
■健康工学研究部門（平成２２年４月１日設立 四国センター、関西センター ）

新設ユニット概要：ライフサイエンス分野（１／１２）

● 設立目的

健康な生活の実現に寄与する技術を確立－健康な生活の実現に寄与する技術を確立－

● 概要● 概要

・先端的なバイオ技術と材料システム開発技術を融合した研究関連産業振興の拠点を形成
し、人間の健康状態を計測し、その活動を支援する技術の開発を行う。
・四国と関西の健康工学の研究組織を統合強化し 設立・四国と関西の健康工学の研究組織を統合強化し、設立。

● 研究課題
生物学

医学
化学

物理学

情報工学
再生骨 軟骨と人工基材との融合再生骨 軟骨と人工基材との融合

工学

健康維持管理に向け、複合研究領域において研究実施

● 研究課題

－ 健康維持のための解析技術とデバイス開発

－ 健康リスク因子の検知・削減・無害化の技術

個体
m

再生骨・軟骨と人工基材との融合再生骨・軟骨と人工基材との融合

分子から個体ま
でを研究範囲に

生理機能解析
認知機能解析

リスク評価
リスク削減

チップ作成

－ 失われた機能の補完・代替技術

－ 健康・医療の知的・技術基盤形成

－ 社会と人間との適合性の高い機器開発 分子 DNA RNA 蛋白質

細胞

nm

μm
でを研究範囲に
人類の未来を切
り拓く先端的技
術開発を実施

デバイス設計

素反応解析
マーカ探索
マーカ計測
蛋白質解析
遺伝子操作
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社会と人間との適合性の高い機器開発

基礎研究

分子、DNA、RNA、蛋白質

製品化研究
製品化軸

基礎研究から製品化・実用化まで切れ目ない研究を実施
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■生物プロセス研究部門（平成２２年４月１日設立 北海道センター 、つくばセンター）

新設ユニット概要：ライフサイエンス分野（２／１２）

● 設立目的

生産手段としてのバイオプロセスを実現する技術・材料を開発－ 生産手段としてのバイオプロセスを実現する技術・材料を開発－

● 概要
・生物プロセスによる高効率な物質生産を目指した基礎的・基盤的研究から実用化研究に至る

までの一貫した研究を行い、化石燃料代替物質、化成品原料、医薬化学品、有用タンパク質、
生物資材など、高品位な物質生産技術の開発を行う。

北海道と くば バ オプ 究組織・北海道とつくばのバイオプロセスの研究組織
を統合強化し、設立。

● 研究課題

－ 新規微生物・動物・植物の探索技術

－ ゲノム情報を産業利用する解析技術ゲノム情報を産業利用する解析技術

－ バイオプロセスによる有用物質生産技術

－ バイオ関連材料開発とその応用技術
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■バイオメディカル研究部門（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要：ライフサイエンス分野（３／１２）

● 設立目的

新しい創薬 医療技術を確立し 生命維持のための技術を開発－ 新しい創薬・医療技術を確立し、生命維持のための技術を開発－

● 概要● 概要

・疾病の原因生体分子の解明や、疾病メカニズムを制御できる物質の開発、疾病マーカーの
高感度センサー開発など、新しい創薬・医療基盤技術の開発を行う。

・つくばセンターのバイオメディカル領域の研究資源を統合再編し、設立。

● 研究課題

－ 生体分子の解析と高機能化

－ 生体分子機構の解明と有用天然物探索生体分子機構の解明と有用天然物探索

－ 健康や疾患に関連する細胞制御分子

の解明

極微量の生体分子の計測解析技術
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－ 極微量の生体分子の計測解析技術
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■ヒューマンライフテクノロジー研究部門（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要：ライフサイエンス分野（４／１２）

● 設立目的

人間の心身活動を理解し その能力発揮を支援する技術を開発－人間の心身活動を理解し、その能力発揮を支援する技術を開発－

● 概要● 概要

・健康長寿で質の高い社会や生活の実現に貢献するため、安全・安心・有益な技術の生活へ
の導入、及び、人間の能力発揮・機能回復支援、の技術開発を行う。

・人間福祉工学と脳神経情報の研究資源を統合・強化し、設立

● 研究課題

－ 人間の状況認知、遂行の評価支援技術

－ 心身の適応力の評価支援技術心身の適応力の評価支援技術

－ 生活自立支援のための身体機能回復技術

－ 安全で負担の少ない医療機器技術、高度化

支援技術

71

支援技術

－ 人間生活に関わる製品の評価、規格化
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■幹細胞工学研究センター（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要：ライフサイエンス分野（５／１２）

● 設立目的

幹細胞の産業応用を促進するための基盤技術の開発－幹細胞の産業応用を促進するための基盤技術の開発－

● 概要● 概要

幹細胞等を利用した再生医療の実現や画期的な新薬の開発を加速化するため、幹細胞の
状態を統一的に評価・判別する情報基盤・評価技術の開発、効率的な幹細胞樹立や分化制
御 医薬品開発のためのスクリーニング技術の技術基盤の構築を行う御、医薬品開発のためのスクリ ニング技術の技術基盤の構築を行う。

● 研究課題● 研究課題

－ ヒトｉＰＳ細胞を標準化する評価方法の開発

－ 安全性の高いヒトｉＰＳ細胞樹立の高効率化

－ 幹細胞の分化制御因子の探索

－ 幹細胞の効率的分化制御法の開発

－ スクリーニング技術の実用化
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スクリ ング技術の実用化
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■デジタルヒューマン工学研究センター（平成２２年４月１日設立 臨海副都心センター ）

新設ユニット概要：情報通信・エレクトロニクス分野（６／１２）

デジタ ン 学研究 ンタ （平成 年 月 設 臨海副都心 ンタ ）

● 設立目的

－身体・行動・生活をコンピュータに再現し 個人と社会の共生デザインへ－－身体・行動・生活をコンピュータに再現し、個人と社会の共生デザインへ－

● 概要

デジタルヒ ン工学 すなわち 個人の身体機能 個人が製品 サ ビスの提供を受けて起デジタルヒューマン工学、すなわち、個人の身体機能、個人が製品・サービスの提供を受けて起
こす行動及びそれによる生活の変化を観測し、コンピュータ上に再現する技術の研究を進める。
この技術に基づく応用駆動型の研究により、個人の健康と安全を基盤とした快適生活を支援す
る製品 サ ビスのデザイン 個人にる製品・サービスのデザイン、個人に
社会益を理解した行動を促すコミュニケー
ションのデザインを実現する。

● 研究課題● 研究課題

• 生活を変えうる身体機能中心デザイン

• 生活機能をまもる生活・社会デザイン

• 生活機能を高める健康増進技術

• 生活機能を支えるスマートアシスト技術

• 人間生活機能データベースの整備
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• 人間生活機能デ タベ スの整備
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■ナノスピントロニクス研究センター（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要：情報通信・エレクトロニクス分野（７／１２）

ナ ン ク 研究 ンタ （平成 年 月 設 く ンタ ）

● 設立目的

－不揮発性メモリを中核としたグリーン・イノベーションの実現－

● 概要

固体中のスピン制御技術を極める基礎研究から産業応用までスピントロニクス技術の研究
を系統的に展開し、大容量・高速・高信頼性を兼ね備えた不揮発性メモリによって、IT機器
の待機電力の抜本的な削減を目指す。

● 研究課題

－ 不揮発性メモリによるグリーンITの実現

－ 半導体メモリの微細化限界の突破半導体メモリの微細化限界の突破

－ 革新的電子デバイスの開発
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不揮発メモリを中核にしたグリーン・イノベーション
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■ナノシステム研究部門（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要： ナノテクノロジー・材料・製造分野（８／１２）

● 設立目的

－ナノメートルの材料制御技術を現実の世界へ－ナノメ トルの材料制御技術を現実の世界へ

● 概要

ナノテクノロジー要素技術と計算シミュレーションの融合により、研究開発期間の短縮や効率
化をさらに推進し、グリーン・イノベーションの核となる材料やデバイスの研究開発を行う。

● 研究課題

－ ソフトマテリアルや高付加価値ナノ粒子などの
機能性部材の開発

ライフ
システム

ライフライフ
システムシステム

ＩＴ
システム

ＩＴＩＴ

システムシステム

グリーンシステムグリーンシステムグリーンシステム
ライフ

システム

ライフライフ
システムシステム

ＩＴ
システム

ＩＴＩＴ

システムシステム

グリーンシステムグリーンシステムグリーンシステム

機能性部材の開発

－ 炭素系ナノエレクトロニクス材料の開発と革新
的デバイス構築

ナノバイオ材料評価 操作技術とナノ材料リス

システムシステムシステム

テクノロジーブリッジテクノロジーブリッジ

（ナノ融合化）（ナノ融合化）

システムシステムシステム

テクノロジーブリッジテクノロジーブリッジ

（ナノ融合化）（ナノ融合化）－ ナノバイオ材料評価・操作技術とナノ材料リス
ク評価・管理技術の開発

－ 高予測性シミュレーション技術の開発
革新デバイス革新デバイスソフトマテリアルソフトマテリアル ナノ粒子ナノ粒子

CNTCNT
ナノバイオナノバイオ

ププ

（ナノ融合化）（ナノ融合化）
液体プロセス、シミュレーション液体プロセス、シミュレーション

ナノリスクナノリスク

革新デバイス革新デバイスソフトマテリアルソフトマテリアル ナノ粒子ナノ粒子

CNTCNT
ナノバイオナノバイオ

ププ

（ナノ融合化）（ナノ融合化）
液体プロセス、シミュレーション液体プロセス、シミュレーション

ナノリスクナノリスク
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ナノナノ先端先端化化研究研究

ソフトマテリアルソフトマテリアル ナノ粒子ナノ粒子
プロセスプロセス

ナノナノ先端先端化化研究研究

ソフトマテリアルソフトマテリアル ナノ粒子ナノ粒子
プロセスプロセス

ナノシステム研究部門が目指す分野融合的な研究の展開
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■先進製造プロセス研究部門（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要： ナノテクノロジー・材料・製造分野（９／１２）

● 設立目的

－製造産業の持続的発展のための研究開発強化－製造産業の持続的発展のための研究開発強化

● 概要

ものづくり技術を融合させることにより、高付加価値な日本型ものづくりに係るプラットフォー

ムを構築する。 エアロゾルデポジッション法
（AD法） 技能の形式知化

● 研究課題

－ 多品種変量生産に対応できる製造技術

低環境負荷 省 ネ製造技術
粉末衝撃固化現象を利用した 工具と被削材の干渉による工具変位

－ 低環境負荷・省エネ製造技術

－ 資源生産性の高いｴﾈﾙｷﾞｰ部材・ﾓｼﾞｭｰﾙ

－ 無機・有機ハイブリッド部材の多機能化

粉末衝撃固化現象を利用した
セラミックス膜の常温作製

工具と被削材の干渉による工具変位
と加工特性のデータベース化

ステレオファブリック造形レーザー援用インクジェット法

機 機 機

－ 製品設計・概念設計支援技術

－ 現場の可視化による高付加価値製造技術 セラミック
中空ユニット 大型セラミック製品

中空セラミックユニットによる

76
先進製造プロセス研究部門の研究展開

高アスペクト比の微細配線

中空セラミックユニットによる
三次元成形
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■集積マイクロシステム研究センター（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要： ナノテクノロジー・材料・製造分野（１０／１２）

● 設立目的

－低炭素・安全安心社会のためのユビキタスマイクロシステムを実現低炭素 安 安 社会 キタ ク シ テ を実現

するオープンイノベーション拠点の構築－

● 概要

産学官オープンイノベーション拠点における集積化MEMS試作環境の高度化、MEMS デバイ

スの量産技術やMEMSを用いたセンシングによる省エネ型制御システムの研究開発を行うスの量産技術やMEMSを用いたセンシングによる省エネ型制御システムの研究開発を行う。

● 研究課題

－ 高集積マスプロダクション技術の開発

－ ユビキタス電子機械システムの開発

－ 安全安心のためのヒューマンインター安全安心のためのヒュ マンインタ

フェースシステムの開発

77

集積マイクロシステム研究センターが目指す
人間や社会を見守るユビキタスマイクロシステムの研究展開
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■コンパクト化学システム研究センター（平成２２年４月１日設立 東北センター ）

新設ユニット概要：環境・エネルギー分野（１１／１２）

ン ク 化学シ テ 研究 ンタ （平成 年 月 設 東北 ンタ ）

● 設立目的

化学産業の環境負荷低減を目指して－ 化学産業の環境負荷低減を目指して －

● 概要

化学産業・ものづくり産業における環境負荷低減、廃棄物・排出物の削減、エネルギー消費
削減につながる新しい生産手段（グリーン・サステナブル・ケミストリー）の実現を目指し、下
記の研究課題を推進。また地域ものづくり産業における「環境に配慮した製造プロセス」の実
現に寄与。

● 研究課題
無機材料製造プロセス

技術の開発

高温高圧マイクロ化学
プロセスの基盤技術開発

－ 高温高圧化学システム技術の開発

－ 無機材料プロセス技術の開発

－ 融合的反応場技術の開発

基盤技術・支援技術開発

融合的反応場技術の開発

－ 地域産業の環境負荷低減技術開発

－ 密着した地域連携の推進 多孔質膜

マイクロ波発生器

融合的反応場技術の開発
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適量・多品種・低環境負荷・分散型の生産プロセスの確立適量・多品種・低環境負荷・分散型の生産プロセスの確立

場
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■先進パワーエレクトロニクス研究センター（平成２２年４月１日設立 つくばセンター ）

新設ユニット概要：環境・エネルギー分野 （１２／１２）

● 設立目的

電力をハンドリングするエレクトロニクスの確立－電力をハンドリングするエレクトロニクスの確立－

● 概要

電力エネルギー有効利用のため、炭化ケイ素(SiC)等のワイドギャップ半導体によるパワースイッ

チングデバイス／電力変換器の実証を進める。当所のコア技術を生かして、一貫した基盤技術開
発を行うと共に、我が国の関連技術開発のイノベーションハブとして機能することを目指す。発を行う 共 、我 国 関連技術開発 機能す を目指す。

● 研究課題

－ 1kV級デバイスを中心に据えた

大口径高品質SiC
ウェハ

低損失SiC
第１世代の技術開発

－ 高耐圧/高信頼デバイスを中心に据えた

第２世代の技術開発
6cm

大口径SiCインゴット
（4インチ）

低損失SiC
デバイスチップ

第２世代の技術開発

－ 超高耐圧デバイスを中心に据えた

第３世代の技術開発

8cm

9cm
小型軽量

SiCインバータ
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イン タ

結晶から変換器までの一貫研究結晶から変換器までの一貫研究
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分野別の研究ユニット

平成22年4月1日 現在
研究センター (20) 研究部門 (20) 研究ラボ (2)

研究ユニット

平成22年4月1日 現在
研究ユニット数：43

ライフサイエンス
糖鎖医工学、生命情報工学、
バイオメディシナル情報、幹細胞工学

健康工学、生物プロセス、
バイオメディカル、
ヒューマンライフテクノロジー

（8ﾕﾆｯﾄ）

情報通信・エレクトロニクス
情報セキュリティ、ナノ電子デバイス、
ネットワークフォトニクス、
サービス工学
デジタ 学

知能システム、
エレクトロニクス、光技術、
情報技術

（8ﾕﾆｯﾄ）

社会知能技術

ナノテクノロジー・材料・製造

デジタルヒューマン工学、
ナノスピントロニクス

情報技術

ナノチューブ応用、
集積マイクロシステム

先進製造プロセス、
サステナブルマテリアル、

（11ﾕﾆｯﾄ）

ダイヤモンド

環境・エネルギー

集積マイクロシステム サステナブルマテリアル、
ナノシステム

太陽光発電、バイオマス、
水素材料先端科学 新燃料自動車技術

ユビキタスエネルギー、

環境管理技術 環境化学技

（6ﾕﾆｯﾄ）

環境 ネ ギ 水素材料先端科学、新燃料自動車技術、
メタンハイドレート、
コンパクト化学システム、
先進パワーエレクトロニクス

環境管理技術、環境化学技
術、エネルギー技術、
安全科学

（12ﾕﾆｯﾄ）
※赤字は平成２１年度に設立

検討を行った研究ユニット

地質 活断層・地震

計測標準

（ 3ﾕﾆｯﾄ）

地圏資源環境、
地質情報
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（3ﾕﾆｯﾄ）
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計測標準、
計測フロンティア標準・計測

（3ﾕﾆｯﾄ）

生産計測技術



Ⅰ-１-（１）戦略的な研究開発の推進

国際競争力強化のための国際競争力強化のための
国際連携の推進

81



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。
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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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欧米の先進的研究機関との相互補完的な研究協力の推進

諸外国研究機関との戦略的な連携（１/２）

－ 互いの利点を生かした効果的な連携を推進し、ネットワークオブエクセレンスを構築 －

フランス国立科学研究センタ （CNRS）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

バイオサイエンス・バイオテクノロジーに関するワークショップを開催

STSフォーラム時に野間口理事長とブレシニャック総裁が懇談、研
究所経営会合の合意など経営層レベルでの連携が進展

米国 エネルギ 省（DOE) ＣＮＲＳとのワ クショップ米国 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
（ＣＮＲＳ本部）

5月の二階前大臣訪米時にＤＯＥ傘下5研究所とＭＯＵを締結

11月の日米首脳会談には「日米クリーンエネルギー技術協力」

として発表として発表

経済産業省とニューメキシコ州政府とのＭＯＵ締結を受け、同州

からの研修生受け入れ事業を開始
国立再生可能エネルギ 研究所
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国立再生可能エネルギー研究所
とのＭＯＵ締結フィンランド、ノルウェー、豪州との連携も着実に進展



アジア・BRICS諸国の有力研究機関との相互互恵的なパートナーシップ構築
球規模 解決 時 相 然資 的資 など 有効

諸外国研究機関との戦略的な連携（２/２）

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

－ 地球規模課題の解決と同時に相手国の天然資源、人的資源などの有効活用 －

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)
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）韓国 産業技術研究会（ ）

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 バイオテクノロジー庁（DBT)
第3回ワ クショップを開催 （生命情報科学 糖鎖工学 セルエンジニアリング）

ＮＳＴＤＡ、ＴＩＳＴＲ
との更新ＭＯＵの調印

第3回ワークショップを開催 （生命情報科学、糖鎖工学、セルエンジニアリング）

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

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
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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

H21年度実績No.301, 302,303



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

H21年度実績No.302, 311, 314, 315

バイオ燃料標準化ＷＧ開
催



政策貢献と国際プレゼンス向上への取り組み

国の科学技術外交への積極貢献および産総研の国際的プレゼンス向上の取組

海外研究機関との連携

経済産業大臣の米国訪問時にＤＯＥ傘下研究所等とのＭＯＵ締結

タイ科学技術研究機関とのＭＯＵ再締結タイ科学技術研究機関とのＭＯＵ再締結

バイオマス燃料に関して早稲田大学、タイ研究機関とともに、共同

研究実施に調印

積極的に海外ミッション、展示会等に参加

経済産業大臣のアメリカミッションに参加し、国立研究所等との連携を強化

内閣府アフリカミッションのフォローアップにより、南ア公的研究機関との合同
二階大臣、チュー長官の立会い
の下、DOE5研究所とMOU締結

ワークショップを開催

産総研の産業人材育成、ベンチャー企業創出等を推進させるため、先駆となる台湾工業技術研究院に

ミッションを派遣

台湾中華経済研究院の依頼により、日台科学技術フォーラムへ参加し、イノベーションのための新しい

研究方法について講演

世界 大の産業見本市ハノーバー・メッセに出展

各国VIP来訪者への対応による産総研のプレゼンス向上

世界37ヶ国から来訪者（118件、1,025人）を迎え、産総研の活動を積極的にアピール

セルビア副首相、マハティール・マレーシア元首相、ベネズエラ、アルゼンチン、タイ科学技術大臣等
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セル ア副首相、 ティ ル シア元首相、 ネ ラ、アルゼンチン、タイ科学技術大臣等

職種別： 国家要人 １１％、 政府関係者 ３５％、研究機関・大学関係者 ４４％、企業経営層 ９％、その他 １％

国別： アジア・大洋州 ４３％、 欧州 ３８％、 北米・南米 １５％、 中東アフリカ ４％

H21年度実績No.301, 311



研究者の国際交流および外国人研究者への研究・生活支援

国際的人材交流の促進

国際的な人材交流による研究活動の活性化・イノベーション創出
国際競争力を持つ人材育成のための海外派遣

若手研究者を海外研究機関に長期派遣：平成21年度21名 （産総研フェローシップ制度、JSPS派遣制度）若手研究者を海外研究機関に長期派遣 平成 年度 名 （産総研 シッ 制度、 派遣制度）

JSPS機関補助金を獲得し、平成22年3月より3年間の派遣事業を開始

戦略的研究者ネットワーク構築のための研究者招へいおよび技術研修

研究協力協定等に基づき海外から研究者を招へい： 平成21年度 12ヶ国17名研究協力協定等に基づき海外から研究者を招へい： 平成21年度 12ヶ国17名

バイオマス・アジア戦略推進のためアジア各国から研究者を招へい： 平成21年度 1国際機関7ヶ国13名

JICA研修制度による積極的な人材育成を促進： 集団研修4コース13名、個別研修5名

JSPSサマ プログラムなどの制度により若手研究者を研修生として受入 計67名JSPSサマープログラムなどの制度により若手研究者を研修生として受入： 計67名

米国研修生受入事業（ＡＩＳＴインターンシップ）を企画・立案・実施：平成21年度 米国NM州から2名受入

人材交流の円滑な実施のための研究者の研究・生活支援人材交流の円滑な実施のための研究者の研究 生活支援

研究環境向上に向けた取組

外国人研究者のために事務手続の英語マニュアルを作成するとともに、所内重要規
程の英語化に向けて関係方面と協働程の英語化に向けて関係方面と協働

各種支援活動を継続的に実施

入国管理局、市役所手続き、在留資格、学校、病院、国保加入等の支援および相談

日本語講習会 華道 空手等の体験講習会の実施
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日本語講習会、華道、空手等の体験講習会の実施

民間アパート等への入居時に、産総研が組織として保証人を引き受ける制度を整備
生活支援ハンドブック

H21年度実績No.311, 315, 321



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

研究成果 大化のための研究成果 大化のための
評価制度の確立とその有効活用
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第２期組織評価システム

産総研の組織評価システム （第２期中期目標期間）

運営諮問会議
運営全般に関わる助言・コメント

経済産業省
中期目標

運営諮問会議

報
告

経済産業省
独立行政法人
評価委員会

（産総研部会）
機関評価

中期計画

答
申

諮
問

理事長
報告

研究組織設計に関する意見

指示（組織設計、資源配分等）
申問

評価部

研究ユニット成果評価 モニタリング意見交換研究ユニット成果評価

①成果評価 ②スタートアップ評価*

評価委員会

モニタリング意見交換

① 活動状況に関する助言、
② 研究ユニット評価の信頼性向上

資料
提供

補完

①全ユニット：隔年度、 ②設立時**

外部委員（主に重点研究課題評価）
内部委員（主に体制運営評価）

企画本部 意見交換会、等
外部委員、内部委員：
研究現場の理解、研究開発についての助言

①全ユニット：隔年度（評価を実施しない年）

補完

資料資料 評価結果

意見交換 *設計諮問委員会に統合し、スタートアップ評価は平成２０年度か
ら廃止
**第１期から継続する研究部門は第２期開始時に第２期中期計画開
始時評価で評価

①全ユニット：隔年度（評価を実施しない年）
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資料資料 評価結果

研究ユニット（研究センター、研究部門、研究ラボ）

H21年度実績No.204, 401, 411



アウトカムの視点からの研究ユニット評価（１/２） 実施体制

研究開発の効率的な実施と産業界への成果の移転との観点から

アウトカムをふまえた研究成果評価及び組織評価を行った。

研究ユニット評価の基本構成

・成果評価成果評価

研究遂行の計画の妥当性、得られた成果（アウトカム）の適切性及び研究ユニットの実施

体制を主として外部委員により評価

（隔年実施：評価該当年以外はデータ収集と評価委員との意見交換から成るモニタリング）

・中間評価・ 終評価

成果評価の結果をふまえて、ユニットの組織の評価と今後の組織の方向性を内部評価委員

を主とする評価委員会にて決定し、理事長へ答申

●平成21年度実施状況

・成果評価 研究センター（１１） 研究ラボ（１）
・中間評価 研究センター （２） 研究ラボ（１）
・ 終評価 研究センター （２）
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終評価 研究センタ （２）

H21年度実績No.411



研究成果（アウトプット）を活用した経済的・社会的効果（アウトカム）の創出に向けて、

アウトカムの視点からの研究ユニット評価（２/２） 成果評価の視点

研究成果（アウトプット）を活用した経済的 社会的効果（アウトカム）の創出に向けて、
各研究ユニットが指向するアウトカムを実現する観点から研究ユニット評価を行う

①①：実現されたアウトカムの評価：実現されたアウトカムの評価①①：実現されたアウトカムの評価：実現されたアウトカムの評価①①：実現されたアウトカムの評価：実現されたアウトカムの評価
②②：アウトカム実現に向けたシナリオ：アウトカム実現に向けたシナリオ・・ロードマップの評価ロードマップの評価
③③：アウトカム実現への寄与が想定されるアウトプットの評価：アウトカム実現への寄与が想定されるアウトプットの評価
④④：アウトカム実現に向けたマネージメントの評価：アウトカム実現に向けたマネージメントの評価

①①：実現されたアウトカムの評価：実現されたアウトカムの評価
②②：アウトカム実現に向けたシナリオ：アウトカム実現に向けたシナリオ・・ロードマップの評価ロードマップの評価
③③：アウトカム実現への寄与が想定されるアウトプットの評価：アウトカム実現への寄与が想定されるアウトプットの評価
④④：アウトカム実現に向けたマネージメントの評価：アウトカム実現に向けたマネージメントの評価④④ アウ 実現 向け ネ ジ ン 評価アウ 実現 向け ネ ジ ン 評価④④ アウ 実現 向け ネ ジ ン 評価アウ 実現 向け ネ ジ ン 評価

現在の研究現在の研究過去過去 未来未来

過去のアウトプット過去のアウトプット過去のアウトプット過去のアウトプット ①① ：：実現したアウトカム実現したアウトカム①① ：：実現したアウトカム実現したアウトカム

期待される将来の期待される将来の
アウトカムアウトカム

期待される将来の期待される将来の
アウトカムアウトカム

②② ：ロードマップ：ロードマップ
③③ ：アウトプット：アウトプット
④④ ：マネージメント：マネージメント

②② ：ロードマップ：ロードマップ
③③ ：アウトプット：アウトプット
④④ ：マネージメント：マネージメント④④④④

（産総研研究評価検討委員会・編「産総研の研究開発評価のあり方」（中間まとめ）(2004.7)より）

「研究ユニット評「研究ユニット評
価」における評価」における評

価項目価項目
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アウトカムを意識した研究経営への意識の高揚アウトカムを意識した研究経営への意識の高揚アウトカムを意識した研究経営への意識の高揚アウトカムを意識した研究経営への意識の高揚

（アウトカムの事例については、「研究ユニット評価の概要」を参照の事）

H21年度実績No.401, 431, 411



政策貢献の事例（１/２）

ラ イ フ サ （１） 生命情報科学研究人材の育成(生命情報工学RC）

イ エ ン ス
分野

技術者養成コース、バイオインフォマティック速習コース、リーダー養成コース等の研究
レベル別の育成事業を立ち上げ、数年間で400名以上の人材育成に繋げた。

（２）地域産業の振興（健康工学RC）

経済産業局、公設研、企業と連携し、機能性食品の開発、健康阻害要因物質の除去
技術などの開発を進め、地域産業振興の拠点として貢献。

情報通信 （１）障害予防工学の展開（デジタルヒュ マンRC)情報通信
エレクトロ
ニ ク ス 分
野

（１）障害予防工学の展開（デジタルヒューマンRC)
障害シミュレーション技術の開発、乳幼児のよじ登り行動のモデル化と転倒・転落制御

モデルの開発、など安全基準の基礎となるデータと研究成果を提供。

（ ）暗号シ テムの安全性評価手法の国際化 情報 キ
野

（２）暗号システムの安全性評価手法の国際化（情報セキュリティRC）

標準規格について国際暗号関連委員会における電子政府暗号アルゴリズム選定や国
際連邦標準の策定など国際的に貢献。

ナノテクノ
ロジー・

材料製造

（１）製造分野での地域産業振興への貢献（生産計測技術RC、コンパクト化学RC）

連携組織（実環境計測・診断システム協議会、グリーンプロセスイノベーションコンソー
シアム）をプラットフォームとして、共同研究、人材育成を進め地域の産業振興に貢献。材料製造

分野

シアム）をプラットフォ ムとして、共同研究、人材育成を進め地域の産業振興に貢献。

（２）省エネルギー型建築部材の開発（サステナブルマテリアルRI）
安価な工業材料から高機能無機吸放湿材料の工業生産を可能とし、民生部門の省エ

ネ化の促進へ貢献
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ネ化の促進へ貢献。

H20年度実績No.H21年度実績No.13, 1611



政策貢献の事例（２/２）

環境･エネ （１）工業材料のリスク評価（安全科学RI ）環境 エネ
ルギー分
野

（１）工業材料のリスク評価（安全科学RI ）

二酸化チタン、フラーレン、カーボンナノチューブに関するリスク中間報告書を公開し、
作業環境における許容曝露濃度の目安値を提案。

（２）アジアバイオマス人材の育成（バイオマスRC 新燃料自動車技術RC）（２）アジアバイオマス人材の育成（バイオマスRC、新燃料自動車技術RC）

アジア諸国からのバイオマス人材の受入と育成、マレーシアの大学構内への共同研究
ラボ設立、タイとの国際共同研究によるアジアの研究人材の育成に貢献。

地質分野 （１）地質情報による知的基盤構築（地質情報RI・活断層・地震RI ・地圏資源環境RI・他）

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
「能登半島北部沿岸域」において、新たな断層を発見し、地域の安心・安全向上に貢献。

（２）資源の確保に向けたとり組み（地圏資源環境RI ）

産業を支える希土類資源について、南アフリカ及びJOGMECとの共同研究による希土
類資源ポテンシャル評価を実施し、一部は開発プロセスに移行。類資源ポテンシャル評価を実施し、 部は開発プロセスに移行。

標 準 ・ 計
測分野

（１）社会の安全・安心を支える化学標準の開発（計測標準RI ）

食品衛生法の規制対象となる800種類を超える農薬を対象としたトレーサビリティを構
築するため定量NMR法による新たな供給体制を構築築するため定量NMR法による新たな供給体制を構築。

（２）国際度量衡委員会における国際計量システム構築（計測標準RI ）

国際計量システム構築に向け319件の国際比較に参加するとともに712件のピアレ
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ビューによる国際基準への適合性確認を完了した。

H20年度実績No.H21年度実績No.107, 314, 1802, 1803



評価プロセスを通じて「職員の意欲向上」、「職員間の意思疎通」及び「課題の認識」
を図り 組織全体のパフォーマンスを向上させる

個人評価制度

を図り、組織全体のパフォーマンスを向上させる

１． 短期評価制度 ＜賞与（業績手当）に反映＞

・ 被評価者は 年度当初に年間計画を設定（グル プ長と相談の上 組織目的を的確に反映）・ 被評価者は、年度当初に年間計画を設定（グループ長と相談の上、組織目的を的確に反映）

・ 評価は年間計画の達成度を実績で判断して絶対評価（目標の難易度や努力を考慮）。一次評価者に評価面談
を義務付けてパフォーマンスの向上を支援。

・ 短期評価の結果は 業績手当の査定に反映・ 短期評価の結果は、業績手当の査定に反映。

・ 短期評価のプロセス
①年間計画の設定 → （研究・業務の実施） → ②評価 → ④不服申立と評価の確定 → ⑤評価の反映

（年度当初） （翌年３～５月） （翌年５月） （翌年６月／１２月）

２． 長期評価制度 ＜昇格、昇給、キャリアパス形成に反映＞

・ 各級で定めた経験年数を満たした職員に長期評価を義務付け。なお、一次評価はユニット長、二次評価は人事
評価委員会が行う。評価委員会が行う。

・ 長期評価制度では、①研究・業務実績、②産総研内部への貢献、③外部への貢献の３つの評価軸で職務遂行
能力を総合的に評価する。

・ 長期評価のプロセス長期評価のプ セス
①一次評価（ユニット内の順位付け） → ②二次評価（昇格・昇給審査） → ④昇格の発令 → ⑤不服申立

（５～６月） （６～９月） （１０月） （１０～１２月）

３． 制度の周知・徹底及び見直し
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・ コンプライアンスの保持に対する観点から、処分を受けた者への個人評価における対応基準を示し、その運用を
開始した。

H21年度実績No.451,452,453,461,3101,3102,3111,3112




