
地域センターの研究重点化 －関西センター(2/2)－

○組込み トウ ア技術者の人材育成 「組込み適塾 を実施○組込みソフトウェア技術者の人材育成 「組込み適塾」 を実施

地域への貢献 組込みシステムの

関西経済連合会と共同で、関西を組込みソフト
産業の一大集積地にすることを目指して、技術
者を育成

地域 の貢献 組込みシステムの
システムアーキテクト

体系的な知識現場で即活用
できる技術

技術のポイント技術のポイント

・産業界、大学、産総研から、
現場のノウハウや 新の数

関西経済連合会
産総研

組込み適塾
現場のノウハウや 新の数
理的技法を教授
・演習による「手を動かして」
学ぶ教程

組込みソフト産業
推進会議

企業の技術者

学ぶ教程
・22日間の集中教習
・国内唯一の教育プログラム
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企業の技術者国内唯 の教育 グラ



地域センターの研究重点化 －中国センター(1/2) －

○バイオマスエタノール燃料製造ベンチスケールプラントの実証確認

○バイオマスエタノール燃料製造ベンチスケール
技術のポイント

○バイオマスエタノ ル燃料製造ベンチスケ ルプラントの実証確認

水熱処理装置 湿式微粉砕装置木材○バイオマスエタノ ル燃料製造ベンチスケ ル

プラントにおいて、ユーカリ、米松、ヒノキ、稲

わら等から、99.7vol%のバイオマスエタノール

燃料製造を実証

装 湿式微粉砕装置木材

高濃度
固形分(10%)

雑植性バイオ
マス原料

燃料製造を実証

○プラントレベルでラボ以上の前処理（複合湿式

メカノケミカル処理）効果を確認（非硫酸式で初）

高 粉

主糖化発酵
タンク（2000L）

○高濃度の固形分(10%)を微粉砕前処理で実現

⇒高濃度化により、糖化発酵後のエタノール

濃度3vol%を達成

タ ク（ ）

蒸留装置
（膜脱水）

E3走行

一次蒸留装置 エタノール濃度
3vol%

濃度 %を達成

○得られたバイオマスエタノール燃料を用いて、

Ｅ３走行を実施（研究所一般公開）

エタノール濃度
99.7vol%

製品（エタノール燃料）

○ 中国地域のバイオマスタウン（真庭市）等におけるバイオマス人材育成に貢献

○ 地元企業（共同研究先）による副生成物（リグニン）を利用した新製品の開発

地域への貢献
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○ 地元企業（共同研究先）による副生成物（リグニン）を利用した新製品の開発



地域センターの研究重点化 －中国センター(2/2) －

○バイオマス利活用の新しい評価ツールとして「簡易経済性シミュレータ」、

技術のポイント

○ イオ 利活用 新 評価 簡易経済性シ タ」、
バイオマス会計表」を開発

○バイオマス利活用事業を対象に、計画立案段階から事業見直し段階までに必要な
評価ツール群を整備できたことにより、事業の「PDCA」サイクル支援が可能に。

○「バイオマス会計表」形式による簡単な入力操作で、事業収支等の経済性評価、

CO2収支等の環境性評価、バイオマス利用率等を自動的に算出可能。

簡易経済性シミュレータ地域への貢献

○中国地域の３地区（真庭市、庄原市、北

広島町）におけるバイオマス利活用事業

に適用し事業分析を実施し 各事業機関

簡易経済性シミュレ タ
計画立案（Plan）支援

バイオマス利活用（Do）

地域 の貢献

に適用し事業分析を実施し、各事業機関

に報告・提言。

○中国地域バイオマス協議会(H21.12.7)に

業 自治体等 機 が集
環境領域

環境負荷 負荷および効果

経済
領域

経済
領域

環境領域

環境負荷

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

投資額 E CO2
万円 1000MJ 100 kg 

インフラの整備

設備・機械

トラック・車

建物

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

投資額 E CO2
万円 1000MJ 100 kg 

インフラの整備

設備・機械

トラック・車

建物

バイオマス資源の利用率

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家畜糞

廃食油

木材

バーク

稲わら

利用

未利用

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家畜糞

廃食油

木材

バーク

稲わら

利用

未利用

0

50,000

100,000

150,000

実質建設費 補助金

0

50,000

100,000

150,000

実質建設費 補助金

補助金率

経営費に占める化石資源費用割合
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

その他

化石資源 メタノール

軽油

電気

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

その他

化石資源 メタノール

軽油

電気

バイオマス会計表
事業分析（Check）支援

おいて、地元企業・自治体等22機関が集

まるバイオマスエネルギー活用分科会で

適用事例を紹介し、参加者からの要望に

E CO2 E CO2

万円 MJ kg 万円 数量 単位 数量 単位 数量 単位 数量 単位 MJ kg

1. 経営費計 31,611 18,466,379 1,671,946
　計 141,256 127,942,509 12,266,752 0 家畜糞 179,464 t 234,993 t 0 0
　建物 62,581 65,344,323 7,381,937 0 稲わら 7,186 t 17,963 t
　トラック・車 2,837 3,007,220 238,308 0 廃食油 16,800 l 16,800 l 0 0
　設備・機械 61,643 49,129,996 3,867,854 972 木材 900 t 13,966 t 0 0
　インフラ整備 14,195 10,460,970 778,653 440 バーク 9,776 t 11,478 t 0 0
2. 補助金 43,255 48 メタノール 3,562 l 33,780 3,370
3. 実質建設費 98,001 0 木材 0 t 0 t 0 0

　燃料 11,215 軽油 699,715 l 6,743,845 727,703
　電力 392 電気 *** KW 1,050,100 84,180
　減価償却 13,793 10,638,654 856,693
　　　（実質） 9,517 10,638,654 856,693
　その他 9,027 0 0
2. 収益計 23,085 0 0
2.1収益（直接） 3,869 0 0

1,541 堆肥 4,188 t 4,188 t 60,455 t 0 0
0 ペレット 0 t 0 t 0 t 0 0

　　物々交換 277 BDF 16,800 l 16,800 l 16,800 l 0 0
1,408 チップ 440 t 440 t 444 t 0 0

279 ペレット 62 t 62 t 62 t 0 0
   原料受入料金 364
   地域外へ提供 0 堆肥 39,407 t 0 t 60,455 t 0 0

2.2収益（間接） 19,216 0 0
7,466 堆肥 14,932 t 14,932 t 60,455 t 0 0
7,186 稲わら 7,186 t 7,186 t 7,186 t 0 0

　　自家消費 4,564 堆肥 9,127 t 9,127 t 60,455 t 0 0
3. 化石資源代替 18,069 -13,061,710 -1,391,740

14,797 尿素 1,254 t 374 t 801 t -11,390,082 -1,211,364
277 軽油 16,800 l 16,800 l 8,145,332 l -161,918 -17,472

2 994 灯油 223 462 l 223 462 l 9 304 087 l -1 509 709 -162 904

　　商品販売

　　自家消費

　　物々交換

環境負荷 資源利用・生産・代替 BT内の供給と需要 負荷および効果

1. 建設費

　原料

　副原料

領域

バイオマス その他資源 供給・賦存量 重要
ストック

領域

フロー 種類

エネルギー・CO2収支

15,000

CO2固定(100kg) CO2排出(100kg)
E供給(1000MJ) E消費(1000MJ)

0 5,000 10,000 20,00015,000

CO2固定(100kg) CO2排出(100kg)
E供給(1000MJ) E消費(1000MJ)

0 5,000 10,000 20,000

生産・供給・需要

堆
肥

（t
）

チ
ッ

プ
（
t）

B
D

F
（
l）

ペ
レ

ッ
ト

（
t）

稲
わ

ら
（
t）

生産 BT内での供給 BT内での需要

60,455
28,247

67,654

16,800

16,800

16,800

62

62

62
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440
440

7,186
7,186
7,186

堆
肥

（t
）

チ
ッ

プ
（
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B
D

F
（
l）

ペ
レ

ッ
ト

（
t）

稲
わ

ら
（
t）

生産 BT内での供給 BT内での需要

60,455
28,247

67,654

16,800

16,800

16,800

62

62

62

444
440
440

7,186
7,186
7,186

尿素
(t)

軽油
(l)

尿素
(t)

軽油
(l)

損益

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ランニングコスト

その他

減価償却（実質）

電力

燃料

副原料

収益（間接）

収益（直接）

収益
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ランニングコスト

その他

減価償却（実質）

電力

燃料

副原料

収益（間接）

収益（直接）

収益

事業改善（Action）
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により開発した評価ソフトを順次配布中。
2,994 灯油 223,462 l 223,462 l 9,304,087 l -1,509,709 -162,904

化石資源の代替率

需要 BT内での代替 代替需要 BT内での代替 代替
原料原料

バイオマス事業のPDCSサイクルを支援：バイオマスタウン等のバイオ
マス利活用事業において計画立案から事業分析までの評価ツール。



○○血液等の極微量検体により 健康状態・疾病情報を迅速測定する技術の開発

地域センターの研究重点化 －四国センター(1/2)－

抗体固定化用微細化インクジェット

○○血液等の極微量検体により、健康状態 疾病情報を迅速測定する技術の開発

技術のポイント

一次抗体液滴

○数日を要する血液中マーカー検出を30分に
短縮→受診したその場で検査結果

○血液量は蚊の吸血量 検査費は安価

技術のポイント

駆動回路
○血液量は蚊の吸血量、検査費は安価

○複数の血液中マーカーを同時検出

○疾患発症の予知診断への応用可能

一次抗体のマイクロ流路上への固定

抗原抗体反応による血液中マーカー検出系構築
地域への貢献

一次抗体

抗原

標識二次抗体

基板表面処理

○生活習慣病用バイオマーカー計測技術として
香川県を中心とする健康・医療情報ＤＢ用測
定機器関連ニ ズへの対応を予定

地域への貢献

IL-6 TNF-α Adiponectin H-FABP

基板表面処理定機器関連ニーズへの対応を予定

○生活習慣病診断法確立を中心に地元大学と
共同研究

○地元企業等とデバイ 構築に向け連携中
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ヘルスモニタリング、予知診断への応用

○地元企業等とデバイス構築に向け連携中



地域センターの研究重点化 －四国センター(2/2)－

○○産総研四国センターの研究活動、経済産業局及び自治体の施策、加えて 近の急激な経済
環境の変化等から、四国のものづくり企業は健康関連産業進出に意欲的で事業化事例も現出。
この気運の高まりを加速して新産業創出につなげるために「健康ものづくり研究会」を組織。

○産総研四国センターの呼び掛けに、四国内外の42企業等と公設
研等 サポ タ機関が結集し 研究会を設立（事務局は産総

活動概要と成果

研等13のサポータ機関が結集し、研究会を設立（事務局は産総
研四国センター）。

○ニッチトップの「ものづくり企業」が、研究拠点である健康工学研
究セ タ 近隣するメ トを 大限活用し 生活習慣病予防究センターに近隣するメリットを 大限活用し、生活習慣病予防、
また、高齢社会到来に向けた新たな産業創出に向けて始動。 健康ものづくり研究会設立総会

地域への貢献

○産総研四国センターは、研究会参画企業等と個別に対話を
開始。それぞれの企業ニーズに対応した連携方法を模索す
るとともに順次連携を構築中

地域への貢献

健康も づ 究会健康も づ 究会

るとともに順次連携を構築中。

○「ものづくり技術」と健康工学研究センターの技術ポテンシャ
ルが融合し、予知診断デバイス開発、生体機能評価、及び
健康リスクの削減などの健康関連分野へ重心移動できれば
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健康ものづくり研究会健康ものづくり研究会
（平成（平成2121年年1111月月1717日創設）日創設）

健康リスクの削減などの健康関連分野へ重心移動できれば
持続的地域経済の発展に貢献大。



地域センターの研究重点化 －九州センター（１／２） －

○○生産計測技術研究セ タ は 従来 検出困難だ たウ 内部 微小欠陥 検出技術を○○生産計測技術研究センターでは、従来、検出困難だったウエハ内部の微小欠陥の検出技術を
地域企業へ提案（ソリューション提供）

マイスターとの密接な連携（タスクフォース）により、
生産現場の多様な計測課題を的確に分析し、産

技術のポイント

●取り組みの概要

産現場 多様な計測課題を 確 分析 、産
総研の技術成果を迅速に適用

●取り組みの概要
マイスター企業の計測課題（ウェハ内部の異常

検出）の把握

マイスター企業が必要とする計測課題に対して、
研究報告会や研究打ち合せ会議 実施研究報告会や研究打ち合せ会議の実施

試作装置により、これまで検出困難だったウェ
ハ内部の微小欠陥の検出を実証

マイスター企業（九州地域）が提案技術による
プロトタイプ機を生産ラインに適用するための

地域への貢献
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プロトタイプ機を生産ラインに適用するための
改良を検討中 試作装置によるウエハ内部の微小欠陥検出の実証例



地域センターの研究重点化 －九州センター（２／２） －

○九州内企業の各種技術課題を解決するため、「九州イノベーション創出促進協議会」により、

活動概要と成果 活動概要と成果

半導体、食品・バイオ分野で、分科会・研究会活動及び研究開発環境支援事業を実施。
○中小製造業ＩＴ化支援ソフト基盤「ＭＺプラットフォーム」の地域企業への導入促進活動

九州地域の大学、高専、公設試、独法研究機関
等の61機関からなる新たなネットワークを構築し、
地域発のイノベーション創出を図っている。

活動概要と成果
中小製造業のＩＴ化支援（短期間・低コスト）が可能な、
産総研の研究成果「ＭＺプラットフォーム」を九州・沖縄
地域の企業へ導入促進し、ＭＺプラットフォーム研究会
会員数は 平成22年３月現在 ０ 企業に達した

活動概要と成果

■ 取り組みの概要
・２分野において、２分科会・８研究会を設立・運営。

地域発のイノ ション創出を図っている。
会員数は、平成22年３月現在、１０５企業に達した 。

各県（ 設研等協力） ケ タデ 導入 企業

地域への貢献

・３テーマの研究開発環境支援事業を実施。

超音波利用技術研究会（４

地域への貢献

・各県（公設研等協力）で、ケーススタディ導入 20企業
・ソフトウェアベンダーへの技術移転 ５社
・ベンダーを通じたビジネス導入 ３企業

超音波利用技術研究会（４
機関）では、肉用牛の高精
度な肉質判定を求める九
州地域での技術相談に応

超音波による肉用牛の
肉質判定

(現在 人が判定→

州 域 技術相談
えるため、FS研究を内部資
金で行い始め、超音波画像
の計測から肉質評価の度
合いを推定する手法の提
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(現在：人が判定→
画像解析・機器開発へ）

合いを推定する手法の提
案ができる見通しを得た。



Ⅰ-１-（１）戦略的な研究開発の推進

技術情報の収集・分析と発信技術情報の収集・分析と発信
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本格研究ワークショップ

第９ラウンド 本格研究ワークショップ －地域における本格研究の展開

第８ラウンドまでは所内関係者のみであったが、第９ラウンドでは産総研経営層・
研究者と地域の産業、行政との双方向の議論の場へと発展。
本格研究の理念・方法論の情報発信、地域との共有に貢献。

地域における本格研究の展開
（１）本格研究の理念・方法論

本格研究の理念 方法論の情報発信、地域との共有に貢献。
地域における本格研究の成果と今後の展望を地域からの参加者と討論。

（１）本格研究の理念 方法論

「本格研究」の理念・方法論について、地域に対してプレゼンテーション。

（２）本格研究の成果

各地域センターにおける本格研究の取組と地域と連携した成果について紹介。

（３）地域における本格研究の今後の展望

地域 お る「本格 究 推進 た 何をす き 地域 参加者を交地域における「本格研究」推進のために何をすべきか、地域からの参加者を交え
て、現状の課題・目指すべき方向性についてパネルディスカッション形式で議論。

全地域拠点で開催
北海道、東北、中部、関西、中国、四国、九州の各地域センターで計７回開催

参加者総計は1 084名 うち地域からの参加者は551名参加者総計は1,084名。うち地域からの参加者は551名。

地域における本格研究ディスカッション
第９ラウンドの新たな試みとして、地域における本格研究の今後の展開に関して、
産総研研究者等と地域産業界、行政、公的研究機関など地域からの参加者との
議論を実施。

•北海道を拠点とするバイオものづくりの展開－農商工連携を目指して－（北海道）
• 東北地域における産学官連携と産総研の役割（東北）
• 低炭素社会の実現に向けた材料の部材化技術（中部）
• 産総研関西センター発のイノベーション（関西）討論テーマ
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産総研関西センタ 発のイノ ション（関西）
• バイオマスアジア戦略の実現に向けて “中国地域からの発信”（中国）
• 健康工学とものづくり産業（四国）
• 九州の産業を牽引する計測・診断技術の展開（九州）
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Ⅰ-１-（１）戦略的な研究開発の推進

研究組織の機動的な見直し研究組織の機動的な見直し
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フラットな組織体制

理事長と研究ユニットが直結したフラットな組織体制

理事長

研究センター

研究部門

時限（3-7年）を決めて集中的に特定課題を解決

中・長期的観点による継続的研究

戦略的視点に立って柔軟に研究ユニットを廃止・新設

研究ラボ 2-3年で研究センターへの展開を目指す

研究ユニット中間評価により、研究ユニットのパフォーマンス評価、改廃を検討

研究ユニット 終評価により、研究センター終了後の研究展開を検討

政策当局や社会の要請に応えて タイムリーな研究センターの設置政策当局や社会の要請に応えて、タイムリーな研究センターの設置

政策的要請に対し対外的に代表性を明示して研究を推進するために、

新たな新研究体制（研究コア）を構築

設置数の推移

２３→２２→２８→２９研究センター

H21H20H19H18

２１→

H22

２→６→７→６研究ラボ

２２→２２→２１→２１研究部門

３８９研究センタ

２→

２０→
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４７→５０→５６→５６研究ユニット数合計
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研究ユニット中間・ 終評価

・成果評価の結果をふまえて、ユニット組織の評価と今後の方向性を内部評価委員を主とする
評価委員会にて審議し、評価結果を理事長へ答申、組織改廃に反映。

理 事 長＜中間・ 終評価＞
審議 決定

<組織存続・改廃手続き>

①諮問

成果評価結果

理 事 長
評価部

⑤答申

審議・決定
組織存続 改廃手続き

企画本部

②③

成果評価結果
（評価部）

研究ユニット長の意見
（ 究 長）

研究ユニット
中間・ 終評価
サブ委員会

研究ユニット

中間・ 終評価

組織存続、改廃へ
の反映

委員長 ： 評価部長
委員：外部及び内部
事務局：評価部

設立時提案とそれに
沿 た現在の活動状況

（研究ユニット長） サブ委員会

委員長 ： 副理事長
委員：理事
事務局：評価部

委員会

事務局 評価部

④評価結果
報告

沿った現在の活動状況

（担当理事・研究コー
ディネータ）

事務局：評価部

・サブ委員会の外部評価委員：各分野毎に共通の外部委員２名を選任し分野全体を評価。
・検討項目（ 終評価）：

１） ミッションと目標の達成状況
２） 創出された成果の社会・産業界・学協会等へ与えた影響
３） 成果の 大化等に向けた適切なト プマネジメント
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３） 成果の 大化等に向けた適切なトップマネジメント
４） 外部との交流
５） 今後のあり方
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ユニット中間評価

• 設立３年目（年限７年の場合）の研究センターを対象に運営状況を検証し、研究を発展さ
せ成果を創出できる体制であるかを評価。平成２１年度は、２研究センターについて実施。

• 設立２年目の研究ラボを対象に研究センターまたは研究部門への展開・発展が可能かど
うかを評価 平成２１年度は １研究ラボについて実施うかを評価。平成２１年度は、１研究ラボについて実施。

・研究課題はミッション達成に向けて順調に進捗。

・バイオインフォマティクスに関わる人材養成の中核機関として貢献

生命情報工学研究センター

設置期限：平成２６年３月３１日

バイオインフォマティクスに関わる人材養成の中核機関として貢献。

・システム生物学に象徴されるようなウエット系とドライ（情報）系が高度

に融合した研究開発システムの創出を期待。

・設置期限の平成２５年度末まで継続。

新燃料自動車技術研究センター

・研究課題はミッション達成に向けて概ね順調に進捗。

・新燃料の標準化、規格化等による産業界や政策への貢献。

・東アジアの新燃料に係る技術開発拠点として機能。

設置期限：平成２６年３月３１日 ・新燃費の国際標準化等に向けて、燃料クリーン化等のコア技術の深

化を期待。

・設置期限の平成２５年度末まで継続。

エネルギー半導体エレクトロニクス研究ラボ

設置期限：平成２３年３月３１日

・産業界からの多様な要請に対応してプロジェクトを実施する中核機関

として貢献。

・政策当局の省エネルギー技術戦略の策定に貢献。

エネルギ 問題の解決に資する 新しいパワ デバイスの実用化を
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・エネルギー問題の解決に資する、新しいパワーデバイスの実用化を

牽引するセンターへの展開を検討すべき。
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ユニット 終評価

• 終了前年度の研究センターを対象に、全期間を通じた研究活動を総括し、終了後の研究の
継承性・展開性・方向性を検討。平成２１年度は、２研究センターについて実施。

も づく プ 成 普 製造業 技

デジタルものづくり研究センター

設置期限：平成２３年３月３１日

・ものづくりプラットフォームの開発や成果普及により、中小製造業の技

術力向上に貢献。

・終了年限を前倒しで組織改変することも検討。

・中小企業等から活用されている技術成果や知財が発展した形で見え設置期限：平成２３年３月３１日 ・中小企業等から活用されている技術成果や知財が発展した形で見え

ることに留意。

・材料・デバイス開発でトップレベルの成果を発信する基礎研究拠点、太

陽電池の一次校正機関としての評価標準研究拠点 コンソーシアム

太陽光発電研究センター

設置期限：平成２３年３月３１日

陽電池の 次校正機関としての評価標準研究拠点、コンソ シアム

形式の共同研究等を推進する実用化研究拠点として社会、産業界へ

貢献。

・設置期限の平成２２年度をもって終了。

・終了後は、太陽電池の高性能化、信頼性向上、低コスト化、規格標準

化を重点とする研究ユニットへの展開を検討すべき。
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研究ユニットの機動的な見直し（１／６）

研究ユニットの新設・終了・再編ポリシー

■ 「本格研究」実施の場

研究ユニットの新設・終了・再編ポリシ

■ 「本格研究」実施の場
「研究部門」 ：中長期戦略の実現，継続性を有する研究ユニット
「研究センター」 ：特定課題のための早期解決を目指した集中的かつ時限的

な研究ユニット（設置年限：３～７年間）な研究ユニット（設置年限：３ ７年間）
「研究ラボ」 ：異分野融合性の高いテーマ，行政ニーズ対応型のテーマ

に基づく機動的・時限的研究ユニット
（設置年限： 長３年）（設置年限 長３年）

アウトカムの視点から総合的に評価

■ 組織体制の 適化
産総研の取り巻く環境に柔軟に対応した、戦略的視点に立つ組織体制の強化

→ 研究ユニットの新設・終了・再編による組織体制の 適化
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研究ユニットの機動的な見直し（２／６）

社会ニーズ、政策要請に応え、研究パフォーマンスを 大限に発揮させるための機動的な組織の
見直しを実施

＜H21年度に設立した研究ユニットについて＞

前年度の設立諮問委員会の決定を受けて、H21年度に以下の２つの研究ユニットを新設

・メタンハイドレート研究センター （H21.4.1設立）

・活断層・地震研究センター （H21.4.1設立）活断層 地震研究センタ （ 設立）

＜第 期に向け 年度に設立検討を行 た研究 トに ＞

・H22年度から始まる第3期（５年間）において、これまでの実績をさらに発展させ、

「新成長戦略（基本方針）」を踏まえた中期目標及び中期計画に従い

＜第３期に向けてH21年度に設立検討を行った研究ユニットについて＞

「新成長戦略（基本方針）」を踏まえた中期目標及び中期計画に従い、

「課題解決型国家」への貢献に向け、以下の2つを大きな柱として位置付け、

① ２１世紀型課題の解決

② オ プンイノベ ションハブ機能の強化② オープンイノベーションハブ機能の強化

・重点的に研究開発等を実施するために、ユニットの新設、再編強化を行った

(５０ユニット→４３ユニットへ）
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一例として、ライフサイエンス分野では生物機能工学研究部門、年齢軸生命工学研究センター等を再編、統合し
バイオメディカル研究部門を設立した。



研究ユニットの機動的な見直し（３／６）

ライフサイエンス分野の研究ユニット体制の整備（新設１、再編強化４、終了３）

ライフ・イノベーションの推進
バイオプロセスによる環境に配慮した生産技術等によるグリーン・イノベーションへの貢献

（H２２ ３ ３１終了） 設立諮問委員会（H22 2 22）

セルエンジニアリング研究部門

ゲノムフ クトリ 研究部門

健康医工学研究部門

（H２２．３．３１終了）

再編強化

設立諮問委員会（H22.2.22）

生物機能工学研究部門

ゲノムファクトリー研究部門

バイオメデ カ 研究部門

生物プロセス研究部門再編強化

再編強化 バイオメディカル研究部門

ヒューマンライフテクノロジー研究部門

脳神経情報研究部門

人間福祉医工学研究部門

再編強化

再編強化

人間福祉医工学研究部門

健康工学研究センター

（H２２．４．１設立）

年輪軸生命工学研究センター

器官発生工学研究ラボ 幹細胞工学研究センター
新設

設立諮問委員会（H22.2.22）
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器官発生工学研究ラボ 幹細胞工学研究センター

（H２２．４．１設立）終了
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研究ユニットの機動的な見直し（４／６）

情報通信・エレクトロニクス分野の研究ユニット体制の整備（新設２、再編強化１、終了３）

諮

グリーン・イノベーションに資する省エネルギー・高効率化技術の開発
産総研の優位性を生かした情報通信技術の開発、ライフ・イノベーションとの融合

デジタルヒューマン研究センター デジタルヒューマン工学研究センター

編 前身 終

設立諮問委員会（H22.2.12）

近接場光応用光学研究センター

再編強化（前身センターの終了に伴い、当該センターの
研究を発展的に継承するため、再編強化）

（H２２．３．３１終了）

（H２２ ３ ３１終了）

（H２２．４．１設立）

システム検証研究センター

（H２２．３．３１終了）

（H２２ ３ ３１終了）

ナノスピントロニクス研究センターエレクトロニクス研究部門の一部

（H２２．３．３１終了）

新設

設立諮問委員会（H22.2.12）

社会知能技術研究ラボサービス工学研究センターの一部

新設

（H２２．４．１設立）
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社会知能技術研究ラボサ ビス工学研究センタ の 部

（H２２．２．１設立）
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研究ユニットの機動的な見直し（５／６）

ナノテクノロジー・材料・製造分野の研究ユニット体制の整備（新設２、再編強化２、終了１）

グリーン・イノベーションに資する製造・設計・加工技術開発
優位性のある材料・部材・デバイス等の革新的な技術開発の推進

ナノテクノロジー研究部門

ナノシステム研究部門再編強化
（H２２．３．３１終了）

設立諮問委員会（H22.2.25）

計算科学研究部門

ナノシステム研究部門再編強化

（H２２．３．３１終了）

（H２２．４．１設立）

先進製造プロセス研究部門再編強化

デジタルものづくり研究センター

（H２２．３．３１終了）

設立諮問委員会（H22.3.4）

先進製造プロセス研究部門

集積 イク シ テム研究セ タ

新設
一部（H２２．３．３１終了）

設立諮問委員会（H22.2.26）
（H２２．４．１設立）

ダイヤモンド研究センタ ダイヤモンド研究ラボ
終了 新設

集積マイクロシステム研究センター
部

（H２２．４．１設立）
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ダイヤモンド研究センター ダイヤモンド研究ラボ

（H２２．３．３１終了） （H２２．４．１設立）
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研究ユニットの機動的な見直し（６／６）

環境・エネルギー分野の研究ユニット体制の整備（新設１、再編強化１、終了３）

グリーン・イノベーションの達成

コンパクト化学プロセス研究センター コンパクト化学システム研究センター

設立諮問委員会（H22.2.17）

ン クト化学プ セス研究センタ

再編強化（前身センターの終了に伴い、当該センターの
研究を発展的に継承するため、再編強化）

（H２２．３．３１終了）

（H２２．４．１設立）

固体高分子形燃料電池先端技術
基盤研究センター

（技術研究組合FC-Cubic）

平成２２年度に設立
（H２２．３．３１終了）

新設

設立諮問委員会（H22.2.18）

平成２２年度に設立

先進パワーエレクトロニクス研究センター
エネルギー半導体エレクトロニクス

研究ラボ

新設

（H２２．３．３１終了）
（H２２．４．１設立）
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