
Ⅰ-１-（２）経済産業政策への貢献

産業技術政策への貢献産業技術政策への貢献
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産業技術政策への貢献

設 委員会 的 献国設置の委員会への人的貢献

• 総合科学技術会議 基本政策推進専門調査会

産業構造審議会 産業技術分科会 研究開発小委員会 「技術戦略マ プ2009（経済産• 産業構造審議会 産業技術分科会 研究開発小委員会：「技術戦略マップ2009（経済産
業省）」

政策貢献の事例

• レーザプラットフォーム協議会の推進（近畿経済局産業局）

• ヘルスケアイノベーションフォーラムを設立（四国経済産業局）

• ISO国際幹事として国際標準化活動の推進

新政策策定プロセスへの参画

• ナノテクアリーナ構想に向けた協力と意見交換

• 蓄電池システム産業戦略、次世代自動車戦略に参画

• レアメタルの資源ポテンシャル評価（JOGMECと共同）

97 H21年度実績No.13, 14, 107, 805, 2401



総合科学技術会議への参画

国の科学技術方針を決定する総合科学技術会議への参画

基本政策推進専門調査会（１名）
【科学技術に関する基本的な政策に係る事項についての調査・検討】

基本政策推進専門調査会（１名）
【科学技術に関する基本的な政策に係る事項についての調査・検討】

分野別推進戦略総合PT（１名）
【「分野別推進戦略」の推進】

分野別推進戦略総合PT（１名）
【「分野別推進戦略」の推進】

制度改革WG 研究資金WG
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分野別PTでの活動内容
・目標及び推進方策を明確化
・分野別推進戦略のフォローアップ
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国等の設置する委員会等への貢献（抜粋）

委員会 省庁 人数（名） 委嘱の役職

産業構造審議会 ２ 委員

タ ク キ ググ プタスクフォース・ワーキンググループ

（技術戦略マップ2009）
９８

委員

委員長、幹事、座長

知的基盤整備特別委員会 ６ 専門委員

経産省化学物質審議会 ５ 臨時委員

総合資源エネルギ－調査会 １４ 臨時委員

日本工業標準調査会 ２０ 委員、専門委員、臨時委員

計量行政審議会 １２ 専門委員

中央鉱山保安協議会 ４ 委員、専門委員

日本学術会議
府

３１ 委員、連携会員本学術会議
内閣府

原子力安全委員会 ７ 審査委員、専門委員

科学技術・学術審議会
文科省

７ 専門委員、臨時委員

宇宙開発委員会 １ 特別委員宇宙開発委員会 １ 特別委員

地震予知連絡会 国交省 １ 委員

情報通信審議会 総務省 ２ 委員、専門委員

99 H21年度実績No.501



平成２１年度の政策貢献事例

◆ 経済産業省との定例的な意見交換の場として 産業技術環境局 技術振興課と延べ７回の◆ 経済産業省との定例的な意見交換の場として、産業技術環境局、技術振興課と延べ７回の
定例会議を実施し、政策動向への意見交換と 新の研究情報を提供した。

◆ 未来型情報家電クラスタ－・高度加工技術分野において、レ－ザプラットフォ－ム協議会事業
（近畿経済産業局）を推進した。産業クラスタ－事業終了後に一般社団法人として自立運営化する
という成功事例につながった。

◆ 四国経済産業局との連携のもと、ヘルスケアイノベ－ションフォ－ラムを設立した。健幸産業の◆ 四国経済産業局との連携のもと、 ルスケアイノ ションフォ ラムを設立した。健幸産業の
創出に向け、産学官が一体となった取り組みをスタ－トした。

◆ 緊急の政策課題である東南海・南海地震調査において、１４点全点の地下水等観測施設が
完成した完成した。

◆ ８月の駿河湾地震では判定会に提供したデ－タが地震発生可能性の議論材料に活用された。

◆ 海洋法条約に基づき 我が国の大陸棚延伸のため地質学的根拠に基づいて 国連への延伸◆ 海洋法条約に基づき、我が国の大陸棚延伸のため地質学的根拠に基づいて、国連への延伸
の申請書作成と提出に貢献し、提出後も国連への対応を実施した。

◆ 地球環境汚染防止のためのPoPs条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）に
対応した標準物質（PFOS PFOA）の開発で貢献した対応した標準物質（PFOS、PFOA）の開発で貢献した。

◆ ＩＳＯ国際幹事および国内対応委員として国際標準化活動の推進に寄与し、基準認証研究開発
事業（平成１５年～１７年）の成果に基づいて新規ＩＳＯが発行されるなど、経済産業省の基準認証・
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知的基盤政策に貢献した。

H21年度実績No.13, 503, 805, 1802



経済産業省等の新政策策定プロセスへの参画

◆ 経済産業省産業技術環境局研究開発課主導の「つくばイノベーションナノテクアリ－ナ」実現に
向けて、物質・材料研究機構と産総研の研究協力、筑波大学との教育研究連携、さらに先端デバ
イス試作・評価ラインの先行的インフラ整備、国際連携強化等について、経済産業省、関係企業、
有識者等と定期的に意見交換を実施した。

◆ 経済産業省資源エネルギ－庁新エネルギ－対策課が主催する「蓄電池システム産業戦略
研究会」、および製造産業局自動車課が主催する「次世代自動車戦略研究会（電池戦略WG）」
などに委員として参画し、今後の蓄電池関連産業の競争力の維持強化のための政策策定プロ
セスに貢献した。

◆ 経済産業省産業技術環境局研究開発課等が主導する技術戦略マップ（再生医療、エネルギ－
）の編集に際し、再生医療分野では委員として、エネルギ－分野では委員長として参画し、
産業技術の推進に関わる政策策定に貢献した産業技術の推進に関わる政策策定に貢献した。

◆ 地質関係では、経済産業省産業技術環境局知的基盤課と定期的に意見交換を行い、
「知的基盤整備特別委員会」にも参画し 政策策定プロセスに貢献した「知的基盤整備特別委員会」にも参画し、政策策定プロセスに貢献した。

◆ 南アフリカ共和国におけるレアメタルの資源ポテンシャル評価をＪＯＧＭＥＣと実施した。また、
南アフリカ地質調査所の人材育成にも貢献した
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南アフリカ地質調査所の人材育成にも貢献した。

H21年度実績No.14, 805, 1802, 2401



Ｉ-１-（２）経済産業政策への貢献

中小企業への成果の移転
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中小企業の製品の機能を実証し、販路開拓を支援する

中小企業等製品性能評価事業

中小・ベンチャー企業の検査・計測機器等の調達に向けた実証研究事業（H19-21: 68課題, 21.4億円)
中小企業等製品性能評価事業（H20-21: 74課題, 17.8億円）,

中小・ベンチャー企業 産総研中小 ベンチャ 企業
中小・ベンチャー企業が独自に開発した高度計測機器の
販売不振 （マーケティングが不十分、納入実績がない）

産総研
産学官連携コーディネータをプロジェクト
マネージャーとして共同研究・実証実験

①共同研究

②製品
開発

③販路開
拓支援開発 拓支援

簡易動脈硬化計測装置
（(株)志成データム）

パルスインジェクター
（クラスターテクノロジー(株)）

フェリオス AB-2350
（アトー(株)） 産総研オープンラボで22課題の成果を展示（(株)志成デ タム）（クラスタ テクノロジ (株)）（アト (株)） 産総研オ プンラボで22課題の成果を展示

103 H21年度実績No.601



地域中小企業の課題解決を行う「公設研」との共同研究事業

地域産業活性化支援事業

•地域の経済・産業事情
•中小企業ニーズ

地域産業活性化支援事業
平成21年度： 14名、9公設研
平成20年度： 18名、11公設研
平成19年度： 31名、19公設研•中小企業ニ ズ

•地域特性に適う製品開発ノウハウ

技術移転
産総研公設研

外来研究員

平成18年度： 14名、12公設研

調査・研究開発

産総研及び公設研研究
者、企業技術者の共同

技
術
課
題

技
術
支
援

産業技術強化
競争力強化

中小企業
技術研修

技術移転

研究による、技術移転を
ともなう中小企業の技術
課題の解決。

茨城県工業技術センター 結城紬（手紬糸）の着心地の評価と解析 和歌山県工業技術センター 有機薄膜太陽電池用封止技術

栃木県産業技術センター FRPCの加工技術、透明導電材料の有機半導体素子

への応用、スギ材の圧密加工技術、環境騒音中の信
号音の認識システム

兵庫県工業技術センター 竹ナノ繊維複合材料

高知県工業技術センター リン選択吸着剤によるリサイクルシステム、ア
クティブノイズコントロール

山梨県工業技術センター 電子デバイス実装パッケージの接続部評価方法 大分県産業科学技術センター 高耐電圧電線被覆材の評価
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長野県工業技術センター 水処理用濃縮・分離材料の開発、部品内部の接合部
の非破壊検査手法

沖縄県工業技術センター 泡盛蒸留粕の再発酵処理

H21年度実績No.612



産学官連携センターやサテライトを活用した中小企業支援

オール産総研のネットワークで中小企業を支援

全国9ヶ所の産学官連携センターと4ヶ所のサテライト

・共同研究・受託研究契約・調整（地域中小企業など）
経済産業局の施策や産業クラスタ との連携 ■関西産学官連携センター

■北海道産学官連携センター
（札幌市豊平区）
▲札幌大通りサイト（札幌市中央区）

21のサイト運営協議会メンバ 以外・経済産業局の施策や産業クラスターとの連携
・地域開催の外部イベント等への参加
・技術相談窓口

■東北産学官連携センター
（仙台市宮城野区）

■中国産学官連携センター
（広島県呉市）▲福岡サイト （福岡市博多区）

■関西産学官連携センタ
（大阪府池田市）

21のサイト運営協議会メンバー以外
にもオープンにし、5000人の来場

（仙台市宮城野区）
▲東北サテライト（仙台市青葉区）

TV会議ネットワークにより情報発信
し、各種の連携を推進

（広島県呉市）
産学官研究交流会博多セミ
ナー毎月開催

産 推進

■九州産学官連携センター
（佐賀県鳥栖市）

■関東産学官連携センター
（秋葉原）

■産学官連携推進部門
（茨城県つくば市）

■技術相談窓口
西条産業情報支援センター内
（愛媛県西条市）

（佐賀県鳥栖市）

■中部産学官連携センター
（名古屋市守山区） （秋葉原）

■臨海副都心産学官連携センター
（東京都江東区）

■四国産学官連携センター
（香川県高松市）

（愛媛県西条市） （名古屋市守山区）

▲名古屋駅前イノベーションハブ（名古屋市中村区）
企業向けセミナー18回、参加機関のコーディネー
タ連絡会議を毎月開催

•サテライトや技術相談窓口を通して連携機関と協力し、中小企業への産業技術情報、ビジネス情報を提供

•技術相談から中小企業との具体的連携に至ったもの109件（共同研究29件、受託研究69件、技術研修等11件）

中小企業基盤整備機構とは、セミナー共催や地域イノベ事業共同体メンバーとしての活動の他、中小企業大学校で公設研職
員向け人材育成セミナ を実施（東北） 技術相談対応や経営アドバイザ として機構事務所に月2回職員を派遣（中部 中国）
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員向け人材育成セミナーを実施（東北）、技術相談対応や経営アドバイザーとして機構事務所に月2回職員を派遣（中部・中国）
などを通じ連携を深化

H21年度実績No.613



Ｉ-１-（２）経済産業政策への貢献

地域の中核研究拠点としての貢献地域の中核研究拠点としての貢献
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産業技術連携推進会議（産技連）は、公設試験研究機関相互及び公設試と産総研との協力体制を強化

産業技術連携推進会議（産技連）の運営

議 機 強
し、これらの機関の総合能力を 高度に発揮させ、機関相互の試験研究を効果的に推進すると共に、こ
れらの機関による企業等への技術開発支援を通じて、我が国の産業競争力の強化を図ることにより、我
が国の産業の発展及びイノベーションの創出に貢献することを目的とする。

■経済産業省、自治体、研究機関等約122の機関が加盟

■うち公設試験研究機関は108（技術系職員約5,000人）
産技連の組織図

北海道地域産業技術連携推進会議
東北地域産業技術連携推進会議

（平成22年3月31日現在）

■下部組織として合計114の会議・部会・分科会・研究会

■技術部会（全国に展開する組織として活動。企業に対
して先端・高度技術の移転を推進）

東北地域産業技術連携推進会議
関東甲信越静地域産業技術連携推進会議
東海北陸地域産業技術連携推進会議
近畿地域産業技術連携推進会議
中国地域産業技術連携推進会議
四国地域産業技術連携推進会議
九州・沖縄地域産業技術連携推進会議産技連会長

■地域部会（地域別の産業・社会事情に対応した技術的
貢献をめざし、産業振興、域内の広域連携等を促進）

■地域産業技術連携推進会議（地域産技連） （国と自治
産技連総会

連携

北海道地域部会
東北地域部会
関東・甲信越静地域部会
東海・北陸地域部会

分科会
(35）

産技連議長

産技連会長

体との連絡組織として、産業振興、域内の広域連携等
を促進）：地域経済産業局が核

■分科会・研究会構成員：のべ約8,500人
企画調整委員会

産技連総会 東海・北陸地域部会
近畿地域部会
中国地域部会
四国地域部会
九州・沖縄地域部会

研究会
(10）

連携

(平成22年3月31日現在） 【事務局】

産業技術環境局

経済産業政策局

中小企業庁

産業技術総合研究所

ライフサイエンス部会
情報通信・エレクトロニクス部会
ナノテクノロジー・材料部会
製造プロセス部会
環境・エネルギー部会

基盤部

分科会
(23)

研究会

• 産技連は、地域中小企業の課題やニーズへの対応、地域資源の
オープン化を広域連携で可能とし、公設試の機能向上を支援
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産業技術総合研究所
知的基盤部会

研究会
(25)• 地域ニーズを踏まえた特色ある産学官連携プロジェクト形成のた

めには、経済省の支援と産技連の役割が重要

H21年度実績No.703



地域発イノベーションの創出に向けた産技連の取り組み

産技連ネットワークを活用した産総研の連携強化

地域中小企業 産技連技術部会
（6部会 23分科会 25研究会）

産技連総会

企画調整

公設研
（122機関）

公設研
（122機関）

技
術

（6部会、23分科会、25研究会）
・公設研の技術レベルの向上

・地域発イノベーションの実現に
向けた企画・実施を支援

企画調整
委員会

地技 地

ニ
ー

支
援

地
域
産
技
連

技
術
部
会

地
域
部
会

ー
ズ

産総研
地域センター

産総研
地域センター

産総研
つくばセンター

産総研
つくばセンター

産技連地域部会
（8部会、35分科会、10研究会）
・公設研の広域連携の支援
・地域発イノベーションの実現

会 議 102回
講演会 50回
展示会 12回
研修会 19回 地域発イ ションの実現

•公設研若手人材育成のための研修会は、これまでも実施していた九州・沖縄地域部会、近畿地域部会に加え、新たに東海・
北陸地域部会、中国・四国地域部会（合同）でも開始した。

見学会 5回など

北陸地域部会、中国 四国地域部会（合同）でも開始した。

•企業との連携では、新たに「みやぎ航空機市場・技術研究会」を立ち上げたほか、北海道機械工業会への講師の派遣（北海
道）、成果発表会での企業とペアでの発表（九州）などを試み、より密接な連携を進めている。

•技術部会は、講演会や展示会等を開催するとともに、地域部会を支援した活動を進めている（例えば、ライフサイエンス部会
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と東北地域部会の合同シンポジウム、環境・エネルギー部会が北海道環境地質研究会と共催で「自然由来の土壌汚染問題
に関する講演会」など）。

H21年度実績No.703



イノベーション創出のための共同体を組織、地域の産業クラスター計画へも貢献

地域イノベーション創出共同体形成事業

地域イノベーション創出共同体形成事業（経済産業省補助金事業、H20, 21）

7地域事業（全9事業中、北海道・沖縄以外）で、産総研が補助事業を主体的に実施。
各事業では次の3事業を実施

北海道地域事業

各事業では次の3事業を実施
①共同体形成促進事業（共同体の形成と利用開放機器のデータベース化等）
②技術支援協働事業（コーディネート支援や人材育成等）
③研究開発環境支援事業（購入機器のマニュアル整備・企業への開放等） 東北地域

■（地独）青森県産業技術センター（2機器）
■秋田県産業技術総合研究センタ （1機器）近畿地域中国地域 ■秋田県産業技術総合研究センター（1機器）
■ （地独）岩手県工業技術センター（3機器）
■宮城県産業技術総合センター（2機器）
■山形県工業技術センター（2機器）
■福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター（1

機器）

近畿地域
■ （地独）大阪市立工業研究所（3機器）
■滋賀県工業技術総合センター（2機器）
■京都市産業技術研究所（1機器）
■和歌山県工業技術センター（1機器）
■奈良県工業技術センター（1機器）

中国地域
■岡山県工業技術センター（1機器）
■広島県立総合技術研究所（4機器）
■ （地独）山口県産業技術センター （1機器）

広域関東圏

中部地域 （21年度から開始）

地域

九州地域
■福岡県工業技術センター（1機器）
■宮崎県工業技術センター（1機器）
■熊本県産業技術センター（3機器）
■鹿児島県工業技術センター（2機器）

四国地域
■愛媛県産業技術研究所（2機器）
■香川県産業技術センター（3機器）
■高知県工業技術センター（2機器）
■徳島県立工業技術センター（1機器）

産総研が補助事業者の7事業と、それにより
研究環境整備（機器導入）した公設研沖縄地域事業

• 地域イノベーション創出共同体形成事業では、産総研が補助事業者である7事業の参加機関数は244であり、昨年度に比べ45機
関増加。開放機器データベースは全国版として運用開始、5事業（東北、近畿、中国、四国、九州）では詳しい地域版を公開。

• 公設研等の研究環境整備および企業普及用マニュアル集を作成し、2事業（近畿、四国）では地場企業の機器利用を開始。
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• 地域の産学官連携関連の連絡会議や産業クラスター計画の協議会に委員として参加するなどして貢献、地方経済局や公設研、
商工会議所等と関係を密にし、企業ニーズ等の情報把握に努めた。

H21年度実績No.704, 711



サテライトオフィス（R＆Bパーク札幌大通サテライト）

地域の中核連携拠点としての貢献

サテライ オ ィ （ ク札幌大通サテライ ）

札幌大通サテライト（ HiNT ）におけるH18年度企業支援事例

技術相談から産総研研究者との共同研究に展開・技術相談から産総研研究者との共同研究に展開

－スタッドレスタイヤの性能について技術相談に訪れた旭川市の企業に、エネルギー利用研究部門（つくば）
の研究者を紹介して共同研究を実施した結果、企業において商品化に成功。

－なお当該製品については、地域産業への貢献度の高い商品として、 2005年度に旭川信用金庫産業振興

・技術相談案件を公設研のネットワークを活用し、研究会設立に繋げる

－ニシンの加工残渣の活用について技術相談に訪れた札幌市の企業に道内関連企業を紹介 共同で高

製 振
奨励賞を受賞。

ニシンの加工残渣の活用について技術相談に訪れた札幌市の企業に道内関連企業を紹介、共同で高
アミノサン含有肥料の開発に成功。

－2006年春、道立農試OBらと北海道アミノサン米普及会を設立し、比布農協と秩父別稲作経営研究会の
協力を得て「アミノサン米」を栽培。2006年末には「アミノサン米」を発売。

・複数の企業が連携するプロジェクトフォーメーションを形成
－札幌市内の企業がHiNTを訪れ、３次元の映像データ技術について相談。

－中小機構（新連携支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ）との意見交換により、他社との連携のもと、新連携支援制度中小機構（新連携支援ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄﾏﾈ ｼ ｬ ）との意見交換により、他社との連携のもと、新連携支援制度
での認定を目指すことで一致。

－中小機構がﾊﾟｰﾄﾅｰ企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ、産総研は技術評価で協力することで、新連携支援制度のプロジェ
クト化に成功。（2006年度新連携計画認定「カメラベクトル映像による３次元地理情報システム（ＡＬＶ）
の事業化」）
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の事業化」）
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大学や研究機関、行政などの連携のもと、企業の技術開発や新事業の創出

地域の中核研究拠点としての貢献 （北海道）

を支援する窓口として、北海道経済の活性化を目指す

北海道センターによる地元企業の支援

・ハイパースペクトルカメラの開発

－事業相談で訪れた企業に北海道センターの研究者を紹介

－「赤外用ハイパースペクトルカメラの開発」で中小企業支援型
研究開発事業に採択

－北海道工業大学・北海道大学と連携しつつ、プロジェクトの全体
にわたり支援

・食草・薬草・香草等の迅速乾燥法の実用化

－サテライトにて、産総研シーズ（植物乾燥法）の事業化に向けて、
生物機能工学研究部門の研究者と旭川の企業グループが打合せ

ハイパースペクトルカメラ概観

－ＪＳＴプロジェクト「独創的シーズ展開事業大学発ベンチャー
創出推進」に採択

オール産総研による地元企業の支援

・光触媒炭による無農薬栽培技術の開発

－化学肥料や農薬を一切使用しない安全な農作物の提供を目標に、
中部センターと連携を開始

オ ル産総研による地元企業の支援
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中部センタ と連携を開始

－産総研の光触媒技術を応用した無農薬栽培技術を確立 施設利用の様子

H21年度実績No.723



東北地域における産総研技術の展開ー次世代自動車関連産業分野における連携の推進ー

地域の中核研究拠点としての貢献 （東北）

次世代の自動車産業
次世代に向けた課題 東北センターの技術

水素配管ガスケット

「次世代自動「次世代自動
水素供給インフラ

軽量高圧水素タンク

「次世代自動「次世代自動
車技術」への車技術」への

早期対応早期対応

低VOC・省エネ塗装技術

次世代ニーズの先取り
・製造工程の環境対策徹底と

環境ブランド化
・省エネルギー型生産技術

燃料電池自動車

低VOC・省エネ塗装技術・次世代パワートレイン対応
・インフラ等の周辺展開 低環境負荷低環境負荷

ものづくりにものづくりに
よる製品のよる製品の安全・安心のための

低環境負荷原料生産技術

製品製品
「環境ブラン「環境ブラン

ド化」ド化」

センシング

地域産業の競争力強化へ
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膨大な部品群のグリーン化 センサー関連技術
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中部地域のイノベーション創出のための基盤整備への貢献

地域の中核研究拠点としての貢献 （中部）

中部地域 イ シ ン創出 基盤整備 貢献

中部地域初の産学官交流の場（名古屋駅前イノベーションハブ）

・ワンストップの技術相談や人的交流・情報発信の拠点として展開ワンストップの技術相談や人的交流 情報発信の拠点として展開
－中部地域の産学官連携に携わる７機関(産総研、大学、支援機関等)が、共同で活動拠

点を設置することにより連携を拡大・深化させ、より効果的な事業実施を通じて、当地域
のイノベーションの創出基盤の強化に資することを目的として、平成２０年７月に開所。

企業からの技術開発 新事業 実用化 起業に関する相談や支援制度を紹介する中部－企業からの技術開発、新事業、実用化、起業に関する相談や支援制度を紹介する中部
地域全体のワンストップサービス機能を有するとともに、各種公開セミナーや勉強会の
開催などによる人的交流拠点や各種の地域情報の発信機能を有する中部地域初の
連携拠点として活動

コーディネータ連絡会議を毎月開催
情報受発信（ＷＥＢ、公募情報誌発行等）
ワンストップの相談・指導窓口 １０６件
セミナ 等の開催 １６回

連携拠点として活動

技術シーズの移転

セミナー等の開催 １６回
来訪者 約２，７００人

オープンリソース化事業

中部地域の産業界

・平成21年度地域イノベーション創出共同体形成事業

－研究機関が有する研究開発資源（機器設備・専門人材が持つ技術等）の有効活用・相互利用を促進する
ためのオープンリソース化事業を平成２０年度に実施。
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○研究開発関連機器データベース；２１機関・８４４件
○中部公設研等研究者データベース；中部地域の公設研等１３機関・６８４名
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中国地域のバイオマス関連産業分野を対象とした産学官連携活動

地域の中核研究拠点としての貢献 （中国）

（中国地域バイオマス協議会）とプロジェクト展開

中国地域産業クラスター計画 地元経済団体・企業とのプロジェクト推進中国地域産業クラスタ 計画

（循環・環境型社会形成プロジェクト）

中国地域バイオマス協議会（69機関－中国地

地元経済団体 企業とのプ ジ クト推進
未利用森林資源由来の高機能炭素材料製造システム

多段式間伐材炭化装置の開発と実証
間伐材チ プから高発熱固形燃料製造システム

中国地域 イオマス協議会（69機関 中国地

域の企業・大学・公設研・産業団体・自治体）

⇒木質系バイオマス関連シーズの事業化推進

間伐材チップから高発熱固形燃料製造システム
石炭コークス以上の高発熱量（7400kcal/kg）

地域の産学官・農商工機関が連携
分科会：バイオ燃料、バイオマスエネルギー活用、

バイオプラスティック、マリンバイオマス、バイオマス炭化

東広島商工会議所、産総研中国センター、地元企業（２社）、
森林組合、広島大学、近畿大学

産総研シーズ技術の活用産総研シ 技術の活用

産総研ＢＴＬ実験プラントで
得られた要素技術（部分酸化技
術等）をベースに多段式炭化装

多段式間伐材
炭化装置

置の設計及び試験運転を指導

バイオマスコークス

間伐材チップ
プレカーボン
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中国地域バイオマス協議会（総会・講演
会・技術交流会）の開催（H21.12.7)

バイオマスコークス
に展開
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オール産総研と四国とのつながり

地域の中核研究拠点としての貢献 （四国）

コンパクト化学（超臨界流体）（東北）
糖鎖工学（つくば）

エレクトロニクス（つくば） 環境管理（つくば）

ネ ギ 技術部門（ くば）

オ 産総研 国 な り

西条市プロジェクトとの連携(柑橘
有用成分抽出、MH冷凍）

香川大、かがわ財
団との連携

パロ販売会社
人工ルビー製造企業

マイクロバブル・水浄化企業との連携

エネルギー技術部門（つくば） 知能システム（つくば）

実環境計測・診断
ラボ（九州）

デジタルものづくり（つくば）

ラボ（九州）

弾性ストッキング（コンソ）

ヒューマンストレス（関西）

溶接・表面改質フォーラムの萌芽
個別企業指導
４県工技センターとの連携（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｽﾀｰ） Ｓ化学会社との連携

環境ビジネス協議会との連携
加圧殺菌装置（コンソ）

環境化学技術

環境ビジネス協議会
愛媛県工技センター

との連携
高知県工業技術センタープロ

新連携（製紙メーカー、徳島県工技センター他）

みかん残渣有効
利用（コンソ）

環境 学技術
（つくば）

機能性食品関係

バイオマス （中国）

高知県工業技術センタープロ
ジェクトとの連携
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生物機能工学（つくば）
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地域連携構想と体制（オール産総研と九州とのつながり）

地域の中核研究拠点としての貢献 （九州） (1/2)

自動車： つくば・関西の研究ユニット
九州センターの生産計測技術RＣ福岡県工技センター 九州センタ の生産計測技術RＣ

東芝セミコンダ

半導体： つくばの研究ユニット
（計測標準ＲＩ エレクトロニクスＲＩ）福岡県工技セ

九州センター

農研センター

東芝セミコンダ
クター社

長崎ＳＭ

（計測標準ＲＩ、エレクトロニクスＲＩ）、
九州センターの生産計測技術RＣ

長崎県工技センター

福岡県工技セ
ンター

太陽光電池： つくばの太陽光発電ＲＣ
九州センター

ルネサスＳＫＹ
長崎

熊本県産技センター

九州センタ
自動車

半導体

宮崎県工技センター

食品・バイオ： つくばの研究ユニット（生
物機能工学ＲＩ等）、九州センターの生産

太陽光電池

食品 バイオ

鹿児島県工技センター

物機能 学 等）、九州 ンタ の生産
計測技術RＣ

九州 沖縄地域公設試 九経局とのネ トワ ク
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食品・バイオ 九州・沖縄地域公設試・九経局とのネットワーク
産技連九州・沖縄地域部会、九州・沖縄地域産技連

H21年度実績No.723



九州･沖縄地域におけるMZプラットフォーム導入促進連携活動

地域の中核研究拠点としての貢献 （九州） (2/2)

MZプラットフォーム導入促進の連携体制

<MZPF開発・検証・改良>
デジタルものづくり研究センタ

協議

デジタルものづくり研究センター

各種セミナ 等での事

技術研修・指導 技術研修
指導

指導･助言 <全体コーディネート>
九州産学官連携センター

指導･助言
指導･助言

構築 運 助言

<システム開発／サポート>

<システム構築・運用検証>
中小製造業

各種セミナー等での事
例紹介

（次への展開）

助言

助言技術サポート

<システム構築・運用／助言>
公設研

開発
ソフトウェアベンダー

（ケーススタディによる技術習得と事業性検証）

中小製造業への導入状況（平成２２年３月末）[全国]

技術サポ ト
モジュール提供 技術移転（ビジネス展開）

福岡県（1企業､ 2企業､6企業）
（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入2企業） （MZﾋﾞｼﾞﾈｽ導入1企業）

佐賀県（4企業、8企業）
（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入4企業）

大分県（ 7企業、26企業）
（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入 7企業）

宮崎県（3企業 5企業）

長崎県
（2企業、2企業、17企業）
（MZﾋﾞｼﾞﾈｽ導入 2企業）
（ＭＺｹ ｽｽﾀﾃﾞｨ導入2企業）

熊本県（7企業）

[ ]
ＭＺプラットフォーム研究会会員数:105会員 [455会員] 
システム運用中 :13社 [20社]

【九州経済産業局IT経営力大賞特別賞：３年連続受賞
３社 (H１９年度：大分県１社､H２０年度;佐賀県1社､H21 宮崎県（3企業、5企業）

（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入 3企業）
（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃ ｨ導入2企業）

鹿児島県（ 1企業、9企業）

（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入 1企業）

沖縄県（ 1企業 4業）

信頼と感謝の産総研

３社 (H１９年度：大分県１社､H２０年度;佐賀県1社､H21
年度；長崎県1社)】
システム構築中 :6社[8社]
システム導入決定:4社[4社]

ソフトウェアベンダ への技術移転
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沖縄県（ 1企業、 4業）

（ＭＺｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ導入 1企業）

ソフトウェアベンダーへの技術移転
（商用ライセンス契約の締結）
契約締結済ベンダー：5社[10社]

H21年度実績No.723



産業技術指導員による研究開発型中小企業の発掘

地域連携の核としての拠点機能の強化 (1/3)

産総研研究者とのコンタクト 全国の企業訪問 新たな連携の可能性を検討

■過去の共同研究等についてのフォローアップ

・研究者の要望による新たな企業との連携
・企業の要望による新たな研究者との連携

フォローアップ
と新たな連携

■全国の中小企業等からの技術相談等対応

・技術課題の明確化→連携可能な課題の発掘

■企業訪問・調整による新たな連携開拓
産業技術指導員を

と新たな連携
の創出

企業訪問 調整 よる新 な連携開拓
産業技術指導員を
つくばから全国へ派遣

•産総研OB7名、企業OB4名の産業技術指導員を雇用し、地域中小企業を始めとする企業からの技術相談
650件に対応

主に連携実績がある中小企業 の訪問を305件実施し うち26件が地域センタ 公設研と連携しての訪問•主に連携実績がある中小企業への訪問を305件実施し、うち26件が地域センター・公設研と連携しての訪問

•新規の共同研究27件（うち資金提供型18件、127,512千円受入）、競争的公的研究資金の獲得68件

•中小企業庁H21年度補正予算「ものづくり補助金」では、産総研支援課題は全国のものづくり基盤支援室合計
件 採択（産業技術指導員はうち 件を支援）
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で40件の採択（産業技術指導員はうち26件を支援）。

H21年度実績No.722, 961



産業技術指導員による研究開発型中小企業の発掘

地域連携の核としての拠点機能の強化 (2/3)

■ベテランが技術相談等を通じて中小企業支援
•つくばセンターの技術を携えて地域に展開（NC化が進む地域センターを補完）
•公設研とも協力して研究開発型中小企業を技術支援（地域を継続的に支援）公設研とも協力して研究開発型中小企業を技術支援（地域を継続的に支援）
• 先端技術を解説しながら中小企業の技術力向上を促進（高度技術の翻訳）
•技術相談及び企業訪問を通じて地域・企業ニーズを探索（地域ニーズの取り込み）
•産学官連携コーディネータを補佐して連携（共同研究、受託研究）をコーディネート携 携 究、 究
•依頼試験の窓口
•つくば、秋葉原に11名（H22/3/31現在）を配置 企業からの転職者4名、産総研OB 7名

産総研総体に
よる地域産業

地域センター

研究拠点
つくばセンター
研究6分野のフルライン
ア プと2300名の研究者

域産
活性化支援 連携拠点

アップと2300名の研究者
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地域連携の核としての拠点機能の強化 (3/3)

産業技術指導員の活動状況と成果（H21年度）

活動内容： 過去の共同研究等についてのフォローアップ
「研究者訪問」→ 「企業訪問」→「新たな連携の可能性を検討」

（研究者の要望による新たな企業との連携）（研究者の要望による新たな企業との連携）
（企業の要望による新たな研究者との連携）

外部からの技術相談等対応
「技術課題の明確化」→「連携可能な課題の発掘」

企業訪問： 新規313社
技術相談： 698件
新規共同・受託研究：92件

全 展開
新規共同 受託研究：92件
契約金額： 127,512千円

中小企業等の訪問調査

平成20年度
産業技術指導員：11名（年度当初）

全国展開
（派遣）

内訳

共同研究開始の成功事例

訪問先企業の約3割と新たな連携へ

【平成21年度】
産業技術指導員：11名

内訳

A社課題： 新たな医工学用実験動物標準の構築
（研究者訪問からの企業選定）→公的資金

共同研究開始の成功事例○資金提供型共同研究 20件
○受託研究 62件
○共同研究（資金提供なし） 10件
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この他に、依頼試験・技術研修等による連携の構築も実施 B社課題： 高性能ヒートシンクに関する研究
（技術相談からの研究者発掘）→資金提供型



企業のニ 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

500
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700

800

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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Ⅰ-１-（２）経済産業政策への貢献

工業標準化への取り組み工業標準化への取り組み
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工業標準化事業

産業技術総合研究所 工業標準化にかかる
【平成21年度】実績

産業技術総合研究所

・工業標準化ポリシーに則った研究成果
の標準化推進

・工業標準部の標準化支援活動
消費者ニーズ

産業界からの要望

工業標準化にかかる
製品評価技術基盤機構

・標準基盤研究事業等で共同事業

※視野関連で２件のJIS提案

※標準基盤研究を26件実施（120百万円）
国際標準化活動支援（30百万円）

学会からの要望・・・

国際提案：5件国内提案：7件

議長、幹事など国際審議役職者に39名就任

※国際標準化活動を主導する立場で参加

国際標準共同研究開発

国際標準化総合戦略

国際標準化アクションプラン

・2015年までに日本からの

国際規格

経済産業省

日本工業規格
国際標準共同研究開発
事業：産総研が10件採択
（６５百万円）

提案数倍増

・先進国並みの幹事獲得

経済産業省

工業標準化の役割
2001年からの累積提案

国際：69、国内：77

ライブラリー
国際競争力強化・持続的発展可能な産業社会の構築

安全・安心で豊かな社会生活実現

複雑化、無秩序化するものや事柄を経済・社
会活動の利便性、効率化、安全や健康の観点
から規格制定を通じて、統一又は単純化するこ
とにより、「互換性の確保」、「品質保証、安全性Promotion of AIST presence とにより、「互換性の確保」、「品質保証、安全性
の確保」、「分かりやすい絵」、「環境保護」、「目
印をつける」等すること。

H21年度実績No.801123



標準化政策への貢献

産業競争力向上の重要ツールとして国際標準制定を主導する国の政策を踏まえ、日
本発の標準提案数増に貢献

標準化提案実績数（累計） 平成22年 ３月末現在

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

国内標準 28 36 47 59 70 77

国際標準 21 32 48 55 64 69

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

運営費交付金 14 15 18 23 27 26

標準化研究テーマ数

運営費交付金 14 15 18 23 27 26

公募 5 8 11 16 9 13

経済省委託※ 14 14 16 - - -

標準化活動役職者数及び顕彰
・ JISC（日本工業標準調査会）へ委員登録数： ２１名

※経済省委託には、基準認証研究開発事業による標準化テーマを含まない。

・ JISC（日本工業標準調査会）へ委員登録数： ２１名

・ ISO国際幹事・コンビナー等の国際要職者数： ３９名

・工業標準化功労者経済産業大臣表彰受賞：２名

・工業標準化貢献者産業技術環境局長表彰受賞：１名
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・工業標準化貢献者産業技術環境局長表彰受賞：１名

H21年度実績No.803, 804



国際標準化の推進

国際標準化機構ナノテクノロジー委員会（ＩＳＯ／ＴＣ２２９）第８回、第９回総会

ナノテクノロジーの国際標準化
ク ジ 国内審議団体業務 引き受・ ISO/TC229ナノテクノロジーの国内審議団体業務の引き受

け、産総研内に産学官で構成する「ナノテクノロジー標準化

国内審議委員会」を設置し、国内連携を推進

・ 日本提案の国際標準化

－ ISO/TC229/JWG1（ナノテク用語と定義 １件）

－ ISO/TC229/JWG2（ナノマテリアルを規定する測定法の標準化など ５件）

ISO/TC229/WG3（ナノテク材料安全性にかかわる試験液中の不純物測定法 １件）－ ISO/TC229/WG3（ナノテク材料安全性にかかわる試験液中の不純物測定法 １件）

－ ISO/TC229/WG4（ナノ材料規格の標準化 １件）

戦略的な国際標準（Gl b l St d d）獲得

写真は、第９回テルアビブ総会

戦略的な国際標準（Global Standard）獲得
・我が国の産業競争力強化に国際標準会議でリーダーシップをとれる

議長・幹事を務める専門家の育成、増大が求められている

・ ISO/TC２２９/WG２は、日本の積極的な事前活動により幹事国となり、

コンビナーを獲得し、規格策定議論にリーダーシップを発揮

・IEC/TC113(ナノテクノロジー)の設置への国内対応に協力するなどナノテクノロジー標準化を
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推進する機関とリエゾン体制を整備し、国際市場 の国際標準を獲得に努力

H21年度実績No.804, 805



標準化活動の普及・広報

標準化活動の意義や標準化に対する産総研の取り組みについて

産総研一般公開

産総研の研究ポテンシャルを活かした標準化産総研の研究ポテンシャルを活かした標準化
活動を紹介し、成果の社会貢献をアピール。

地域（東北センター、関西センター）において、
高齢者疑似体験など標準化活動事業を展開
し 国際標準化活動啓蒙を推進し、国際標準化活動啓蒙を推進。

平成21年度ISO/IEC国際標準化セミナー

平成21年9月3日幕張メッセ国際会議場、参加 ２４０名

テーマ：環境計測・環境配慮製品の国際標準化

産総研研究者と関係機関が連携して標準化に取り組むため産総研研究者と関係機関が連携して標準化に取り組むため
の内外交流事業として企画

【主催】(独)産業技術総合研究所（工業標準部、環境管理技術研究部門、計測標準研究部門）【後援】経済産業省関東経済産業
局、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、(財)建材試験センター、(社)産業環境管理協会、(社)大気環境学会、(社)
日本ファインセラミックス協会 (社)日本分析化学会 (社)日本分析機器工業会 (社)日本水環境学会日本ファインセラミックス協会、(社)日本分析化学会、(社)日本分析機器工業会、(社)日本水環境学会

JISパビリオンを活用した啓蒙活動
■ ＪＩＳパビリオン視察・見学者数の推移
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

視察・見学者数（人） 1,711 1,556 1,670 1,720 1,800

H21年度実績No.804, 806




