
Ⅰ １ （３）成果の社会への発信と普及Ⅰ-１-（３）成果の社会への発信と普及

研究成果の適正な管理研究成果の適正な管理
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知的財産の適切な出願と強化をへて技術移転を促進

研究成果の知的財産権化・高度化を通じて、技術移転を積極的に促進する
平成２１年度は 特許情報の検索環境を整備し先行技術調査の徹底を要請平成２１年度は、特許情報の検索環境を整備し先行技術調査の徹底を要請

研究成果の適切な出願 知的財産の高度化 知的財産を通じた技術移転

・特許出願プレビューの開催

知財ＣＤ、ベンチャーＳＡ等が、

・特許実用化共同研究の実施

知的財産の実用化を目的とした共

・先行技術調査の徹底

特許情報検索ツールのバー

研究成果 願 財産 高度 財産を通 技術移転

単独出願特許全件をレビュー、
注目特許を抽出。

・出願戦略活用委員会の開催

同研究を推進。

・知的財産の広報

HP上で産総研特許を公開（ＩＤＥＡ

ジョンアップを行い、研究者が
自ら特許調査する環境の整
備をした。また、特許調査実
習を行い 先行技術調査の実

注目特許について、高度化に
向けた方策を協議。

・ＩＰインテグレーションの実施

HP上で産総研特許を公開（ＩＤＥＡ
等に掲載継続、また技術移転展
示会を活用し実施促進を図る。

・技術移転機関によるライセンス

習を行い、先行技術調査の実
施を根付かせる努力をし、質
の高い発明の創製を目指した。

・知的財産研修の充実 ・ＩＰインテグレーションの実施

産総研単独知的財産の群化に
よる移転可能性の拡大を追求。

・技術移転機関によるライセンス
業務の内部化検討

・知的財産研修の充実

技術移転を進める上での研
究成果の権利保護、ノウハウ
としての蓄積の必要性などを

・特定の知的財産強化技術に
関する特許マップの作成

ユニットからの要請に応じ特許

としての蓄積の必要性などを
周知徹底し、知的財産権を理
解した研究者の育成を推進し
た。
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マップを作成し、戦略的な活用
策の検討。



研究成果の適切な出願

特許情報の検索環境を整備し、発明者自らによる先行技術調査を実施することで、無駄な研究を

■先行技術調査環境を整備して、質の良い発明の創製を支援

省いて、質のよい特許の出願を支援

先行技術調 環境を整備 、質 良 発明 創製を支援
・発明者自身が先行技術調査を実施することで、知的財産取得の戦略的取り組みや波
及効果の大きい知的財産の創製が期待できることから、研究者が活用しやすい特許情
報検索システムにバージョンアップし、操作説明会を実施して、個々の発明の質を高め
る活動を行ったる活動を行った。

■審査請求案件や外国出願案件の適切な選定を通じて質の良い発明の創製を支援

・審査請求すべき案件や外国出願案件の選定基準として、特許性に加えて、市場性、経
済性 企業から き合 などを加味する と また将来 本企業 海外展開 資済性、企業からの引き合いなどを加味すること、また将来の日本企業の海外展開に資
する特許であるか、外国出願コストに見合った発明かなども加味していることを研究ユ
ニット長に示し、質の良い発明の創製を要請した。

■出願前相談を推進し発明の質の向上を支援

・所内弁理士、知的財産コーディネータ、ユニット知的財産担当者による出願前相談を
促進して発明の質の向上を支援した。

■知的財産人材（特許に強い研究者）の養成

・研究実施段階において知的財産化の方向性を把握すること、また研究成果の知的財
産権化とそれにもとづく技術移転の促進が求められていることから、エキスパート研修
や外部講師 よる研修を実施 知的財産権を理解 た研究者 育成を推進 た
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や外部講師による研修を実施し、知的財産権を理解した研究者の育成を推進した。

H21年度実績No.3003



Ｉ １ （３）成果の社会への発信と普及Ｉ-１-（３）成果の社会への発信と普及

広報機能の強化広報機能の強化
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広報機能強化のための広報戦略

第２期における産総研の中期目標を達成するため 広報戦略に基づき 広報の効果第２期における産総研の中期目標を達成するため、広報戦略に基づき、広報の効果
を的確に把握しながら、より効果的な広報活動を展開。

戦略目標１：イノベーションハブの理解促進

○広報戦略の重点目標

戦略目標１：イノベーションハブの理解促進

戦略目標２：本格研究の理解促進

戦略目標３ 社会的信頼の確保戦略目標３：社会的信頼の確保

戦略目標４：広報の質の向上

戦略目標５：広報効果の把握

産総研の活動に対してステ クホルダ （関係者）の理解と評価を得る
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産総研の活動に対してステークホルダー（関係者）の理解と評価を得る

H21年度実績No.1011



広報戦略に基づく活動 － イノベーションハブの理解促進（１/２）

産総研の特徴ある研究成果と連携の枠組みを積極的に発信することにより、産総研
がイノベーションを推進するために必要な多様な能力と高い可能性を持つことについ
て、産業界と国民への理解促進。

◆第２回産総研オープンラボを平成21年10月に開催
• 企業との連携を強化するきっかけになることを目指す

○産業界などへのアプローチ

企業との連携を強化するきっかけになることを目指す
• 産業界を中心に来場者数3,068人
• 公開したラボ数約200室、全国8ヶ所の地域センターからのポスター展示等も含めて合

計300の展示計300の展示

159 H21年度実績No.971

「オープニングセレモニー」 「メガソーラー」の説明
研究カタログ



広報戦略に基づく活動 － イノベーションハブの理解促進（２/２）

○マスコミを通じての情報発信

◆プレス発表

産総研の特徴ある研究成果について、積極的にプレス発表することで、産総研が持つ
多様で総合的な研究開発能力がイノベーション推進に重要であることを、産業界と国民多様で総合的な研究開発能力がイノ ション推進に重要であることを、産業界と国民
に向けて発信

◆日刊工業新聞へ連載記事
平成21年10月から毎週1回、研究者と研究成果を紹介する記事の連載を開始、 究 究 果 載
平成21年度の連載回数は21回、平成22年度も連載継続中

120 プレス発表の推移
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100
プレス発表総件数

研究成果発表件数

対象とした全国紙（一般紙・専門紙）
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３社以上掲載件数

読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、

産経新聞、日本経済新聞、日経産業新聞、

化学工業日報、日刊工業新聞、

フジサンケイビジネスアイ（平成16年3月から）
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20

40
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フジサンケイビジネスアイ（平成16年3月から）
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広報戦略に基づく活動 － 本格研究の理解促進

第２種基礎研究を軸とした「本格研究」の理念・方法・成果を積極的に発信することに

○学術誌「 和文版及び英文版 季刊発行

より、社会との接点を有する研究開発を行う産総研の姿勢と実績について、産業界と
学界の理解を促進。

○学術誌「Synthesiology」和文版及び英文版の季刊発行

◆ 「第2種基礎研究」と「製品化研究」のプロセスと成果を記述した学術誌「Synthesiology」
を和文版と英文版で発行（各季刊で4回発行）

◆広報誌（年12回）、単行本「産総研ブックス」（産総研の研究

○各種出版物による情報発信

広報誌（年 回）、単行本 産総研 ク 」（産総研 研究
課題をわかりやすい形で紹介）を1巻発行
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広報誌「産総研TODAY」 産総研ブックス 学術誌「Synthesiology」

H21年度実績No.971, 1119



広報戦略に基づく活動 － 広報の質の向上 (1/5)

社会に対する説明責任を果たすことにより、国民の理解を得て、産総研の社会的信

○展示施設

頼を確保。

◆サイエンス・スクエアつくば
展示物42点のうち8点を 新の研究成果内容にリニューアルし、特別展を1回実施

平成20年度43,702名→ 平成21年度47,928名（前年度比10％増）

◆地質標本館
元素周期表を 新のものに改修、事務職員を解説員として養成、特別展を3回実施

成 年度 名 成 年度 名（前年度比 増）平成20年度44,610名→ 平成21年度48,287名（前年度比8％増）

50000
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（注）平成16年度：平成16年10月開館以降
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広報戦略に基づく活動 － 広報の質の向上 (2/5)

○イベント・講演会

◆研究ユニット等が主催するイベント・講演会を218回実施

◆一般向けのイベント
外部イベントに積極的に出展して 国民に産総研のイメ ジを広く定着させる・外部イベントに積極的に出展して、国民に産総研のイメージを広く定着させる
産総研キャラバン特別展（計7回）、出前講座・実験教室（23回）、
地質標本館による体験学習イベント（7回）

産総研キャラバン特別展

イベント名 開催地 開催期間

サイエンス イン 秋葉原 秋葉原 8月8日-9日

くば産業 くば 月 日 日つくば産業フェア つくば 10月24日-25日

出雲産業見本市2009 出雲 11月7日-8日

ミニ産総研キャラバンin鉾田 鉾田 11月29日

きのくにロボットフェスティバル 和歌山 12月20日

産総研キャラバン2010宮崎 宮崎 1月30日-31日

産総研キ ラバ 愛媛 愛媛 月 日 日
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産総研キャラバン2010愛媛 愛媛 2月20日-21日

産総研キャラバン2010愛媛

H21年度実績No.1118



広報戦略に基づく活動 － 広報の質の向上 (3/5)

ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションにより、産総研の活動全般に対す

◆つくばセンタ および地域センタ において オ ル産総研として 体感を持って開催

○一般公開

る理解と信頼を確保。

各センターの一般公開実施状況 HRP-4C/HRP-2デモの様子（つくばセンター）

◆つくばセンターおよび地域センターにおいて、オール産総研として一体感を持って開催

来場者数（全体） 平成20年度 11,267名 → 平成21年度 13,618名

開催日 来場者数（名）

20年度 21年度 20年度 21年度

各センタ の 般公開実施状況

北海道センター 8/2（土） 11/7（土） 1,050 970

東北センター 8/23（土） 8/22（土） 434 1,470

つくばセンター 7/26（土） 7/25（土） 5 877 6 007つくばセンタ 7/26（土） 7/25（土） 5,877 6,007

中部センター 8/30（土） 8/1（土） 1,175 1,321

関西センター 7/25（金） 8/4（火） 357 535

四国センター - 8/21（金） - 907

中国センター
10/24（金）、

25（土）
6/27（土） 1,556 1,605

ポスター（つく
ばセンター）
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九州センター 9/27（土） 10/3（土） 818 803
化学の不思議（実験ショー）

H21年度実績No.1118



広報戦略に基づく活動 － 広報の質の向上 (4/5)

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

◆研究者との直接対話を重視した「産総研サイエンスカフェ」（つくば市内で6回）

◆小中高校生から一般市民対象の研究者による出前講座・実験教室を実施し、科学技術
の理解増進に貢献の理解増進に貢献

平成20年度：24回 → 平成21年度：23回

＜産総研サイエンスカフェ＞
2009年6月19日
第16回「手と目で感じる立体模型～空間を味わい、

を造る

＜実験教室＞
2009年8月20日
「超音波の不思議な世界」
神戸市立青少年科学館（兵庫県）

＜出前講座＞
2009年10月14日
「細胞型ロボットの研究」
宇都宮清陵高校（栃木県）

◆サイエンスキャンプ（ＪＳＴ主催）において、つくばセンター、東北センターで30名の高校

形を造る～」 神戸市立青少年科学館（兵庫県）宇都宮清陵高校（栃木県）

○サイエンスキャンプ
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◆サイ ンスキャンプ（ＪＳ 主催）において、 くばセンタ 、東北センタ で30名の高校

生を受け入れ、科学技術への理解増進に取り組んだ。

H21年度実績No.1119



広報戦略に基づく活動 － 広報の質の向上 (5/5)

○インターネットを通じた情報発信

◆ホームページから産総研全体の「見える化」を推進
① 研究分野紹介ページを更新、研究ユニット長などを紹介するコンテンツを新設
② トップページ上部のバナーから時季折々のイベント案内やトピックスなどを発信

◆定期的なメ ルマガジンの配信（月２回配信）

③ Google検索エンジンの導入により検索機能の向上 → ユーザーが欲しい情報にたどり着ける

研究分野紹介ページ
③◆定期的なメールマガジンの配信（月２回配信）

・創刊号（平成15年6月2日）から通算170回。
・平成22年4月現在の配信数は4976件、

発行当初の388件から約13倍となった。

産総研公式ＨＰ トップページ
③

①
②

メールマガジン配信数の推移

5000

6000
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広報戦略に基づく活動 － 広報効果の把握

広報活動の効果を適確に把握することにより、広報のＰＤＣＡサイクルを有効に回し、
効果的な広報活動を実施。

○外部有識者から広報活動への意見聴取

◆外部専門家による「広報委員会」を新たに設置

広報活動を評価する体制を整え1回開催
第3期中期計画における広報戦略及びアクシ ンプラン 反映第3期中期計画における広報戦略及びアクションプランへ反映

◆産総研オープンラボ
来場者（2日間で延べ約3 068名）

○産業界との対話

・来場者（2日間で延べ約3,068名）
民間企業、財団等 90%、大学 4%、公的研究機関 1%、中央省庁、地方自治体 4%、その他 1%

・公開したラボは約200室で、全国8カ所の地域センターからのポスター展示なども含めて約
300の展示し 研究者自らが研究成果を詳細に説明することで 来訪者との活発な議論を300の展示し、研究者自らが研究成果を詳細に説明することで、来訪者との活発な議論を
実施

・今後は、担当の研究者だけでなく産学官連携コーディネータとも協力して、連携に向けた活
動を推進
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動を推進

H21年度実績No.1101, 911



国の政策に貢献した事例

科学技術基本計画に基づき、科学技術を分かりやすく説明することによって、国民の
科学技術に対する関心を高めることに貢献。

○科学技術への理解増進活動

◆産総研サイエンスカフェ
◆出前講座・実験教室
◆外部イベントへの出展（産総研キャラバンや地質標本館による体験学習イベント等）◆外部イ 出展（産総研キャラ 地質標本館 る体験学習イ 等）
◆一般公開（サイエンス実験ショーやチャレンジコーナー等）

＜産総研キャラバン＞
2010年2月20日～21日
「 2009愛媛

＜産総研サイエンスカフェ＞
2009年6月19日
第16回「手と目で感じる立体模型

＜出前講座＞
2009年10月14日
「細胞型ロボ トの研究

168

「 2009愛媛 」
愛媛県総合科学博物館（愛媛県）

H21年度実績No.1119

第16回「手と目で感じる立体模型
～空間を味わい、形を造る～」

「細胞型ロボットの研究」
宇都宮清陵高校（栃木県）



Ⅰ １ （３）成果の社会への発信と普及Ⅰ-１-（３）成果の社会への発信と普及

知的財産の活用促進知的財産の活用促進
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知的財産の高度化（ＩＰインテグレーション）

関連する産総研の単独知的財産を統合（インテグレーション）し、追加研究で補強す
産業 技術移転を 指することにより、一つの産業テーマとして技術移転を目指す

平成16年度より開始

• H2１年度は前年度に採択した３件のテーマ＊について継続してサポートを行なった。H2１年度は前年度に採択した３件のテ マ について継続してサポ トを行なった。
＊： ＺｎＯ系半導体による紫外線発光デバイスの実証、 耐熱型透明フレキシブル無機ＥＬ、 反射防止フィルムへのコアシェル球状ナノ粒子の応用

• 産総研外との連携のもとに協力して知財強化を図る拡大版のインテグレーション１件を
検討した。

平成16～18年度実施の終了テ マ

課題名 新規出願等 課題名 新規出願等

熱電発電システム 特許 9件 ＨＬＡＣの安心安全応用技術 特許 3件

難燃性 グネシウムの応用展開 特許 件 粒子循環式デシカント空気浄化システム 特許 件

平成16～18年度実施の終了テーマ

難燃性マグネシウムの応用展開 特許 7件 粒子循環式デシカント空気浄化システム 特許 7件

バイオエタノール製造技術 特許 8件 ルシフェラーゼの応用 特許 6件

高齢者用人工股関節開発 特許 3件 蛍光認証システム 特許 3件

インタ ネ トロボ ト P 2件 分散電源用限流器の開発 特許 3件

のうち

インターネットロボット Pro    2件 分散電源用限流器の開発 特許 3件

ディスプレイ付光無線タグの開発 特許 3件 中空マイクロカプセルの高機能化 特許 3件

超高速マイクロスキャナの開発 特許 8件

このうち
・「HLACの安心安全応用技術」は、平成18年より国内企業で実施

・「熱電発電システム」は、平成19年度よりベンチャータスクフォースに発展
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・「バイオエタノール製造技術」は、平成19年度より産業変革研究ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞに発展

・「難燃マグネシウムの応用」は、平成20年度特許実用化共同研究へ発展
H21年度実績No.1201



質の良い知的財産による技術移転の促進

産総研知的財産の実施を前提とした特許実用化共同研究 知的財産の見える化産総研知的財産の実施を前提とした特許実用化共同研究、知的財産の見える化
のための試作実証、産総研知的財産の適切な実施の検討などにより、知的財産
の実用化を促進

発明者や技術移転機関などが提案した産総研特許の実施予定案
件のうち 実施に向けて追加研究が必要な案件について審査を経件のうち、実施に向けて追加研究が必要な案件について審査を経
て採択し共同研究を実施した。本年度は、14件を採択して実施許
諾契約を締結し、知的財産に基づいた技術移転を推進した。

特許の実用化を促進するために、発明を試作品として具体化する
試作実証費による支援を３件実施し知的財産の活用を促進した。

産総研のホ ムペ ジで保有知的財産を公表するとともに バイ産総研のホームページで保有知的財産を公表するとともに、バイ
オジャパン、ナノテク展などの技術移転展示会を活用し、技術移転
機関と連携して産総研知的財産の実施の促進を図った。

ライセンス業務を内部化することにより、関連部署との連携をより
強化し産総研知的財産の技術移転を積極的に促進するための検
討をした
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討をした。

H21年度実績No.1211



知的財産収入などの実績

単位 件（折れ線）

特許出願件数・技術移転契約件数および技術移転収入額の推移
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産総研のミッションに沿って成果を社会に広く還元している。



Ⅰ 1 （4）非公務員型移行のメリットをⅠ-1-（4）非公務員型移行のメリットを
大限活かした連携の促進大限活かした連携の促進

学界との連携

173



北海道大学

ナノバイオ 計算科学 分散型 ネルギ 地質科学 地域連携の各分野

2005.2～ 主要・拠点大学との包括連携協定

大学との包括連携協定

ナノバイオ、計算科学、分散型エネルギー、地質科学、地域連携の各分野
において、共同研究、ジョイントシンポジウムを実施していく

研究者の相互派遣による人事交流、教員派遣、学生受け入れを推進

連携プログラム委員会で適宜調整を図る

東北大学

ナノテク・材料、 ＭＥＭＳ、 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、
ライフサイエンス、情報・エレクトロニクス、

2006.1～

協定数： 17件、21大学、H22.3月末現在

ライフサイ ンス、情報 レクト クス、

地質科学の６分野について、共同研究を実施

ＩＰインテグレーションに係る会議を開催

信州大学

ファイバー工学、精密工学等の分野で、ジョイントセミ
ナー、連携講座を実施していく

共同プロジェクトに向け、連絡協議会を行う

2007.10～

筑波大学・物材機構

新エネルギーシンポジウムなど、連携セミナー
を開催していく

学生の受入れの推進
36名

金沢工業大学

バイオ分野の共同研究を実施し、また、研究交流会
も開催していく

連携教員の派遣 招聘研究員の受け入れを推進

2002.10～
2002.3～

広島大学2007、岡山大学2009

バイオマス分野のプロジェクト、地域事業、
アジアでの人材育成に向け、バイオマス連

東京大学

バイオインフォマティクス、情報通信の
研究協力合同拠点を形成し、人事交流、

連携教員の派遣、招聘研究員の受け入れを推進

2004.12～

アジアでの人材育成に向け、バイオマス連
絡協議会を開催していく

九州大学

研究協力合同拠点を形成し、人事交流、
人材養成事業を促進する

情報通信、MEMS,ものづくりIT分野等の
多くのテーマで共同研究を実施していく

東大・先端科学技術研究センターとの
新たな連携を推進

早稲田大2008
東京農工大2008

東京工科大学2009

2006.5～ 京都大学2010

四国国立５大学、高知工科大学

連絡協議会を通して、共同研究プロジェクトの提案・

水素エネルギー分野において、
水素材料関連の共同研究を実施

伊都キャンパスに、産総研・水素
材料先端科学研究センターを設
置する

名古屋大学、名古屋工業大学

環境配慮型の「材料を基盤とするものづくり」に関わ
る研究を協力して実施していく

2007.
2005.
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実施、食品健康フォーラムを開催していく

食品健康、水環境技術、ものづくり、健康リスク評価
の各分科会を開催していく

置する

国際会議、シンポジウム開催
連携推進会議、交流研究会等を開催していく

共同研究、調査研究等の推進

H21年度実績No.1501



独
立

国
立

2010. 京大との包括協定

平成２１年度の取り組み：京都大学との包括協定

立
行
政
法
人

立
大
学
法
人

連携協議会の設置
（共同事務局）

人

産
業
技

人

京
都
大

環境・エネルギー研究分野
医工融合研究分野

技
術
総
合
研

大
学○共同研究等の研究協力

○研究交流および人材交流（特にアジア諸国）
○研究施設・設備の相互利用

研
究
所

○研究施設 設備 相 利用
○その他両機関が必要と認める事項

両機関における連携部署（予定）

産学官連携推進部門、ユビキタスエネルギー研究部門、

太陽光発電研究センター、安全科学研究部門、生命情報工学研究
センター、脳神経情報研究部門など

産官学連携本部、工学研究科、エネルギー理工
学研究所、医学研究科、再生医科学研究所など

第二期の実績：
○合計４２件、提供資金総額４３百万円の共同研究
○合計３件 総額１２百万の受託研究
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○合計３件、総額１２百万の受託研究
○合計１８件、総額１８１百万円の委託研究

H21年度実績No.1501



外部研究員の積極的受入

学界との連携 （外部研究員の受入） (1/2)

① 外来研究員：平成21年度 1,095人 （第2期延べ数：5,155人）
国 大学 企業 公設試などからの研究者（外部研究員）を産総研に一定期間国、大学、企業、公設試などからの研究者（外部研究員）を産総研に一定期間

受け入れる制度（産総研の研究活動等に協力してくれる５年以上の研究従事者）

（１） 客員研究員（公的研究機関の主任研究員、大学の准教授、研究実績１５年、以上の者）
（２） 研究支援アドバイザ （研究関連部門等において調査研究 助言を行う者）（２） 研究支援アドバイザー（研究関連部門等において調査研究、助言を行う者）
（３） 協力研究員（上記（１）、（２）以外で5年以上の研究従事者）

※外来研究員は、他機関の研究者を産総研が招聘することが原則であるが、協力研究員は申請による受入が可能

② 技術研修：平成21年度 1,247人 （第2期延べ数：6,345人）
研究所が蓄積してきた技術ポテンシャルを基に 産業科学技術の発展・継承を図るため研究所が蓄積してきた技術ポテンシャルを基に、産業科学技術の発展 継承を図るため、

企業及び大学等から派遣された者に対して研修を実施する制度

③ 連携大学院：平成21年度 66大学 （H20：65大学）

大学が産総研と連携を図り（協定書を締結）、産総研の研究者を大学の教員に任用して
学位取得の研究指導を実施する。大学の学生の研究指導は技術研修で受入。
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学位取得の研究指導を実施する。大学の学生の研究指導は技術研修で受入。

H21年度実績No.1511



外部委員会等の積極的参加

学界との連携 （外部委員会への参加） (2/2)

① 委員の委嘱：平成21年度 3,757件 （第2期延べ数：20,664件）
産総研の職員が有する学術、技術、経験等の専門知識を活用して、外部委員会、

学協会等の委員 役職員等へ就任（委嘱）する制度学協会等の委員、役職員等へ就任（委嘱）する制度

（１） 無報酬（旅費の支給可）であること
（２） 本務の遂行に支障がなく、産総研の不名誉となる恐れがないこと
※国立大学においては 国立大学法人化されてから教授併任等も委員の委嘱で対応※国立大学においては、国立大学法人化されてから教授併任等も委員の委嘱で対応

② 依頼出張：平成21年度 710件 （第2期延べ数：4,298件）
産総 が外部機関 依頼を受 職員を 出 さ る制度産総研が外部機関から依頼を受けて、職員を国内に出張させる制度

（１） 外部機関の旅費規程に基づき、産総研職員に直接旅費の支払いがある
（２） 謝金を受け取ることは出来ない

外部機関とは 国 政府系機関（独法 特殊等） 地方 共 体 教育機関 学会等※外部機関とは、国、政府系機関（独法、特殊等）、地方公共団体、教育機関、学会等

③ 受託出張：平成21年度 122件 （第2期延べ数:484件）
産総研が外部機関から委託を受けて産総研の職員を国内に出張させ産総研が外部機関から委託を受けて産総研の職員を国内に出張させ、

依頼相手の業務を実施する制度

（１） 民間企業、計量の標準に係る技術支援業務（（独）製品評価技術基盤機構)から、
産総研職員への出張依頼がある場合で、産総研職員には産総研旅費規程に基づき
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産総研職員 張依頼 あ 場合 、産総研職員 産総研旅費規程
旅費を支給し、間接経費を含む額を相手方に請求する。

（２） 謝金を受け取ることは出来ない

H21年度実績No.1511



Ⅰ １ （4）非公務員型移行のメリットを 大Ⅰ-１-（4）非公務員型移行のメリットを 大
限活かした連携の推進

・人材の交流と育成・人材の交流と育成
・弾力的な兼業制度の構築
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産業技術人材育成型任期付職員（テニュア型）のキャリア開発を支援

産業技術人材の育成（研修の実施）

産業技術人材育成型任期付職員（テニュア型）のキャリア開発を支援
５年任期の３年目にキャリアデザインと産業技術人材育成の観点で研修を実施

若手研究職員約30名に対して集合研修を実施

企業における研究開発キャリア ロジカル

若手研究職員約30名に対して集合研修を実施

とマネジメント

意識啓発、マーケット分析 ･･･

シード

自己分析、気づき

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ, ｱﾋﾟｰﾙ

中堅研究職員との討論会

ロールモデルとの対話

企業経営における知的財産

特許戦略、競争力強化･･･

パーマネント職員に望むこと

イノベーション推進、本格研究、産学官連携･･･
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研究職のキャリアデザインとスキルアップ 産業技術人材として意識啓発と知識習得

H21年度実績No.2701, 3011, 4501



技術習得支援の実施

ポスドク等若手研究者を対象に、ナノプロセシング施設 (NPF) を用いた技術習得支援を実施
（文科省委託「科学技術関係人材 キ パ 多様化促進事業 環）（文科省委託「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」の一環）

研究の幅や視野を広げるための講演会と技術講習会を実施し、装置無償利用の機会を提供

講演会「バイオ・科学研究者のための微細加工・ナノ計測」

【開催日】 7月7日 （計1回）、【参加者数】 37名

【内容】 マイクロ ナノチ ネルアレイ 有機薄膜トランジスタ マイクロ流

講演会・意見交換会風景講演会・意見交換会風景

【内容】 マイクロ・ナノチャネルアレイ 、有機薄膜トランジスタ 、マイクロ流

体デバイスなどに関する講演と意見交換会など

NPFでの多様な技術講習の実施と装置利用機会の提供での多様な技術講習の実施 装置利用機会の提供

【講習日数】 7月8日～3月17日で延べ18日の実施 【参加者数】 延べ42名

【講習コース】

グ る微細加フォトリソグラフィーによる微細加工入門：Aコース

電子ビームリソグラフィによる微細加工入門：Bコース

レーザ顕微鏡とプローブ顕微鏡を複合連携したナノ観察入門：Cコース

マイカ基板に吸着させたL d DNAの観察 追加 ス

技術講習風景

マイカ基板に吸着させたLamda-DNAの観察：追加コース

【年間を通じた利用可能装置】 電子線描画装置、集束イオンビーム加工観察装置、
透過電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡 など30以上の装置が随時利用可

技術講習会実施風景
技術講習会実施風景
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参加ポスドクの声 -生物出身の人間にも材料化学の知見及び実験機器に触れる機会ができてよかった。

透過電子顕微鏡、走査型 顕微鏡 な 以 装置 随時利用可

H21年度実績No.1611



産総研イノベーションスクール

ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、企業OJTを実施し、企業等で即戦力として

連携パートナー企業連携パートナー企業

ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、企業OJTを実施し、企業等で即戦力として
活躍できる人材を育成する。

・パートナー企業での研究開発

研究促進
人材交流ニーズ OJT

（数ヶ月）

・パートナー企業での研究開発

研究促進
人材交流ニーズ OJT

（数ヶ月） H20年度 1
期

産総研イノベーションスクール実施状況

・共同研究課題に即したOJT産総研
イノベーション

スクール

募集

マッチング

講義
など

修了

・共同研究課題に即したOJT産総研
イノベーション

スクール

募集

マッチング

講義
など

修了

期
生
10
名

募集募集

H21年度 2
期
生
67

3
期
生

産業界への博士人材輩出を促進

H21研修生（99名）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

産業界 大学等
国
研

産総研
（継続者を

その他 H22年度

67
名

71
名

4H21研修生（99名）
等

（継続者を
除く）

H21非研修生（156名）

年度 4
期
生
20
名

(予定)
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平成21年度・産総研特別研究員からの転出者

名

H21年度実績No.1302, 1612



キャリアパス多様化促進事業の推進

文部科学省委託事業「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」の一環として、ポスドクな
ど若手博士のキ リア開発のための筑波研究学園都市を中心とした人材創出モデル事業を推進ど若手博士のキャリア開発のための筑波研究学園都市を中心とした人材創出モデル事業を推進

■産業界への人材輩出プログラム
・就職支援イベント計16回開催、延べ297名の参加
・55名の就職内定者（2010年3月時点）

若手研究者・技術者のための
産業界就職説明会inつくば

－企業の紹介－

・就職マッチングのためのWebサービスシステムの構築

■若手博士の人材育成プログラム
・指導者も巻き込んだNPF技術講習会の一層の充実・指導者も巻き込んだNPF技術講習会の一層の充実
・異分野・異業種プレゼン／コミュニケーションの実施

■育成担当者の意識啓発プログラム 若手研究者・技術者のための
産業界就職説明会inつくば

・育成プログラム検討委員会によるガイドブックの作成
・シンポジウム「3E実現のための科学技術と人材育成－若者に期
待する－」（於：第９回 TXテクノロジー・ショーケース in つくば
2010 ）を共催 202名の参加者

産業界就職説明会inつくば

－個別ブース－
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2010 ）を共催、202名の参加者

・交流イベント4回開催、延べ99名の参加

H21年度実績No.1302, 3012



専門技術者育成事業

専門技術者育成事業：専門技術者を育成し、我が国の研究機関における効率的
かつ効果的な研究開発の実施に資することを目的とする

研究部門等に対して専門技術者の育成が必要とする技術課題（２～３年間）を募集

課題を決定後、事業計画を実施するに相応しいと認められる技術者を募集

研究現場での分析技術、実験技術を修得するとともに、産学共同研究に参画するなど、
研究開発実施に資する人材育成を実施研究開発実施に資する人材育成を実施

終了後

社会（産業界等）への高度な専門技術者の供給

終了後

社会（産業界等）への高度な専門技術者の供給

平成21年度の実績状況
ライフサイエンス分野 24件

採択課題数： 64件

本年度終了課題数： 15件

情報通信・エレトロニクス分野 3件
ナノテクノロジー分野 11件
環境・エネルギー分野 14件
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継続課題数： 49件 地質分野 3件、標準・計測分野 9件

H21年度実績No.1611, 1613



産総研が育成したポスドクの社会的活動

ポ ド を積極 産総 究 育成・ポスドクを積極的に受け入れ、産総研における研究活動において育成。

・産業界・大学等に多数輩出。

700

（名）

産業界
40

その他
34500

600

産総研
（継続者を除く）

20300

400

大学等
79

20

100

200

国研
独法

ポスドクの外部異動先ポスドク雇用の推移

0

100

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
国研・独法

58

・独法
58
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ポスドクの外部異動先ポスドク雇用の推移

（H14-21年度） （H21年度、255名）

H21年度実績No.1302, 1611



産業技術人材育成（バイオインフォマティクス）

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、

・生命情報科学技術者養成コース
（文科省 科学技術振興調整費 H13 H21）

産総研 有す 多様 研究分野 を有効 活用 、
既存教育メカニズムでは養成が困難な、新規かつ融合的 先端技術を持った研究人材を育成

（文科省 科学技術振興調整費 H13～H21）

・ 生命情報工学研究センターが実施

・ バイオインフォマティクスの基礎を、講義、実習を通して習得

・ 被養成者は公募（無償）、多くは社会人

・ レベル、目的別に5つのコースを用意
H21年度に新設したe-ラーニング専修コースは利便性から大人気 実習には1人1台のPCを使用

H17 H18 H19 H20 H21 計

リーダー養成・再教育コース ― 5 5 3 3 16
バイオインフォマティクス速習コースⅠ 33 25 35 38 27 158
バイオインフォマティクス速習コースⅠe ― ― ― ― 88 88
バイオインフォマティクス速習コースⅡ 15 19 22 25 81

H21新設

バイオインフォマティクス速習コースⅡ ― 15 19 22 25 81
創薬インフォマティクス技術者養成コース 20 20 20 20 23 103

計 53 65 79 83 166 446

185

・ 5年間で対計画比172％（目標人数＋186名）の人材養成を達成

・H22年度からは産総研コンソーシアム「生命情報科学人材養成コンソーシアム」で人材養成を継続
H21年度実績No.1611



産業技術人材育成（MEMS） (1/2)

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、既存教育メカニズムでは
養成が困難な新規かつ融合的 先端技術を持 た研究人材を育成養成が困難な新規かつ融合的 先端技術を持った研究人材を育成

◆マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成
（経産省 産学連携製造中核人材育成事業）

MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、MEMSの基礎知識（現状と今後の展開、
応用分野など）、設計手法（MEMS設計・シミュレーション）、プロセス実習・講習（熱ナノインプリント成

形用型製作実習として、フォトリソパターン転写からドライエッチング技術、製作型の計測・評価技術の

（経産省 産学連携製造中核人材育成事業）

形用型製作実習として、フォトリソパタ ン転写からドライエッチング技術、製作型の計測 評価技術の
体得、マイクロ流体チップの製作と評価）などのMEMS人材育成事業のための実習を計15回（マイク
ロ流体、ナノインプリント（型製作＆成形）、MEMSデザイン講習2回、デバイス集積化、真空技術、実
装技術1回、関西地域3回、九州地域5回）および技術講習会を6回、講演会を5回、さらに研究会を２

回行 た回行った。

関東（設計実装
システム化、
ナノ加工、環境、

東大
（基礎コース）

東京都、神奈川県
（設計、シミュレーション）

産総研、企業
（実習、演習）

健康・安心安全）

関西（大面積サブ
ナノ加工、表示素子、
エネルギ）

産総研、企業
（実習、演習）

兵庫県立大、
兵庫県、立命館

（基礎 設計 演習）

NIRO（その他の大学

や運営とりまとめ）
エネルギ）

北九州（ＭＥＭＳ、
アナログ回線、
センサネット、

早稲田、
九工大、九大学

（基礎 設計 演習）

ＦＡＩＳ（運営とりまとめ、
アナログ回線製作実習）

産総研、企業
（実習、演習）

（基礎、設計、演習）
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MEMS製造人材育成のスキーム

H21年度実績No.1611

センサネット、
光デバイス）

（基礎、設計、演習）



産業技術人材育成 －人材育成に関する企業との組織的連携協定の推進－ (2/2)

平成２１年度計画

・技術移転を効果的に推進するために、企業との共同研究

プロジェクトにポスドク等の若手研究者を参画させ、産業技

術人材へと育成する取り組みを強化する。このために、企業

・産業技術人材の育成を目的とした企業との新たな組織的連携を締結

との協定締結を推進する。

住友電気工業株式会社とは

・トップ会談、連絡協議会を各２回開催し、連携の今後の展開の検討

や各プロジェクトの進捗管理等を実施

産総研の独創的先端的研究開発力と 住友電工のニ ズ指向の技
住友電気工業株式会社との包括協定(H20.4.1契約更新)

・産総研の独創的先端的研究開発力と、住友電工のニ－ズ指向の技

術経営力という両者の強みを融合させた共同研究を推進

平成２１年度実績平成２１年度実績

● 住友電気工業株式会社と、平成２１年度３件の研究テ－マを実施

・研究プロジェクトへ産総研が雇用したポスドク３名を従事させ、企業において即戦力として活躍

できる産業技術人材として育成。うち２名が住友電工および関連企業へそれぞれ就職。

● Ｈ２０～Ｈ２１にかけて「産業技術ポスドク育成事業」にて２名採用し、人材育成を行った。２名と

も外部へ転出。住友電気工業とは引き続き、人材移籍型共同研究やイノベ－ションスク－ル制
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も外部 転出。住友電気工業とは引き続き、人材移籍型共同研究やイノ ションスク ル制

度にて人材育成事業を継続中。

H21年度実績No.901, 1412



成果普及を促進するための柔軟な兼業制度の運用

弾力的な兼業制度の運用

Ⅰ．産総研の兼業制度（研究所の成果普及、職務上得た知見の社会への還元その他研究所の業務に関
連して研究所の業務以外の業務に従事すること）

成果普及を促進するための柔軟な兼業制度の運用

連して研究所の業務以外の業務に従事すること）

１． 第２期期首に合わせた非公務員化に伴い、兼業制度を積極的に活用する環境を整え、外部委員や非常勤講師
への就任などの外部貢献を加速。

２ 年次有給休暇を取得した兼業を可能にするなど 制度を弾力化２． 年次有給休暇を取得した兼業を可能にするなど、制度を弾力化。

Ⅱ．兼業申請システムの改修 （平成21年度）

１ 役員兼業の申請及び報告書作成に関して 申請者の利便性を意識したシステム改修を実施１．役員兼業の申請及び報告書作成に関して、申請者の利便性を意識したシステム改修を実施。

２．一般兼業申請に係る許可通知を、紙ベースからメールによる自動配信に変更し、業務効率化を実現。

役員兼業の従事者実績

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度平成１８年度
（平成１9年3月31日現在）

平成１９年度
（平成20年3月31日現在）

平成２０年度
（平成21年3月31日現在）

平成２１年度
（平成22年3月31日現在）

新規承認従事者数 9 6 3 6

継続従事者数 50 50 46 38
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計 59 56 49 44

H2１年度実績No.1701



Ｉ-３．情報の公開
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情報公開の推進（１/２）

情報提供について、「情報公開」・「個人情報保護」のホームページ掲載の情報を常時見直し充実させる。ま
た 情報公開窓口施設における研究成果資料の整備等を引き続き行い 情報提供の 層の推進を図る

■ 全国10箇所の各拠点に情報公開窓口を設置して情報提供等の各種相談等に対応

つくばセンタ 情報公開窓口 資料室で公開している研究成果資料の整備等を行い 覧可能なリスト

た、情報公開窓口施設における研究成果資料の整備等を引き続き行い、情報提供の一層の推進を図る。

・つくばセンター情報公開窓口・資料室で公開している研究成果資料の整備等を行い、一覧可能なリスト

（2,973冊→3,092冊）を更新し、情報提供のサービス向上を図った。

・法人文書開示請求にかかる電子申請システム廃止（21.-9.-3）に伴い、新たな方法として、産総研公式

ホ ムペ ジから法人文書開示請求ができる窓口を設置した （21 10 30）ホームページから法人文書開示請求ができる窓口を設置した。（21.10.30）

・つくば情報公開窓口では、法規定の公表文書をはじめとして、パンフレット類や各部門等印刷物、旧国研

の年報等を整備し、約3,000部の資料等を閲覧に供している。
情報公開窓口の来訪 電話 メ ル相談等件数 321件（平成21年度実績）・情報公開窓口の来訪・電話・メール相談等件数：321件（平成21年度実績）

■ 産総研WEBページでの情報提供を積極的に実施

産総研公式ホ ムペ ジ掲載の情報提供に いて常時点検し 独法情報公開法に基づく公表事項・産総研公式ホームページ掲載の情報提供について常時点検し、独法情報公開法に基づく公表事項

（組織、業務、財務、評価部・監査等）を 新情報に更新するなど情報提供内容の充実を図った。

・各部門等は、活動情報等をWEBページへ掲載し、情報提供を積極的に実施している。

事 を「情報 ジ を整 す 者 便宜を る・以下の事項を「情報公開」のページにリンクを整理して示すことにより、利用者に便宜を図っている。
－ 独立行政法人等情報公開法及び独立行政法人通則法等の法令による公表事項

－ 研究所規定の公表事項・研究活動に関する事項（分野研究ユニット別トピックス一覧等）

－ WEB公開印刷物の一覧

190

WEB公開印刷物の 覧

H21年度実績No.1901



情報公開窓口の円滑な運用を引き続き行い、開示請求及び問い合わせ等に適正かつ迅速に対応する。

情報公開の推進（２/２）

開示決定等の内訳 開示決定等の期間  
年度 

開示請

求件数 
開示決

定等件

数

全部開示 部分開示 全部不開示 取り

下げ

30 日

以内

3１日以上

60 日以下

6１日以上 
数 下げ 以内 60 日以下

平成 14 年度 
～平成 17 年度 

３６ ３６ ７ ２５ (不存在)２ ２ ２６ １０ ０ 

平成 18 年度 １４ １４ ０ １０ (不存在)４ ０ ９ ５ ０ 成 年度 ( )

平成 19 年度 １５ １３ １ ８ （応答拒否）１

（不存在）３
０ １０ ３ ０ 

平成 20 年度 ６ ８ ０ ５ （形式不備）１

（不存在）２
０ ６ ２ ０ 

平成 21 年度 ９ ８ １ ３ （応答拒否）２ ０ ７ １ ０

■ 開示請求の主要な内容（これまでのうち多いもの）

平成 21 年度 ９ ８ １ ３ （応答拒否）２

（不存在）２
０ ７ １ ０ 

計 ８０ ７９ ９ ５１ １７ ２ ５８ ２１ ０ 
 

 
■ 開示請求の主要な内容（これまでのうち多いもの）

・ 共同・受託研究関係(契約書、実験記録等)：17件 ・ 計量標準関係(証明書等) ：7件

・ 調達・監査関係（予定価格等）：19件 ・ 勤務・会議関係（出張記録、会議費等）：14件

■ 開示決定等の内容（平成21年度）

・ 不開示に該当した情報：法人の権利 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 独立法人の事務の適正な遂行・ 不開示に該当した情報：法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、独立法人の事務の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれのあるもの等 （これらの部分を除いて開示）

■ 開示決定等までの期間（平成2１年度）

・ 審査を慎重に行う必要があること及び年末年始休暇が含まれることから、相当期間を延長 （これら以外は30日以内に開示決定等
を実施）
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■ 情報公開窓口への問い合わせ件数（平成21年度）
・ 電話・メール：252件 来訪：69件
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個人情報の適切な管理維持等のために必要な措置について、教育研修の実施並びに自己監査及び点検
等の評価 改善サイクルを充実させ セキ リティレベル向上の周知徹底を図る

個人情報保護の推進（１/３）

等の評価・改善サイクルを充実させ、セキュリティレベル向上の周知徹底を図る。

■ 教育研修の実施並びに自己監査及び点検等の評価・改善サイクルを充実させ、セキュリティレベル

向上の周知徹底

・個人情報の適切な管理維持等のために必要な措置について 新人研修のほか 各地域センター担当職員個人情報の適切な管理維持等のために必要な措置について、新人研修のほか、各地域センタ 担当職員、

各部門等の責任者や事務取扱主任を対象とした説明会等を2回開催した。

・管理表及びチェックリストについて、各部門等の利便性と当室での書面監査の処理能力向上を図るため

書式を クセル形式に統 し 個人情報の適正な管理維持状況を点検するため 各部門等（70 ト）書式をエクセル形式に統一し、個人情報の適正な管理維持状況を点検するため、各部門等（70ユニット）

について書面監査を実施した。

・書面監査の提出資料に基づき、運用状況等を監査し、必要に応じて改善点・是正措置等の提案助言を

行った。

・１ユニットについて、実施監査を行い、現場にて管理状況を確認するとともに、改善点について助言を行った。

・個人情報ハンドブックを配付し、個人情報保護の基礎知識や安全性確保、具体的な措置等に関する自己個人情報 ンドブックを配付し、個人情報保護の基礎知識や安全性確保、具体的な措置等に関する自己

学習の推進を図ったほか、保有個人情報の流出事案発生時に産総研イントラに情報を掲載して注意喚起を

行う等、個人情報のセキュリティレベル向上のための周知徹底を図った。
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情報公開・個人情報保護推進室

個人情報保護の推進（２/３）

TV会議等で

個人情報の保護に
関する監査資料

（地域センター分）
（機械的なチェック含む）

内容確認（１次書面監査）

情報共有

個人情報の保護に
関する監査資料

情報

（地域センタ 分）

書 面 監 査

つくばセンター分は、情報公開・
個人情報保護推進室で実施

実 地 監 査 実 施

及び連絡調整等
監査対象部門へ連絡

実 地 監 査 部 門 選 定
地域センター：情報公開・
個人情報保護推進室付 部門等個人情報管理簿

保有個人情報の管理票

個人情報チェックリスト１～３
及び連絡調整等

監査対象部門 連絡

実 地 監 査 実 施 メール又は郵送等で提出

記入マニュアル個人情報チェックリスト１～３

自己監査・点検部門等保護者責任

記入マニュアル
を使って、見直
し・作成・入力

個人情報

ファイル

登録

個人情報

個人情報チェックリスト１～３

保有個人情報の管理票

部門等個人情報管理簿

受 付 ・ 通 知 年 月 日
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ファイル 個 人 情 報 フ ァ イ ル 等 名 称
記録種別 etc

チェックリスト等
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個人情報保護の推進（３/３）

個人情報保護窓口及び苦情相談窓口の円滑な運用を行うとともに、開示等請求及び苦情処理の申し出等
に適切かつ迅速に対応するに適切かつ迅速に対応する。

開示決定等の内訳 開示決定等の期間  
年度 

開示請求件

数 
開示決定等

件数 全部開示 部分開示 全部不開示 取り

下げ

30 日以内 3１日以上

60 日以下

6１日以上

下げ 60 日以下

平成 18 年度 １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０

平成 19 年度 １１ 
（訂正請求）１ 

１１
（訂正請求）１

０ ５ （不存在）５

（不訂正）１
１ ８

（訂正請求）１

３ ０

平成 20 年度 １３ １３ １ ６ （不存在）４

（形式不備）１
０ ６ ７ ０

（形式不備）１

（応答拒否）１

平成 21 年度 １３ 
（訂正請求）２ 
（利用停止）１ 

１０
（訂正請求）１

（利用停止）１

３ ２ （不存在）５

（不訂正）１

（不停止）１

０ ９ １ ０

計 ３８ ３５ ４ １４ （不存在）１４ １ ２４ １１ ０計 ３８ 
（訂正請求）３ 
（利用停止）１ 

３５
（訂正請求）２

（利用停止）１

４ １４ （不存在）１４

（形式不備）１

（不訂正）２

（不停止）１

（応答拒否）１

１ ２４
（訂正請求）１

１１ ０

 

 

■ 開示等請求等及び相談・苦情の申し出等に適切に対応

・個人情報の本人からの開示等請求や苦情処理の申し出等に適切かつ迅速に対応した。

保有個人情報開示請求：13件、利用停止請求：1件、訂正請求：2件、諮問3件、苦情処理の申し出：0件（平成21年度）

・ 全国１０箇所の各拠点に設置されている個人情報保護窓口及び苦情相談窓口担当者を集めた情報公開・個人情報保護推進室付室員

テレビ会議等を通じて、窓口の円滑な運用を行うために、関係法令等の知識及び情報共有を図り、窓口体制の充実を図った。

・ 個人情報の開示請求及び問い合わせ等に対して関連部門等と調整し適切に対応した。

・ 個人情報保護及び苦情相談窓口として、各部門等からの相談等（取得時の注意点や保有個人情報の取扱い等）に積極的に対応し、
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個人情報保護及び苦情相談窓口として、各部門等からの相談等（取得時の注意点や保有個人情報の取扱い等）に積極的に対応し、

個人情報保護を推進。
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特許生物の寄託業務

■ 特許庁からの委託機関として、また、ブダペスト条約に基づく国際寄託当局として、継続して
国内外からの特許生物を受託し、求めに応じて分譲業務を適切に行う。

【計画】
国内外からの特許生物を受託し、求めに応じて分譲業務を適切に行う。

＿

■ 日常業務における安全管理体制の強化に務めるとともに、業務の効率化・均質化のための体制
整備と広報活動を行うなど、利用者へのサービス向上に努める。

＿

■ 業務に関連した微生物の形態的多形識別技術、動物細胞の保存・検定技術、微細藻類の保存技

【実績（平成２１年４月～平成２２年３月）】

術、植物細胞の遺伝形質の安定化のテーマについて研究を実施する。

○ 特許生物寄託業務
・新規総寄託件数 296 件 （国内寄託 157 件、国際寄託 139 件）
・総分譲件数 114 件 （国内寄託株分譲 47 件、国際寄託株分譲 67 件）

○ 業務改善活動
新しい業務管理システムの構築 （調査委指摘を受け 誤入力防止や業務効率化を図る）・新しい業務管理システムの構築 （調査委指摘を受け、誤入力防止や業務効率化を図る）

・規程・要領の全面改定 （経産省告示を受け、安全確認や終了株の利用等を明確化）
・受託範囲の明確化 （受入可能/不可能生物種を明確化。WIPO通告後、規程・要領一部改定）
・様式・書式等の改定 （ユーザーの利便性向上を図りつつ、必要情報を徹底収集する方向へ）様 書 等 改定 （ 利便性向 を図り 、必要情報を徹底収集する方向 ）
・業務マニュアルの一斉整備 （ほぼ全ての業務を対象に、業務の均質化や効率化を図る）
・保管株の安全確認等 （目標2,000株以上達成。齟齬ある株は通知中。ロット管理体制完了）
・保管終了株の利用促進 （複数の一般寄託機関との連携により、ほぼ全種で産業利用に道）
業務関連研究の推進 （効率的な微生物核酸調製法を構築し 安全確認業務へ貢献）・業務関連研究の推進 （効率的な微生物核酸調製法を構築し、安全確認業務へ貢献）

・環境安全対策 （防カビ対策、BSL2対応施設整備、全保管庫に警報システムを配備）

○ 広報活動等
・ホームページの全面改定 （規程・要領の改定等を受けリニューアル。サービス向上を図る）
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ホ ム ジの全面改定 （規程 要領の改定等を受けリ ュ アル。サ ビス向上を図る）
・年報の発行と配布 （寄託・分譲業務の状況や改善に向けた取組を報告）
・海外ユーザー対応 （分譲請求同意書や規程・要領類の英語化、英語HPの整備）
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