
Ｉ．質の高い成果の創出と提供
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Ⅰ １ 質の高い成果の創出とⅠ-１．質の高い成果の創出と
その活用のために講じる方策

7



Ⅰ １ （１）戦略的な研究開発の推進Ⅰ-１-（１）戦略的な研究開発の推進

戦略的な研究企画及び研究資源戦略的な研究企画及び研究資源
配分の重点化

8



産総研の基本理念産総研の基本理念

産総研の経営ポリシー

「我が国のたゆみ無い産業技術革新を先導することにより、
持続的発展可能な地球社会の実現に資する」

ミッションミッションミッションミッション

産業技術政策への貢献

産業競争力強化や地域経済活性化
等を目指す経済産業政策の一翼を担う等を目指す経済産業政策の 翼を担う

革新的技術シーズの創出

新産業群創出のための革新的な技術新産業群創出のための革新的な技術
シーズを生み出す研究開発の強化

地質調査業務及び計量標準業務の着実な実施

安心で安全な社会を実現するための知的基盤の整備・強化

イノベーションハブ機能の強化

9

産学官の間で相互に情報・人材の交流を促進→技術移転・人材育成の遂行

H21年度実績No.1



○「ユニット長の自律的な判断」と「理事長の政策」の２軸構成

弾力的な予算編成

〈〈２つの柱を確立２つの柱を確立〉〉

○ ユ ット長の自律的な判断」と 理事長の政策」の２軸構成
○次世代の産業技術の創出とその社会への還元を推進

〈〈２つの柱を確立２つの柱を確立〉〉
－ 運営費交付金の特長を活かした弾力的な予算編成として、研究ユニットの自律的経営基盤 と

なる「ユニット経営予算」と理事長裁量による「政策予算」という２本柱による予算編成

－ 研究ユニットにおける本格研究、分野融合への取組み、産学官連携などをバランスよく推進研究ユニットにおける本格研究、分野融合への取組み、産学官連携などをバランスよく推進

平成２１年度政策予算平成２１年度政策予算

イノベーション・ハブ機能の充実イノベーション・ハブ機能の充実研究戦略に基づく本格研究の実践研究戦略に基づく本格研究の実践
●研究 ニ ト の配分予算●研究 ニ ト の配分予算

平成２１年度政策予算平成２１年度政策予算

・研究成果の移転促進

・産業技術人材の育成

・地域センターの活動強化

●研究ユニットへの配分予算●研究ユニットへの配分予算
（ユニット経営予算除く）（ユニット経営予算除く）

・分野重点化予算 等
●本格研究実施のための政策的予算本格研究実施のための政策的予算 地域センタ の活動強化

・政策要請に基づく知的基盤の整備

●本格研究実施のための政策的予算本格研究実施のための政策的予算
・融合重点化予算
・産総研産業変革イニシアティブ
・ハイテクものづくりプロジェクト 等

10

ハイテクものづくりプロジェクト 等
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研究予算配分：次世代の産業技術の創出とその社会への還元を推進

厳しい財政状況の中 研究戦略とイノベ ションハブ戦略の推進の観点から厳しい財政状況の中、研究戦略とイノベーションハブ戦略の推進の観点から、
研究予算の重点化配分を実施

（単位 百万円）

２１年度 （２０年度） 増減

研究戦略に基づく本格研究の実践 13,376 (13,982) △ 606

（単位：百万円）

ユニット経営予算 6,942 (8,628) △ 1,686

分野重点化予算 3,677 (3,264) 413

融合重点化予算 450 (0) 450

分野イノベ シ ン推進予算 680 (0) 680分野イノベーション推進予算 680 (0) 680

「産総研産業変革研究イニシアティブ」事業の展開 700 (800) △ 100

研究実験基盤整備の充実 639 (850) △ 211

その他 288 (440) △ 152その他 288 (440) △ 152

イノベーションハブ機能の充実 8,367 (8,231) 136

イノベーション促進調整等 150 (150) 0

研究成果の積極的移転 5 969 (6 270) △ 301研究成果の積極的移転 5,969 (6,270) △ 301

産業技術人材の育成と供給 390 (527) △ 137

地域産業への貢献 1,048 (513) 535

その他 810 (771) 39

11

そ 他 ( )

合計 21,743 (22,213) △ 470

H2１年度実績No.21, 61



■ 研究戦略とは

第２期研究戦略

研究戦略
○有限な資源を以て、産総研に対する多様な期待に応えるための方策。
○平成17年4月に策定し、情勢の変化に対応するため毎年更新。

■ 目的
○産総研内の意識の統一

理念、ミッション、将来像、社会的役割などの明示と価値観の共有
○体系的、組織的な研究の強化、推進

戦略的課題設定プロセスを採用 本格研究概念の実践強化戦略的課題設定プロセスを採用、本格研究概念の実践強化
○研究ミッションの明確化

研究課題とミッションとの対応の明示
○研究成果を産業化する取り組みの強化

ブ 平成21年度版イノベーションハブ機能を新たなミッションとして設定・明示

■ 研究戦略の内容
平成21年版は、産総研の研究での強みを踏
まえた研究資金配分を検討するため ポ ト

平成21年度版

まえた研究資金配分を検討するため、ポート
フォリオ、ロードマップ、技術指標の改訂

内容
○研究戦略の構造
○分野別研究戦略

産業技術分野（6分野）ごとの研究
成果を 大化するための方策

12

成果を 大化するための方策
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アウトカムを想定したユニットにおける予算の重点化（H21年度）

研究戦略に基づく重点課題の策定

アウトカムアウトカム
研究分野研究分野 重点課題例重点課題例

知的で安全・安心な生活を実現する
ため 高度情報サ ビ 創出

健康長寿で質の高い生活

ライフサイエンス分野
ヒトゲノム情報と生体情報に基づく早期診断により予防医

療を実現するための基盤技術の開発

わ 情報 デジタ 技術

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

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

ナノテクノ ジ

人間に関わる情報のデジタル化とその活用技術の開発

電子機器を高機能化・低消費電力化するデバイス技術の
開発

環境・エネルギー問題を克服した
豊かで快適な生活

ロセス技術の創出 ナノテクノロジー・
材料・製造分野

オンデマンドフレキシブル製造
レアメタル使用量削減技術・機能代替材料の開発

分散型エネルギ の効率的な運用技術の開発

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

環境・エネルギー分野

地質分野

分散型エネルギーの効率的な運用技術の開発
木質系バイオマスからの液体燃料製造技術の開発

二酸化炭素地中貯留システムの解明・評価と技術開発

地震 火山災害軽減 ため 地質現象 デ 化と科
地球の理解に基づいた知的基盤

整備（地質の調査）

知的基盤の整備への対応

地質分野

計測・標準分野

地震・火山災害軽減のための地質現象のモデル化と科
学的予測

国民の安心・安全確保のための計量標準の開発

13

知的基盤の整備への対応
（計量の標準）

計測・標準分野 ナノテクノロジー・材料・製造と標準・計測

H2１年度実績No.441



ク

イノベ－ションハブ戦略の基本的な考え方

◆イノベ シ ンは多様なプレ ヤ が技術シ ズをフロ させ 価値増幅の連鎖を

フロー＆ストック

◆イノベ－ションは多様なプレ－ヤ－が技術シ－ズをフロ－させ、価値増幅の連鎖を
起こすことで実現される。

◆産総研は、このようなフロ－
ネットワ－クの結節点（ハブ）とし
て知的資産をストックさせ、
新たなフロ－を引き起こす新たなフ を引き起 す
エンジンとなる。
（イノベ－ションハブ戦略）

14 H2１年度実績No. 1



産業技術ア－キテクトの活動

～産業技術ア－キテクトの役割～ 産総研 産業界Ａ産業技術ア キテクトの役割

● 社会動向を捉え、産総研と外部の成果を併せて産業化シナリオを描き、プロジェクト等を
企画・立案・推進する。 ※ 平成１９年８月産業界から１名採用

産総研 産業界Ａ

● 技術シ－ズの市場化
① ＳｉＣパワ－デバイス量産試作研究、バイオマスエタノ－ル

燃料製造プラントの産業化を主導、生物・情報融合化解析
システムのプロモ－ション

広報・政策提言 オ－プン・イノベ－ション

① ⑤⑩
産業界、大学、政府など

イ イ

システムのプロモ ション
② ハイテクものづくり実施課題の企業への技術移転の検討

● 研究経営・研究推進への貢献
③ 分野横断テ－マの創出（健康産業、サ－ビス工学）、

①
③

④

⑤

⑥⑧

⑩

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

③
④ 産業界との大型連携の推進（産業変革イニシアティブ、

ナノテクアリ－ナ構想）
⑤ 光ネットワ－ク超低エネルギ－化技術拠点（科振費）
⑥ 社会動向の把握（産業界・研究現場との積極的な対話に

広報活動 産学官連携活動

知財関連活動

ン
潮
流
形
成

ン
の
実
践

より得られた情報を研究現場へフィ－ドバック）

● 研究者の技術経営力強化
⑦ イノベ－ションスク－ル（副スク－ル長）・職員研修など
⑧ 産業技術ア キテクトレポ ト（N 3）の発行⑧ 産業技術ア－キテクトレポ－ト（No.3）の発行

● オ－プン・イノベ－ションのための制度、システム改革
⑨ 共有知財の取扱変更、知財戦略策定（特許出願分類分け、

ワンストップ支援）

⑦

⑨
②

15

ワンストップ支援）
⑩ 共同研究制度の多様な産学官連携（人材移籍型共同研究

等）の構築など

マインドセット シ－ズのプロモ－ション

H2１年度実績No. 1



特許類型（２２年度から分類と名称変更）分け

産総研の技術移転を推進するための特許類型分け

概要 ２１年度件数・割合

分類１ 産総研に独自性が有り、産業変革を起こすコア技術と
考える単独出願

１１（１．３％）
認定：１
検討中：７

●Ｈ２１年度の取り組み
・職務発明認定時にユニット長にコメントとして入力
・分類１に対してのヒアリング、関連部門からの情報収集と
分野担当理事等との意見交換を経て認定 検討中：７

分類変更：３

分類２Ａ 早期に技術移転を図りたいもので、想定企業の想定が
ある単独出願又は特定企業との共同出願

４１８（５０．１％）

分類２Ｂ 早期に技術移転を図りたいもので、協力企業を探した １７４（２０．９％）

・分類分けガイドラインと分類１認定調書フォ－マットの作
成と研究ユニット・関連部門への周知・運用

●成果
・分類1に対して担当分野理事・コ－ディネ－タとの意見交
換により 集中的支援実施した い(ベンチャー化含む)単独出願

分類３ 萌芽的であり、今後の展開が見通せないが、国内出願
する価値のある発明

２３１（２７．７％）

換により、集中的支援実施した
・研究ユニットと支援部門の特許の価値・方向性の共有化
ができるようになった

・分類２に対しては、TLO外部組織の関係などから充分な支
援ができていない 合計 ８３４件

引き続き分類分けを実施すると共に 入力の簡素化などシステムの

ワンストップ支援試行

引き続き分類分けを実施すると共に、入力の簡素化などシステムの
改修と分類ごとの支援の方向性をより具体的にした。

●Ｈ２１年度の取り組み
●成果
・研究者からは幅広い相談が寄せられた（図１参照）

・関連部門（ア－キテクト、知財、産学官、ベンチャ－、イノ推から
なるチ－ムを作り、現場での相談受付を実施。

・試行として４つのユニット（５拠点）を選択し、各拠点４回の会合を
実施。ユニット幹部も基本的に同席。

・２回終了時に相談した研究者、ユニット幹部、支援側にアンケ－

研究者 ら 幅広 相談 寄 られ （図 参照）
・研究のモチベ－ション向上と支援部門間の連携強化
・イコ－ルパ－トナ－としての率直かつフリ－な論議
・多様な意見がでる支援会合の重要性・有効性が、今回の試行を
通じて分かったというユニットからの意見

・研究者側の期待とワンストップで支援可能な内容の間に大きな２回終了時に相談した研究者、ユ ット幹部、支援側にアンケ
トの実施。

・研究者側の期待とワンストップで支援可能な内容の間に大きな
ギャップが少数だがあった。狙いなどの共有が重要。

・目指す機能を自発的に主導できる人材の充当と育成

関連部門統合における大きな機能のB

A 特許網強化、知財戦略

技術移転出願前相談

原特許の
相談

C

D
A ６件（１７％）
B ９件（２５％）

一つとしてその有効性と試行結果を活
用する上での問題点が明確になった。

テーマ発案 原特許出願

B

時間

件（ ）
C ８件（２２％）
D １３件（３６％）
合計 ３６件図１ 相談案件の状況と件数

H2１年度実績No. 1,120116



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 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

技術研究組合法の改正技術研究組合法の改正

○オープンイノベーションの推進に向け、従来の企業等に加え、公的
研究機関、大学や研究開発を主たる事業とする一般（財）等も組合
員となることを可能とする改正法が施行（平成２１年６月）

業務方法書・内規の改正

員 を 能 す 改 法 施行（ 成 年 月）

○法改正を踏まえ 業務方法書の改正により 技術研究組合におけ○法改正を踏まえ、業務方法書の改正により、技術研究組合におけ
る研究開発等を産総研業務として明確に位置づけ

○技術研究組合への加入基準、知財の取り扱いや研究員の派遣・
受入れ等を規定した内規を整備

平成２１年度中に参画した技術研究組合

経済産業省技術振興課パンフレット「研究開発パートナーシップ
～新「技術研究組合」制度～」より

○ステレオファブリック技術研究組合（産総研における担当研究ユ
ニット：先進製造プロセス研究部門）

○太陽光発電技術研究組合（太陽光発電研究センター）
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○技術研究組合BEANS研究所（集積マイクロシステム研究セン
ター ）

H2１年度実績No. 14



技術研究組合への参画事例①

革新的省エネセラミックス製造技術開発プロジ クトの中核として貢献革新的省エネセラミックス製造技術開発プロジェクトの中核として貢献

実施プロジェクトの概要
三次元に組立て

○ NEDO「革新的省エネセラミックス製造技術」

○生産用途に用いられるセラミックス部材の品質と生産性
の飛躍的向上に向け、小さな精密ブロックを一体化させ、
軽量かつ高い剛性や断熱性等の高機能化を付与した大

三次元に組立て

新規な巨大部材中空精密ユニット

軽量かつ高い剛性や断熱性等の高機能化を付与した大
型部材を得るための革新的なプロセス技術を開発する

○平成21年度～25年度、予算総額12億円

○参画機関…ステレオファブリック技術研究組合、東工大、

設計；微視･巨視レベル

加入組合概要

産総研の貢献ステレオフ ブリ ク技術研究組合

横国大

産総研の貢献ステレオファブリック技術研究組合

設立日：平成21年9月15日

代表者：安部 文夫

組合員 エヌジ ケイ アドレック（株） 京セラ（株） TOTO

○産総研職員がNEDOプロジェクトリーダーとしてプロ
ジェクト全体をマネジメント

○枢要な研究開発ポ シ プ ジ クトを推進組合員：エヌジーケイ・アドレック（株）、京セラ（株）、TOTO
（株）、（財）ファインセラミックスセンター、三井金属
鉱業（株）、美濃窯業（株）、産総研

○枢要な研究開発ポテンシャルでプロジェクトを推進

○研究装置等のインフラを組合員へ提供

○組合員企業からの出向研究員に対し、技術や装置
使用方法を指導
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加入日 平成21年10月26日

使用方法を指導
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技術研究組合への参画事例②

コンソーシアムとの連携により太陽光発電技術開発・評価体制を構築

実施プロジェクトの概要

産総研事業「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシ

アム」（平成21年度〜23年度、予算総額８億円（平成21年度） ）

○産総研が中心となり、民間企業33社とコンソーシアムを形成し、

太陽電池メーカーとの円滑な連携を視野に入れ、参加企業ととも

に技術組合（ ）に加入

大型モジュール試作・評価設備（九州）

に技術組合（PVTEC）に加入。

○太陽光発電コストの低減のため、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、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

加入組合概要

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。

試作・分析・標準化拠点（つくば）
加入組合概要

産総研の貢献太陽光発電技術研究組合(PVTEC)

設立日：平成2年12月20日

代表者 桑野幸徳
○ 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（国内の大学 研究機関で唯 ）代表者：桑野幸徳

組合員：三洋電機(株)、シャープ(株)、産総研等

55社・機関（平成22年1月現在）

構築・提供（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

19

加入日 平成21年12月24日
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。
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革新的次世代デバイス製造技術開発や人材育成を積極的に推進

技術研究組合への参画事例③

実施プロジェクトの概要

○ 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」

○ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどの様々な分野にわたるサイ
エンスとエンジニアリングを融合させ、将来の革新的次世代デバイス
の創出に必要な新しいコンセプトに基づいた基盤的プロセス技術群
を開発

加入組合概要 技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所

○平成20年度～24年度、予算11.5億円（平成20年度）

○参画機関…技術研究組合BEANS研究所、東京大学、九州大学

設立日： 平成21年3月24日

理事長： 作田 久男

組合員： オリンパス（株）、オムロン（株）、セイコーインスツルメンツ

加入組合概要

加入日

技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所

平成22年3月25日組合員： オリンパス（株）、オムロン（株）、セイコ インスツルメンツ
（株）、（株）数理システム、テルモ（株）、（株）デンソー、（株）東
芝、（株）フジクラ、富士電機システムズ（株）、古河電気工業
（株）、パナソニック電工（株）、みずほ情報総研（株）、三菱電機
（株）、三菱化学メディエンス（株）、リンテック（株）、東芝機械

加入

産総研の貢献

平成 年3月 5日

○産総研職員がNEDOプロジェクトサブリーダーおよ（株）、三菱化学メディ ンス（株）、リンテック（株）、東芝機械
（株）、（株）日立製作所、（株）堀場製作所、大日本印刷（株）、
（株）アルバック、（株）日立ハイテクノロジーズ、（株）日立プラ
ントテクノロジー、（財）マイクロマシンセンター、（財）無人宇宙
システム研究開発機構、（財）資源探査用観測システム･宇宙

○産総研職員がNEDOプロジェクトサブリーダーおよ
び研究センター長としてプロジェクトをマネジメント

○産総研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ステム（MEMS）の開発を促進

○ 基礎知識 設計手法 プ セ 実習 講
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システム研究開発機構、（財）資源探査用観測システム 宇宙
環境利用研究開発機構、（財）九州先端科学技術研究所、立
命館大学、産総研

○ MEMSの基礎知識、設計手法、プロセス実習・講
習などの人材育成事業を実施
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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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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

23

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
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イノベ－ション創出のための研究予算

● 複数の研究分野をもつ産総研の利点を活かし、研究分野担当理事の権限と責任の下で予算複数 研究分野を 産総研 利点を活 、研究分野担 事 権限 責任 予算
配分される 「分野イノベ－ション推進予算」、研究分野を越えて総合力を発揮するための 「融合重
点化予算」 を創設。（研究配分予算の１５％程度）

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野
【拠点形成型】
・幹細胞利用技術加速費

情報通信・エレクトロニクス分野

ＩＢＥＣ

健幸デ－タベ－ス

【融合促進型】
・ロボット機能安全分析・設計手法の研究

ナノテクノロジ－・材料・製造分野
【知財展開型】 ナノバイオ

ナノリスク

【知財展開型】
・ナノクリスタルセラミック共同研究に
おける知財モデル構築

環境・エネルギ－分野

レアメタル対策技術

ナノバイオ

環境 ネルギ 分野
【トップダウン】
・地球温暖化防止効果への定量的貢献に
関する試算・検討

地質分野

物質生産プロセス

デ－タバンク
地質分野
【国内外連携推進型】
・レアメタルの調査技術高度化

標準・計測分野

ＧＥＯ Ｇｒｉｄ

省エネ診断技術の

24

標準 計測分野
【研究加速型】
・量産品質向上技術の研究拠点化 全９テ－マ

実証と規格化

H2１年度実績No.21



融合重点化研究の事例：省エネ診断技術の実証と規格化

大電力使用量モニタリングシステム
【担当ユニット】
・計測標準研究部門（主担当）

小電力消費機器の電力計測システム

大電力使用量モニタリングシステム・計測標準研究部門（主担当）
・情報技術研究部門
・先進製造プロセス研究部門
・エネルギ－技術研究部門

業務室

データ収集サーバ

無線
第3事業所

消費電力量の
見える化【研究背景と目的】

消費電力を「見える化」する技術を計測標準研究部門を
中心とした関係ユニットが融合し、測定システムの標準
化・認定制度を整備して社会への普及体制を整備する

電力使用量、
省エネ効果
の見える化

第6事業所

データ集約
装置

LAN
計測器 10台

小型
電力量計

化・認定制度を整備して社会への普及体制を整備する。

【Ｈ２１年度 研究成果】
・大電力使用量モニタリングシステムを開発し、空調機毎の電
力使用量および省エネ効果を測定（前日 指定日との比較等）

小電力消費機器の電力計測システム

冷凍庫

データ集約
装置

第6事業所

冷凍庫 台

有線

小型
電力量計

力使用量および省エネ効果を測定（前日、指定日との比較等）
し、「見える化」を実現した。
・小電力消費機器毎の電力計測システムおよび小型電力量
計を開発して小型電力量計を電力標準にすることで、不確か
さ評価を行った

No.1

No.2
No.3

No.4
No.5

開発した小型電力量計

冷凍庫 5台さ評価を行った。
・その結果、消費電力の測定精度を±0.1%と見積もることがで
き、「見える化」のために十分な測定精度を確保することがで
きた。

【Ｈ２２年度 研究計画】
・計量トレ－サビリティが付与できる新たなエコ電力メ－タを開
発し、測定電力範囲の拡張と実用化に向けた検討を行う。
エコ電力メ タの型式承認について検討を行い 必要な試験
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コンパクトかつ
無線/有線通信可能！ 開発した小型電力量計のブロック図

・エコ電力メ－タの型式承認について検討を行い、必要な試験
項目の調査やEMC/EMI試験等の性能評価試験を実施する。
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