０３のうち８３％が妥当と評価。５％は自己評価
評価結果よりも低いとの評価、１１％は高いとの評価。
達成度の評価結果はレベル３以上が９９％以上であり、中期計画を十分に
達成したと評価される。

３．大分類ごとのとりま
とめ

・達成度の評価結果と第２期の成果評価結果を基に中期計画の達成状況を大
分類ごとにとりまとめた。結果は別途記載。

４．投入資源の観点からの
意見のとりまとめ

・第２期中期目標期間における研究ユニットの予算・人員の年度変化と成果
概要を提示し、投入資源の観点からコメント・助言を得た。

コメント総数７８件のうち、６０％が資源投入の観点から成果創出が「妥

レベル５：中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンス，
レベル４：中期計画を超えた優れたパフォーマンス，

ベ 概ね中期計画を達成（ ）

意見のとりまとめ 総数 件 う 、 資源投入 観点 成果創出 妥
当」あるいは「高く評価」できるとの意見。

達成度のレベル レベル３：概ね中期計画を達成（～１００％），
レベル２：中期計画を未達，
レベル１：中期計画を大幅に未達

達成度のレベル
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２－１（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅰ）

大分類Ⅰ：健康長寿を達成し質の高い生活の実現

１．評価した４３の重点課題数の全てがレベル３以上の達成度。また、レベル４以上の割
合が８８％となり 中期目標を十分に達成したと評価される。

大分類Ⅰ：健康長寿を達成し質の高い生活の実現

合が８８％となり、中期目標を十分に達成したと評価される。
２．特に高い達成度評価を受けた課題

糖鎖関連バイオマーカの開発：新たな予防の道を開き大きなインパクト。
神経ネットワーク構築・動作機構の研究：新型電子顕微鏡の開発は特筆に値する成果。神経ネットワ ク構築 動作機構の研究：新型電子顕微鏡の開発は特筆に値する成果。
健康阻害物質の分離除去技術の研究：世界的に見てもユニークで突出した成果。

３．一部の課題では改善への指摘として、”産総研での重要課題としての適切性に改良点
がある”、”部分的に所定の目標に満たないのでは”、等のコメントがあった。

1

大分類Ⅰ

0.6

0.8
大分類Ⅰ

合
分

布

：自己評価結果
平均 ３．９

：外部評価委員コメントを加味した評価結果

0

0.2

0.4

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ４．２

L1 L2 L3 L4 L5
0

達成度のレベル
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課題名 概 要 ユニット名

２－１（２）．代表的成果事例（大分類Ⅰ）

課題名 概 要 ユニット名

バイオマーカー開発関連
研究

癌細胞や癌組織を用いた肝臓癌の糖鎖関連マー
カー探索において、肝硬変から肝癌に移行する時期
に顕著に変化するバイオマ カ の絞り込みに成功

糖鎖医工学
RC

に顕著に変化するバイオマーカーの絞り込みに成功。

世界 高精度のRNA二
次構造予測ソフトウエア

開発

RNAの二次構造予測で世界 高精度のソフトを開発
し、RNAと相互作用するタンパク質を多数同定。疾患
関連タンパク質の新規制御法に結び ける

生命情報工
学RC

の開発 関連タンパク質の新規制御法に結びつける。
学RC

低周波音と苦情者感覚
特性の現場同時計測・評

低周波音による騒音問題の解決に有用な、簡便な計
測機器、及び、聴覚特性の計測システムを開発し、

人間福祉医
工学RI

価法の開発 低周波音問題への対応に寄与する新知見を取得。
工学RI

脳神経細胞機能分子を
対象とするバイオマー

生理活性ペプチドの分子骨格を鋳型としたペプチドラ
イブラリーから、任意に設定した標的分子を特異的に

脳神経情報
RI

対象とする イオマ
カーに関する研究

イブラリ から、任意に設定した標的分子を特異的に
認識するペプチドを開発する技術を確立。

RI

産業利用に直結する難
培養性微生物由来遺伝

新規培養基材の利用により、新門菌の分離培養に成
功 環境ＤＮＡ（メタゲノム）からの未利用遺伝子資源

生物機能工
培養性微生物由来遺伝
子資源の利用開発

功。環境ＤＮＡ（メタゲノム）からの未利用遺伝子資源
の効果的な探索法と多機能酵素の開発に成功。

学RI

免疫抑制剤ミゾリビンの
血中濃度を測定する酵

免疫抑制剤ミゾリビンの血中濃度測定に使用できる
酵素を発見し その効率的な製造方法と活性測定方

ゲノムファク
血中濃度を測定する酵
素の開発

酵素を発見し、その効率的な製造方法と活性測定方
法を開発。従来法より短時間で簡便な測定が可能に。

ゲ ァク
トリーRI
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２－２（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅱ）

大分類Ⅱ：知的で安全・安心な生活を実現するための高度情報サービスの創出

１．評価した３３の重点課題数の全てがレベル３以上の達成度。また、レベル４以上の割合が６７％と
なり、中期目標を十分に達成したと評価される。

大分類Ⅱ：知的で安全 安心な生活を実現するための高度情報サ ビスの創出

２．特に高い達成度評価を受けた課題
不揮発エレクトロニクス：MTJ素子の実用実績もRAMの研究注力も特筆に値する成果。
デジタルヒューマンDhaiba：新たな研究領域の定義とブランドの確立したことは高く評価。
情報セキュリティ技術：サイドチャネル攻撃評価用ボードとして広く利用可能であり認知されてる情報セキュリティ技術：サイドチャネル攻撃評価用ボ ドとして広く利用可能であり認知されてる。
大容量光通信技術：光スイッチ/信号再生、光集積/超小型回路、等で世界最先端の成果。

３．一部の課題では改善への指摘として、”研究結果がどの様に社会の動きに寄与するかが不
明”、 ”ビジネスとして産業化するための道筋が必要”、等のコメントがあった。

1

大分類

合
分

布

：自己評価結果
平均 ３．７

：外部評価委員コメントを加味した評価結果
0.6

0.8
大分類Ⅱ

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ３．８

0

0.2

0.4

達成度のレベル

L1 L2 L3 L4 L5
0
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２－２（２）．代表的成果事例（大分類Ⅱ）

課題名 概 要 ユニット名課題 概 要

人間適合設計
技術

コンピュータ上で人間機能を模擬するデジタルヒューマンプ
ラットフォームソフトウェアDhaibaを開発し、これを用いた各種
製品・サービス設計支援システムの開発に成功。

デジタルヒュー
マンRC

製品 サ ビス設計支援システムの開発に成功。

不揮発エレクト
ロニクスの研究

MgOトンネル障壁の新型トンネル磁気抵抗（TMR）素子を用い
た超高密度ハードディスク用磁気ヘッドの開発に成功。代表
的な本格研究として産業界からも高く評価

エレクトロニク
スRI

的な本格研究として産業界からも高く評価。

ハードウェアと
物理セキュリ
テ 技術の開発

暗号機能を実装したFPGA 版標準ボードを開発し、暗号ハー
ドウェアモジュールとして国内で初めてIPAによる認証を取得
するとともに NIST等の国内外の研究機関に広く配布

情報セキュリ
ティRC

ティ技術の開発 するとともに、NIST等の国内外の研究機関に広く配布。
ティRC

RTミドルウェア
技術の開発

ロボット技術(RT)を共通仕様によりモジュール化し、ロボット
の設計・応用開発・検証を一貫して行えるロボットソフトウェア

知能システム
RI技術の開発

プラットフォームとしてRTミドルウェアを開発。
RI

光IT技術
超高速光―光スイッチの位相変調特性を発見し、これに基づ
き160Gb/sの超高速光信号列から電子デバイスで処理可能

光技術RI、ネッ
トワークフォト光 技術 き / の超高速光信号列から電子デ イ で処理可能

な10Gb/sの光信号に多重分離するサブシステムを開発。
トワ ク ォト
ニクスRC

ユビキタス情報
屋内空間において、ユーザの手元の情報端末装置で、ユー
ザの位置と移動軌跡を計測するシステムを開発し 実環境で 情報技術RI

8

支援技術
ザの位置と移動軌跡を計測するシステムを開発し、実環境で
の動作を実証。

情報技術RI



２－３（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅲ）

大分類Ⅲ：産業競争力向上と環境負荷低減を実現するための

１．評価した４１の重点課題数の全てがレベル３以上の達成度。また、レベル４以上の割合が８７％と
なり 中期目標を十分に達成したと評価される

材料・部材・製造プロセス技術の創出

なり、中期目標を十分に達成したと評価される。
２．特に高い達成度評価を受けた課題

カーボンナノチューブの実用化：応用技術の急速な発展を評価。国際標準化への展開に期待。
ナノプロセッシングファウンドリ・サービス：産総研シーズを広く展開する役割を高く評価。ナノプ セッシングファウンドリ サ ビス 産総研シ ズを広く展開する役割を高く評価。
ダイヤモンド単結晶基板開発：ダイヤモンドデバイス開発のための基板供給の役割を高く評価。
オンデマンド高効率製造技術：事業化に向けての展開を高く評価。

３．一部の課題では改善への指摘として、”地方の公的研究機関や民間企業との連携の強化で実用化の
課題を把握すべき” ”構造と機能との関係の基礎的な研究の進展が必要” ”さらなる発展に向課題を把握すべき”、”構造と機能との関係の基礎的な研究の進展が必要”、”さらなる発展に向
けてメカニズムの詳細な把握が必要”、等のコメントがあった。

1
大分類Ⅲ

分
布

：自己評価結果
平均 ４．１

：外部評価委員コメントを加味した評価結果
0.6

0.8

大分類Ⅲ

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ４．１

0

0.2

0.4

達成度のレベル

L1 L2 L3 L4 L5
0
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課題名 概 要 ユニット名

２－３（２）．代表的成果事例（大分類Ⅲ）

課題名 概 要 ユニット名

ナノカーボン材料技術
高配向・長尺のCNTを大量合成するスーパーグロース
法や、直径を精密に制御する直噴熱分解合成法の開 ナノチューブ

の開発 発により、キャパシタ、高強度繊維、透明導電膜など産
業応用に向けた研究が大幅に加速。

応用RC

ダイヤモンド材料技術
一辺17mmの単結晶ダイヤモンドの合成技術、ダイレ

ダイヤモンドダイヤモンド材料技術
の開発

辺 単結晶ダイヤ ン 合成技術、ダイ
クトウェハ化技術を用いて2インチ多結晶ウェハの作製
等の成果を上げ、ベンチャー設立に繋がった。

ダイヤモンド
RC

プ
内部・外部ユーザの装置利用 技術代行など多様な

ナノプロセッシングファ
ウンドリ・サービス実施

内部 外部ユ ザの装置利用、技術代行など多様な
サービスを提供し、人材育成および全国ネットワーク形
成において模範となる中心的役割を果たした。

ナノテクノロ
ジーRI

AD法 塗布熱分解法 インクジェット技術等の組合せ

オンデマンド高効率製
造技術の開発

AD法、塗布熱分解法、インクジェット技術等の組合せ

によるオンデマンドフレキシブル製造を開発し、メタル
ベース光スキャナ、世界トップレベルの微細配線描画、
プラズマ耐食コーティングの技術開発に成功

先進製造プ
ロセスRI

プラズマ耐食コ ティングの技術開発に成功。

レアメタル対策技術の
開発

材料の超微細構造制御に基づくレアメタル代替材料・
省使用化技術を開発し、耐摩耗や切削用超硬工具向
けのタングステンや バルト 熱電変換材料等として需

サステナブ
ルマテリア

開発 けのタングステンやコバルト、熱電変換材料等として需
要が急拡大しているビスマス等への応用が進展。

ル テリア
ルRI
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２－４（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅳ）

大分類Ⅳ：環境・エネルギー問題を克服した豊かで快適な生活の実現

１．評価した５６の重点課題数の９８％がレベル３以上の達成度。また、レベル４以上の割合が６５％
となり 中期目標を十分に達成したと評価される

大分類Ⅳ：環境 エネルギ 問題を克服した豊かで快適な生活の実現

となり、中期目標を十分に達成したと評価される。
２．特に高い達成度評価を受けた課題

エネルギーデバイス技術：キャパシタや二次電池など総合力を発揮し、独自の成果を達成。
工業ナノ材料のリスク評価：世界的に先行した顕著な研究成果。
新燃料用触媒製造：商品化やバイオ燃料にも有用な触媒開発など極めて優れた成果。

３．ごく一部の課題では、開発技術の一部は産業界で活用は開始されているものの、第２期での目標設
定が高すぎた事もあり、目標達成は必ずしも十分でないとの指摘があった。

1

合
分

布

：自己評価結果
平均 ３．７

：外部評価委員コメントを加味した評価結果
0.6

0.8
大分類Ⅳ

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ３．７

0.2

0.4

達成度のレベル

L1 L2 L3 L4 L5
0

11



課題名 概 要 ユニット名

２－４（２）．代表的成果事例（大分類Ⅳ）

高効率太陽電池技術
化合物薄膜太陽電池等の高効率化、薄膜シリコン太陽
電池の高速製膜技術の事業化、基準セル１次校正の国
際標準認定の取得などを通じ、実用化・普及に貢献。

太陽光発電
RC

際標準認定 得 通 、実 普 貢献。

水素脆化の科学的解
明

製鋼時に侵入する数ppmの水素が低荷重負荷速度で疲
労き裂進展速度を加速し、0.1～0.7ppmに除去すると疲
労強度が向上する新知見を見出し 健全性評価に貢献。

水素材料先端
科学RC

労強度が向上する新知見を見出し、健全性評価に貢献。

化学物質、工業ナノ
材料等のリスク評価

３０化学物質の詳細リスク評価書、二酸化チタン等のナ
ノ材料のリスク評価書を作成して出版し、わが国のリス
ク評価技術の高度化に貢献

安全科学RI
ク評価技術の高度化に貢献。

大容量省エネ炭化珪
素（SiC）デバイスの

活性化熱処理プロセスの改良により、1200V耐圧100A
級ショットキーバリアダイオード等の実用レベルの試作

エネルギー半
導体エレクトロ

開発 に成功。超低損失電力変換素子の実用化に貢献。 ニクスRL

持続可能型高選択酸
化プ セスの開発

過酸化水素水の酸化力を飛躍的に向上させる新触媒を
見出し、水以外の副生成物を出さず、100％近い収率や 環境化学RI

化プロセスの開発
見出し、水以外の副生成物を出さず、100％近い収率や
選択率の酸化反応を開発し環境負荷軽減に貢献。

環境化学RI

リチウム電池正極材
料のイオン濃度可視

リチウム電池正極内のイオン濃度分布観察技術を開発
し 充・放電過程のイオンの脱離と挿入の観察に世界で

ユビキタスエ
ネルギー技術料のイオン濃度可視

化技術
し、充・放電過程のイオンの脱離と挿入の観察に世界で
初めて成功し、低コスト電極材料開発加速に貢献。

ネルギ 技術
RI
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２－５（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅴ）

大分類Ⅴ：高度産業基盤を構築する横断技術としての計測評価技術の創出

１．評価した２０の重点課題数の全てがレベル３以上の達成度。また、外部評価委員の評価も高く、レ
ベル４以上の割合が８３％となり、中期目標を十分に達成したと評価される。

大分類Ⅴ：高度産業基盤を構築する横断技術としての計測評価技術の創出

２．特に高い達成度評価を受けた課題
構造物の損傷診断技術：小型装置の開発は画期的であり、実用的にも世界レベル。
水素脆化評価技術：原子・分子レベルでの移動拡散現象の計測技術は期待を超える成果。
高度ナノ操作・計測技術：ソフトマテリアルも計測できる手法 所期の目標を超えた多彩な成果高度ナノ操作 計測技術：ソフトマテリアルも計測できる手法、所期の目標を超えた多彩な成果。
検査システム：シリコン・ウエハ検査システムの高速化、高感度化を達成し、顕著な成果。

３．一部の課題では改善への指摘として、”実用化が技術波及を見据えた計画の策定を期待する”、等
のコメントがあった。

0 8

1

大分類Ⅴ

割
合

分
布 ：自己評価結果

平均 ３．８
：外部評価委員コメントを加味した評価結果0.4

0.6

0.8

割 ：外部評価委員 メントを加味した評価結果
平均 ４．１

L1 L2 L3 L4 L5
0

0.2

達成度のレベル
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課題名 概 名

２－５（２）．代表的成果事例（大分類Ⅴ）

課題名 概 要 ユニット名

ナノ物質計測技術と規
従来不可能であった同じ質量電荷数比を持つイオン
の分析に成功し、従来分析に数日を要していた免疫 計測フロン

格化の研究 グロブリン（抗体）のフラグメント分析を数分で分析で
きる道を開拓。

ティアRI

超LSI製造プロセスでシリコンウェハ表層部に生じるマ
マイスター制度対応ソ
リューション

超LSI製造プロセスでシリコンウェハ表層部に生じるマ
イクロクラックを検出する新規技術（レーザー照射によ
る超音波技術探傷法）の開発により、マイクロクラック
の検出・画像化に成功し、実用化に向けて大きく前進。

生産計測技
術RC

検 画像 成功 、実用 け 大 前進。

構造体劣化診断予測技
術の研究

レーザを利用した超音波伝搬の高速映像化システム
を用いて、３Ｄ複雑形状の配管内に存在する欠陥を検
出する新探傷検査技術を開発。

計測フロン
ティアRI

出する新探傷検査技術を開発。

センシング技術および
システム化技術の高度
化

研究開発した応力発光膜を用いて、従来の歪ゲージ
で検出が不可能であった100μmサイズの疲労亀裂を
検出に成功

生産計測技
術RC

化 検出に成功。

カーボン計測制御評価
技術の開発

フラーレンに結合したレチナール単分子の異性体識
別を電子顕微鏡で直接観察に世界で初めて成功。
（ 誌で発表）

ナノカーボン
RC技術の開発

（Nature Nanotech誌で発表）
RC
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２－６（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅵ）

大分類Ⅵ：地球の理解に基づいた知的基盤整備（地質の調査）

１．評価した８つの重点課題数の全てがレベル３以上の達成度。また、レベル４以上の割合が２８％と
なり、中期目標を十分に達成したと評価される。なお、本課題は長期的な観点から基盤研究を着実
に遂行することに特徴があるため達成度の平均が３.３となっている。また、地震・火山等の緊急対応

大分類Ⅵ：地球の理解に基づいた知的基盤整備（地質の調査）

度 、 震
は達成度の観点ではこの評価対象に含まれていない。

２．特に高い達成度評価を受けた課題。
海洋地質図作成と地質構造モデルの作成：国家的課題である大陸棚確定調査に関わる作業の完成に
よる大きな社会貢献よる大きな社会貢献。
土壌汚染リスク評価技術：GERAS1,2,3の各モデルの開発・公開・普及。今後の産総研の研究開発と
実用化の方向性を示しており高く評価。
各種データベースの作成・出版:産総研ならではの重要な成果。今後多方面での活用が期待される。

３．一部の課題では改善への指摘として、“他の手法との組み合わせや他の研究機関との連携強化によ
るこれからの成果が期待される”“具体的な目標を掲げて実施してほしい”等のコメントがあった。

1
大分類Ⅵ

合
分

布

：自己評価結果
平均 ３．３

：外部評価委員コメントを加味した評価結果

0.6

0.8
大分類Ⅵ

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ３．３

0

0.2

0.4

達成度のレベル

L1 L2 L3 L4 L5
0
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課題名 概 要 ユニット名

２－６（２）．代表的成果事例（大分類Ⅵ）

陸域・海域の地質
情報の整備と統

20万分の１地質図の全国完備を達成。5万分の１地質

図幅、海洋地質図等を系統的に作成し、特に沿岸域地
質調査を重点化して知的基盤を構築 我が国の大陸

地質情報RI

地圏資源環境RI

活断層 地震RC
情報の整備と統
合・高度利用・地
質標準に関する研
究

質調査を重点化して知的基盤を構築。我が国の大陸
棚延伸のための調査研究により、国連への延伸の申
請書作成に貢献。シームレス地質図の詳細化、ＧＥＯｰ
Gridプロジェクト 情報の高度利用や標準化を推進

活断層・地震RC

地質調査情報C
情報技術RI

Gridプロジェクト、情報の高度利用や標準化を推進。
地質標本館

環境保全と資源利
用のための評価・

土壌汚染リスク評価法を開発・公開し、900件を超える

利用。国内外連携によるレアメタル等の鉱床探査や資 地圏資源環境RI用のための評価
解析技術

利用。国内外連携によるレアメタル等の鉱床探査や資
源量評価を行い、国の資源政策へ反映。二酸化炭素
地下貯留・地層処分環境評価技術を進展。

圏資源環境

地質調査情報C

国の活断層調査において４３断層帯の履歴を解明 津
地震・火山災害軽
減のための地質現
象のモデル化と科

国の活断層調査において４３断層帯の履歴を解明、津
波履歴調査、東南海・南海地域の地下水等総合観測
施設の整備等により地震災害の軽減に貢献。火山地
質図 活火山等のデータベースを充実させ 火山噴火

活断層・地震RC

地質情報RI
象のモデル化と科
学的予測

質図、活火山等のデータベースを充実させ、火山噴火
災害軽減の基礎資料を提供。2007年能登半島地震等
内外の地震・火山噴火直後に緊急調査を実施。

地質調査情報C

地層処分の安全 高レベル放射能廃棄物の安全規制に必要な技術を開 深部地質環境研地層処分の安全
規制支援研究

高レベル放射能廃棄物の安全規制に必要な技術を開
発し、国の施策に対する技術資料を作成・公表。

深部地質環境研
究コア
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２－７（１）．中期計画の達成状況（大分類Ⅶ）

大分類Ⅶ：知的基盤整備への対応（計量の標準）

１．評価した４つの重点課題数の全てがレベル４以上の達成度となり、中期目標を十分に達成したと評
価される

大分類Ⅶ：知的基盤整備への対応（計量の標準）

価される。
２．特に高い達成度評価を受けた課題

国家計量標準の開発・維持・供給：知的基盤整備中期目標を大きく超え、顕著な成果。
光コムの開発：光格子時計等国際的にもトップレベルの成果。
金属炭素共晶技術の応用：共晶点等で現実の標準まで展開できたのは顕著な成果。

３．一部の課題では改善への指摘として、”多様なニーズの存在、出現に対して国内外での協力体制の
構築が一層必要”、”産業界のニーズ変化に迅速に対応していく体制整備を期待”等のコメントが
あったあった。

1

合
分

布

：自己評価結果
平均 ４．０

：外部評価委員コメントを加味した評価結果
0.6

0.8
大分類Ⅶ

割
合

外部評価委員 ントを加味した評価結果
平均 ４．１

0

0.2

0.4

達成度のレベル

L1 L2 L3 L4 L5
0
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課題名 概 要 ユニット名

２－７（２）．代表的成果事例（大分類Ⅶ）

課題名 概 要 ユニット名

産業基盤を支える計量標
準の開発

省エネルギーに貢献する新たな照明用光源として
急速に普及しつつあるLED用の光度標準を製造
メ カと協力して迅速に開発

計測標準RI
メーカと協力して迅速に開発。

社会の安全・安心を支え
る物理標準の開発

荷電粒子の超精密電流測定技術の開発による世
界初の気中ナノ粒子数標準の確立により、ディーゼ
ル車から排出されるナノ粒子の個数濃度の規制に

計測標準RI
る物理標準の開発 ル車から排出されるナノ粒子の個数濃度の規制に

貢献。

計測標準RI

社会の安全・安心を支え
乳がん検診で用いるマンモグラフィＸ線の安全検診

社会の安全・安心を支え
る物理標準の開発

を実現するために、照射線量の信頼性を担保する
線量標準を確立し、校正サービスを開始。

計測標準RI

臨床検査用の新たなタンパク質標準物質開発のた

社会の安全・安心を支え
る化学標準の開発

臨床検査用の新たなタン ク質標準物質開発のた
めの加水分解－アミノ酸定量法によるタンパク質の
正確な定量法を確立し、炎症マーカーであるC反応
性蛋白についての標準物質（NMIJ CRM 6201-a : C

計測標準RI

反応性蛋白溶液）を開発。

次世代計量標準の開発
発電熱出力測定の 大の不確かさ要因である給水
流量計の校正技術の高精度化を達成し、原子力発 計測標準RI次世代計量標準の開発 流量計の校正技術の高精度化を達成し、原子力発
電の増出力と安全性向上に貢献。

計測標準RI
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２－７．投入資源の観点からの外部評価委員意見

１ 投入資源の観点からのコメントの総数は７８件。その内訳は以下のとおり。１．投入資源の観点からのコメントの総数は７８件。その内訳は以下のとおり。

「高く評価」又は「妥当」
６０％

「課題あり」
２４％

「その他」
１２％

２．具体的コメント（肯定的意見）
・毎年、経費削減や人員削減を行っているが、その上で大きな成果を上げている。
・限られた資源（人的・資金的）で創出された様々な成果は 極めて質が高い

「要改善」４％

・限られた資源（人的・資金的）で創出された様々な成果は、極めて質が高い。
・企業との共同開発、システムの公開など実社会と連携をとり成果を上げている。
・研究資源のほとんどを４重点課題に投入し、選択と集中を実践し高い成果。
・産総研以外に人や資源を割いてこの種の研究はできるところがなく 妥当である産総研以外に人や資源を割いてこの種の研究はできるところがなく、妥当である。

３．具体的コメント（「要改善」あるいは「課題あり」とする意見）
・成果は目標値を超えているが投入資源に対する対費用効果は必ずしも高くない。
・高額な設備が多いためか投入原資に対して成果が乏しい感がある。高額な設備が多いためか投入原資に対して成果が乏しい感がある。
・研究の国民的関心の高まりを考えると、外国に比べ常勤研究員数が少ない。
・研究予算と研究員数から考えて研究テーマ数が多すぎる。

４．まとめ
投入資源の観点からのコメントは６０％が「妥当」あるいは「高く評価できる」

という意見であり、全体として投入資源に対して適正な成果が創出されていると判断
される。ただ、研究開発のコストや効果を定量的に測る定まった方法が無いため、
「判断が困難」というコメント、あるいはコメントを記入しない例も多かった。費用
対効果については、評価の方法論も含めて今後さらに検討すべき課題である。
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人間適合設計技術～デジタルヒューマンソフトウェアDhaibaの開発～
（デジタルヒューマン研究センター）

成果

コンピュータ上で人間機能を模擬するデジ
タルヒューマンプラットフォームソフトウェア
Dhaibaを開発するとともに、これを用いた
各種製品 サ ビス設計支援システムの

Dhaiba (Digital Human Aided Basic Assessment system)

Finger Cell phoneCell phoneDigital HandDigital Hand

改善すべき点

各種製品・サービス設計支援システムの
開発に成功。

deformation, 
friction

pDigital Handg

個別の課題で得られた方法論を一般化
し、応用力を増すとともに、より外部の研
究機関との連携や学術的研究への展開

PackagesPackages

Body shape
models

Body shape
models

CarCar

統合人体モデルDhaiba統合人体モデルDhaiba

Joint structureJoint structure
d l

対応の状況

究機関との連携や学術的研究への展開
も期待。 Motion

generation
Motion

generation Usability
assessment

modelmodel

対応の状況

人間機能モデルから環境も含めた人間
生活の機能モデル化へ研究を発展さ 統合人体モデルDhaiba

せ、応用力を増すとともに、大学、病院、
企業など外部機関との連携をより強化。
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極微量の生体試料で迅速に病変を予知診断する技術の開発
（健康工学研究センター）

成果
レーザー駆動型インクジェットヘッドの開発

レーザーの高度利用による微細化インクジェット
ヘッドの開発、およびマイクロチップ・デバイスの
精密加工に成功した。これらを駆使し極微量の生

レ ザ 駆動型インクジェットヘッドの開発

改善すべき点

体試料で迅速計測が可能な診断機器のプロトタ
イプを開発した。

既存技術との優位性および利便性やコスト面に
おける汎用機器との比較を議論する必要がある。
また、ヒト試料を活用するためのインフラ整備も

対応の状況

重要

・小型化、簡便な光ソータ技術の優位性を基に、
企業との共同研究を開始し、製品化のスケ
ジュールに入っている

フェムト秒レーザー加工、エキシマ
レーザー加工他微細加工技術

約1μlの生体試料で複数の抗体との結合の判定が可能で、また
高コストの抗体使用量も数ナノリットルのマルチ抗原検出用チップジュ ルに入っている。

・大学、病院、地域との連携を強化し、ヒト試料
も利用できる体制を構築している。

高機能ディスポーザブル診断チップの開発

21



１．アウトカムの視点からの評価の導入

３．第２期中期目標期間の評価を振り返って

研究開発活動の産業・社会上の意義を明確にすることで、産総研のミッションに沿った研究開
発の更なる活性化を目指した。

２．評価の活用２．評価の活用
職員の意識改革が図られた。

産業、社会など外部への貢献を重視する技術開発マインドが研究者の中にも着実に醸成
された。され 。

研究ユニット評価の結果を組織の見直し等に有効に活用した。

社会への説明責任として有効に機能させた。
独立行政法人評価委員会 結果報告やホ ムペ ジ 詳細結果 開 内外 広独立行政法人評価委員会での結果報告やホームページでの詳細結果の公開で内外に広
く産総研の活動を知らせることが出来た。
産総研の研究評価に延べ１３００人以上の外部委員に参加頂いた事は透明性の確保とい
う観点から大きな意義う観点から大きな意義。

３．今後の方向性
「アウトカムの視点からの評価」を継続するが、さらに効率化するとともにPDCAを有効に回し
評価の実効性を高めることが重要。

評価者の研究現場を知る機会の拡充、評価フォローアップ機能の向上を通してさらなる評価
の質の向上を図る。の質の向上を図る。
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平成２１年度平成２１年度
研究ユニット評価の結果概要



＜外部委員＞＜外部委員＞＜外部委員＞＜外部委員＞ ＜内部委員＞＜内部委員＞＜内部委員＞＜内部委員＞

１．アウトカムの視点からの評価システム

＜外部委員＞＜外部委員＞
各重点課題のロードマップ、各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価アウトプットを中心に評価

＜外部委員＞＜外部委員＞
各重点課題のロードマップ、各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価アウトプットを中心に評価

研究分野戦略研究分野戦略

研究ユニット研究ユニット研究ユニット研究ユニット
＜内部委員＞＜内部委員＞

マネジメント及び課題全般マネジメント及び課題全般
を中心に評価を中心に評価

＜内部委員＞＜内部委員＞
マネジメント及び課題全般マネジメント及び課題全般

を中心に評価を中心に評価

研究分野戦略研究分野戦略
成果評価成果評価 ＊ロードマップ評価＊ロードマップ評価

＊アウトプット評価＊アウトプット評価
＊マネジメント評価＊マネジメント評価 評価資料・プレゼンテーション評価資料・プレゼンテーション

ウトカム実現に向けた ド プ

コメント・評点コメント・評点による評価による評価

＊その他特記事項＊その他特記事項 ＊アウトカム実現に向けたロードマップ
（課題全般と重点課題）

＊アウトカム実現に寄与するアウトプット
＊アウトカム創出に向けたマネジメント

コメント 評点コメント 評点による評価による評価

評価部評価部

報告書 理事長理事長理事長理事長
国民国民 反映（研究資源配分等）

ロードマップ評価：アウトカム目標とそれに至る計画の妥当性ロードマップ評価：アウトカム目標とそれに至る計画の妥当性
アウトプット評価 ：世界水準を基準とした成果の質
マネジメント評価：本格研究への取り組み、イノベーションハブへの取り組み

人材育成への取り組み、など。
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中期目標（大分類）

２．中期目標と研究分野の関連

中期目標（大分類） 研究分野

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野
Ⅰ健康長寿を達成し質の高い生活の実現Ⅰ健康長寿を達成し質の高い生活の実現

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野

情報通信・エレクトロニクス分野情報通信・エレクトロニクス分野

Ⅱ知的で安全・安心な生活を実現する

ための高度情報サービスの創出

Ⅱ知的で安全・安心な生活を実現する

ための高度情報サービスの創出
情報通信 エレクトロニクス分野情報通信 エレクトロニクス分野

ナノテクノロジー・材料・製造分野ナノテクノロジー・材料・製造分野

Ⅲ産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の創出

Ⅲ産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の創出

環境・エネルギー分野環境・エネルギー分野
Ⅴ高度産業基盤を構築する横断技術としてⅤ高度産業基盤を構築する横断技術として

Ⅳ環境・エネルギー問題を克服した豊かで

快適な生活の実現

Ⅳ環境・エネルギー問題を克服した豊かで

快適な生活の実現

地質分野地質分野

Ⅴ高度産業基盤を構築する横断技術として

の計測評価技術の創出

Ⅴ高度産業基盤を構築する横断技術として

の計測評価技術の創出

Ⅵ地球の理解に基づいた知的基盤整備

（地質の調査）

Ⅵ地球の理解に基づいた知的基盤整備

（地質の調査）

標準・計測分野標準・計測分野
（地質の調査）（地質の調査）

Ⅶ知的基盤整備への対応（計量の標準）Ⅶ知的基盤整備への対応（計量の標準）
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● ウトプ ト成果

３．中期目標項目毎の評価結果概要： 全体概評

● アウトプット成果

成果： 新たな技術分野の創成、企業の抱える課題への対応、安心安全な技術の開発、標準、
規格化への取り組み、などの顕著な成果が見られた。

課題 類似の研究課題が異なる研究分野で独立に行われる例が見られる 産総研全体として課題： 類似の研究課題が異なる研究分野で独立に行われる例が見られる。産総研全体として
の成果 大化に向けたユニット間連携、情報共有のさらなる強化が求められる。

● イノベーション創出への取り組み

成果： 製品化に向けた活動、産学官連携コンソーシアムの設立と運営、ベンチャー創出、地域
産業への貢献、などイノベーションに向けた取り組みが着実に進展している。 産業、社
会など外部への貢献を重視する技術開発マインドが研究者の中にも着実に醸成。

課題： 国際的な協調と連携、国内機関との連携を強化し、世界レベルの連携拠点としての発
展が期待される。地域産業への貢献に向けて多様なニーズに応える支援機能を産総
研としてさらに強化する必要がある。

● 人材育成
成果： AISTイノベーションスクールとともに研究ユニット独自の人材養成プログラムの構築と

実践、マイスター制度による産業中核人材の育成、海外の研究人材の受入と育成など実践、マイスタ 制度による産業中核人材の育成、海外の研究人材の受入と育成など
特徴ある取り組みが進んでいる。

課題： 常勤研究者に比べ多数の外部研究者を受け入れている例が見られ、常勤研究者に過
度に負担にならない配慮が求められる。
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3-1. 健康長寿を達成し質の高い生活の実現

【概要】【概要】
ライフサイエンス分野の重点化方針となっている、「予防医療の促進及びゲノム情報に基づく
テーラーメイド医療の実現」と「精密診断及び再生医療の開発による安全で効果的な医療の実
現」や、分野融合重点化として、「人間機能の評価と機能の回復技術開発」、「生物機能を利用し
た新しい物質生産技術」などの目標に対して、研究開発が着実に実施され成果を上げた。

・ギガシークエンサーの利用により短時間で膨大な量のゲノム情報が得られる。高速で高精度なゲ
ノム関連情報解析技術の開発に成功し 創薬への展開が期待できる知見が蓄積ノム関連情報解析技術の開発に成功し、創薬への展開が期待できる知見が蓄積。

・肝臓癌の糖鎖関連バイオマーカー候補の探索に成功。診断技術の高感度化や、再生医療・代替
技術分野でも独創的な先端研究が実施された。検査機器プロトタイプについては、既存技術との
優位性・コスト比較を意識した今後の展開が期待される。

【 ウ カム 繋がると期待される特徴的な成果】

優位性 コスト比較を意識した今後の展開が期待される。
・脳内の意思を読み取りそれを伝える技術など、障害者支援やリハビリなどのQOL向上に寄与する

技術開発が進展した。

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

テーマ名 概 要 ユニット名

極微量で迅速な病変 サンプル量がわずか1μlで測定可能なマルチ抗原検出用 健康工学極微量で迅速な病変
診断技術の開発

サンプル量がわずか1μlで測定可能なマルチ抗原検出用
チップを開発。抗体溶液量も１検体に3-5 nlと極微量。

健康工学
RC

世 界 高 精 度 の
RNAの二次構造予測で世界 高精度のソフトを開発し、
non coding(nc)RNAと相互作用するタンパク質を多数同

生命情報世 界 高 精 度
RNA二次構造予測

non-coding(nc)RNAと相互作用するタンパク質を多数同
定。疾患関連タンパク質の新規制御法開発に繋がる。

命情報
工学RC
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【概要】

3-2. 知的で安全・安心な生活を実現するための高度情報サービスの創出

知的活動の飛躍的向上のための情報サービスの創出、ロボット・情報家電による生活創造型
サービスの創出、高信頼性をもつ情報基盤技術による安全・安心な生活の実現、次世代情報産
業創出のためのフロンティア技術の開発など第2期研究戦略目標に沿い、情報通信・エレクトロニ

わ 幅広 究 を進 着実 成 を挙げクスに関わる幅広い研究開発を進め、着実に成果を挙げた。
・スーパーレンズ方式による50GB光ディスクの動画再生の実証、XMOSデバイス技術による新型メ

モリ素子の開発、Siナノワイヤトランジスタに向けたプロセス技術の開発、印刷によるフレキシブ
ルデバイス製造技術の開発など 優れた成果を挙げ 高く評価された なお 光デ スクなどの製ルデバイス製造技術の開発など、優れた成果を挙げ、高く評価された。なお、光ディスクなどの製
品化には、システム専門家の積極的な参加による、より具体的なシナリオ作りも望まれる。

・RTミドルウェアの標準仕様化と公開、エンターテインメント用ヒューマノイドの開発、屋内外用電力
線を用いた通信方式（PLC）技術の開発 地球観測グリッド（GEO G id）による地震動マップの即線を用いた通信方式（PLC）技術の開発、地球観測グリッド（GEO Grid）による地震動マップの即
時推定システムの開発、などが高く評価された。

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

テーマ名 概 要 ユニット名

デジタルヒューマンソ
フトウェア（Dhaiba）

全身相同モデリングや指先変形モデルなどの要素技術
を統合したDhaibaの開発と高度化で多くの成果。企業と

デジタル
ヒューマンフトウェア（Dhaiba）

の高度化とその普及
を統合したDhaibaの開発と高度化で多くの成果。企業と
の共同研究や技術協議会を通じて広く公開。

ヒュ マン
RC

サイドチャネル攻撃
用 標 準 評 価 ボ ド

SASEBOとこれに実装する暗号LSIの開発に成功し、国
内外の多くの研究機関に配布 さらに 情報セキ リティ

情報セキュ
用 標 準 評 価 ボ ー ド
（SASEBO）の開発

内外の多くの研究機関に配布。さらに、情報セキュリティ
に係わる国際規格の標準化にも貢献。

情報 キ
リティRC
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【概要】

3-3. 産業競争力向上と環境負荷低減を実現するための材料・部材・製造プロセス技術の創出

低環境負荷型の革新的ものづくり技術の実現、ナノ現象に基づく高機能発現を利用したデバイ
ス技術の創出、機能部材の開発による輸送機器および住居から発生するCO2の削減など、ナノ
テクノロジー・材料・製造分野の第２期研究戦略目標に沿った本格研究が着実に推進された。

・ダイヤモンドやカーボンナノチューブなどの新機能材料の開発において、特に注目される成果が
得られた。デバイス技術開発については、キラーアプリケーションなどを明確にするとともに、産
総研内外の研究組織との連携により 研究をより加速していくことが望まれる総研内外の研究組織との連携により、研究をより加速していくことが望まれる。

・輸送機器用の軽量合金製造技術、建築部材用の高機能無機吸放湿材料、マイクロチューブ型
燃料電池モジュール開発など、環境負荷低減に貢献する成果が挙がっている。

MEMSファウンダリなど オ プンイノベ ションに向けた共通基盤技術開発が着実に進展した

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

テ マ名 概 要 ユニット名

・MEMSファウンダリなど、オープンイノベーションに向けた共通基盤技術開発が着実に進展した。

テーマ名 概 要 ユニット名

単結晶ダイヤモンド基
板合成技術の開発

繰返し成長法により一辺17mmの大型単結晶を合成すると
ともに、ダイレクトウェハ化技術を用いて1インチの単結晶モ
ザイクウ 作製技術を確立 ベ 設立 至る

ダイヤモン
ドRC板合成技術の開発

ザイクウェハ作製技術を確立。ベンチャー設立に至る。
ドRC

炭素系ナノエレクトロ
アガロースゲルを充填したカラムを用いて、単層カーボンナ
ノチューブ(SWCNT)を金属型と半導体型に高純度で分離す ナノテクノ

ニクス材料の開発 る技術の開発に成功。自動化とゲルの繰り返し使用により
分離の低コスト化が可能に。

ロジーRI
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3-4. 環境・エネルギー問題を克服した豊かで快適な生活の実現

【概要】
産業活動に伴う環境負荷を極力低減し、エネルギーの有効利用と安定確保を図るために、環境
予測･評価･保全技術の融合、環境効率を 大化する化学技術の開発、太陽電池、燃料電池等
の分散型エネルギーネットワーク技術やバイオマスエネルギーの開発が、着実に進展している。

・環境関連技術では、希釈有機溶剤を使用しない塗装技術の開発、二酸化チタン等のナノ材料リ
スク評価報告書の作成・公開、国際的な規制対象となる残留性有機物（ペルフルオロオクタンス
ルフォン酸)計測法のＩＳＯ国際規格化などで、着実に成果を挙げている。ル ォン酸)計測法の 国際規格化などで、着実 成果を挙げて る。

・エネルギー関連技術では、非硫酸法エタノール発酵技術、バイオディーゼル油等の新燃料の規
格化支援など、アジアバイオマス利活用に係るネットワークや国際規格づくりが評価されるととも
に、また、高効率太陽電池、超低損失電力素子の技術開発の拠点としての活動が評価されてい

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

る。なお、開発期間内で成果が十分創出できなかった課題では、その要因を分析して、今後の進
め方に反映させることが望まれる。

テーマ名 概 要 ユニット名

超臨界CO2利用
大量に使用されるスプレー塗装用希釈有機溶剤を少量のCO2

で代替する革新的塗装技術の基盤を確立し 揮発性有機化合
コンパクト
化学プロセ

技術
で代替する革新的塗装技術の基盤を確立し、揮発性有機化合
物を大幅に削減する新技術として工業化が期待される。

化学プロセ
スRC

新燃料規格化支
エンジン、車両による実証評価等を通じて、ジメチルエーテルの
標準化 東 ジ 地域における脂肪酸メ 系燃料

新燃料自動新燃料規格化支
援に関する研究

標準化、東アジア地域における脂肪酸メチルエステル系燃料の
品質標準化等を実施し、新燃料の普及に貢献。

新燃料自動
車技術RC
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3-5. 高度産業基盤を構築する横断技術としての計測評価技術の創出

【概要】
高度な計測装置の開発、計測技術を駆使した知識開拓および規格化・標準化をミッションとして、
知の創出から実用化までを包括する本格研究を展開してきた。また、生産現場の安全・安心、製
品の品質・生産性効率の向上をアウトカムとした研究開発を展開し短期間に顕著な成果を達成

今後 産総 全体 散 計 価技術 す 横串的役割 積極した。今後は、産総研全体に分散している計測・評価技術に関する横串的役割においてより積極
的な展開を図り、産業界に貢献することが望まれる。

・カーボンナノ構造体電子源を用いた高エネルギーＸ線源の開発、極薄厚さ標準物質の開発、ファ
インセラミ クス原料粉体の化学分析手法の工業標準化など の貢献が特筆されるインセラミックス原料粉体の化学分析手法の工業標準化などへの貢献が特筆される。

・本格研究の新たな推進モデルであるマイスター制度の基盤構築に向けて、マイスター企業契約２
件を達成し、その計測課題の解決法を提示した。また、産総研が開発したオリジナリティの高い
応力発光材料を用いて リアルタイムの応力異常検出システムの基盤技術を確立した

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

テーマ名 概 要 ユニット名

応力発光材料を用いて、リアルタイムの応力異常検出システムの基盤技術を確立した。

テ マ名 概 要 ユ ット名

構造体劣化診
断 ・ 予 測 技 術

新たに開発した高エネルギーＸ線発生源では針葉樹型のカーボンナ
ノ構造体電子源の適用によりヒーターやフィラメントが不要となり、単
三乾電池１本で駆動できるコンパクトな可搬型装置が実現した 今後

計測フロ
ンティアRI

の研究
三乾電池１本で駆動できるコンパクトな可搬型装置が実現した。今後
の製品化に向けた取り組みが大いに期待される。

ンティアRI

マイスター対応
超LSI製造プロセスでシリコンウエハ表層に生じるマイクロクラックの
新規検出技術（レ ザ照射超音波技術探傷法）の開発によりマイク

生産計測マイスタ 対応
ソリューション

新規検出技術（レーザ照射超音波技術探傷法）の開発によりマイク
ロクラックの画像化に成功、実用化に大きく前進。

生産計測
技術RC
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【概要】

3-6.  地球の理解に基づいた知的基盤整備（地質の調査）

国の「地質の調査」に関する調査研究を担い、産業や生活の場である国土の地質情報について
の知的基盤構築や、地質現象の予測・評価技術、地圏循環システムの解析技術に関し、産総研
の総合力を活かした取り組みが実施されており、国の政策に貢献している。今後、地質の調査法

進展に応じた人材育成と 研究 ト間連携 層 強化が望まれるの進展に応じた人材育成と、研究ユニット間連携の一層の強化が望まれる。
・国土の基本情報としての地質図やデータベースを系統的に作成し、沿岸の海陸境界域の地質調

査を重点化し、新シリーズ「海陸シームレス地質情報集」 をＤＶＤ発刊した。また、大陸棚延伸国
連申請の対応に貢献した連申請の対応に貢献した。

・国の地震・火山予知計画を分担し、火山地質図の作成、活断層や海溝型地震の履歴解明、糸魚
川―静岡構造線活断層系の地震予測シミュレーターの開発等を進めた。

・希土類資源の南アフリカ・JOGMEC共同研究等による資源ポテンシャル評価 地層処分安全規制・希土類資源の南アフリカ・JOGMEC共同研究等による資源ポテンシャル評価、地層処分安全規制
に関する国の施策への技術資料作成、土壌汚染リスク評価の詳細モデル公開等を実施した。

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

テーマ名 概 要 ユニット名

陸域・海域の地質図
の調査研究

２０万分の１地質図幅の全国完備を達成。海陸
シームレス地質情報集として発刊した「能登半

地質情報RI・活断層・地
震RI ・地圏資源環境RI・

の調査研究
島北部沿岸域」において、新たな断層を発見。 地質調査情報センター

資源の評価・解析技
術

メタンハイドレート資源ポテンシャルを示す燃料
資源地質図「東部南海トラフ」を出版。大陸棚斜 地圏資源環境RI

術
資源地質図 東部南海トラフ」を出版。大陸棚斜
面堆積物中のメタン生成微生物の新知見提示。

地圏資源環境RI

31



【概要】

3-7.計量の標準（知的基盤整備への対応）

【概要】
本格研究の観点から、国の標準整備計画の具体的目標である500種類の物理標準・標準物質
の整備（研究開発から供給まで）を推進し前倒しで達成できた。同時に、質量標準や時間標準な
どの基礎標準の定義改訂に向けて、次世代標準の研究開発と言った第１種基礎研究も推進してどの基礎標準の定義改訂に向けて、次世代標準の研究開発と言った第１種基礎研究も推進して
いる。今後は、計量標準の社会・産業界への一層の広がりと普及に向けた活動を期待したい。

・国際度量衡委員会(CIPM)の元での国際計量システム構築にむけて、第2期末までに319件の国
際比較に参加（世界5位）すると共に、ピアレビューに基づく712件の国際基準への適合性確認際比較に参加（世界 位）すると共に、 ア に基 く 件の国際基準 の適合性確認
(世界8位)を完了、産総研のパフォーマンスが国際的にトップレベルであることを示した。

・国内ではエンドユーザに繋がる計量標準トレーサビリティ体系の基盤確立を推進すると共に、食
品、医療、環境、ＩＴ分野など産業的・社会的ニーズが高い計量標準に関しても新たな展開を図り
つつある。

【アウトカムに繋がると期待される特徴的な成果】

名 概 要 名テーマ名 概 要 ユニット名

社会の安全・安心を
支える物理標準の

高信頼性ファイバレーザを光周波数コム発生源に用いる事に
より、従来の633nm波長標準に加えて532nm及び光通信帯で

計測標準
RI

開発 ある1.5μmの波長領域までの標準供給が可能に。
RI

社会の安全・安心を
支える化学標準の

食品衛生法規制対象の800種超の農薬への計量トレーサビリ
ティ実現のため定量NMR法による新供給体制を構築、平成21

計測標準
RI

支える化学標準の
開発

ティ実現のため定量NMR法による新供給体制を構築、平成21
年度は50種類以上の農業関連標準物質を開発・供給。

RI
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４．前回の評価委員会での指摘事項に対する対応状況

本年度は 前回の評価委員の指摘事項への対応状況について 研究ユニット側に報告と評価本年度は、前回の評価委員の指摘事項への対応状況について、研究ユニット側に報告と評価
委員会での発表を求め、ＰＤＣＡサイクルをさらに実効的に回すための取り組みを行った。

評価委員コメントの概要 研究ユニットの対応状況の概要

課
題
全
般

産総研内外での連携体制や役割分担の明
確化

・技術人材養成や成果物の普及を通した技術的サポートやそれに基づく共同提案・研
究の推進。得意分野を活かした形での共同研究の実施。

環境変化に対応したロードマップやアウ
トカム目標の修正

・外部ニーズに対応した技術領域創成やチーム編成、それに応じたロードマップ、ベ
ンチマーク等の修正を実施。

重
点
課
題

異なる視点からのアプローチの必要性 ・新たな調査や研究課題の設定に活用するとともに、次世代を見据えた検討を行った。

研究課題の特徴を明確にした上での選択
と集中

・研究課題の特徴を分析し、外部ニーズにも配慮しながら、個別要素技術の選択と集
中を実施。

国際比較を考慮した成果公表 国際比較可能な研究課題を立ち上げ 外部と技術連携した研究を開始国際比較を考慮した成果公表 ・国際比較可能な研究課題を立ち上げ、外部と技術連携した研究を開始。

マ
ネ

連携機能による研究の推進 ・連携が有効に働くような取り組みやチーム再編を進め、その結果、新たな研究課題
創成や異分野融合に発展。

研究課題の選択の基準 ・外部資金の獲得に努めつつ、基本コンセプトを維持したまま、展開性や適合性を踏
ネ
ジ
メ
ン
ト

まえた課題の積み上げを意識して選択。

萌芽研究への取り組み ・技術移転の終わった段階で、シーズ探索のための基礎基盤研究への回帰を推奨。

成果の国内外発信の強化 ・積極的なプレスリリースやWebによる公開、主要学会への集中発表や技術交流などに
よる認知度の向上に努力。よる認知度の向上に努力。

外部人材の育成 ・産総研の制度である外部人材受入型共同研究を活用し、企業からの人材受入を推進。

・共通のキーワードとして「連携」の重要性が指摘されている。
評価委員の指摘事項に対し 研究ユニットが自己改革に活かしている状況が示された
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・評価委員の指摘事項に対し、研究ユニットが自己改革に活かしている状況が示された。
・今後の課題としては、これまで以上に評価委員に理解が浸透するような仕組みが必要である。


