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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総

研」という。）は、旧工業技術院に置かれていた 15

の国立研究機関及び旧通商産業省に置かれてい

た計量教習所を統合し、平成 13 年 4 月に公務員型

の独立行政法人として発足した。その目的は、鉱

工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務

を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びそ

の成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展

並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効

率的な供給の確保に資することである。発足して以

降これまでの間、産総研では統合と独立行政法人

化したことによるメリットを活かし、研究所内の資源

配分及び組織構成を研究所全体として 適化する

ことによって、この目的の達成に努めてきた。 

現下の技術を巡る状況を俯瞰すれば、我が国の経

済と産業のより一層の発展を図る上では従来にな

い価値を新たに生み出していくことが不可欠であ

り、そこにおいて技術の果たす役割がこれまで以上

に増大していくことは言をまたない状況にある。中

長期的にも、人類社会の持続的な発展を維持して

いく上で技術に対する期待は非常に大きなものと

なっている。こうした期待に対応し、内外を問わず

研究開発における競争は活発化するとともに、産

業界、学界を問わず研究開発活動はグローバル化

し、また、融合化していくものと考える。 

 このような状況において、産総研に課せられた目

的と、その目的を達成するために現に産総研が行

ってきている業務の重要性は、従前にも増して高ま

っている。こうした認識の下、第 2 期中期目標期間

の開始に向け、産総研に期待される役割を的確に

果たしていくためには、産総研が多様な人材それ

ぞれが持てる能力を 大限発揮し得るような研究

環境を実現し、研究所全体として研究能力を高め

ていくとともに、目的達成に効果的に資する研究分

野への研究の重点化を図っていくことが必要であ

る。同時に、いかに研究成果をあげ、それを普及さ

せるかという観点から、企業、大学といった性格の

異なる組織との間で有効な連携を進めていくことも

強く求められる。 

 こうした基本認識を踏まえ、産総研の目的達成能

力を一層高めていく上で、組織形態という観点から

は、産総研は、制度的自由度がより高い非公務員

型の独立行政法人に移行することが適切と考え

る。このため、移行に必要な法律措置を講じたとこ

ろであり、産総研は平成 17 年 4 月 1 日、第 2 期中

期目標期間の開始とともに非公務員型の独立行政

法人へ移行する。第 2 期中期目標期間における産

総研では、非公務員型の独立行政法人として持ち

得る能力を 大限発揮し、研究開発の実施にとど

まらず、人材の育成、研究成果の移転、技術情報

の発信といった産総研の行うあらゆる活動を通じ、

我が国におけるイノベーションの実現に多大な貢

献を果たすことを期待する。 

 

 独立行政法人産業技術総合研究所（以下、「産

総研」という。）は、平成13年4月、創造的研究活

動を通じて、我が国の産業競争力強化と人類の

持続的発展可能な社会の実現に貢献することを

基本理念とし、16 の研究所等を統合して発足し

た。  

 第 1 期中期目標期間では、産業科学技術の研

究開発における自らの使命と社会への責任を認

識し、「本格研究」の理念を産総研全体で共有す

るとともに、独立行政法人という新しい枠組みの

中でそのメリットを 大限に活かすべく組織や制

度を柔軟に変更できる仕組みを整え、研究並び

に支援業務の質の向上と効率化を推進した。 

 第 2 期中期目標期間では、産業技術、科学技

術における技術革新を通じ、持続的発展可能な

社会の実現、産業競争力の強化、産業政策の地

域展開への貢献、産業技術政策の立案等に貢

献することを目的とする研究開発実施機関として

更なる飛躍を目指す。このため、社会的要請を踏

まえた研究戦略の下、研究の重点化を図り、健

康長寿を達成し質の高い生活を実現する研究開

発、知的で安全・安心な生活を実現するための

高度情報サービスを創出する研究開発、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研究開発、環境・

エネルギー問題を克服し豊かで快適な生活を実

現するための研究開発、産業基盤を構築する横

断技術としての計測評価技術の研究開発、知的

基盤整備に資する地質の調査や計量の標準の

整備等において「本格研究」を強力に推進する。

また、多様な分野における産業技術、科学技術

に関する豊富な技術的知見、科学的知識を有す

る研究開発実施機関としての特徴を活かし、我

が国が取り組むべき産業技術政策の進む具体

的な方向を提示するなどの政策提言を行う。 

 上記の活動を効率的かつ効果的に遂行し、質

の高い成果の創出とその社会への還元を 大化

するため、研究資源の 適活用と諸制度の整備

を図る。具体的には、策定する研究開発戦略に

より研究テーマの選択と研究資源の重点的配分

を行うとともに、非公務員型の独立行政法人へ

の移行のメリットを活用した柔軟で弾力的な人事

制度を構築することにより、人材の育成、産業

界、学界との人材交流等による連携などを促進

する。 

 また、事業の推進に当っては、役職員が組織の

社会的責任を深く認識し、社会の一員として高い

倫理観を持って社会全体の調和のとれた発展に

貢献できるよう意識の徹底を図る。 

 これらの一連の活動を通して、産業技術におけ

る技術革新の中核的な研究拠点としての役割を

発揮することにより、我が国の産業創造の推進

役を果たす。 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

Ⅱ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

Ⅰ．質の高い成果の創出と提供（国民に

対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置） 

        

 第 2 期中期目標期間において産総

研は、知識の発見、現象の解明を目

指す基礎的な研究を主として大学

が、また、技術を製品として具現化

する開発的な研究を民間企業が担

う中にあって、基礎的な研究の成果

である個々の知識体系を融合し、社

会・経済ニーズへの適合を図る、い

わば基礎的な研究と開発的な研究

との間をつなぐ研究を中核に据えつ

つ、基礎的な研究及び開発的な研

究を非公務員型移行のメリットを

大限活かして大学及び産業界と連

携を図ることにより、各フェーズの連

続的な研究の実施を目指す。こうし

た研究の実施により、新産業の創出

等我が国の産業構造の変革と、これ

による我が国及び世界の持続可能

な発展に貢献する。また、経済産業

省所管の独立行政法人として、産業

技術政策をはじめとする経済産業政

策に貢献するとともに、我が国の技

術革新システムにおいて技術開発

のプラットフォーム機能を発揮し、ま

た、産業界に直接働きかけ得る主体

的な組織としての役割を果たすこと

により、産総研は、公的研究機関の

改革における先導的モデルとなるこ

とを目指す。 

 産総研は、国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上を図ること

により、持続的発展可能な社会実現へ

の貢献、産業競争力強化等への貢献、

産業政策の地域展開への貢献及び産業

技術政策立案等への貢献を果たす。 

        

  (持続的発展可能な社会実現への貢献）

 地球温暖化などの環境問題やエネル

ギーの安定供給の確保に係る技術課

題、自然災害や少子高齢化社会の到来

に対応するための技術課題に対応した

自然と共生した安全・安心で質の高い生

活の実現に資する研究開発を中長期的

なシナリオに基づいて戦略的に推進する

ことにより、我が国及び世界の持続的な

発展に貢献する。 

        

  (産業競争力強化等への貢献） 

将来の産業技術シーズの創出、産業技

術を支える共通基盤的技術の開発、有

望な技術シーズを産業化するための産

業界との連携による実用化開発等で「本

格研究」を強力に推進し、産業技術の革

新による産業競争力の強化及び我が国

の産業構造変革の推進に貢献する。 

        

  （産業技術政策立案等への貢献） 

 幅広い研究分野の研究開発を実施する機

関である特徴を活かし、国内外の産業科学
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

技術動向に関する情報を収集・分析すること

により、国が取り組むべき研究開発課題を抽

出し、経済産業省の技術戦略マップのローリ

ングプロセスに参画する等、中長期的な産業

技術戦略に関する政策立案に技術的知見を

有する研究機関として貢献する。また、各種

委員会への委員派遣などにより、研究者個

人が有する知見を以て経済産業省の産業技

術政策の立案に貢献する。 

     

（１）戦略的な研究開発の推進 （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

配分の重点化） 

（戦略的な研究企画及び研究資源配分

の重点化） 

       

 新産業の創出や地域経済の活性

化などの産総研に対するニーズを

的確に把握し、これを踏まえて研究

課題を戦略的に企画した上で、これ

に沿った研究テーマの重点化と研究

資源の重点的な配分を実施する。ま

た、地域センターにおいては、地域

の技術特性を踏まえた研究からの

世界 先端の研究成果の創出を目

指すとの観点から、研究テーマの重

点化と研究資源の重点的な配分を

実施する。 

・質の高い研究成果を戦略的に創出す

るため、成果の科学技術的又は社会経

済的な価値が実現した状態である「アウ

トカム」を意識した中長期的な研究開発

戦略を策定する機能を強化する。策定す

る戦略については、中長期的な観点を

踏まえつつ、国内外の科学技術動向や

政策的要請等に機動的に対応できるよ

う常に見直す。 

・知財の類型化や技術移転のワンストッ

プ支援等の試行結果をもとに、知財戦

略、産学官戦略、国際戦略など、産総研

のイノベーション戦略を全体として動か

すための体制の検討を行い、施策や組

織設計につなげ、第２期中期計画中に

実施した施策について総括を行う。 

・産総研単願出願特許の出願時のユニット長による分類分けを 4 月から開始した。

分類Ⅰの審査フローと審査のためのフォーマットを整備した。本格的に運用するた

め知財システムの変更を行った。ワンストップ支援として、産業技術アーキテクトおよ

び知的財産部門、産学官連携推進部門、ベンチャー開発センター、イノベ－ション推

進室の担当者でチームをつくり、研究現場での支援会合を行う形の試行を 6 月から

開始した。4 つのユニット（5 拠点）に対して支援会合（全約 20 回）及びその後のフォ

ローを行い、こうした支援の実効性・利点や課題などを総括した。このワンストップ支

援として上記分類Ⅰの実質的な支援が連動し、うまく機能した。また、それ以外も試

行ではあったがそれぞれのユニット現場の相談に的確に対応し、現場での知財意識

向上などにも大きな効果があることが確認された。一方、こうした支援を本格的に行

うための体制や人材の確保と内部からの育成が課題として明らかとなった。 
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  ・研究開発戦略に基づき研究の重点化

を進めるための研究テーマの選択と集

中を図る。特に地域拠点においては、地

域の特性も踏まえた研究開発の中核拠

点化を目指し、研究の重点化を行う。 

・第 2 期研究戦略の平成 21 年度重点化

方針及び総合化戦略に基づき、研究テ

ーマの重点化を図るとともに、政策要請

に基づく重点研究を推進する。 

・総合化戦略において分野横断的に推進することが策定された「水素・燃料電池」、

「省エネルギー技術」、「バイオマスエネルギー」、「レアメタル」、「沿岸域活断層調

査」、「サービス工学」に重点的に政策予算を配分した。 

・分野担当理事の裁量において、分野戦略に基づき、トップダウン的な観点で配賦

する分野イノベーション推進予算を措置した。さらに、複数の研究分野領域をもつ産

総研の利点を活かし、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

措置した。 
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    ・地域イノベーション創出等を促進するた

めに、地域政策等の要請を踏まえて、地

域の強み・資源をいかした研究開発の推

進・普及を実施するとともに、地域産学

官ネットワークの中核的な研究開発拠点

として貢献する。 

・地域技術の活性化を目的として、地域の研究開発資源(情報・設備・人材等)を活か

し、地域のニーズや政策に即した研究開発と共同研究等の実施、経済産業省の補

助事業である地域イノベーション創出共同体形成事業を通じた試験・評価・分析方

法の整備、研究会等を通じた成果普及、公設試験研究機関等と連携した技術相談

および人材育成等について、実施した。主な、成果は下記の通り。 

1、北海道センター：産業クラスター計画との連携では、植物による医薬品原料生産

技術開発に取り組むと共に、生物の機能を利用した医療診断技術（ガン部位特定技

術）の開発も行った。また、地域の主要産業である農業分野との連携を進め、完全

人工環境下での各種植物（イチゴ、ジャガイモ、イネ等）の高収量栽培が可能である

ことを示した。 

2、東北センター：産業クラスター計画への対応として、半導体関連産業や自動車産

業分野において、地域の中小企業等と低環境負荷かつ高意匠塗装を実現できる有

害化学物質フリー革新的塗装プロセスを共同開発した。現在、車両本体や内装品塗

装法として自動車関連部材産業分野へ応用展開中。また地域産学官ネットワークの

中核として地域イノベーション創出共同体形成事業で、輸送機械分野、電機・電子分

野、食品分野にて計測・評価・加工技術の基盤技術の整備を行った。 

3、臨海副都心センター：産業クラスター計画への対応として、バイオ分野において、

ヒト遺伝子の約 70％をカバーしている世界 大のゲートウエイ・エントリー・クローン

セットを作成し、これを利用してできたタンパク質の性質等を記載したデーターベース

を世界に向けて公開した。 

4、中部センター：地域の主要産業であるものづくりの分野において小型高出力密度

の固体酸化物型燃料電池の集積体（キューブ）及び発電モジュールを開発し、従来

  13 

3



第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

に無い低温作動化や急速起動性能を実証した。また金型への適用が期待される

Fe-Al 金属間化合物を用いた新しい高耐熱性硬質材料(希少金属依存度を低減）を

開発した。 

5、関西センター：関西発の開発コンソーシアムへの対応として、燃料電池の長期耐

久性の確保のための劣化要因を解明し、寿命予測手法を応用して実用化に成功し

た。また関西産業界の要望から関西経済連合会と連携し、組込みソフトウェア技術

者の人材育成をする組込み適塾を共同で実施した。 

6、中国センター：産業クラスター計画への対応としてバイオマス分野において、前年

度に建設したベンチスケールプラントについて雑植性バイオマス原料からエタノール

燃料を製造する一貫システムとして実証確認した。さらにバイオマス事業のＰＤＣＡ

サイクルの支援ツールとして簡易経済性シミュレータおよびバイオマス会計表を開

発した。 

7、四国センター：産業クラスターへの対応として健康分野では、受診したその場で検

査結果がわかる生体機能解析に基づく疾患予知診断技術を開発した。また四国内

外の５５の企業及び関連機関等で構成する「健康ものづくり研究会」を創設し、地域

企業の健康分野への参入を促すための活動を開始した。 

8、九州センター：産業クラスター計画への対応として、半導体分野では生産計測技

術研究センターのウェハ内部異常検出に関する光計測技術を地元企業へ技術移転

し、生産ラインへの適用が検討された。また、地域産学官ネットワークの中核として、

地域イノベーション創出共同体形成事業での地域内広域連携によって超音波画像

の計測から肉用牛の肉質評価の度合いを推定する手法を提案すると共に、プログラ

ミングの専門家でない中小製造業者自身が短期間・低コストで開発可能な工程管理

等のソフトウェアを、公設研等を通じて中小企業へ普及促進した。 

 

      

    ・ 水素・燃料電池、省エネルギー、バイ

オマス利用システム、レアメタル、沿岸域

地質、サービス工学の研究開発を重点

的に推進するとともに、ナノテクノロジ

ー、蓄電池、太陽光発電等の研究拠点

の形成を進める。 

・ナノテクノロジー、ロボット、蓄電池、太陽光発電等の分野において、革新的技術を

実現するために、産総研が中心的な役割を果たしつつ、多様な人材を集結すると共

に、研究機能・設備を活用して世界をリードする研究開発を推進するために、プラット

フォーム構築に着手した。 

・平成21年度鉱工業技術研究組合法改正の施行により、技術研究組合への参画が

可能となったことを受け、関連機関との調整を進め、ステレオファブリック技術研究組

合、太陽光発電技術研究組合、技術研究組合 BEANS 研究所に加入し、企業連携

強化及び研究開発を推進した。 

  14 

  ・予算、人員等の研究資源の配分につい

ては、中長期的な研究開発戦略及び社

会、産業界のニーズに基づく機動的な政

策対応の観点などから重要な研究課題

及び必要な技術融合課題の設定を行

い、それを踏まえて重点化する。 

・理事長裁量による政策的予算により、

社会、産業界のニーズに基づく重点研究

を推進するとともに、研究課題の進捗に

応じて知財強化、産学官連携推進、ベン

チャー育成などの研究支援を充実させ、

成果の 大化を図る。 

・イノベーション推進コア、研究コーディネータ、イノベーション推進室が中心となっ

て、各研究ユニットごとに意見交換会を実施し、研究ユニットの経営状況や研究の進

捗状況、今後の方向性等について議論した。また、複数の研究分野をもつ産総研の

利点を活かし、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」、分

野担当理事裁量によるトップダウンテーマ、研究ユニットからのボトムアップテーマ

「分野イノベーション推進予算」を措置し、研究予算の重点化を図った。また、基礎研

究シーズを可視化、市場化プロセスにのせるための「ハイテクものづくりプロジェク

ト」を引き続き実施（7 課題採択）した。 

・経済産業省との定期的対話等により把握した政策的・社会的ニーズを踏まえた上

で、次年度の戦略的な研究予算配分を行った。 

  21 

    ・第二期中期計画の目標達成の観点か

ら、中長期的な研究開発戦略に基づい

た機動的な人員配置を実施する。また、

行革推進法に従った人件費削減計画の

元で長期的視点から重点的な人員採用

を行う。 

・平成 18 年度に施行した行革推進法に従い、計画的な人件費削減を実施した。また

人員削減計画の元、第 2 期研究戦略の目標達成の観点から、戦略的な人員配置を

実施した。 

  23 

  ・研究スペースを有償の研究資源として

捉え、スペース課金システムを活用し、

迅速かつ適切に研究スペースの回収と

配分を行う。 

・スペースの有効活用を促進させるた

め、課金システム及び配分審査の的確

な運用を行う。引き続き、スペース返納

を促進すると共に、安全対策及びユニッ

ト配置の集中・ 適化のため、効率的な

・スペース有効活用のため、年２回（１０月及び２月）の返納及び新規配分の公募を

実施し、スペース配分審査委員会の審査を経て、的確なスペースの回収と配分を行

った。 

約 20,700 平米のスペースを回収し、約 15,500 平米の新規配分を行った。 

  31 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

スペース活用を図る。 

      

  ・研究ユニット評価結果の研究資源配分

への効果的な反映、外部資金の獲得に

対するインセンティブとしての研究資源

配分など、研究資源の配分を競争的に

行うことにより、研究活動を活性化させ

研究成果の質の向上を図る。 

・研究ユニット評価・モニタリング結果を

反映した資源配分、外部資金獲得に対

するインセンティブ予算配分を継続して

実施する。 

・研究ユニット評価・モニタリング結果を研究資源配分に反映した。 

・研究ユニット経営予算を 20％削減して業務経営の効率化を推進した。また、部門

重点化予算及びセンター推進予算を「分野重点化予算」として一体化し、研究課題

の一層の重点化を推進した。 

・産総研の総合力を機動的に発揮し、社会の要請に応えていくために、分野を越え

て取り組む課題を新たに「融合重点化テーマ」として推進した。 

  41 

  ・地域における産業競争力の強化、新産

業の創出に貢献するために、地域の技

術的な特性を踏まえた世界に伍する研

究への研究資源の重点配分を図る。 

・地域を中心として産学官連携を推進

し、地域産業の国際競争力を強化する

研究開発に資源を重点配分する。 

・地域の産業振興において産総研がリーダーシップを発揮し、地域イノベーション創

出を促進し、国際競争力を強化するための予算を重点配分した。 

  51 

  ・研究開発の実施に当たっては、多重構

造を排した組織において、意思決定の迅

速化を図り、権限と責任を明確にした組

織運営を行う。 

・イノベーション推進コア、イノベーション

推進関連部門が協働して研究現場との

対話を促進し、研究開発における権限と

責任を有する研究ユニット長を支援す

る。 

・イノベーション推進コア会議を毎月開催し、研究開発に関する共通課題等を調整し

た。また、研究ユニット間の情報共有のための分野別連絡会議を66回開催、産総研

の研究成果を外部発信するための場「産総研本格研究ワークショップ」を地域ごとに

7 回開催した。 

  61 

（技術情報の収集・分析と発信） （技術情報の収集・分析と発信）        

  ・社会情勢の変化を的確に把握すると共

に中長期的な産業技術動向を俯瞰する

ため、外部人材ネットワークやアウトソー

シングを活用しつつ組織体制と機能を充

実させ、国内外の科学技術情報を収集・

分析する。 

・中期計画期間に行った調査の中で、ま

だ完結していない「レアメタル資源制約を

踏まえた研究戦略策定調査」について

終年度は、レアメタルに関する需要等の

将来予測行い、研究開発戦略のあり方

について提言すると共に、 中期計画中

に行った調査の総括を行う。 

・第 2 期に行った「レアメタル資源制約を踏まえた研究戦略策定調査」において、将

来の需要予測に関する調査を実施して総括を行うとともに、第 3 期におけるレアメタ

ル研究戦略の策定に活用した。 

  103 

    ・産業技術の開発をミッションとする内外

の主要な研究機関について調査、分析

を行うとともに、産総研の経営課題・戦略

経営に必要な情報を収集・分析し、情報

を整備する。 

・海外の公的研究機関においては新たなイノベーション創出のための企業との連携

では、目標や役割分担を従来よりも明確にすることで、研究開発を加速し波及効果

を広げる取り組みが見られた。また、産総研地域センターのあり方に資するため、地

域発イノベーション推進のための地域の他支援機関との連携について調査した。 

  105 

    ・公的研究機関として、国の研究開発シ

ステムにおける役割を果たしていくため

に必要なマネジメント手法に関して、知

識資産の活用等の企業の事例や海外の

公的研究機関における制度やその成立

要件等の調査を行う。 

・知識資産の活用において、 も基礎となる若手人材育成の方策等に関して、企業

の研究所を対象に事例調査を実施した。入社時に長期的な人材育成計画を立て、

本人と上司が話し合いつつ、定期的に振り返るやり方は、産総研でも参考にすべき

であろう。さらに、産総研マネジメントに資する調査の一環として、技術アウトカムイメ

ージを使った社会ニーズ測定法の試行を進めた。 

   

    ・平成20 年度の成果を基に、エネルギー

分野を対象に提案・試行した中長期研究

開発戦略策定方法論をさらに他の分野

に適用して試行する。それらの結果を基

に産総研を始めとする公的研究機関に

おいて中長期研究開発戦略を策定する

上での方法論に関する手引書（マニュア

ル）を作成する。 

・イノベーションシステムにおいては、公的研究においても研究活動、資金、人材育

成、施設等々を効果的に運営することが求められ、技術と社会を積極的に結ぶ役割

が必要である。事例調査を元に、成功している運営手法-マネージメントの要諦の分

析に基づき、産総研のさらなる成長に向けたイノベーション・マネージメントのあり方

を提案した。 

  106 

    ・ナノテクノロジーのイノベーションシステ

ムの客観的な評価手法や現状の解析を

行い、ナノテクノロジーの社会受容促進

に関する情報の収集方策、発信のあり

方についてとりまとめる。 

・ナノテクノロジー分野におけるイノベーションシステムの客観的な手法解析と内外

研究機関の研究成果を分析し、ナノリスクを含むナノテクノロジーの社会受容性につ

いてとりまとめた。 

  107 

    ・ＣＣＳ技術所内検討会を通じたＣＣＳ実

施への当所の取り組みのあり方に関す

る全所的な検討を２１年度も継続。所内

・ＣＣＳ関係では、ＣＣＳ技術所内連絡会活動として、経済産業省のＣＣＳ関連予算の

措置状況・執行状況を把握し、所内連絡会メンバーに周知することにより、その後の

当所の対応を検討する上での基礎情報として共有した。 

  110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

では５つの研究ユニットがＣＣＳ関連研

究等を行っているので、引き続き各ユニ

ットの研究動向、経済産業省の研究開

発プロジェクト等ＣＣＳ関連施策への関

与状況、ＣＣＳに係る国際動向等に関す

る情報を所内において、また、経済産業

省と共有すること等を通じて、将来のＣＣ

Ｓ実施に際しての当所関係研究ユニット

の役割り及び人員体制等を検討する。 

      

  ・産業技術動向等の調査・分析の成果

は、月報等の情報レポート及び調査分

析レポートとして内外に情報提供する。 

・平成 21 年度は昨年度に引き続いて収

集した情報を整理し、内容面での充実を

図りつつ月次レポートとして所内に定期

的に配信する。また調査結果は定期的

にとりまとめて内外に発信するとともに、

主要な成果については技術情報報告会

を開催して総合的に報告する。とりわ

け、昨年および一昨年実施したお茶の

水女子大学公開講座「化学・生物総合管

理の再教育」は新たに「知の市場」という

コンセプトの下で、社会技術革新特論「イ

ノベーション技術の創造と社会受容」を

テーマに、本年度後期に約半年にわたっ

て講義を実施し、成果の外部への普及

を図る。 

・平成 20 年度に引き続き、経済産業省、文部科学省の各委員会、学術会議委員会

で情報収集に努め、海外の情報も併せて Techno Info Topics として毎月 1 回のペ

ースで配信を行った。 

・お茶の水女子大学の公開講座「知の市場」の一環として「社会技術革新特論」を 15

コマの講座として実施し、産総研の知を社会に還元した。45 名の受講申し込みがあ

り、常時 30 名以上の社会人が講義に出席し、活発な質疑応答が行われた。 

  121 

    ・平成 21 年度も調査結果を定期的にとり

まとめ、内外に発信するとともに、主要な

成果について第２回技術情報報告会を

開催する。 

・平成 21 年度は、「持続性に向けた産業科学技術委員会」の調査結果や、各分野の

委託調査、イノベーション人材に関する調査、第 2 期のアウトプットの総括に関する

第 2 回技術情報報告会を開催した。 

  122 

（研究組織の機動的な見直し） （研究組織の機動的な見直し）        

 社会や産業界及び地域のニーズ

に対応した研究成果の効率的な創

出のため、研究ポテンシャル、人

材、施設などの研究資源を有効に

活用し得るよう、研究組織を、具体

的な研究分野、研究テーマの消長、

取捨選択に合わせ、また、定期的に

実施している評価の結果も踏まえ、

再編・改廃も含めて機動的に見直

す。 

・短期的並びに中長期的な研究開発の

計画を着実に達成するため、研究内容

や研究フェーズの相違等を勘案し、研究

センター、研究部門、研究ラボなどの研

究ユニットを適切に配置する。各研究ユ

ニットの成果に対する評価を定期的に行

い、その結果及び産業動向、科学技術

動向等を踏まえ、社会ニーズ、政策的要

請等に適切に対応する機動的かつ柔軟

な組織の見直し、再編・改廃を行う。 

・産総研を取り巻く環境、社会ニーズを

考え、平成 21 年度初頭にメタンハイドレ

ート研究センター、活断層・地震研究セ

ンターを設立する。 

・我が国のメタンハイドレート資源からの天然ガス生産技術の確立を目指し、メタン

ハイドレート研究センターを設立した。活断層及び地震の理解による、災害軽減のた

めの情報発信を目的として、活断層・地震研究センターを設立した。産総研全体で

のサービス研究の発展に寄与することを目的として、社会知能技術研究ラボを設立

した。 

・さらに、昨年末に決定された「新成長戦略～輝きのある日本へ～」に対し、産総研

として 適な研究テーマ及び研究組織を設定し効果的・効率的な研究開発を推進す

ることにより、その実現に貢献すべきとの観点から、平成 22 年 4 月には、6 研究セン

ター（幹細胞工学、デジタルヒューマン工学、ナノスピントロニクス、集積マイクロシス

テム、コンパクト化学システム、先進パワーエレクトロニクス）及びダイヤモンド研究

ラボを新設することを決定した。 

・既存の研究部門についても、第３期に向け技術の目指す出口に沿った形へ再構築

することとし、ライフサイエンス分野の既存５部門（ゲノムファクトリー、生物機能工

学、セルエンジニアリング、人間福祉医工学、脳神経情報）を４部門（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）に再編することを決定

した。また、ナノテクノロジー・材料・製造分野において、ナノテクノロジー研究部門と

計算科学研究部門をナノシステム研究部門に統合再編することを決定した。 

  201 

    ・設置年限を迎える 8 研究センターにつ

いては、ユニット終了に伴う活動記録の

とりまとめを行う。平成 20 年度の 終評

価をふまえ、研究分野戦略を考えつつ、

終了後の研究の継続体制について検討

を行う。 

・平成 21 年度に設置期限を迎える 8 研究センター（年齢軸生命工学、健康工学、デ

ジタルヒューマン、近接場光応用工学、システム検証、ダイヤモンド、固体高分子形

燃料電池先端基盤、コンパクト化学プロセス）について、研究ユニット評価を通じて

研究の重点課題ごとに成果のとりまとめを行った。また、これら終了する研究ユニッ

トの 終評価の結果をふまえた上で、研究分野ごとに、上記成長戦略を踏まえた第

3 期中期の研究戦略構想を見据えて全研究ユニットの体制を検討し、今後の形態を

決定した。 

  202 

6



第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

      

    ・平成 2１年度に設立 3 年目を迎える 2

研究センターについて中間評価を実施

し、その結果に基づいて組織の見直しを

行う。また、設置年限の前年度に当たる

３研究センターについて 終評価を実施

し、全期間を通じた研究センターの研究

活動を総括し、各分野の研究戦略を考

慮しつつ、研究センター終了後の研究展

開や組織体制を検討する。 

・対象である研究センターの中間評価、 終評価を遅滞なく実施し、目標の達成度、

社会・産業界等へ与えた影響、トップマネジメントの妥当性、今後の研究、組織の方

向性について評価結果をとりまとめた。その結果をふまえ、研究ユニットの継続の可

否及び終了後の形態について決定した。 

・デジタルものづくり研究センターについては、現在の体制による研究課題への取り

組みについて既に一通りの成果を得ており、今後の製造に係る研究については、産

総研として継続性のある組織の中で新たにミッションを位置付けるべきとの判断か

ら、設置期限を 1 年前倒しで終了し、先進製造プロセス研究部門へ再編することとし

た。 

・エネルギー半導体エレクトロニクス研究ラボについては、センター化の要件を満た

したとの判断から、設置期限を 1 年前倒しで終了し、先進パワーエレクトロニクス研

究センターを設立することを決定した。 

  204 

（国際競争力強化のための国際連

携の推進） 

（国際競争力強化のための国際連携の

推進） 

       

 国際競争力のある研究成果の創

出と人材の養成を目的に、世界の有

力研究機関や研究者との人材交

流、共同研究などの研究交流を実

施する。 

・研究開発資源を有効活用して国際的

優位性を確保するために、世界の有力

研究機関、研究者との連携を強化し、グ

ローバルで相互補完的な連携により研

究ポテンシャルの向上を図る。 

・産総研の中長期的な国際戦略に基づ

き具体的な国際連携活動を推進する。

特に、持続発展可能な社会の実現のた

めの産業技術研究をより効果的効率的

に推進するため、世界の有力研究機関

と研究協力覚書（MOU）締結、国際共同

研究実施、活発な人的交流、ワークショ

ップの開催などを通じて、積極的な連携

を図る。その際、「選択と集中」を念頭に

置き、世界各国、とりわけアジア諸国に

おいて、戦略的に研究交流を深めるべき

研究機関および研究テーマを選択し、戦

略的な研究協力パートナーシップの構築

を図る。さらに、第2期中期期間における

包括的 MOU 締結機関との連携状況に

関するレビューを行い、「選択と集中」と

いう方針に従い、連携を強化すべき機関

および連携を推進すべき研究課題の選

別を行う。 

・「選択と集中」に基づく産総研中長期的国際戦略の検討のため、包括的研究協力

覚書を締結している世界 26 機関との過去 9 年間の共同研究、人的交流、ワークショ

ップ開催等の実績に基づく予察的レビューを行った。 

・経済産業省、内閣府、外務省等と連携し、米国とのエネルギー・環境分野での研究

協力推進、対アフリカ外交フォローアップとして南アフリカとの研究協力ワークショッ

プ開催、内閣府科学技術外交戦略タスクフォースへの参加、STS フォーラム等での

海外要人と理事長との会談、公式訪問受け入れなど、政府の科学技術外交に積極

的貢献を行った。 

・特に、米国とは、経済産業大臣ミッションに理事長が同行し、エネルギー省傘下 5

研究所および国立標準技術研究所と包括的研究協力覚書を締結して、研究協力を

推進すると共に、オバマ大統領来日時の日米合意に貢献した。 

・また、日米案件をはじめとして海外の主要研究機関・大学等と研究協力覚書や共

同研究契約等を 31 件（包括覚書 8 件、覚書 4 件、共同研究 18 件、委託 0 件、受託

1 件）締結した。 

・更に本年度は、海外37ヶ国・地域から118件、計1,025人の公式訪問があり、タイ、

アルゼンチン科学技術大臣など国家要人が 11%、政府関係者が 35%、研究機関関係

者が 44%、企業経営層が 9%と、産総研に対して海外から高い評価・関心が示され

た。地域毎の内訳は、アジア・大洋州が 43%、欧州が 38％、北米が 10%、南米・アフリ

カが 9%である。 
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    ・アジア、中南米については、世界的な

「地球温暖化対策」及び「東アジアサミッ

ト・セブ島宣言」の流れを踏まえ、引き続

きタイ、ベトナム、中国、インド、マレーシ

ア、ブラジルを重点に据えながら、地球

環境問題やエネルギー問題を中心とし

た国際共同研究等の積極的推進を行

う。具体的には、アジア地域において

は、バイオ燃料の製造技術や自動車燃

料の評価技術を中心とした「バイオマス・

アジア戦略」を促進する。ブラジルにおい

ても、同様にバイオ燃料の製造技術に

関する連携を促進する。インドにおいて

は、生命情報工学に関する研究交流を

促進する。南アフリカにおいては、地質

分野において資源開発における共同研

究による連携を促進すると共に、環境・

エネルギー、材料分野等での研究協力

の可能性を模索する。 

・東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA)に対し、バイオマス関連ではバイオ燃

料製造技術、規格化環境影響評価の 2 専門家 WG 受託および人材育成事業で貢献

すると共に、新たにクリーンコール技術に関するプロジェクト開始に貢献した。 

・科振費「アジアの持続可能バイオマス利用技術開発」の 終年度として、広島市で

第 6 回バイオマス・アジアワークショップを開催し、アジア 11 ヶ国および 6 国際機関

から 250 名の参加を得て、アジアの持続可能バイオマス利用技術に関する総括的な

討議を行い、バイオマス・アジアネットワークの強化と発展に寄与した。 

・政府アフリカミッションのフォローアップとして、理事長南アフリカ出張にあわせ、内

閣府、在南ア日本大使館、在京南アフリカ大使館と連携して、科学産業技術研究所

（CSIR）、南ア地質調査所（CGS）、MINTEK と合同ワークショップを開催し、既存の地

質分野に加え、環境・エネルギー分野での協力を開始した。 

・タイ国の国立国家科学技術開発庁（NSTDA）、タイ科学技術研究院（TISTR）とは、

JICA-JST 資金によるバイオ燃料製造技術の共同研究を開始したほか、カラヤ科学

技術大臣つくば来訪にあわせて、大臣臨席の下での包括研究協力覚書の更新の調

印を行った。 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

      

    ・北米、欧州、大洋州については、有力

研究機関との間で、相互の強みを活かし

て、持続発展可能な地球社会の実現の

ためのイノベーション創出につながる連

携を推進する。米国については、新たに

発足したオバマ新政権が進めるグリー

ン・ニューディール政策に対応して、環

境・エネルギー分野を中心とした日米研

究協力を推進し、特に、ニューメキシコ州

やコロラド州と連携を深め、ロスアラモス

国立研究所との共同研究協力促進をは

じめとして、ナノテクノロジー、エネルギ

ー分野等における研究協力を推進する。

欧州との連携では、連携実績のある公

的機関との具体的共同研究を推進する

とともに、若手研究者を中心とした人的

交流の充実を目指す。具体的には、フラ

ンス国立科学研究センター（CNRS）との

ロボティクスに関する連携研究体（ジョイ

ントラボ）を推進し、欧州・日本等の競争

的研究資金の獲得を目指すなど、当該

分野での国際的プレゼンスの向上を図

る。フィンランド技術研究センター（VTT）

とは、製造分野・バイオ分野における連

携した研究を一段と推進する。 ドイツに

ついては、ヘルムホルツ協会・カールス

ルーエ研究センター・ユーリッヒ研究セン

ターとの包括的研究協力覚書下におけ

る研究協力推進の第 1 歩として、ナノテ

ク等でのワークショップの開催に向け、

協議を継続する。ノルウェーとは、ノルウ

ェー産業科学技術研究所（SINTEF）およ

びノルウェー科学技術大学（NTNU）との

人的交流を推進する。オーストラリアに

ついては、豪州連邦科学産業研究機構

（CSIRO）と、クリーンコール技術（CCT）

の推進に向けた具体的連携を図る。 

・ベトナム科学技術院（VAST）とは、副理事長、環境技術研究所、情報技術研究所、

地球物理研究所等の所長訪問において連携協力分野の意見交換を行い、外部資

金獲得のための協議および研究テーマの重点化を図った。 

・インド科学技術省バイオテクノロジー局（DBT）とは、マッチングファンド方式による

生命情報工学での共同研究を開始したほか、つくばで第 3 回ワークショップを開催

し、新たな共同研究に向けた協議を進めた。 

・韓国産業技術研究会（ISTK）とは、ISTK 本部および傘下研究機関からの多数の来

訪や産総研からの韓国訪問により協力を推進するとともに、環境・エネルギー、情報

エレクトロニクス、地質分野などで共同研究を推進した。 

・中国科学院とは、包括的研究協力覚書更新にあたり今後の重点協力分野を明記

することで、基本合意を得た。 
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  ・国際競争力ある人材を養成すると共

に、世界の COE との連携強化による優

秀な研究者の招聘などを進めるため、国

際的な人材交流の促進策に取り組む。 

・「産総研フェローシップ制度」を活用し

て、若手研究者の海外研究機関への派

遣および共同研究先の海外研究者の招

へいを積極的に展開し、国際的な人材

交流を推進し、世界的な視野を持って国

際共同研究を推進できる国際競争力の

ある人材養成に努める。招へいについて

は、MOU 締結機関を中心に戦略的な判

断の基に強固な研究者ネットワークを構

築するため、有効に活用する。派遣につ

いては、世界のトップレベルの研究機関

へ派遣することで相互補完的な連携を

強化する。また、外部機関が公募する人

材交流・人材養成制度に積極的に応募

することにより国際的な人材交流・国際

競争力のある人材養成に取り組む。 

・米国とは、日米両政府のエネルギー・環境分野協力の一翼を担うため、二階前経

済 産 業 大 臣 訪 米 に 野 間 口 理 事 長 が 同 行 し 、 DOE 傘 下 5 研 究 所

(LANL,SNL,NREL,LLNL,LBNL)及び国立標準技術研究所(NIST)と研究協力覚書を締

結し、共同研究、人材交流などを通じた研究協力を推進し、オバマ大統領来日時の

日米首脳会談での「日米クリーンエネルギー技術協力」合意に貢献した。 

・フランス国立科学研究センター（CNRS）とは、パリ CNRS 本部での日仏ライフサイエ

ンスワークショップを通じ当該研究分野での今後の連携について議論を行なうと共

に、ロボティクスのジョイントラボを推進した。また、STS フォーラムで両機関理事長

が会談し、研究所経営での協力推進も合意した。 

・フィンランド国立技術研究所（VTT）とは、材料・製造分野等での人材交流を中心に

連携を実施した。 

・ノルウェー科学技術大学（NTNU）とは、平成 22 年度からナノテクノロジーの修士課

程学生のインターン受入れで合意した。ノルウェー産業科学技術研究所（SINTEF）と

は、ものづくりの分野での連携について数度の打ち合わせを行い、実際の研究協力

がスタートした。 

・豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO）とは、日豪石炭技術ワークショップ参加など
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

通じ、クリーンコール技術を中心に研究協力を推進した。 

      

    ・アジアを中心とした優秀な研究人材の

世界的な獲得競争が激しさを増している

現状を踏まえ、引き続き、「バイオマス・

アジアフェローシップ」事業を積極的に実

施することで、アジア人材ハブの機能強

化に努める。  

･若手研究者の海外長期派遣については、「産総研フェローシップ制度」により 10 名

の新規派遣者を決定し、うち6 名を米国 MOU 締結機関に環境・エネルギー分野での

研究協力推進のために重点派遣とした。また、研究ユニット予算による海外派遣（3

ヶ月以上滞在）が 11 名（うち 2 名は相手方が一部負担）、海外への依頼出張が 162

名、外部制度での海外派遣 31 名があった。また、日本学術振興会募集(JSPS)の海

外特別研究員に1 名、特定国派遣研究者に3 名が合格した。さらに同会の組織的機

関派遣の新制度に応募して採択され、平成 22 年 3 月より 3 年間の派遣事業がスタ

ートした。 

･招へいについては、「産総研フェローシップ制度」により MOU 締結機関を中心に 17

名（12 カ国）の外国人研究者を受け入れた。また、研究ユニット予算により 183 名、

JSPS 等の各種外部招へい制度により 19 名を受け入れ、全体として 34 ヶ国より計

202 名の研究者を受け入れた。 

･国際的技術協力の一環として、JICA 研修（集団：4 コース 13 名、個別：5 名）、一般

技術研修（48 名）を受け入れた。また、米国とのエネルギー分野での協力推進のた

め経済産業省、ニューメキシコ州政府と連携した研修生受入事業を新設し、初年度

として同州の大学院生 2 名を受け入れる予定。また、若手研究者の受入として、

JISTEC ウィンターインスティテュート（11 名）、JSPS サマープログラム(8 名）など、全

体として 24 ヶ国より計 85 名の研修生を受け入れた。 
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    ・産総研のイノベーション国際展開を担う

人材育成の一環として、米国カリフォル

ニア州シリコンバレーにおける研修を引

き続き継続し、研修実施の効果を評価す

る。 

・アジアにおけるバイオマスの人材ハブとしての機能を強化すべく、バイオマス・アジ

アフェローシップを活用し、アジア 7 ヶ国および 1 国際機関から 13 名の研究者を招へ

いし、アジアの主要機関とのバイオマス利活用にかかる研究連携を推進した。 
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    ・東アジアサミットにおけるエネルギー協

力イニシアティブへの貢献として、東アジ

ア･ASEAN 経済研究センター（ERIA）から

の委託を受けて、東アジア各国からバイ

オマス分野の研究者を受入れ、アジアバ

イオマスエネルギー研究コアにおいて共

同で研究を実施する。 

・サンノゼ市 JETRO インキュベータでの 1 年半の研修が終了し、米国でのベンチャ

ー立ち上げのノウハウ蓄積、人的ネットワーク構築で成果があった。JETRO 関係者

にも好評で継続派遣を求められており、産総研内の将来の研修制度として価値があ

ると結論された。 
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    ・産総研に在籍する外国人研究者が、産

総研において言語や生活習慣等の違い

等の障害を感じずに研究活動に専念で

きるよう、研究及び生活面におけるサポ

ート業務の充実を図るなど、産総研の国

際化を推進する。特に、今年度は、外国

人研究者が研究活動に専念できるため

の業務マニュアルを作成することで研究

環境を整備する。 

・東アジア･ASEAN 経済研究センター（ERIA）事業として、東アジア 5 ヶ国から 14 名の

研究者を受け入れ、アジアにおけるバイオ燃料の製造技術・規格化、環境影響評価

(LCA)の推進のための研修を実施した。 

  315 

  ・国際機関や国際会議での活動の強化

と人的ネットワークの構築により、研究成

果の効果的な発信能力と、迅速で正確

な科学技術情報の収集・分析能力を強

化する。 

・引き続き主要な国際会議、相手国機関

との個別会議、政府ミッションへの参加、

各国の研究機関訪問等を戦略的に活用

して、各国並びに多国間の産業科学技

術動向を把握し、産総研の国際戦略に

フィードバックする。また、経済産業省、

内閣府、外務省、各国大使館等と積極

的に連携する事で、国際的産業科学技

術の政策・フレームワークを把握し、産

総研の研究活動を積極的にアピールす

ると共に、研究戦略に的確に反映させ

る。また、ハノーバメッセを始めとする欧

州やアジア地域で開催される展示会等

へ積極的に参加し、海外における産総

・外国人研究者の研究環境向上のため、日英併記による産総研の事務手続マニュ

アルを作成し、マニュアル形式と FAQ 形式によりイントラ上での情報発信を開始する

と共に、相談対応や事務部門との取次ぎなどトータルなサービスの提供を開始し

た。 

・外国人研究者の生活支援のため、AIST インターナショナルセンター（AIC）に恒常

的な相談窓口を置き日常的に対応することとした。これにより、相談対応実績は昨

年度比 143％（623／436 件）と大幅に増加した。 

  321 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

研のプレゼンスを高める。 

      

  ・産総研の安全輸出管理コンプライアン

スプログラムを的確に実施する。 

・海外との研究活動に伴う技術の提供並

びに貨物の輸出に関し、法令遵守を徹

底するべく、各研究者への指導、研修会

の開催、自己点検とそのフォローアップ

等を継続して行う。また、大学・研究機関

からの不適切な技術移転が問題となっ

ている状況から、人的交流に伴う技術移

転の適正化についても重点をおいた取り

組みを推進すると共に、産総研の先進

的取組みを大学など外部機関への普及

啓蒙活動に活かす。 

・経済産業省の要請を受け、日独、日ノルウェー、日スウェーデン、日伯、日越の各

科学技術協力合同委員会に出席し、各国との科学技術分野での連携協議に関する

検討を行なった。 

・世界主要国の科学技術担当の大臣、政府関係者、研究機関長などが参加する京

都 STS フォーラムにおいて、野間口理事長が研究開発への資金配分に関するセッ

ションに参加し公的研究機関の研究資金配分に関する討議を行うと共に、セルビア

副首相、CNRS 理事長等との会談を行い、国際連携について交流を深めた。 

・南アフリカ、ケープタウンで開催された ISO 総会に野間口理事長が日本代表として

出席し、世界各国の代表と国際標準化に関する意見交換を行うと共に、プレトリアに

おいて南ア科学技術省次官、南ア 3 研究機関長や日本大使と個別に会談し、南アフ

リカの科学技術の現状を理解し、産総研の今後の貢献等について討議した。 

・ドイツ・ハノーバー・メッセ 2009 に出展し、9 件の研究開発成果や技術移転ベンチャ

ー企業製品を展示した。会期中、産総研ブースには、2,000 人を超える来訪者があ

り、約 250 件の技術相談があった。 

・内閣府、外務省、経済産業省、文部科学省および傘下法人が参加する科学技術

外交関連定期会合に参加し、産総研の具体的国際連携の報告や提言を行なうと共

に、国や他法人の活動把握に務めた。また、内閣府の科学技術外交戦略タスクフォ

ースに参加し、日本政府として推進すべき科学技術外交のあり方について積極的提

言を行った。 

・経済省、外務省、および在日各国大使館からの多数の海外要人の産総研訪問要

請に対し、積極的かつ適切に対応し、産総研に対する高い評価を獲得した。また、

在東京の各国大使館の科学技術担当官との日常的交流を通じて、産総研と海外研

究機関との具体的連携の促進を図った。 

  322 

    ・引き続き、海外渡航における感染症・

事故等の未然防止及びテロ等の災害に

直面しないための情報収集、情報周知

を図り、海外での危機意識の醸成に努

める。 

・安全保障輸出管理に係る法令遵守の徹底を図るため、新入職員研修、研究現場

での安全保障輸出管理研修会、各研究ユニット等における輸出管理の自己点検等

を実施し、適切な輸出管理に対する現場意識を高めた。今年度の大きな外為法改

正に伴い、所内規制の改正を迅速に実施し所内周知を行った。また、米国国立研究

所への研究者派遣開始に伴い、派遣研究者に対し米国の輸出管理を周知した。 

・経済産業省の依頼に基づき、昨年に引き続き福井大学、福島大学、山形大学など

３大学に対し、安全保障輸出管理に関する具体的な管理方法等を講演会等の場で

説明し、また、京都大学や早稲田大学からの具体的な管理方法等の問い合わせに

対し、公的研究機関としての産総研の先進的な取り組みを紹介し、安全保障輸出管

理普及に貢献した。 

  323 

   ・携行性を重視して海外危機管理マニュアルをパスポートサイズに改訂し、作成・配

布すると共に、イントラを活用した海外危機管理情報の迅速な発信を行った。特に、

本年度は、新型インフルエンザの流行に際する海外出張自粛や出張者の健康把握

など迅速・適切な対応を行った。 

   

（研究成果 大化のための評価制

度の確立とその有効活用） 

（研究成果 大化のための評価制度の

確立とその有効活用） 

       

 研究ユニットの評価に際しては、従

来のアウトプットを中心とした評価に

加え、費用対効果や実現されたアウ

トカムといった新たな視点も踏まえた

評価制度の見直しを図り、その評価

結果を研究ユニットの見直しや研究

資源の配分に有効に反映させる。ま

た、個人評価については、個々人の

業務内容に応じた評価軸を設定す

るとともに、その結果を適切に処遇

に反映し得るよう人事・給与制度を

見直す。 

・研究開発が効率的かつ効果的に実施

され、その研究成果が社会、産業界に有

効に移転、提供されているか否かを検証

するため、適宜、評価制度の見直しを行

う。 

・第2期に実施したアウトカムの視点から

の評価制度（アウトカム目標に向けたロ

ードマップ、アウトプット、マネジメントの

評価）を総括する。①中期目標期間中の

課題と成果の年次変遷、②成果の全体

とりまとめ、③関係者のコメント、等を通

じてアウトカムの視点からの成果評価の

有効性と妥当性を検討し、その結果を基

に評価システムの見直しを行う。 

・中期目標期間中の成果の年次変遷をユニット毎、分野毎にとりまとめ、その特徴と

課題を調査分析した。評価システムに関する外部評価委員のコメントを、評価の内

容（アウトカム視点からの評価、ロードマップ評価、評価の多様性など）、評価の方法

（簡素化、評価委員会、評価資料、自己点検の活用など）、評価システム全体（評価

結果の反映、評価の意義など）に関するものに分類し、第 2 期の評価システムの有

効性と妥当性を検証し、第 3 期の評価システム構築の基礎資料として活用した。 

  401 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

      

  ・第 2 期中期目標期間においては、研究

のアウトプットを中心とした評価に加えて

アウトカムの視点からの評価を実施する

こととし、その結果を産総研の自己改革

に適切に反映させる。 

・前年度に引き続き対象となる研究ユニ

ットの成果評価、モニタリング意見交換

を実施する。中期目標期間の 終年度

であることから、アウトカムの視点からの

成果としてのまとめ、さらに中期目標の

達成という観点からとりまとめる。 

・対象となる 12 研究ユニットの成果評価、35 研究ユニットのモニタリング意見交換を

実施し、成果評価報告書、モニタリング意見交換報告書としてとりまとめた。全研究

ユニットから提出された中期目標の達成状況の自己点検結果に基づいて、外部評

価委員から達成度について評価を受け、大分類課題毎に取りまとめた。 

  411 

  ・アウトカムの視点からの有効な評価方

法を確立するために、国内外で実施され

ている評価方法の調査、分析を行うと共

に、その結果等を踏まえた評価制度の

見直しを行う。 

・国内外の研究開発評価関連会議への

参加、研究開発評価のあり方に関する

調査をさらに継続的に実行し、得られた

知見を基に評価システムの見直しを行

う。 

・国内外の評価に関する学会、シンポジウムに参加し産総研の評価システムや評価

結果を報告するとともに、研究開発評価の現状について調査を進め、評価システム

の改善に向け活用した。 

  421 

    ・第 2 期に産総研が掲げた将来像の達

成度を把握すべく、評価に関するセミナ

ー等を主催し、国内外の評価実務者、学

識経験者とともにイノベーション創出に

資する評価の課題についてさらに議論

し、評価システムの見直しを行う。 

・内部関係者 100 名、外部関係者 140 名参加の下に科学情報の活用に関するワー

クショップを開催し、評価指標について討論を進め、第 3 期評価システム構築に向け

た参考情報として活用した。内外の講師を招へいし、研究組織評価セミナーを計 10

回開催し、イノベーション推進に資する評価のあり方など、評価システム見直しに向

けた議論を進めた。 

  422 

    ・平成20年度に取りまとめた新規研究評

価システムの枠組みを基に体系化を行

い、評価システムの見直しを行う。 

・第 2 期の評価における課題として、成果評価の改善、成果評価と組織評価の整合

化、産総研全体としての研究開発活動評価、という観点から課題をとりまとめ、第 3

期評価システム構築に向けた参考資料として活用した。 

  423 

  ・評価制度の見直しに当たっては、研究

成果のアウトカム実現への寄与を予測

する手法の開発に加えて、評価者、被評

価者双方にとって納得感の高い評価制

度の確立を目指して制度見直しを行う。

また、投入した研究資源の有効性を判

断するための費用対効果的な視点から

の評価を定期的に実施するための制度

見直しを行う。 

・中期目標期間中の成果を学術、産業、

社会への貢献という観点から整理し、研

究成果のアウトカム実現への寄与の実

態をまとめるとともに、成果創出のため

のマネジメント要因をまとめる。 

・中期目標期間の具体的な成果を、中期計画の大分類毎にとりまとめるとともに、分

野毎の研究成果の実態をまとめた。また、ベストプラクティス事例を調査・分析し、研

究成果創出を促したマネジメント要因をまとめた。 

  431 

    ・第２期に投入した研究資源の有効性を

判断するため、第２期に行った評価結果

から、成果の学術的、経済的、社会的価

値を費用対効果の視点から整理する。 

 

・評価者、被評価者の評価業務の負担

軽減に向け、研究経営計画と連動する

研究評価データベースの構築を進める。

・研究ユニット毎に中期目標期間の研究資金、参加研究者数及び研究成果をまと

め、投入資源の観点から成果創出の妥当性について外部評価委員の評価を受け

た。 

・研究テーマ、予算、産学官連携データ、知財データ等を統合した評価テーマデータ

ベースの研究ユニット評価への活用方策について検討を進めた。 

  432 

  ・評価結果を研究課題の設定、研究資

源の配分、組織の見直し又は再編・改廃

に適切に活用するなど継続的な自己改

革に効果的に反映させることにより、研

究成果の質を高めていくと共に、より大

きなアウトカムの創出を目指す。 

・引き続き、研究資源配分及び研究ユニ

ットの改廃に評価結果を活用する。 
・研究ユニット成果評価及びユニット経営に関する意見交換会を通じて研究ユニット

の重点課題等の進捗を評価し、その結果を反映した政策予算の配分を行った。 

  441 

      

  ・職員の意欲をさらに高めると共に、職

員個人の能力を 大限活用して研究成

果や業務の質の向上につなげるため

に、職員個々に対する定期的な個人評

価を実施する。 

・短期評価は、職員及び契約職員の一

部（ユニット長等）を対象に実施する。 
・短期評価は、職員及び契約職員の一部（ユニット長等）を対象に実施した。評価を

評価者と被評価者とのコミュニケーションツールとして有効活用するため、業務計画

書作成依頼を昨年度より一ヶ月早め、これによってコミュニケーション機会を確保し、

年度当初からの計画書作成に取り掛かることができた。また、今年度当初に行った

前年度の業績査定において、評価結果と業績反映の結果について、全体像のみで

なく分野別評点や査定分布状況について分野別連絡会で説明するとともに、職員へ

公開、周知した。 

  451 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

    ・長期評価は、一定の在級年数を満たし

た職員(任期付職員を除く）を対象に実施

する。 

・長期評価について、平成 21 年度は、一定期間ごとに受けることとしていた義務年

について廃止した。これにより被評価者が 67 名減となり評価者・被評価者及び人事

評価委員会の負担軽減に繋げた。ただし、長期評価は、研究・業務活動をレビュー

し本人に対して適切な指導を与えるというキャリアパス形成の機会でもあることか

ら、長期間評価を受けない者についてはユニット長と能力開発部門の連携を密にし

て対応することとした。長期評価結果はユニット長に説明し、また短期評価一次評価

者（グループ長等）にも開示することで、キャリアパス形成や人材育成の観点での適

切な指導を可能とした。平成 21 年度より評価のエビデンスとなる論文等の事務局へ

の提出を廃止し、人事評価委員会専門委員がインターネット等で確認することで、書

類提出の簡素化を図った。 

  452 

    ・コンプライアンスの保持に対する意識

高揚の観点から改正を行った個人評価

制度について、職員への周知をし、適切

な運用に努める。 

・「短期評価の手引き』や『長期評価における評価の視点」について、コンプライアン

スに対する姿勢についての注意事項を追記しつつ、処分と評価についての改訂を行

い、職員へ周知した。長期評価については今年度から、処分を受けた者の長期評価

についての方針を定め、個別事案を確認しながら運用することで、コンプライアンス

を評価へ反映させた。 

  453 

    ・役員についても業績評価を行い、責任

体制に対応した所掌業務の遂行状況を

適切に業績手当に反映する。 

・平成 21 年度計画どおり、役員個々への業績評価を実施した。   454 

  ・個人評価にあたっては、制度の不断の

見直しを行い、評価者と被評価者とのコ

ミュニケーションツールとしての有効活

用、評価結果の給与等への適切な反映

などを実施していく。 

・短期評価終了後は、職員等を対象とし

たアンケートを実施し、それらの結果を

分析して評価の全体像や問題点を的確

に捉るとともに、職員にも概要を開示し

て評価の相場観に照らし、評価者及び

被評価者それぞれの立場で自分の立ち

位置を認識させる等により、制度の適切

な運用に努める。 

・短期評価について、アンケート項目に、業績の査定幅について職員の認識を確認

する項目を追加してアンケートを実施し、結果を職員へ公開した。 

  461 

（２）経済産業政策への貢献 （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）        

 産総研が持つ知見を活かして我が

国の研究開発プロジェクトを効率的

かつ効果的に推進するなど、産業技

術政策の立案、実施に積極的に貢

献するため、経済産業省が実施する

技術戦略マップの策定や技術開発

プロジェクトへの中核的研究機関と

しての参画及びプロジェクト実施に

際しての産総研が有する研究インフ

ラの提供などを行う。また、産業技

術の発展に貢献する高いプロジェク

トマネジメント能力を有する人材の

育成を行う。 

・蓄積された科学技術に関する知見や産

業技術動向等の調査・分析の成果を基

に、経済産業省の技術戦略マップのロー

リングプロセスや技術開発プロジェクト実

施に際しての参画及び研究実施のため

のインフラ提供を通し、経済産業省等に

おける産業技術政策に積極的に貢献す

る。 

・産総研の研究者の有する国内外の科

学技術動向に関する知見を活用して、経

済産業省の技術戦略マップのローリング

プロセスに引き続き積極的に関与する。

・経済産業省が作製している技術戦略マップのローリングに関係する各種委員会

へ、延べ９８名（うち、１７名が委員長、主査、幹事、座長）の研究者が参加し、産業

界が技術の将来動向の把握や技術開発の方向付けを行う際の指針作製に協力し

た。 

  501 

    ・平成 20 年度に引き続き、 環境・エネル

ギーに関わる研究開発の推進を図ると

共に、産総研の技術ポテンシャルを活用

して産業技術政策や各種の対外活動等

に協力し、地球環境問題の解決を通し

て、低炭素社会構築の実現に向けて貢

献する。 

・環境・エネルギー分野を始めとする多様な研究開発を鋭意進めると共に、再生可

能エネルギーや省エネルギー技術等において産総研が持つ高いポテンシャルを展

開して、低炭素社会の構築に向けた各種の取り組みや産業技術政策の策定に尽力

した。特に、太陽電池の高効率化・高耐久化等を目指し、国内の材料メーカー等を

結集した新たなコンソーシアムを開始した。 

  503 

    ・新技術開発による市場創出のインパク

トを定量的に評価する「イノベーションイ

ンパクト指標」のモデルの汎用化とモデ

ルパラメータの精緻化を行ない、より客

観的に検証が可能なモデルの開発を行

・「イノベーションインパクト指標」として、R&D 成果（論文・特許）、産業連携（共同研

究・知財実施）、市場化（製品化・ベンチャー化）および市場創出の 4 つの段階間で

の関連モデルの改良を行った。これまでの成果を国際学会で発表すると共に、英文

国際誌より論文として発表した。 

  504 
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う。 

      

  ・経済産業省等との人材交流及び非公

務員型の独立行政法人のメリットを活か

した民間企業との連携研究の中での人

材交流を通して、プログラムオフィサー

（PO）やプログラムディレクター（PD）など

の高いプロジェクトマネージメント能力を

有する人材を育成する。 

・産学官の外部機関に対してプログラム

オフィサー（PO）やプログラムディレクタ

ー（PD）などの高いプロジェクトマネージ

メント能力を有する人材を派遣し、人事

交流を進める。 

・経済産業省や NEDO 等の外部機関に対してプログラムオフィサー（PO）やプログラ

ムディレクター（PD）などの高いプロジェクト管理・評価能力を有する人材を派遣し

た。さらに複数の民間企業と研究企画分野において人事交流を実施した。 

  511 

（中小企業への成果の移転） （中小企業への成果の移転）        

 産業の現場を支える中小企業の

技術力の向上を図るため、共同研

究や受託研究の実施、技術情報の

提供及び地域公設研との連携、協

力などを通じ、研究開発に取り組む

中小企業への成果の移転を積極的

に行う。 

・産総研の研究成果の中から中小企業

ニーズに応える技術シーズを取り上げ、

中小企業への技術移転と製品開発への

適用を図ると共に、中小企業の有望な技

術シーズの育成と実用化を支援するた

め、地域公設研との連携、協力を含めた

共同研究等を機動的かつ集中的に推進

する。 

・中小企業への技術移転と製品開発へ

の適用を図ると共に、中小企業の有望な

技術シーズの育成と実用化を支援する

ために、以下の事業を実施する。 

1) 平成 19 年度開始の「産業技術研究

開発事業(中小企業支援型)」(経済産業

省委託費）を引き続き実施する（ 終年

度）。終了テーマについては成果発表

会、事業化支援の技術的なフォローアッ

プを実施する。 

2) 中小企業等製品性能評価事業を運

営する。 

・経済産業省の 3 事業に応募し実施機関として採択され、共同研究により中小企業

等への支援を行った。具体的には、 

①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（21 年度

当初）：新規 15 課題、継続 27 課題 

②中小企業等製品性能評価事業（21 年度当初）：新規 17 課題 

③中小企業等製品性能評価事業（折紙付き事業）（21 年度補正）：新規 39 課題 

・「中小企業等製品性能評価事業」（平成 20 年度第 2 次補正予算）の 18 課題につい

ては、ナノテク展での出展、産技連総会での展示を行い、新規の販路開拓支援を実

施した。また、これまでの産業技術研究開発事業の成果を産総研オープンラボで展

示し、産総研の中小企業支援実績を企業・大学・自治体等からの来場者（3,700 名）

にアピールした。 

  601 

  ・中小企業の技術開発レベルの向上を、

中小企業人材に対する研修及び 新の

産業技術情報並びにビジネス情報にア

クセスできる広域ネットワークの構築等

によって支援する。 

・地域の産業技術情報を把握している公

設研とのネットワーク構築を引き続き推

進する。特に地域産業活性化支援事業

については公設研や地域の中小企業に

対し周知に努めるとともに、事業の有効

活用により、技術移転を通じた中小企業

の支援と人的ネットワークの強化を図

る。 

・産技連等で「地域産業活性化支援事業」の周知に努め、9 公設研と 14 件の共同研

究を実施した。先端技術に係る開発と地場産業の高度化を狙った課題が多く、産総

研技術の移転による地域産業の活性化を目的とした本事業が効果的に活用されて

いる。 

  612 

    ・引き続き、サテライトの共同運営等を通

じた中小企業基盤整備機構等との連携

を強化し、サテライトを交流の場とした各

種プロジェクトの立ち上げ支援や技術・

事業化相談、セミナーや人材育成プログ

ラムなどを実施し、中小企業支援の高度

化を図る。 

・4 ヶ所のサテライト（北海道、東北、中部、九州）では、他機関との連携のもと各種技

術セミナーや政策説明会などを開催したほか、中小企業へ産業技術情報、ビジネス

情報の提供を行った。また、地域におけるコーディネータ人材の育成や、産技連活

動の推進の場としても活用した。 

・中小機構との連携については、地域でのセミナー共催や地域イノベ事業共同体メ

ンバーとして連携して活動した他、日常的な技術相談対応や経営アドバイザーとして

職員を派遣するなどして、中小企業支援の高度化と支援を行った。 

  613 

（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）        

 産総研の研究成果等を活かして地

域経済産業をより一層発展させるた

め、地域における研究ニーズの収集

やこれに応じた研究成果の移転など

の地域連携機能を強化するととも

に、地域の技術特性を踏まえた産業

クラスター計画への参画等を通じ、

地域社会における産業技術研究を

推進する中核研究拠点としての役

割を果たす。 

・地域の産業界、大学との共同研究等の

実施及び地方公共団体、地域公設研と

の産業技術連携推進会議の活動などを

通じた地域ニーズの発掘並びに地域公

設研を通じた地域中小企業との連携を

行うことにより、地域産業技術の中核機

関としての役割を果たす。 

・産総研産業変革研究イニシアティブな

どの大型連携プロジェクトの実施による

地域新産業創出を進める。 

・産業変革研究イニシアティブの実施課題である「中小規模雑植性バイオマスエタノ

ール燃料製造プラントの開発実証」では、中国センター内に建設した実証研究用の

プラントを定常的に稼働させ、木質系のバイオマス原料の提供に関して、地元企業

との協力体制を強化した。北海道センターで進めた「医薬製剤原料生産のための密

閉型組換え植物工場の開発」の成果をもとに、植物工場内でのジャガイモの水耕栽

培に成功し、地元企業との連携の構築を進めた。 

  701 

      

    ・引続き、地域経済産業局、地域産業界

との意見交換を実施し、地域ニーズや地

域産業政策に対する産総研の研究ポテ

・産総研の研究成果を外部へ発信するための場「産総研本格研究ワークショップ」を

地域センターごとに 7 回開催し、参加総数は 1,084 名、うち地域からの参加者は 551

名であった。ディスカッションとしては、地域における本格研究の今後の展開に関し

  702 
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ンシャルの活用を図る。 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

の議論を深めた。 

      

    ・地域部会では、地域経済の現状を踏ま

えたプロジェクトの共同提案等の取り組

みを強化すると共に、地域産業技術連

携推進会議と連携して地域経済の活性

化・再生に向け一層寄与することを目指

す。 

 

・技術部会は公設試の技術レベルの向

上を図るため研究会や研修会の活動を

引き続き実施すると共に、地域部会の活

動を支援し、地域中小企業の活性化や

イノベーションの創出に寄与する。 

・産技連地域部会が主催する公設研の若手人材育成のための研修会は、従前から

実施していた九州・沖縄地域部会と近畿地域産技連に加え、新たに東海・北陸地域

部会、中国・四国地域部会（合同）でも開催した。 

・企業との連携については、新たに「みやぎ航空機市場・技術研究会」を立ち上げた

（東北）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、より密接な連携を推進した。 

・技術部会でも講演会や展示会等を開催するとともに、地域に根ざした支援活動を

進めた（例えば、ライフサイエンス部会が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開発局・北海道庁、札幌市と共催で「自然由来の土壌汚

染問題に関する講演会」等）。 

・産技連の活動を直した公設研・中小企業等の技術の向上と連携強化のため、講演

会 50 回・展示会 12 回・研修会 19 回・見学会 5 回を実施し、公設研や中小企業等の

レベル向上に努めた。                                               

・産技連企画調整委員会、総会を通じて、22 年度に実施する新規事業を提案した。

「研究開発プロジェクトの発掘」や「地域を越えた技術移転」を企画する研究会に支

援する事業のコンセンサスを得ることができた。 

  703 

    ・引き続き、産総研地域センターが核と

なった広域連携の取り組みを進め、それ

による企業への効果的な技術支援を目

指す。 

・産総研が公募事業で採択され補助事業者となり、7 地域の地域イノベーション創出

共同体形成事業（21 年度新たに中部センターが加わった）の推進と地域イノベーショ

ン創出活動に貢献した。 

・7 事業では参加機関数は昨年度に比べ、58 機関増加し 232 機関（公設研 62、大学

72）となり、共同体の中核として地域中小企業への支援を進めた。 

・本事業に基づく開放機器データベースは、全国版として運用を開始した。また、そ

のうち 4 事業についてはより詳しい地域版のデータベース公開を行った。 

・また、本事業に係る研究機器はマニュアルを整備し、2 事業において中小企業の利

用を開始した。 

  704 

  ・地域経済産業局が推進する産業クラス

ター計画など地域産業施策への貢献に

よる新規産業創出活動、あるいは地域

の産業界、大学、地方公共団体及び官

界間の全体的なコーディネート機能の発

揮、ハイテクベンチャーの起業支援等に

よる地域におけるプレゼンスの向上を図

ると共に、地域における科学技術と産業

の振興に取り組む。 

・産業クラスター計画への貢献、地域の

要請に基づくテーマ設定による研究成果

の展示や研究講演会の開催、あるいは

産総研が主導的に研究会を設置、運営

すること等を通じて、経済産業局、各自

治体、地域公設研等との連携をさらに進

める。 

・地域の産学官連携センター長をはじめ、産学官連携コーディネータ等は、地域で開

催される連絡会議や産業クラスター計画の協議会等に積極的に参加し、地方経済

産業局や公設研との関係を密にして中小企業のニーズ把握に努めた。 

・また、講演会や展示会の企画においては、地域の商工会議所や工業会と共催する

等により、地域特有のニーズ把握にも努めた。 

・さらに、各地域産学官連携センターの独自の活動として、講演会等 52 回・展示会

21 回を実施した。 

  711 

    ・引き続き、経済産業省の「地域イノベー

ション創出共同体形成事業」に対して産

総研が中核となって事業を推進する。 

・産総研が公募事業で採択され補助事業者となり 7 地域の地域イノベーション創出

共同体形成事業（21 年度新たに中部センターが加わった）の推進と地域イノベーショ

ン創出活動に貢献した。【再掲】 

・7 事業では参加機関数は昨年度に比べ、58 機関増加し 232 機関（公設研 62、大学

72）となり、共同体の中核として地域中小企業への支援を進めた。【再掲】 

・本事業に基づく開放機器データベースは、全国版として運用を開始した。また、そ

のうち 4 事業についてはより詳しい地域版のデータベース公開を行った。【再掲】 

・また、本事業に係る研究機器はマニュアルを整備し、2 事業において中小企業の利

用を開始した。【再掲】 

  712 

      

  ・8 地域に展開する地域センターにおい

ては、全国ネットワークをバックに地域に

おける窓口としてオール産総研の成果

発信や、地域のニーズを吸い上げ産総

研全体で解決するためのコーディネート

・引き続き、定期的に地域産学官連携セ

ンター長会議、全国産学官連携コーディ

ネータ会議を開催するとともに、さらに月

2 回程度全国産学官連携コーディネータ

等を TV 会議で結んだ連絡会を開催し、

・地域産学官連携センター長会議をほぼ隔月（5、6、8、10、12 月）開催し、情報共有

と資金提供型共同研究の推進、地域イノベーション創出支援について内部における

協力関係構築に努めた。 

・隔週で TV 会議を活用した全国の産学官連携コーディネータ会議を行い、各地域や

  721 
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機能、地域への人材供給機能を発揮す

る。 

オール産総研としての情報の共有化、連

携強化を推進する。 

研究分野の連携状況の情報交換と、地域間連携に係る調整を行った。 

・年 2 回（21 年度は 6/16 と 12/17）の「全国産学官連携コーディネータ等連絡会議」

をつくばで開催した。本連絡会においては、今後の産学官連携のあり方や産学官連

携コーディネータの 適配置、コーディネーション手法等につき全産学官連携コーデ

ィネータから提案を受け協議し、新たな制度への反映課題の明確化を図った。 

      

    ・必要な人員の産業技術指導員の確保

に努め技術相談等の問い合わせに当た

るとともに、共同研究の成約に向け産学

官連携コーディネータに協力して各地域

センター及び地域公設研との連携を図

る。また、共同研究のフォローアップも合

わせ、中小企業ニーズの把握とそれに

基づく支援活動を全国に展開する。 

・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 698 件に対応した。 

・中小企業へのフォローアップ訪問は 305 件実施した（うち 26 件が地域センター、公

設研との連携による訪問）。 

・これらにより新規の共同研究を 13 件、競争的公的研究資金の獲得 67 件に繋がっ

た。 

  722 

    ・引き続き、各地域の産学官連携センタ

ーは地域における産学官連携の中核拠

点として、経済産業局や地方自治体、商

工会議所など連携し、オール産総研の

窓口として地域ニーズに応じたサービス

を提供する。 

・全国の産学官連携コーディネータが参加する報告会（TV 会議）を隔週で開催し、産

学官連携コーディネータの進捗状況の報告と情報交換等を行った。 

・地域のサテライトでの活動や地域イノベーション創出共同体の活動、地域における

様々な会議への出席や、企業・大学への訪問活動を通して、企業や大学、行政機関

との連携を深め、地域における企業ニーズに対応するための体制の構築を行った。

また、企業経営者や産業界トップとの対話活動も実施した（関西、四国、九州）。 

  723 

（工業標準化への取り組み） （工業標準化への取り組み）        

 社会からの要請の高い各種の工

業標準等の確立に向け、第 2 期中

期目標期間中には、国際提案も含

めた 40 以上の標準化の素案を作成

するなど積極的な貢献を行う。 

・工業標準に対する産業界や社会のニ

ーズ、行政からの要請等に応えるため、

産総研工業標準化ポリシーに基づき、工

業標準の確立を目的とする研究開発を

推進するとともに、日本工業標準調査会

（JISC）、国際標準化機構（ISO）・国際電

気標準会議（IEC）、国際的フォーラム活

動等に積極的に参画し、産総研の研究

成果や蓄積されたノウハウ、データベー

ス等を活用し、産総研の研究成果の標

準化に取り組むとともに、併せて、我が

国産業界発の国際標準の獲得を積極的

に支援する。具体的には、第 2 期中期目

標期間中に、新たな国際議長、幹事、コ

ンビナーの引受を実現し、国際標準獲得

のリーダシップを発揮するとともに、産総

研の成果を基にした国際提案も含めた

40 件以上の JIS 等標準化の素案を作成

することを目指す。 

・「産総研工業標準化ポリシー」に基づい

て、産業界や社会的ニーズ、行政からの

要請に対応すべく「標準基盤研究」を推

進するとともに、経済産業省が実施する

「国際標準共同研究開発事業」等の受託

研究を着実に実施する。 

・「標準基盤研究」については、26 テーマ（新規 6、継続 17、期間等延長 3）の標準化

研究の管理、運営をした。 

・今年度、JIS 原案作成委員会は、4 件について委員会設置時期の調整等の検討を

行い、うち 1 件を立ち上げた。残り 3 件は、土壌分析に関する標準化の案件である

が、他省庁との調整等に時間を要し、年度内は調整できなかった。一方、計画外に 2

件のＪＩＳ原案作成委員会を開催した。 

・7 件の JIS・TS・TR 原案を提案した。 

・外部資金の獲得活動支援として、経済産業省の「国際標準共同研究開発事業」で

は、10 テーマ（新規 5、継続 5）の研究開発事業を受託し、「NEDO 標準化フォローア

ップ事業」では 3 テーマ（新規 2、継続 1）を受託した。 

・新規に 7 テーマが採択された。 

  801 

    ・新たに国際会議における議長、幹事、

コンビナーの引受を実現し、国際標準獲

得のリーダシップを発揮するとともに、産

総研の成果を基にした JIS、ISO 等の規

格案にとりまとめ、国内外の標準化機関

へ 10 件以上の提案等を行い、積極的な

規格化を図る。 

・ 国 際 会 議 に お け る 議 長 、 幹 事 、 コ ン ビ ー ナ の 引 き 受 け に 関 し て は 、

ISO/TC146/SC1/WG24 のコンビーナ、ISO/TC146/SC6/WG16 のコンビーナ、

ISO/TC201 のセクレタリー、ISO/IEC/ＪTC1/SC35/OWG-VC のコンビーナの 4 名を

新たに加え総勢 39 名が国際役職者に就任した。 

・産総研職員が国際標準化のリーダシップを発揮する環境を強化するべく、幹事業

務補佐のための派遣職員雇用、国際会議参加旅費補助 21 件、海外標準関係者招

聘 3 件などの支援を行った。 

・産総研の成果を基にした JIS、ISO 等の規格案をとりまとめ、国内外の標準化機関

へ 12 件（国際標準 5、国内標準 7）の提案等を行い、積極的な規格化を図った。 

・進捗状況連絡会、研究ポテンシャル調査など研究実施者に対するヒアリングの機

会を捉えて、国際標準策定におけるリーダーシップ獲得のため、標準化機関におけ

る重要ポストの引き受けを依頼してきた。 

  803 

    ・ホームページ等を活用した所内外の標 ・標準化研究課題の進捗を所内外の関係者に周知して助言を得るため、工業標準   804 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

準化関係者への標準化に関する情報提

供を行うと共に、所内工業標準化関係者

の一元管理を行い、工業標準化のため

の体制を強化する。 

化研究開発進捗総覧の平成 21 年版を発行(平成 22 年 1 月)した。また、所内工業標

準化関係者の一元管理の一つとして平成 21 年版の国際標準化活動者一覧を発行

(平成 22 年 3 月)し、貢献度を所内外にアピールすることによって、国際標準化活動

へのインセンティブを高めた。 

・工業標準化関係者の一元管理、工業標準化の体制強化などの活動に努めた結

果、昨年度に続き平成 21 年度においても標準化功労者として研究顧問 2 名が、経

済産業大臣表彰を受賞し、また、産業技術環境局長賞を職員１名が受賞した。一般

への工業標準広報活動として運営している体験型 JIS パビリオンの来館者数は、

1,800 名であった。国民に標準化の重要性を知らせる機会として、産総研東北センタ

ー及び関西センターの一般公開において標準化に関するパネル等の展示、装具に

よる高齢者・障害者疑似体験コーナーの設置などを実施し、産総研の国際標準化事

業をアピールするとともに来場者及び参加者の標準に関する知識を深め、興味をも

たせる工夫をした。 

      

    ・ISO 等の国際標準化活動を円滑化する

ために近隣諸国をはじめとする関係諸

国と標準化に関する協力関係を構築し、

標準専門家の招聘、派遣を企画、調整、

実施する。これにより、ISO 等の国際標

準の策定を目的とした人的ネットワーク

形成を支援すると共に、国際会議出席

報告書、海外調査報告書を一元的に管

理し、海外の標準化動向をとりまとめる。

・我が国発のアクセシブルデザインの国際標準獲得のための活動支援として、中

国、韓国との意見交換（3 研究者招聘）を日本で実施した。また、事務機能を支援し

た。 

・ISO／TC229 ナノテクノロジー審議団体として、4 回／年の本委員会と用語・命名

法、計量・計測、環境・安全、材料規格の分科会を各 4 回／年開催し、日本からの新

業務項目を 1 件提案した。 

・IEC／TC113 ナノエレクトロニクスとリエゾン関係の構築を図り、新業務項目提案に

おいて重複が想定される用語・命名法と計量・計測の分科会では合同で分科会を開

催することとし、ISO の審議団体である産総研が主導した。 

・6 月の第 8 回 ISO／TC229 シアトル会合及び総会（21 カ国約 160 人の参加）に日本

から 17 名の代表団を派遣し、ロードマップの作成や用語の規格提案に貢献した。ま

た、10 月イスラエルで開催された第 9 回 ISO／TC229 テルアビブ会合及び総会（18

カ国 120 人の参加）には、日本から 19 名の代表団を派遣し、材料規格の新業務項

目提案などについて意見交換を行った。 

・ナノテクノロジー国際標準化については、国内審議委員会事務局として関係省庁、

他のリエゾン機関等との調整も含め、円滑に委員会運営した。 

  805 

    ・ISO／TC229 ナノテクノロジー国際標準

化の取りまとめ、日中韓アクセシブルデ

ザインフォーラムの標準化にかかわる国

際展開を重点支援する。また、所内の国

際標準化活動を促進するため、国際標

準化情報を積極的に発信する。 

・環境管理研究部門及び(社)産業環境管理協会と共同して、環境計測・環境配慮製

品の国際標準化について「平成 21 年度 ISO／IEC 国際標準化セミナー」を 9 月に幕

張メッセ国際会議場において開催した。当セミナーは外部の研究機関等にも参加も

呼びかけた結果、民間企業や大学関係者が 240 名以上参加する盛会となり、産総

研の国際標準化活動を促進した。 

  806 

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

（研究成果の提供） （研究成果の提供）        

 知的財産権の実施許諾、共同研

究や技術研修の実施、外部研究員

の受け入れ、産総研研究員の外部

派遣などの多様な方法を組み合わ

せることにより、産総研の創出した

研究成果の社会への 大限の普及

を目指す。また、論文などの学術的

な成果についても、研究活動の遂行

により得られた科学的、技術的な知

見などを広く社会に公表することに

よって産業界、学界での科学技術に

関する活動に貢献するとの観点か

ら、積極的に発信する。 

・研究開発の成果を産業界や社会に移

転するための取り組みとして、知的財産

権の実施許諾、共同研究、ベンチャー起

業支援、技術相談、技術研修等の多様

な仕組みを活用した産業界との連携を

第 1 期中期目標期間に引き続いて推進

すると共に、第 2 期は新たな仕組みとし

て柔軟な人事制度を活用した人材交流

による技術移転など実効性ある方策の

導入を図る。 

・共同研究等を推進するための制度に

基づいて、民間企業等からの資金提供

型共同研究、受託研究に対して資金提

供額に応じて研究ユニットに研究費を付

与する。第 2 期研究戦略上、重要な研究

課題として位置づけられる共同研究に対

しては、研究開始前に審査委員会に諮

ることにより、研究資金運用の効率性を

高め、社会への技術移転を効果的に支

援・推進する。 

・共同研究等を推進するための制度（民間企業等からの資金提供型共同研究及び

受託研究を奨励し、さらに推進する制度）を活用した資金提供型共同研究等の加速

を図るため、「産総研共同研究事業」（補正予算）を確保し、当該研究を受け入れた

研究に対し研究費を追加的に付与し、効率的に運用を行った。追加的な研究費の

付与にあたっては、資金提供型共同研究等に対し共同研究支援審査委員会の審査

を踏まえ、研究開発の内容や費用対効果の観点も加味し研究費の付与額を決定し

た。これらの制度活用により民間企業等からの外部資金受入額は平成 21 年度末に

42.1 億円になった。 

  901 

    ・技術移転を効果的に推進するために、

企業との協定に基づく組織的な連携によ
・協定締結企業等の複数企業と定期的に意見交換会や見学会を設けて連携を強化

し、資金提供型共同研究等の実績に結びつけた。 

  902 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

り、ポスドク等を産業技術人材へと育成

する。 

・期限が本年度末である協定および継続の協定については、連携実績や効果・効率

を検証して協定の延長・継続／終了を判断した。 

      

    ・企業担当、大学担当及び研究ユニット

担当の産学官連携コーディネータの活

動により産学官連携の取り組みをさらに

発展させる。 

・特定の企業及び特定の大学を産学官連携コーディネータが担当し、当該企業及び

大学に対し責任を持って対応・訪問する体制とした。また、産総研オープンラボを活

用した連携の促進にあたっては、見学者のアテンド及び興味を示す企業担当者と研

究ユニット間の連携フォローアップを行うなどして、連携関係の強化を図った。 

・産学官連携コーディネータは、研究ユニットへの定期的な訪問や研究成果発表会

に参加するなどして、研究ユニットの 新情報を把握し、企業ニーズとのマッチング

調整の効果的推進に努めた。 

・共同研究等の開始や契約段階、さらに共同研究の変更契約等段階などにおいて、

相手企業との細部協議に加わり研究資金や知財等の交渉にあたった。 

  903 

    ・研究成果をより広く普及させるために、

これまでに構築した自治体や金融機関

等との連携をさらに深化発展させる。 

・金融機関との連携方針を議論する連携協議会を 1 回開催するとともに、検討会等

を 10 回程度開催した。また、銀行支店にて職員を対象にした産学官金連携の講義、

支援金融機関の顧客である中小企業が会員であるユース会での講演等を行い、連

携強化を図った。金融機関から企業の技術相談が 20 件程度提供され、新たな企業

との連携に繋がった。 

・先行して行っている多様な協定については、各協定ごとに３ヶ月に１回程度、事務

局会合を開催し、個別案件が、技術相談から共同研究実施などどのような段階にあ

るか進捗状況等を把握するとともにより実質的な連携に発展させる方法を検討し、

活動に逐次反映させた。 

  904 

    ・産総研の知名度向上を効果的、効率

的に行うために、参加するイベント・展示

会について費用対効果を元にさらに選

択と集中を行う。 

・イベント・展示にかかる費用総額を削減し、効率的な展示を行うようにした（原則と

して入場者が 1 万人を超える７イベントを戦略的に選択、集中的に出展）。研究ユニ

ットからの要望があり、かつ、産学官連携コーディネータの推薦があった新規案件に

ついては、協力して効果的な支援に努めた。 

・関係部署との事前協議により展示会イベントの充実を図った。例えば nano tech 

2010 では、アイキャッチ性のある分かりやすい展示内容（見せる化）に心がけ、リア

ル感に富む三次元模型等を多用する取り組みを行った。 

・開催後には報告会を設け、改善点・反省点を次年度以降の計画に反映させること

とした。 

  905 

    ・ベンチャー創業前・創業後における各

種課題の解決のため、相談窓口を設け

各種相談に対応するとともに、高度かつ

専門的知見が必要となる案件に対応す

るため、専門家との契約を行う。 

・研究者による創業事務の負担軽減を

図るため、所内イントラに「起業支援手

引書」等の掲載や会社設立登記の代行

業務等を実施するとともに、ユーザー側

の立場で掲載内容の見直しを図る等に

より、その充実化を図る。 

・また、産総研に入居するベンチャー企

業について、その関連手続きについて関

係部署との連携のもと、当該手続きに係

るサポートを実施し、その迅速化、円滑

化等を図る。 

・ベンチャー創業前・創業後における各種課題等に対応するため、職員による相談

窓口を設置し112 件に及ぶ相談対応を実施した。また、高度かつ専門的知見が必要

となる相談案件に対応するため、法務・経営・財務・金融・販路開拓・特許等の専門

家と 13 件の請負契約を行い、518 件に及ぶ相談対応を実施した。 

・研究者による創業事務等の軽減が図られるよう所内イントラに各種手続きの紹介、

支援内容・その手続き及び会社運営に必要な情報等を掲載するとともに、随時、そ

の見直しを実施した。また、平成 21 年度に創業した 4 社について、その定款作成等

の支援、並びに定款認証及び登記申請の代行業務を実施した。 

・平成 21 年度に産総研に新たに入居したベンチャー企業 3 社、及び継続入居するベ

ンチャー企業 33 社について、研究施設等の賃貸借契約、外部人材受入及びネット

ワーク設定等手続きのサポートを実施するとともに、コンプライアンス強化の観点か

ら情報セキュリティ及び安全衛生管理等について必要な指導等を実施した。 

  906 

      

    ・産総研の研究者のベンチャー創出意識

醸成を図るためにベンチャー開発センタ

ー職員によるベンチャーキャラバン（ベン

チャー創出セミナーと創業相談を併催）

をつくばセンターおよび地域センターで

開催する。 

・ベンチャーキャラバン（ベンチャー創出セミナー）については、前年度までの実績と

ベンチャー創出効果について検証を行っており、必ずしもキャラバン・セミナー形式

にこだわらず、より有効な手段でベンチャー創出意識醸成を図ることとした。研究者

個人だけでなく研究ユニット長をはじめとした研究管理者における意識向上も重要で

あるとの問題意識に基づき、本年度は創出セミナーに代えてベンチャー創業を志す

研究者の所属する研究ユニット幹部へ施策の説明、協力の要請を行い、懇談・情報

  909 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

交換を通して意識醸成に努めた。 

      

    ・前年開催の反省点を踏まえ、研究室公

開などを中心としたより効果的な交流の

手段を検討し、オープンラボを開催す

る。 

・前年度並の 3068 人(うち、前年度からの再来場者は 310 人)が来場。前年度同様の

ラボ見学(=研究室公開)と講演会に加え、来場者が技術を俯瞰的に理解する場とし

て、ポスター展示を中心としたコア会場を事業所単位に設けた。また講演会も出展

者側が主体的に運営に携われる様、コア会場単位の自由な運営に委ねた。来場者

内訳では、民間企業等が 9 割を占めた。関東からの来場者が大半だが、国内ほぼ

全域、更に海外からの来場もあった。共同研究等の問い合わせが 118 件あったこと

から、一般公開、学術講演等での発表に加え、産業界に向けた情報発信の場として

機能していることがうかがえた。 

  911 

    ・「連携千社の会」を通して様々なサービ

スの提供を行うとともに産業界のニーズ

をフィードバックし、効果的な成果普及方

策の立案に役立てる。 

・「連携千社の会」を設立し 450 社の企業の会員登録を行い、会員企業に対して、オ

ープンラボでの優先公開、ポスドク就職説明会への優先参加、メール等によるイベ

ント案内などのサービスを提供するなど組織的対話機能の構築を行った。また、オ

ープンイノベーションなどのテーマに関してオンラインで意見交換を行った。 

・会員企業に対しては、オープンラボでの優先公開、メール等によるイベント案内、

会員企業参加型のオンラインインタビュー（実施回数 4 回）、産業技術政策等に関す

る多様な意見収集と革新的なアイディア創出を目指すため「Technology Policy 

JAM」（実施回数 2 回）を行った。また、会員企業の訪問を通じて、「連携千社の会」

の魅了あるコンテンツについての検討を開始した。 

・参加企業からは「イベントや技術情報等、各種情報提供を頂き活用している」、「連

携千社の会の情報を基に、共同研究に発展し、更なる連携が進んでいる」、「交流

会、オープンラボなどのイベントを通じ、産総研研究者・会員企業との連携が促進さ

れた」などのご意見を頂いている。 

・Technology Policy JAM では、第 1 回を「低炭素社会に向けて」、「高齢化社会に向

けて」、「オープンディスカッション」、第 2 回を「効率的な社会を目指して」、「新しいエ

ネルギー源」、「将来ビジョンを描く」、「今後出来る取り組み」をテーマとして実施し、

約 2,500 の書き込み意見があり、研究アイディアとして活用した他、会員間の活発な

議論が展開された。 

  912 

  ・産総研の技術シーズを活用し、波及効

果が大きく企業のニーズに直結する資

金提供型共同研究や受託研究の実施を

強力に推進する。このことにより、民間企

業等から受け取る研究資金等を、第 1 期

中期目標期間 終年度の 1.5 倍以上の

金額に増加させることを目指す。 

・共同研究等を推進するための制度に

基づいて、外部資金を獲得した研究ユニ

ットへの資金的支援を行うとともに重要

課題に対しては委員会において審査し、

追加的資金を配分する。これらにより、

外部研究資金の獲得額の増加を目指

す。 

・共同研究等を推進するための制度を活用した資金提供型共同研究等の加速を図

るため、「産総研共同研究事業」（補正予算）を確保し、当該研究を受け入れた研究

に対し研究費を追加的に付与し、研究費の効率的・効率的なに運用を行った。追加

的な研究費の付与にあたっては、共同研究支援審査委員会の審査を踏まえ、研究

開発の内容や費用対効果の観点も加味し研究費の付与額を決定した。これらの制

度活用により民間企業等からの外部資金受入額獲得額は平成 21 年度末に 42.1 億

円になった。 

・共同研究推進のための様々な制度（人材移籍型、装置提供型、FS 連携）を効果的

に運用し定着させることにより企業の共同研究への意欲を刺激し、企業からの資金

提供額の増加を促した。研究装置等提供型 11 件、FS 連携 34 件、人材移籍型共同

研究 24 件（48 名の産総研への移籍）の連携を実施した。 

・上記装置提供型、人材移籍型等の企業が利用しやすい制度を導入することによ

り、企業からの資金提供額の増加に結びつけた。特に2,000万円以上の資金提供型

共同研究の増加につながった。 

・産学官連携コーディネータと研究ユニット・企業とのつながりをさらに強化すべく、そ

れぞれの担当ユニット・企業を定め、諸案件を適切かつ迅速に対応できる体制を整

えた。 

  921 

      

    ・第 2 期中期計画における民間資金提供

額の目標達成に向けて、以下の取組を

実施し、民間企業等からの外部研究資

金の獲得に努める。 

1) 包括協定の活用やトップセールスに

よる大型連携案件の構築 

2) 研究装置等提供型共同研究・FS 連

・トップセールスによる大型連携案件の一例として、産業変革研究イニシアティブの

新規課題を開始した。具体的には、デバイスメーカー、装置メーカーおよびシステム

応用企業との連携の方法について研究ユニットやイノベーション推進室と合同で戦

略的に検討し、大型連携を実現した。 

・企業の技術開発ニーズと産総研の技術シーズおよび研究開発ポテンシャルとのマ

ッチングを図るために、協力協定を結んでいる企業と次世代技術の共同研究等の企

画・立案を行う取り組みを実施した。 

  922 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

携制度などの新たな施策を活用した共

同研究案件の発掘 

3) 産総研がハブとなり大学・独法等を取

りまとめるソリューション提案型共同研究

への取り組み 

      

    ・共同研究、受託研究等の各種支援制

度、支援体制の見直しと整備を行い、企

業ニーズに応じた迅速かつ柔軟な連携

構築に取り組む。具体的には、産学官連

携コーディネータを中心として、平成 20

年度に構築したイノベーション先導事

業、FS 連携制度、研究装置等提供型共

同研究制度、連携千社の会等につい

て、研究ユニット、企業等への周知を行

うとともに、 適な連携制度の利用によ

る連携構築を行う。また、顧客満足度の

向上を目指し、連携プロセスの効率化と

ワンストップサービスの推進と徹底を行

う。 

・産学官連携の新制度の導入に関し、説明会の開催、Q&A の作成･イントラへの公

開等により、関係者に周知を図り、柔軟な連携構築の周知と加速を図った。 

・9/25 に「産学官エキスパート研修（マインド編）」を実施し、産学官連携コーディネー

タ、研究ユニット長、総括企画主幹等を交えて効果的なコーディネーション方法のあ

り方の検討に結びつけ、参加者（60 名）の意識の高揚に結びつけた。 

・各産学官連携コーディネータの活動の実際や連携手法等を内外で共有するため、

H22 年 1 月より『産総研 Today』に「進化し続ける産総研のコーディネーション活動」と

いう連載を開始した。 

  923 

  ・研究開発型ベンチャーの起業に必要な

研究開発を加速し、ビジネスプランの策

定を支援するなど、研究開発の成果が

新産業の創出や産業構造の変革の芽に

つながるよう費用対効果も考慮しつつベ

ンチャーの起業に積極的な支援を行う。

第 2 期中期目標期間終了までに、第 1

期中期目標期間と通算して、産総研発

ベンチャーを 100 社以上起業することを

目指す。 

・ベンチャー創出を加速するため、事業

化活動に関する産業界での十分な実務

経験を有するスタートアップ・アドバイザ

ーと、ベンチャーの基盤となる特許の発

明者である産総研研究員によるタスクフ

ォースを 8 件以上（継続分を含む）実施

し、創業・新規事業創出の準備を行うプ

ロジェクトチームとして活動する。 

・スタートアップ開発戦略タスクフォースについて、平成 21 年度初に新規 4 件、継続・

延長案件 8 件を設置した。これらに加えイノベーション推進室に協力し、大企業から

技術と人材を切り出して産総研内で育成・ベンチャー事業化する「産総研カーブアウ

ト事業」（イノベーション推進室との共同事業）について１件を採択し、平成 21 年 10

月から活動を開始した。カーブアウト案件採択にあたっては公平性確保のため、外

部委員も含めた「産総研カーブアウト事業運営委員会」を産業技術アーキテクトの

下、ベンチャー開発センター内に組織した。ハイテク・スタートアップスの創出確率と

質の向上のため、実行協議ヒアリング、実地見学、中間ヒアリングを行い、現場の状

況把握、タスクフォース側の要望を抽出し支援体制の充実を図った。また期間ごとの

マイルストーン（短期目標）の設定、ステージゲート法を用いたタスクフォース進捗管

理を行い、技術開発の進展、周囲の状況にあわせ柔軟な予算措置を行った。新規

案件については複数のスタートアップ・アドバイザーを配置しクロスマネジメント効果

を期待した。また、技術開発開始前に行う先行技術調査、特許調査、市場調査など

の事前調査を 3 件実施した。 

  931 

    ・平成 20 年度の検討結果を踏まえ、産

総研内で取得できる能力と取得困難な

能力の分類・分析を行い、スタートアップ

アドバイザー内部育成およびセンター職

員の自己研鑽の一手段としての有効性

検証を行う。 

・前年度の検討結果により、スタートアップ・アドバイザーに求められる起業・経営に

必要な素養のうち、事業計画の策定、高い交渉能力・説明能力、経営に必要な財

務・法務の知識については外部ビジネススクールによって習得することが、知識の

涵養のみならず、関連する有効な人脈を形成するうえでも有効であることがわかっ

た。前年度はまったく経験のない若手・中堅職員により受講・調査を行ったが、平成

21 年度においては、すでに技術理解度と事業計画にある程度の能力をもつ人材１

名を財務・法務に関する講座に派遣してその効果の検証を行った。 

  932 

    ・第 2 期中期目標期間終了までに、第 1

期中期目標期間と通算して、産総研発

ベンチャーを 100 社以上起業するため

に、「産総研技術移転ベンチャー」の創

業に努める。 

・平成21年度は4社に対し、産総研技術移転ベンチャーの称号を付与するとともに、

知的財産権の独占的な実施権の許諾、研究施設等の使用許可及びその使用料の

減額等の技術移転促進措置を実施した。これにより、第 1 期中期目標期間と通算

し、産総研発ベンチャーは 102 社となった。また、既存の産総研ベンチャー42 社の事

業計画の見直し等に併せ、技術移転促進措置の追加・解除を実施した。 

  933 

      

    ・今年度についても産総研技術移転ベン

チャー等からの「事業実施状況ヒアリン

グ」を実施し、技術移転の状況、経営状

況及び産総研が行う技術移転促進への

要望等についてヒアリング等を実施す

る。また、技術移転促進措置期間中の産

総研技術移転ベンチャー等への「企業訪

・産総研ベンチャー28 社から事業実施状況ヒアリングを実施し、技術移転の状況、

経営状況、及びベンチャー支援への要望等について意見交換を実施した。また、中

部、関西、九州の地域を活動拠点とする 5 社について企業訪問を実施し、技術移転

の状況等について意見交換するとともに、施設等の状況確認を実施した。さらに、産

総研ベンチャー75 社に対し、インキュベーションに係る調査や産総研への要望等に

対するアンケートを実施した。 

・以上による産総研ベンチャーからの要望等を踏まえ、中小企業基盤整備機構、ベ

  934 

19
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問」を実施し、技術移転の状況等につい

て意見交換を実施する。 

ンチャーキャピタル等外部機関との連携のもと、インキュベーション施設等の紹介、

ベンチャーキャピタルや支援制度とのマッチング、並びに公的研究資金獲得のため

の情報提供並びに獲得のための各種支援等ベンチャー技術移転促進措置実施規

程に寄らない支援を実施した。 

      

    ・ベンチャー企業創出戦略に資するた

め、ベンチャー追跡調査を行い、タスクフ

ォース等のベンチャー創出活動にフィー

ドバック出来るように努める。また、産業

や証券市場、科学技術政策との関連か

らの検討も実施し、日本における企業創

出のための事例を抽出する。 

・産総研が独自に編み出したベンチャー創出・育成・支援プラットフォームについて、

過去に実施した技術シーズ発掘過程、タスクフォース採択に至る経緯、タスクフォー

ス活動、創業にいたる経緯、創業後のベンチャー企業の経営状態等のデータを収集

し、それらを比較・解析することにより、課題を抽出できるかを検証した。検討過程に

おいて、いくつか典型的な案件を抽出して時間軸に沿ってデータを集中的に収集し

関連付けることで課題抽出に有効な分析が可能でことが分かった。年度内に解析結

果、方法等を確立した。 

  935 

  ・企業との共同研究を前提とした社会的

に波及効果の大きい大型研究プロジェク

トを自律的に立案、運営する。 

・企業との連携による事業化プロセスを

明確に持ったシナリオドリブンのプロジェ

クトとして、「産業変革研究イニシアティ

ブ」を推進する。 

 

・企業担当及び研究ユニット担当の産学

官連携コーディネータが中心となり産学

官連携推進部門、研究ユニット、イノベ

ーション推進室等による支援体制を構築

する。 

・産業変革研究イニシアティブの実施課題である「SiC デバイス量産試作研究および

システム応用実証」において、デバイスメーカー及び装置メーカーとの大型共同研究

契約を結び、つくば西事業所に SiC デバイス量産の為の製造ラインの整備を進め

た。今後は成果普及の一環で産総研の設備等を共同研究先企業に貸与し、産業界

への試作品供給を進める予定である。太陽光発電産業の国際競争力を強化するこ

とを目的に、材料・部材関連の民間企業 31 社と共同で、高信頼性太陽電池モジュー

ル開発・評価コンソーシアムを立ち上げた。 

  941 

  ・産総研のオープンスペースラボ（OSL）

を共同研究スペースとして充分に活用

し、企業との共同研究を強力に推進す

る。 

・引き続き、OSL を共同研究スペースとし

て有効かつ適切に活用し、企業との共同

研究等を強力に推進する。 

・オープンスペースラボ（OSL）の有効利用と適切な管理に務めた。具体的には、

OSL スペースと共同研究との対応を明確にした入居管理を開始したほか、入居時の

安全チェックとともに、年度ごとの利用状況報告書の提出を義務づけ、適正な管理

に努めた。 

・OSL を活用した共同研究 71 件、産総研ベンチャー企業の入居 6 社（21 年度入居 1

社、退去 1 社） 

・OSL 入居状況：北海道 56%、東北 100%、つくば 95%、臨海 91%、中部 74%、関西 100%

（耐震工事での入居分を除くと 75%）であった。（21 年度末現在） 

・東北センターにおいては、東北大学・宮城県産業技術総合センター・加美電子工業

(株)と共同で「超臨界二酸化炭素塗装法の工業化に関する研究」を実施し、自動車

産業等への実用化に向けた研究を行っている。 

・関西センターにおいては、関西地域関係者と協力して「組込み適塾：高度組込技術

者育成事業」を実施し、技術者の育成を促進している。 

  951 

  ・産総研の研究成果の普及による産業

技術の向上に貢献するため、技術研修、

技術相談及び外来研究員等の制度によ

り、企業等に対する技術的な指導を実施

する。  

・引き続き、技術研修、技術相談及び外

来研究員の受入等により、企業等に対

する技術的な指導を積極的に実施す

る。 

・企業訪問（東北、九州）や展示会等への技術相談員派遣（中部）などにより産総研

の認知度向上に努めるとともに、技術研修（1,247 件）、技術相談(4,042 件）、外来研

究員（1,095 件）の受入等に積極的に対応し、企業等に対する研究成果の普及の向

上に貢献した。 

  961 

  ・産総研の研究開発の成果を積極的に

普及するため、報告書等の作成・頒布に

加え、各種のシンポジウム、講演会、イ

ベントを開催すると共に、外部機関が催

すこれらの行事に参加する。 

・産総研の研究開発の成果の積極的な

普及のため、学術誌「Synthesiology」、シ

ンポジウムなどの形で、産総研の「見え

る」化を図り、産業界向けに成果の発信

を推進する。また、産総研の研究活動を

まとめて、研究成果が社会に結びつくよ

うに情報発信する。 

・学術誌「Synthesiology」を和文版と英文版で発行し（和文版、英文版ともに 4 回発

行）、本格研究の普及に努めた。 

・企画本部等と連携して産総研オープンラボを 10 月に開催し（参加人数 3068 人）、

研究成果の情報発信に貢献した。 

・産総研の「見える化」を図る一環として、日刊工業新聞へ産総研特集の連載企画を

提案し、10 月から毎週 1 回、産総研の研究者と研究成果を紹介する記事の連載が

開始された。 

  971 

      

  ・各種研究成果、関連データ等の研究開

発活動の諸成果を知的基盤データベー

スとして構築し、公開データとしてホーム

ページ上で発信する。特に、研究人材デ

ータや研究情報公開データについては、

・研究人材データベースは、科学技術振

興機構(JST)の ReaD(研究開発支援総

合ディレクトリ)と引き続き連携をとり、

ReaD のデータの定期的な更新を行う。 

・研究人材データベースは、科学技術振興機構（JST）の ReaD（研究開発支援総合

ディレクトリ）と引き続き連携をとり、年 3 回（4 月、11 月、2 月）の更新を行った。 

  981 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

分かりやすいデータベースを構築し提供

する。 

      

    ・平成 20 年度の検討（DB 構築・管理の

方向性、実施料や有償配布の取り扱い）

を踏まえてデータベースの構築・管理方

針を決定する。 

・デーバンク構想は主軸となるデータベースの拡充・発展に重点を置く方針を決定

し、主軸データベースを産総研が保有する様々なデータベースから選定した。その

内容や拡張目標は第 3 期中期計画の大項目Ⅳ-2．「知的基盤としてのデータベース

の構築と活用」として取り纏めた。 

  982 

  ・研究開発の成果を科学的、技術的知

見として広く社会に周知公表し、産業

界、学界等に大きな波及効果を及ぼすこ

とを目的として論文を発信する。産総研

全体の論文発信量については、国際的

な研究機関としての成果発信水準を確

保し、年間論文総数で 5,000 報以上を目

指す。また、産総研の成果を国際的に注

目度の高い学術雑誌等に積極的に発表

することとし、併せて論文の質の向上を

図ることにより、第 2 期中期目標期間の

終了年度において全発表論文のインパ

クトファクター（IF）総数（IF×論文数の合

計）7,000 を目指す。 

・論文の発信数を年間5,000 報、インパク

トファクター（IF）総数を平成 21 年度に

7,000 を達成するため、積極的に成果発

信する。 

・平成 21 年度実績は、論文数 4,521 報、インパクトファクター（IF）総数 6,349 がであっ

た。国際的な研究機関としての成果発表水準を確保するために、第三期に向けさら

なる発信に努めていく。 

  991 

（研究成果の適正な管理） （研究成果の適正な管理）        

 産総研の研究活動や外部機関と

の共同研究等によって得られた産

総研の研究成果については、産総

研の重要な経営財産であるとの認

識の下、人材の交流や産学官の連

携等を円滑に推進するとの観点か

ら、これを適正に管理する。 

・産業界との連携により研究成果を社会

に適正に技術移転するため、また民間

企業が安心してニーズ情報等の産総研

への提供をできるようにするため、産総

研内において必要な体制を構築し、研究

成果、研究関連情報を適切に管理する。

・引き続き、発明相談、研修、説明会等

を通じて、研究者の知的財産制度に対

する関心と理解を高めると共に、研究成

果物に関する規程類についての周知・徹

底を図り、研究成果を適切に管理する。 

・エキスパート研修及び新規採用者研修を開催し、職務発明取扱規程、研究成果物

取扱規程等について周知及び解説をした。また、ユニット知財担当者会議及び発明

相談において、共同研究の打合せや共同研究結果の取扱における秘密保持の重

要性について研究者等の理解を深めることにより、連携企業の信頼性を高める活動

をした。 

  1001 

  ・研究成果の社会への発信、提供にあた

っては、公開とする情報と非公開とする

情報を確実に整理及び管理すると共に、

共同研究等の検討のため外部に秘密情

報を開示する場合には、秘密保持契約

の締結などにより知的財産を適切に保

護する。 

・研修、説明会等を通じて、秘密保持契

約や研究試料提供契約、ノウハウ管理

等に関して周知・徹底を図るとともに、公

開・非公開の情報の整理等を行い、知的

財産を適切に保護する。 

・エキスパート研修、退職者向け説明会において、秘密保持契約、研究試料提供契

約及びノウハウ管理等に関する説明をし、秘密情報の区分について周知したことに

より、知的財産の適切な保護に寄与した。 

・平成 21 年度研究試料提供契約の実績は 194 件（有償・無償の総件数）であった。

また、平成 21 年度秘密保持契約の実績は 323 件であった。 

  1011 

  ・国内外の機関との人材の交流、産業界

との連携等を推進していく中で、産総研

の研究成果を適切に管理するという観

点から、研究開発の成果のオリジナリテ

ィを証明し、かつ適切に保護するための

研究ノートの使用を促進する。 

・引き続き、新規採用者研修等において

研究ノートの役割、使用法に関する説明

を実施し、研究ノートの適正な活用と管

理を推進していく。 

・新規採用者研修において研究ノートの役割、使用方法に関する研修を実施し、ま

たユニット知財担当者会議において研究ノートの利活用について説明を行い、研究

ノートの普及促進を図った。さらに米国研究機関との国際共同研究関係者に対し

て、資料等を配布し研究ノートの重要性を浸透させた。 

  1021 

（広報機能の強化） （広報機能の強化）       

 産総研の活動や研究成果等が専

門家だけでなく広く一般の国民にも

理解されるよう、分かりやすい広報

の実現を図る。また、国際展開を含

めた広報活動関連施策を見直すこ

とにより、海外における産総研の認

知度の向上を目指す。 

・産総研の活動、研究成果等を専門家

のみならず、広く国民にも理解されるよう

産総研の広報戦略を策定し、広報活動

関連施策の見直しを図る。 

・産総研の広報にかかる戦略策定、運営

等に関する検討、助言を行う「広報戦略

懇談会」に、広報業務に関する評価を行

ってきた「広報評価委員会」を統合するこ

とで、アドバイザリー機能を強化し、広報

戦略及びアクションプランの更なるブラッ

シュアップを図り、戦略的な広報活動の

確立と実践に取り組む。 

・外部有識者による「広報委員会」を新たに設置し、広報活動を評価する体制を整え

た。外部有識者からの意見聴取により、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させた（1 回実施）。 

  1101 

  ・プレス発表による 新情報のタイムリ

ーな発信をはじめとするマスメディアを通

・産総研への職員の帰属意識向上と所

名の認知度を高めるため、「産総研 CI」
・CI に関わる商標についての記述、使用方法、表記方法、使用にあたっての届出方

法等をまとめた「CI マニュアル」をイントラに掲載した。また、役職員からの CI 基本素

  1111 
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じた広報や、展示室、地質標本館、広報

誌等印刷物、一般公開、データベース、

ホームページ、メールマガジン等の様々

な広報手段を活用し、効率的かつ効果

的な広報活動を推進する。 

の多方面での活用を推進するとともに、

各種印刷物等の視覚的質の向上を図る

ため、部門横断的にデザイン提供、助言

等を行う。 

材の利用相談（65 件）に対応した。 

・他部門からの各種印刷物等のデザイン作成要請（144 件）に対して、積極的に支援

することで、質の高い広報を実施した。 

    ・プレス発表、取材については、研究成

果と経営情報をわかりやすく伝えるよう

に努める。また、マスコミへは迅速かつ

丁寧に対応し、信頼感の醸成を図る。更

に、報道内容のフォローアップを行い、プ

レス発表方法の改善に努める。 

・研究成果のプレス発表（58 件）では、発表者との打ち合わせにおいて発表目的を

明確にするとともに、タイトルや内容など広報部が主体となって査読、添削を行い、

わかりやすい資料を作成することによって、記者が理解しやすく、より紙面へ掲載さ

れるよう取り組んだ。 

・マスメディアからの取材 998 件には、目的を適確に把握したうえで、迅速かつ丁寧

に対応をした。また、筑波研究学園都市記者会との懇談会 3 回を実施し、マスメディ

アとの信頼関係を醸成した。 

・プレス発表後の問い合わせでは、連携に繋がる可能性がある場合には、発表者や

産学官連携推進部門等へ迅速な対応を働きかけた。また、発表者へのフォローアッ

プとして、今後のプレス発表における改善点などのアドバイスを行った。 

  1114 

    ・産総研公式ウェブサイトの情報発信に

関しては、 新情報を的確かつ迅速に

発信し、外部からの利便性の向上に努

める。更に、アクセスログ解析によって得

られたデータを活用し、ユニットのサイト

運営を支援する。 

・ 新情報を迅速発信するとともに、Google 検索エンジンを 11 月に導入し、検索機

能の向上を図った。また、研究成果のプレス発表の問い合わせについて、フォーム

入力形式に変更し、利便性の向上とともに、対応部署の業務効率化を図った。 

・アクセスの多いコンテンツである研究分野紹介ページを整理・更新し、研究コーディ

ネータと研究ユニット長を紹介するコンテンツを新たに設けた。また、トップページの

上部に産総研全体のイベント案内等のバナーを設け、アクセス向上や産総研全体

の「見える化」に取り組んだ。 

  1115 

    ・「産業界向け」産総研紹介ビデオの外

国語版を制作し、展示会、講演会で情報

発信を行うことで、国内外における産総

研の認知度向上を図る。また、産総研の

研究成果を映像でわかりやすく紹介し、

科学技術に関する情報発信を効果的に

展開する新規映像番組を制作し、サイエ

ンスチャンネルの放送網を通じてテレビ

放映を行う。 

・「産業界向け」産総研紹介ビデオの中国語版を製作し、中国語圏からの見学者へ

の説明に用いることで理解増進を図った。 

・産総研の特色である異分野融合研究の一例として「サービス工学研究」の紹介番

組を作成し、サイエンスチャンネルを通じて放映（3 月）することで、産総研の取り組

んでいる研究への国民の理解増進を図った。 

  1116 

    ・常設展示施設「サイエンス・スクエアつ

くば」の展示物のリニューアルをおこなう

とともに、「サイエンス・スクエアつくば」

「地質標本館」の展示物解説の補強、特

別展を開催するなど、見学者へのサービ

ス向上に努める。また、地質標本館内の

地質相談所を窓口として、地質情報の利

用促進のため、外部機関や市民からの

問い合わせに積極的に応えるとともに、

団体見学者の要望に応じて、地域地質

の解説を行う。 

・常設展示施設「サイエンス・スクエアつくば」の展示物42点のうち8点を 新の研究

成果内容にリニューアルし、誰にでも分かりやすい展示と説明に努めた。また、リニ

ューアルに伴い特別展を 1 回開催し、年間来場者数が前年比 10%増の 47928 人とな

り、科学技術への理解増進に貢献した。 

・常設展示施設「地質標本館」の元素周期表を 新のものに改修した。事務職員を

解説員として養成し、わかりやすい解説に努めるとともに、特別展を 3 回開催した結

果、年間来場者数が前年度比 8%の 48287 人となり、地球科学に関する理解増進に

貢献した。 

・外部からの 623 件の地質相談に対応し、地質情報の利用促進に貢献した。 

  1117 

    ・一般公開については、より地域住民の

理解を得るよう、研究成果及び社会にお

ける貢献を紹介するなど、内容の充実を

図るとともに、つくばセンター展示物等を

活用して、地域センターのイベントや一

般公開を支援することで、産総研全体の

成果をアピールする。また、地質標本館

においては、科学館、科学系博物館など

に協力し、移動地質標本館を出展する

一方、学校教育関係者と連携し、若年層

の自然観育成、科学理解度増進に注力

する。 

・つくばセンターの他、北海道、東北、中部、関西、中国、四国、九州各地域センター

で一般公開を開催した。地域センターの一般公開では、つくばセンターより展示品と

要員の出展協力を行い、オール産総研として一体感を持って開催した。全センター

の来場者数は全体で 13618 人となり、地域住民を含めた一般国民に対して産総研

の理解増進に貢献した。 

・産総研を広く知ってもらうために、愛媛県と宮崎県において科学館や地方自治体と

連携し、移動地質標本館を 2 回実施した。 

  1118 
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    ・広報誌等出版物については、対象者を

意識し研究成果の活用方法を含め、広く

社会に受け入れられるような内容の情

報発信に努める。 

・新理事長就任に伴い、理事長メッセージを「産総研 TODAY」に 5 回掲載したほか、

本格研究座談会を 3 回開催し、その内容を 11 月号、1 月号、4 月号に掲載し所内外

へ発信した。また、コーディネータ紹介シリーズによる連携推進活動や研究特集によ

り、特徴ある研究活動について情報を発信した。 

・一般向け広報誌「SAN-SO-KEN（ミニマルマニュファクチャリング、日本力を高める

『標準化』）」、産総研ブックスをわかりやすい内容で構成・発行し、産総研の理解促

進に努めた。 

  1119 

    ・一般市民・青少年の科学技術を理解す

るための素養を育むことを目的とした「サ

イエンスカフェ」、「出前講座」、「実験教

室」等のサイエンスコミュニケーション事

業は、総合科学技術会議等で、産総研

に対して実施することが求められている

ことから、積極的に取り組む。また、青少

年を対象にした科学技術体験プログラム

を実施する。 

・「産総研サイエンスカフェ」を 6 回、「出前講座・実験教室」を 23 回開催し、一般市民

や青少年の科学技術への興味・理解の増進に貢献した。 

・つくばセンター、東北センターにおいて JST と連携して高校生を対象としたサイエン

スキャンプを実施し、科学技術の理解増進に貢献した。 

・産総研を広く知ってもらうために、科学館や地方自治体と連携した「産総研キャラバ

ン」を 7 回開催して、一般国民に対して、産総研の研究成果を積極的に発信した。 

   

    ・公的研究機関によるベンチャー創出の

意義や、産総研のベンチャー創出支援

活動内容・成果について社会の理解を

得るために、効果的なイベントを厳選し

て、外部機関が催す展示会・見本市へ

の出展等を通じて、外部技術シーズへ

の対応や企業との共同研究をベースとし

たベンチャー創業スキーム等を紹介する

とともに、産総研のベンチャー創出活動

の成果を発信する。 

・情報セキュリティ EXPO、産業用バーチャルリアリティ展、イノベーション・ジャパン

2009、CEATEC JAPAN2009、2009 国際ロボット展、セミコン・ジャパン 2009、ベンチャ

ーフェアジャパン 2010、健康博覧会 2010、応用物理学会理化学・計測機材展等へ

の出展を行った。各イベントの性質に合わせ、タスクフォース案件およびベンチャー

企業案件を選択、出展することで、ベンチャー創出活動の成果を効果的に発信し

た。展示会で得た質問および反応等は、ベンチャーセンターおよびタスクフォースへ

フィードバックすることで、活動の方針策定の判断材料とした。また、出展ブース内の

展示物の配置および装飾を工夫することにより、出展効果を 大限に高めた。 

  1120 

    ・タスクフォース成果報告会を年度内に 1

回開催し、タスクフォース発ベンチャーの

事業内容等に関する情報発信を行い、

ベンチャーキャピタルや一般国民に向け

て、産総研の行うベンチャー創出活動の

成果を発信する。 

・タスクフォース成果報告会を平成 22 年 2 月 22 日に開催し、タスクフォース６件と産

総研技術移転ベンチャー１社の活動および事業の紹介を行った。前年度以上に案

内状の送付リスト数を増加させ、より幅広い範囲へ参加を呼びかけた。ベンチャーキ

ャピタル、事業提携会社、創業支援機関等との連携関係の構築に資することができ

た。 

  1121 

    ・産総研ベンチャーの創出活動と実績を

紹介する広報誌を年度内に作成・発行

する。また公開イベントや展示会場等で

の配布、ホームページへの掲載を実施

することで、当該事業の周知を実施す

る。 

・広報誌 9 号を平成 21 年 12 月に発行した。この 9 号では研究者にベンチャー創業

の意義と魅力を伝えて創業意欲を促進するたの特集記事として、産総研ですでにベ

ンチャー企業を創業した研究者 3 名のインタビュー記事および産総研外部の有識者

（大学教員）のベンチャー創業に関するインタビュー記事を掲載した。またさらに研究

者のベンチャー創業をサポートするスタートアップ・アドバイザーからのメッセージ、

前号発行以降に称号付与した産総研技術移転ベンチャー7 社の紹介、産総研発ベ

ンチャーが累積で 100 社に達し、目標を達成したことを伝える記事も掲載した。広報

誌は、産総研内外の関係者に送付するとともに展示会出展時に配布し、さらに各記

事はホームページを利用した発信を行った。 

  1122 

    ・産総研ベンチャー等の相互交流を促進

するためにコミュニティ形成のための催

しとして AIST スタートアップスクラブを年

2 回以上開催する。 

・産総研ベンチャー間の交流を促進するため、「AIST スタートアップスクラブ」を開催

した。第 1 回は 7 月 29 日に秋葉原で 61 名の参加を得、第 2 回は 1 月 27 日につく

ばにて 86 名の参加を得た。平成 21 年度については産総研ベンチャーのほか、ベン

チャー支援機関、インキュベーション施設、大学、地方自治体等の関係者を招き、ネ

ットワーク構築、連携の場として本会をより意義のあるものとした。 

  1124 

  ・国際シンポジウムの開催や英文による

国際的な情報発信を強化し、国内外に

おける産総研のプレゼンスの向上を図

る。 

・国内外での産総研のプレゼンスの向上

を目的として、英語版ホームページを充

実させ、広報誌、学術誌「Synthesiology」

等の英語版を発行する。 

・産総研がイノベーションを推進するために必要な能力と高い可能性を持つことへの

理解を得るために、産業界向けビデオの英語版と中国語版をストリーミング配信し

た。 

・「AIST TODAY」を 4 回、学術誌「Synthesiology（英文）」を 4 回発行し、海外へのプレ

ゼンスの向上を図った。 

  1131 

（知的財産の活用促進） （知的財産の活用促進）        
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 知的財産権の適切な確保と、確保

した知的財産権の有効活用により、

産総研の成果の社会への移転を推

進するため、産総研の知的財産権

関連施策を見直す。 

・知的財産に係る戦略策定機能を強化

し、実用的で社会への波及効果の大き

い知的財産の創出に努めると共に、そ

の管理を適正に行い、より有効かつ迅速

に社会に移転させるための取組みを推

進する。 

・引き続き、知的財産に係る戦略的な取

り組みを強化し、波及効果の大きい知的

財産の創出に努める。 

・経営的視点に基づく重点化の観点か

ら、適切な IP インテグレーション課題を

選定し、知的財産価値の増大を図る。 

・新規に出願された産総研単独特許全件について、産学官連携推進部門、ベンチャ

ー開発センター、技術移転機関関係者の出席のもと特許出願プレビューを実施し、

有望案件についてはさらに発明者、知的財産コーディネータ、リエゾンマン、技術移

転機関等の参加を得て特許強化を検討した。該当案件は追加研究を実施し、実施

例の追加及び周辺特許の出願等を行うことにより、知的財産の高度化・強化を行っ

た。また、イノベーション推進室、産学官連携推進部門、ベンチャー開発センター等と

ワンストップ支援チームを作り、各研究ユニットで発明される知財に焦点を当て、関

連する知財網の形成などのワンストップ支援業務を試行的に４つの研究ユニットに

おいて行った結果、知的財産意識の底上げや研究モチベーションの向上、関連部門

とのつながり強化等の効果があった。 

・IP インテグレーションについては、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。 

  1201 

  ・特許等の知的財産の実用性、社会へ

の有用性を重視し、第 2 期中期目標期

間終了時までに、600 件以上の実施契

約件数を目指す。 

・特許等の知的財産を活用した技術移

転を進めるため、TLO と連携して、産総

研の保有知的財産権の実施を前提とす

る特許実用化共同研究などを推進し、引

き続き実施契約件数 600 件以上を目指

す。 

・特許実用化共同研究 14 テーマを実施した。 

・特許実用化促進のための試作品作成支援 3 テーマを実施した。 

・平成 21 年度末の実施契約件数は 775 件であった。 

  1211 

  （４）技術経営力の強化に寄与する人材

の育成 

       

  （研究開発を通じた技術経営力の強化

に寄与する人材の育成等） 

       

  ・ポスドクや企業、大学等の研究者等

を、産総研の基礎から製品化に至る幅

広い研究活動に従事させることにより、

企業の技術経営力の強化に寄与する人

材として育成するとともに、企業へ供給

する等その活用を促進する。 

・研究人材育成のために企業や大学の

研究者等を産総研に受け入れる「カーブ

アウト事業」や「ベンチャー支援任用制

度」を一本化するなど、より外部人材を

受け入れやすくするために各種制度の

改革を図る。 

・企業の研究人材が一定期間産総研に移籍する形で共同研究を実施する研究人材

移籍型共同研究を開始し、産業界との連携強化を図った。移籍実績として 48 人であ

った。 

・「カーブアウト事業」においては、「スタートアップ開発戦略タスクフォース」（スタート

アップ・アドバイザーによるビジネスプラン策定・検証、市場調査、顧客開拓等と技術

開発の協同体制）を適用することにより強化を図った。その結果初の民間企業から

のカーブアウト案件 1 件を採択し、10 月よりタスクフォースの 1 つとして事業化への

活動を開始した。採択に当たっては公平性の確保のため外部委員会を組織し審議

した。 

  1301 

    ・若手研究人材の正規就業支援事業の

一環として、産総研イノベーションスクー

ルを 70 名規模に拡充し、ポスドククラス

の若手研究者を産業技術の技術革新に

貢献できる研究人材として育成し、産業

界等へ輩出する。 

・産総研イノベーションスクールに関して、2 期生（４月開講）67 名、3 期生（８月開講）

71 名を対象に実施した。 

  1302 

  ・企業等との連携を図り、産総研から産

業界への人材の派遣等による産業界と

の交流を推進する等により、産総研にお

いて育成された技術経営力の強化に寄

与する人材の活用を促進する。 

・産業界へ優秀な人材を効率的に派遣・

輩出するため、「連携千社の会」をさらに

活用し必要とされる人材の把握を行い、

「産業人材育成事業」等、様々な制度を

活用し人材育成を実施する。 

・産業界への人材輩出を効率的に行うため、「連携千社の会」会員企業を訪問し、企

業の求める人材を把握することに努めたほか、イノベーションスクールにおいて、企

業 OJT や企業講師を招いた講義を開催するなど企業の求める人材の育成プログラ

ムを改善した。産業界との人事交流については、企画関係部署において民間からの

採用 1 名、産総研から民間企業へ 2 名、民間企業から産総研へ 1 名の相互派遣を

行った。 

  1311 

      

  （５）非公務員型移行のメリットを 大限

活かした連携の促進 

       

（産業界との連携） （産業界との連携）        

 質の高い産業技術シーズの創出

と、その社会への迅速かつ確実な移

転を図るために、非公務員型への移

行のメリットを 大限活かし、産業界

との多様な形態の連携を積極的に

・非公務員型の独立行政法人への移行

のメリットを 大限に活かした柔軟な人

事制度のもとで、産業ニーズと直結した

研究開発の推進や研究成果の産業界へ

の効率的な移転等を図るために、産業

・産業界からの人材の受け入れや産業

界への人材派遣による産業界との交流

をさらに推進する。 

・新たに導入した人材移籍型共同研究の推進により、産総研における OJT により、

産業界の人材の育成に貢献した。 

  1401 
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推進する。 界からの人材の受け入れや産総研から

産業界への人材派遣等による産業界と

の交流を強力に推進する。 

      

    ・企業との連携を深めるために設立した

「連携千社の会」のネットワーク機能を活

用し、産総研のさまざまなイベントや企

業向け説明会等の発信を行う。 

・連携千社の会会員企業に対しては、オープンラボでの優先公開、メール等によるイ

ベント案内、会員企業参加型のオンラインインタビュー（実施回数 4 回）、産業技術政

策等に関する多様な意見収集と革新的なアイディア創出を目指すため「Technology 

Policy JAM」（実施回数 2 回）を行った。また、会員企業の訪問を通じて「連携千社の

会」の魅了あるコンテンツを発信した。 

・参加企業からは「イベントや技術情報等、各種情報提供を頂き活用している」、「連

携千社の会の情報を基に、共同研究に発展し、更なる連携が進んでいる」、「交流

会、オープンラボなどのイベントを通じ、産総研研究者・会員企業との連携が促進さ

れた」などのご意見を頂いている。 

・Technology Policy JAM では、第 1 回を「低炭素社会に向けて」、「高齢化社会に向

けて」、「オープンディスカッション」、第 2 回を「効率的な社会を目指して」、「新しいエ

ネルギー源」、「将来ビジョンを描く」、「今後出来る取り組み」をテーマとして実施し、

約 2,500 の書き込み意見があり、研究アイディアとして活用した他、会員間の活発な

議論が展開された。 

  1402 

  ・ポスドク等の若手研究者を産学官連携

の大規模な研究開発プロジェクトに参画

させることにより、世界に通用する産業

科学技術の技術革新を担う人材として育

成する。 

・引き続き、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、企業との協定

締結を推進するとともに「産業技術ポス

ドク育成事業」を継続実施する。 

・「産総研イノベーションスクール」事業につき、適宜イノベーション推進室と協力し

た。例えば、「連携千社の会」会員企業へイノベーションスクール生のインターシップ

の受け入れ紹介を行うなど、ポスドク人材育成に貢献した。 

  1412 

（学界との連携） （学界との連携）        

 多様で優れた研究成果の創出と

世界に通用する研究人材の育成を

目的に、基礎研究分野に相対的な

強みを有し研究体制も産総研とは大

きく異なる大学等との連携を強力に

推進する。 

・先端的分野での研究ポテンシャルの高

度化や新たな技術融合分野の開拓等を

図るために、包括的協力協定等におい

て非公務員型の独立行政法人への移行

のメリットを活かした柔軟な人材交流制

度を活用することにより、大学との連携

を強化する。 

・産業界及び大学・公的研究機関との連

携のハブとなることを目指して、大学等

公的研究機関との組織的・戦略的な連

携活動を推進し、この中で、技術研修

員、外来研究員の受入れ、産総研の研

究員の外部派遣などを通じて人材交流

を促進し、先端的研究開発の推進ととも

に、将来の産業技術開発を担う人材の

育成を行う。 

・東大・先端科学技術研究センター（先端研）との新たなイノベーションプラッフォーム

実現のための連携協定に基づき、産総研と先端研の双方の資金的援助により企

業・先端研・産総研のトライアングル連携を構築することを目的として、発表会（イン

テレクチャルカフェ）（3 回）や FS 研究（7 回）を実施した。 

・契約満了期限が本年度末である協定および継続（確認を必要とする）の協定につ

いては、連携実績や効果・効率を検証し協定の延長・継続を判断した。また、これら

判断基準を今後の連携の仕組み等に反映させるとともに、協定締結のガイドライン

案を作成した。 

・連携大学院協定に基づき、65 大学と産総研職員の派遣や大学院生の研究指導を

行った。 

  1501 

  ・産総研に蓄積された知的資産を社会に

還元するために、各種委員会、学界等へ

の委員の派遣等を積極的に行い、社会

への知的貢献を果たす。 

・引き続き、産総研に蓄積された知的資

産を社会に還元するために、各種委員

会、学協会等への委員の派遣等を積極

的に行う。 

・イントラに「資料集」ページを新設し、資料・情報を一元的に集約することでユーザ

ーサービスの向上を図った。 

・外部 HP の内容・表記・データを適宜確認し 新の情報を発信した。 

・外部資金の適切な管理・執行等に関わる説明会を適宜実施し周知した。 

・イントラの Q&A 事項を全て確認し、情報のアップデートとスリム化を実施した。 

・公的機関や学会等からの委員等委嘱（計 3,757 件）を受け、産総研職員を積極的

に派遣した。 

  1511 

      

（人材の交流と育成） （人材の交流と育成）        

 非公務員型への移行により構築が

可能となる柔軟な人事制度を活用

し、職員の能力向上と技術革新を担

う人材の育成を目的に、産業界や学

界等との人材交流を積極的に行う。

また、その一環として、産業界から

の出向受入れと産総研から産業界

・産総研のミッション遂行に必要な能力を

涵養し、優秀な人材を育成するため、各

種研修制度を充実させると共に、柔軟な

人材交流制度を活用し産業界、学界等

との人材交流を推進する。 

・職員一人ひとりの能力とチーム及び組

織の機能が 大限に発揮されるよう、職

員等基礎研修、階層別研修、プロフェッ

ショナル研修等を体系的かつ効率的に

運用する。 

・職員等基礎研修は、職員に必要な産総研のミッション・コンプライアンス等の基礎

的知識を涵養するため、常勤職員、契約職員、外国人職員（受講対象 1470 名）に対

して延べ 12 回実施した。TV 会議システムの利用や同日時間差開催など、受講生や

講師にとっての負担軽減と効率化を進めた。 

・階層別研修は、３レイヤー７階層の整理と役割・要求スキルの精査等により抜本的

に体系を見直した。また、研修冒頭のオリエンテーションの充実化やグループワーク

の導入により、研修受講の納得性と効果の向上を図った。 

  1601 
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への出向を新たに開始する。 ・プロフェッショナル研修のうち、特にエキスパート研修は、関連管理部門に必要なス

キルを磨き、業務の効率化と高度化を図るための研修を実施した。平成 21 年度は、

早い段階での管理関連部門との打ち合わせや全体計画の取りまとめ、周知徹底に

より、多くの受講生を獲得した（知的財産研修Ⅱ：53％増、産学官連携推進研修：

43％増等）。 

・研修の評価について、今年度は、受講者へのアンケートフォーマットを統一するな

どの改善に加え、スキルアセスメント評価を初めて実施するなど、研修業務の改善

につながる情報収集に努めた。 

  ・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、ナノテクノロ

ジー産業人材など新興技術分野や技術

融合分野における先端的な技術革新に

対応できる人材を年間 100 名程度育成

する。また、非公務員型の独立行政法人

としてのメリットを 大限活かし、人材交

流も含めた産業界との連携の下、産業

界で即戦力となる高度な実用化研究の

スキルを持った人材を供給する。 

・産業界、学界等との連携研究プロジェ

クトに、ポスドク等の若手研究者を参画

させ、産業技術の技術革新に貢献できる

研究人材として育成する。 

・「産総研イノベーションスクール」事業につき、適宜イノベーション推進室と協力し

た。例えば、「連携千社の会」会員企業へイノベーションスクール生のインターシップ

の受け入れ紹介を行うなど、ポスドク人材育成に貢献した。【再掲】 

・産総研の有する研究分野のポテンシャルを活用し、生命情報科学技術者の養成で

は、参加者のレベル、目的別に 5 つのコ－スを用意し、計 166 名に対して講義、実習

を行った。また、マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する人材育成では、

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、設計手

法、プロセス実習・講習を計 15 回 72 名に対して実施した。 

  1611 

    ・若手研究人材の正規就業支援事業の

一環として、産総研イノベーションスクー

ルを 70 人規模に拡充し、ポスドククラス

の若手研究者を産業技術の技術革新に

貢献できる研究人材として育成し、産業

界等へ輩出する。【再掲】 

・産総研イノベーションスクールに関して、2 期生（４月開講）67 名、3 期生（８月開講）

71 名を対象に実施した。【再掲】 

  1612 

    ・若手研究人材の正規就業支援事業を

活用して、新たに「専門技術者短期育成

事業」を開設し、単年度で集中的に産業

界等において活躍できる人材の育成に

努める。 

 

・平成１７年度に開始した高度専門技術

者育成事業を継続して実施し、民間企業

等で活躍できる研究支援者等を引き続

き育成することに努める。 

・若手研究人材の正規就業支援事業により、単年度で集中的に産業界等において

活躍できる人材の育成を行う「専門技術者短期育成事業」を開設し、382 名を対象

に、産総研内の産学共同研究プロジェクト、重点研究プロジェクト及び専門資格の取

得等を通してより高い技術レベルを有する人材の育成を行った。 

 

・平成１７年度開設の高度専門技術者育成事業を継続して実施し、平成２１年度は

64 人の育成を行った。 

  1613 

（弾力的な兼業制度の構築） （弾力的な兼業制度の構築）        

 産総研の研究成果の外部への移

転を円滑に行うため、非公務員型へ

の移行のメリットを 大限活かした

柔軟な兼業制度を構築する。 

・発明者等に限定されていた研究成果活

用型の役員兼業の対象を、発明者等以

外にも拡大するなど、兼業をより弾力的

に実施できるよう必要な制度の整備を行

い、より効果的に研究成果の社会への

還元を図る。 

 

 なお、平成２０年度補正予算（第２号）

により追加的に措置された交付金につ

いては、「生活対策」の雇用セーフティネ

ット強化対策及び中小・小規模企業等支

援対策のために措置されたことを認識

し、非正規労働者の雇用安定対策の強

化（若年研究人材の正規就業支援）及び

中小企業等の新技術開発の支援、商品

化・調達に向けた一貫支援の取組のた

めに活用する。 

 

 さらに、平成２１年度補正予算（第１号）

により追加的に措置された交付金につ

・兼業従事者の裾野拡大を図るべく、兼

業制度の柔軟化及び申請手続きの簡便

化が明確に伝わるように、イントラ上で

の工夫を行う。また、兼業案内ページを

再構成し、裾野拡大に加えて、コンプラ

イアンスの観点から兼業従事上の諸規

定（従事時間の上限、出勤簿処理の方

法等）についても周知徹底が図れるよう

整理する。 

・兼業制度に関して、イントラ内で兼業制度の許可基準等を明示し、コンプライアンス

を意識した内容に改訂、再構築した。兼業申請を遅滞なく行わせるための職員への

周知徹底策として、毎月初めにイントラ掲示板で注意喚起を行った。平成 21 年度の

兼業件数は、役員兼業申請 44 件、一般兼業申請 1,221 件、合計 1,265 件で平成 20

年度比で 60 件の増となった。 

  1701 
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いては、「経済危機対策」の底力発揮・２

１世紀型インフラ整備のために措置され

たことを認識し、大学等における教育研

究基盤の強化（若年研究人材の正規就

業支援）及び産学官連携の強化（共同研

究助成）の取組のために活用する。 

      

２．研究開発の計画 ２．研究開発の計画        

（鉱工業の科学技術） 

 【別表１】 

（鉱工業の科学技術） 

 【別表１】 

      1801 

（地質の調査） 

 【別表２】 

（地質の調査） 

 【別表２】 

      1802 

（計量の標準） 

 【別表３】 

（計量の標準） 

 【別表３】 

      1803 

３．情報の公開 ３．情報の公開        

 公正で民主的な法人運営を実現

し、法人に対する国民の信頼を確保

するという観点から、情報の公開及

び個人情報保護に適正に対応す

る。 

・産総研の諸活動の社会への説明責任

を的確に果たすため、保有する情報の

提供の施策の充実を図ると共に、適正

かつ迅速な開示請求への対応を行う。 

・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、情報提供の一層

の推進を図る。 

・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。 

・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→3,067 冊）を更新し、情報提供のサービス向上を図

った。 

  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。 

・法人文書開示請求にかかる電子申請システム廃止（H21.9.3）に伴い、新たな方法

として、産総研公式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。

（H21.10.30） 

・情報公開窓口の円滑な運用を引き続き行うとともに、開示請求及び問い合わせ等

に対し、関係部門等と調整し、適正かつ迅速に対応した。（法人文書開示請求 9

件、問い合わせ 252 件） 

  1902 

  ・個人の権利、利益を保護するため、産

総研における個人情報の適正な取扱い

をより一層推進すると共に、個人情報の

本人からの開示等請求や苦情処理に適

切かつ迅速に対応する。 

・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、セキュリティレ

ベル向上の周知徹底を図る。 

・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、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 回開催するとともに、管理表及びチェックリストについて、ユニット側の利便性

と当室での書面監査の処理能力向上を図るため書式をエクセル形式に統一し、各

ユニット（70 ユニット）による個人情報に係る自己監査及び点検等を実施した。 

  1911 

    ・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。 

・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。 

・また、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） 

  1912 

４．その他の業務 ４．その他の業務        

（特許生物の寄託業務） （特許生物の寄託業務）        

 特許生物の寄託制度の運営に関

わることによる産業界への貢献を目

的に、特許庁からの委託による特許

生物株の寄託・分譲の業務を適切

かつ円滑に遂行する。 

・特許庁からの委託を受け、産業界のニ

ーズを踏まえた寄託・分譲体制を確立

し、特許生物の寄託に関する業務を行

う。また、世界知的所有権機関（WIPO）

ブダペスト条約により認定された国際寄

託業務を行う。 

・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。 

平成 21 年度 4 月〜3 月の期間で、新規総寄託件数 296 件（国内寄託 157 件、移管

を含む国際寄託 139 件）、総分譲件数 114 件であった。これら新規寄託株や分譲請

求株については、科学的根拠に基づく安全確認を徹底した。 

  2001 

    ・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

全寄託株試料について、本数管理からロット管理への移行を完了した。一部未対応

であった安全度レベル 2 病原菌に対する実験施設・装置の安全対策を行った。全て

の保管庫を対象に異常を検知し通報する警報システムを配備した。規程・要領類の

全面改定やその英文化、記載例や記入上の注意の改訂、HP の更新など、ユーザー

  2002 
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る。  の利便性向上を図った。 

      

    ・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。 

業務に関連した研究を実施し、細菌類に比べ研究の遅れている真菌類の識別技術

開発で成果を上げるとともに、増殖活性等を指標とした動物細胞の保存・検定技

術、遺伝形質を指標とした微細藻類の保存・検定技術開発でも新しい知見を得た。 

  2003 

    ・寄託業務の改善に向け、平成 20 年度

から実施している寄託微生物の受託時

における安全性確認の強化や 低

2,000 株の保管菌株について安全度レベ

ルの判定を行うなど、安全対策及び業務

改善策などの取り組みを継続して実施

する。 

規程,要領,マニュアル類を全面的に改定し、新規寄託株受入時の安全確認を義務

化するとともに、保管株についても当初目標の 2000 株を上回る解析を実施、それら

の安全度レベル判定を終了させた。 

  2004 

       

（独立行政法人製品評価技術基盤

機構との共同事業） 

（独立行政法人製品評価技術基盤機構

との共同事業） 

       

 独立行政法人製品評価技術基盤

機構との標準化関係業務等に関す

る共同事業を適切に行う。 

・独立行政法人製品評価技術基盤機構

と標準化関係業務等に関する共同事業

を行う。 

・独立行政法人製品評価技術基盤機構

と工業標準基盤研究等の工業標準化を

目的とした共同事業を継続して実施する

とともに、昨年度実施した 3 テーマ(嗅覚

同定能力測定法、年齢別聴覚閾値、ロ

ービジョン)から研究成果を JIS、ISO 等

の具体的な規格案にとりまとめ、経済産

業省関係部局に対して提案する。 

・独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）と「医療機器聴覚閾値レベル比較補

正方法」「公共空間に設置する移動支援用音案内」「インプラントの力学的評価法に

関する標準化」「ロービジョンのための可読文字サイズの標準化」について当該工業

標準化を目的とした共同事業を実施した。 

・また、これまでに行ってきた NITE との共同事業の成果として、本年度に「指標検出

視野の加齢変化に関するデータ集 TR S 0004」「ロービジョンの基本色領域データ集

TR S 0005」を経済産業大臣に申請した。 

  2101 

Ⅲ．業務運営の効率化に関する事

項 

Ⅱ．業務内容の高度化による研究所運

営の効率化（業務運営の効率化に関す

る目標を達成するためにとるべき措置） 

       

１．研究活動を支援する業務の高度

化 

１．研究活動を支援する業務の高度化        

（経営機能の強化） （経営機能の強化）        

 産総研に対するニーズに沿った研

究を効率的に実施し、その成果の

大限の普及を図るという産総研のパ

フォーマンスの一層の向上の観点

から、経営機能の強化を図る。ま

た、組織の社会的責任を果たすとの

観点から、法令遵守体制を一層強

化する。 

・研究成果の 大化のため、経営全般に

わたる意思決定機構の整備と、これによ

る意思決定スピードの向上、役割分担及

び責任の明確化など経営機能の強化を

図る。 

・研究分野担当理事の役割及び職務を

明確化し、経営的視点に基づく研究開発

を強化する。 

・分野イノベーション推進予算を設置し、経営的視点に基いて、研究分野担当理事

がその権限と責任のもとで担当分野の研究開発を推進した。 

  2201 

      

  ・各部門ごと及び組織全体としてのリスク

管理体制を強化することに加え、研修等

を通じた職員一人一人の社会的責任、

法令遵守に対する意識の向上を図る。 

・産総研に潜在するリスクを整理・分析・

評価するとともに、各部門ごと及び組織

全体としてのリスク管理能力の向上を図

る。 

・リスク管理のＰＤＣＡサイクルを着実に遂行し、リスク管理活動の向上を図るため、

研究ユニット、地域センター及び研究関連・管理部門等において、年二回のリスク管

理活動プランの策定とその自己評価を実施した。 

・また、これら情報の共有を図るため、各部門等において参考となる取り組みを取り

纏めて、産総研イントラへ公開した。 

  2211 

    ・リスク管理委員会において、リスク管理

に係わる方針、体制の検討、活動状況

等の報告を行い、リスク管理体制の強化

を図る。 

・リスク管理委員会において、部門等が取り組んだリスク管理活動や、リスク顕在化

事例を報告した。この結果、委員からの意見や助言を踏まえて、①報道機関への対

応窓口を広報部へ一元化するなどの各研究関連・管理部門におけるポジション整備

や、②行動者目線での原因究明として事故当事者の心理状態の把握を試みるなど

のリスク顕在化対策を強化した。 

  2212 
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    ・平成20年度に引き続き、リスク管理、コ

ンプライアンスに関するカリキュラムを組

み込んだ階層別研修等を継続して行

い、職員が社会的責任等に対する高い

意識を保ち続けられるよう図る。また、引

き続きセルフチェック等を実施し、職員等

がコンプライアンスに関する理解をより

一層深められるように努める。 

・平成 20 年度に実施した「コンプライアンス」研修の際に寄せられた職員からの意見

等および 近の事例等を盛り込んで研修資料を作成し、「コンプライアンス」研修を

実施した。 

・職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高めるため、参加型による「コン

プライアンスに関するセルフチェック」を２回実施し、基本的な考え方の再認識を促し

た。 

・業務を遂行するうえで 低限知っておく必要がある主な事項について取りまとめた

「コンプライアンスの道標」を作成し、職員等ひとりひとりがコンプライアンス意識を高

くもって行動するよう促した。 

  2213 

    ・内部監査等を活用してリスク管理活動

のモニタリングを行い、その結果を各部

門等に遅滞なくフィードバックすることに

より、リスク管理活動のレベルアップを図

る。 

・ヒアリング中心の内部監査から、個別の業務に係る内在リスクの管理状況及び残

存リスクの把握と、研究等の現場における対応状況及び課題の抽出を中心とする監

査に重点を移し、リスク管理活動のモニタリングの効果を高めた。 

・また、中国センターにおけるリスク管理活動のモニタリングでは、今年度末に大規

模な移転を予定していることから、監査室とリスク管理室とが一体的に実施し、所長

や研究ユニット長等から移転に伴う人的・物的なリスクについて聴取した。 

  2214 

    ・第三者検収制度等の調達・契約に係る

システムを不断に見直し、適切に行われ

るように検証及び必要な改善に努める。

・調達、契約に係るシステム全般について、内部統制の観点から、法定監査とは別

に独法の会計基準等に精通している監査法人を活用し「調達手続き等に係る内部

統制整備状況」の検証を行った。 

・当該検証は、会計規程等の内規・各種マニュアル類の整備状況の確認及び手続き

における主なチェックポイントに沿った担当者からのヒアリングに基づき実施し、その

結果、内部統制システムが整備・維持されていること、及び特段の改善の必要性が

無いことを確認した。 

  2215 

    ・適切かつ自発的に情報公開を行い、組

織としての健全性を社会に対して示す。 
・コンプライアンスに関連した顕在化事案について、関係部署と連携して、自発的に

且つ迅速に公表し、産総研の社会的説明責任を果たすことに努めた。 

  2216 

（研究支援業務の効率的な推進） （研究支援業務の効率的な推進）        

 研究支援業務に関し、業務フロー

の見直しを図るとともに、旅費、給与

関連等の業務のアウトソーシングな

どを通じた業務量の節減を行い、研

究実施部門も含めた組織運営の一

層の効率化を実現する。また、研究

支援業務の実施部門に対する評価

制度を業務の特性を踏まえ見直すと

ともに、評価結果を業務運営に反映

させることにより、一層の効率化を

図る。 

・財務会計、人事、研究環境の整備など

研究を支援する業務については、その業

務フローを見直し、業務分担の整理を行

うと共に、業務運営方法の見直しを適切

に行う。 

・平成 20 年度に構築した次期情報シス

テムを安定稼動させ、研究支援業務の

適化を推進する。 

・平成21年8月に次期情報システムの稼働を開始した。次期情報システムの稼働に

より、研究支援業務の高度化が実現し、会計業務については、予算の支出予約機

能を初めとする予算管理機能が充実するとともに、各種の紙による業務が電子化さ

れた。人事給与業務については、データベースが充実し、定型／非定型の人事給与

情報が検索できる等、業務管理の高度化が進展した。 

  2301 

    ・産学官連携関連業務の効率的な実施

に資するため、平成 21 年 4 月稼動予定

の次期情報システムにおいて、以下の

改修を行う。 

1) 複数者契約の表示項目の追加機能 

2) 委託研究における研究員の追加機能

3) 研究データベースとの連携 

等 

次期情報システムの稼動に際し、当初見込んでいた改修予定項目について利用者

の利便性向上を念頭に見直しを行い、会計システムとの円滑な連携のために必要と

なる以下の機能追加・改修を行った。 

・外部人材の同時申請の画面遷移改修 

・人 DB 確認機能の改善 

・申請案件の「進捗状況」確認機能追加 

・ 新予算化通知情報ダウンロード機能追加 

・会計種別を跨ぐ会計引用機能追加 

・その他（助成金サブシステムの追加、エラー案件の検索機能追加等） 

  2302 

      

    ・平成 20 年度に引き続き、「独立行政法

人整理合理化計画」による随意契約基

準の見直しを踏まえ、競争入札及び公

募による調達の適切な業務遂行を行う

ために、制度の職員への理解・浸透を図

・適切な調達業務の遂行を図るため、一般競争入札等における十分な公告期間を

定め、公告、説明書及び提出様式一覧の記載事項について標準仕様を作成し、全

国の調達担当者に周知した。また、入札説明書にアンケート用紙を添付し、入札に

参加できない場合はその事由等を聴取した。さらに、競争性の確保の観点から、一

般競争に係る入札書の提出期限を開札日の前日までとし、開札時まで応札参加者

  2303 
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るとともに契約手続きの適正な執行を推

進し、競争性及び透明性の確保に努め

る。 

数が分からない手法を講じ、契約の競争性の強化を図った。 

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決

定）に基づき競争性のない随意契約の更なる見直し及び一般競争入札等の競争性

の確保のため、外部有識者等によって構成する契約監視委員会を 12 月 24 日に設

置し、平成 21 年度末までに契約の点検・見直しを行った。 

      

  ・本部と地域センターにおける業務分担

及び業務フローを明確化し、研究支援業

務の効率化を図る。 

・平成 20 年度に実施した業務棚卸の結

果を踏まえ、イノベーション推進体制の

見直し、研究業務と事務業務が密接に

連携している業務を効率的かつ効果的

に進めるための体制のあり方等につい

て検討する。 

 

・また、人事、会計業務等研究支援業務

にかかる地域センター所長とつくばとの

権限関係を整理し、組織体制の明確化

図る。 

・第 3 期中期目標期間における組織体制について、現場ニーズへの的確な対応と業

務の効率化を図るべく、産学官連携に関連する業務等に関し、本部部門に集中して

いる業務実施体制について、中央と事業所における 適な業務分担について検討

を開始した。 

・平成 20 年度に策定した研究関連・管理部門等の業務・組織・制度の見直しの方向

性についての継続的取組みや、第三期中期計画期間における組織体制及び業務

のあり方の検討の中で、地域センター所長の権限を含め、地域センターとつくば本

部における業務について基本的な考え方の検討を実施した。 

  2311 

  ・研究支援業務の継続的な業務合理化

を推進しつつ、現場からの改善提案を受

け付ける制度等を活用して業務内容の

改善状況を常に点検し、支援業務の質

の向上に努める。 

・職員から寄せられる業務改善提案の進

捗状況を継続的に把握し、業務推進本

部連絡会の場を活用して、関係者間の

情報共有と連携による提案内容に対す

る有効策の検討と迅速な処理に努める

ことにより、研究支援業務の質的な向上

を目指す。 

・前年度に引き続き、提案を受けた担当部署から直接、提案者の意図を確認できる

仕組みを活用しながら、担当部署のみでの回答が困難な案件については、業務推

進本部事務局が調整を行い、前年度の未解決事案を含め、全ての案件について回

答を行った。 

  2321 

  ・上記を達成するため、研修制度等の充

実による職員の専門能力の向上と併

せ、機動的な人員配置を行うと共に、旅

費、給与、研修実施業務等に関しアウト

ソーシングなどを活用することにより研

究支援業務の質の向上を図る。 

・時間外労働縮減キャンペーン等の継続

的な実施、業務効率化意識を高めるた

めのセミナー等の実施や、一定の専門

性を有する職員の育成に取り組むことに

より、研究支援業務の質的な向上を図

る。 

・健康管理、業務効率化等の観点から時間外労働縮減キャンペーンを実施し、3 ヶ

月連続して労使協定の上限を超える者がいるユニットに対して、管理監との意見交

換・指導の場を設け、ユニットにおいては、ユニット長が該当職員に対して指導する

とともに、業務の配分の変更等を行うなどの改善状況を報告することとした。また、

残業時間の多いユニット等を業務推進本部連絡会の場で報告することにより、各ユ

ニット等における勤務時間管理の意識を向上させた。 

・毎週水曜日をノー残業デーとし、全事業所における定時退庁時間後（19 時以降）の

巡視を実施することにより、労働時間管理の意識の向上に寄与した。 

 

・業務品質の向上に向けた取り組みとして、コミュニケーションの促進、人材育成、生

産性の向上等に資する「10 の取り組み」を示し、全ての研究関連・管理部門におい

て統一的に取り組み、結果を共有しながら PDCA サイクルを廻すことで、継続的に研

究支援業務の質的な向上を図った。 

 

・職員基礎研修の中で、業務効率化に関する企画力などの向上を目的として研修を

実施した。 

  2331 

    ・施設整備業務の一部についてアウトソ

ーシングを実施し、その結果を踏まえ

て、段階的なアウトソーシングについて

検討を進める。また、他の業務について

も引き続きアウトソーシングの可能性に

ついて検討する。 

・施設整備業務のうち補修（緊急修繕）については、その都度契約を行う方式から

100 万円未満の少額な案件を施設設備に係る保守の請負契約に含める方式に見直

した。これにより補修（緊急修繕）契約業務量の約 90％削減、及びより迅速な補修対

応を実現した。さらに、施設建設・改修工事等については、これまで設計・施工・監理

を個別に発注していたが、品質の確保と工期短縮を図るため、耐震補強工事をモデ

ルとした一体的な発注方式への見直しを行うとともに、総合評価方式を取り入れた。 

・また、研修業務のアウトソーシング等について集中した検討を行うため、平成 21 年

7 月に業務効率化推進室を設置し、実施計画を取り纏めた。 

  2332 

      

  ・研究関連・管理部門等の業務効率向上

に資する内部評価が可能となるよう、部

門等の性格の違いを考慮した評価項目

や外部有識者の活用のあり方を含め、

・産総研経営における研究支援業務の

実践を担う、研究関連・管理部門等の活

動評価について、部門等の性格の違い

を考慮した納得感の高い評価コメントを

・研究関連系部門や管理系部門の諸業務を適正に評価できる専門家・有識者を外

部評価委員として、目標管理型方式での活動評価を行うことにより、業務改善に繋

がる、効果的な意見や納得感の高い評価コメントを得ることができた。 

  2341 
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評価方法を見直す。評価結果を部門等

の人員配置、予算配分、運営や産総研

の経営の改善に適切に活用し、業務効

率の向上を図る。 

取りまとめる。平成１９年度に設定したＰ

ＤＣＡをより有効なものに改善し、産総研

の活動について総括的観点から業務改

善につなげる。 

・また、地域センターおよび特記センターに対しては、活動評価のない年に行われる

モニタリングにおいて、全国の関係者等への直接インタビューなどによって、各セン

ターの活動状況や、センターや産総研全体への内外の顧客からの要望等を把握す

ることができた。また、そのモニタリング結果を各センターへフィードバックし、経営担

当者等へ報告することによって、PDCA をより有効に機能させた。 

    ・評価結果を部門等の人員配置、予算

配分、運営や産総研の経営の改善に適

切に活用し、業務効率の向上を図る。 

・研究関連・管理部門等の評価における指摘も踏まえた上で、業務量拡大や安全対

策への対応等を考慮した予算配分や人員配置を行った。また、限られた予算の中で

効果的な研究を行うため、平成 20 年度に策定した研究関連・管理部門等の業務・組

織・制度の見直しの方向性に基づき、政策的予算の一部を集約し、分野担当理事の

権限と責任の下で配分するよう予算配分を見直し、業務効率の向上に取り組んだ。 

・第三期中期目標期間における組織体制及び業務のあり方の検討においては、活

動評価で指摘された事項も考慮した検討を行い、産総研の運営改善に向けて取り

組んだ。 

  2342 

    ・平成 21 年度から、業務改善プロジェク

トチームを新設し、業務の簡素化や外部

委託の推進等を通じた業務の効率化及

び高度化に取り組む。 

・研修業務のアウトソーシング等について集中した検討を行うため、平成21年7月に

業務効率化推進室を設置し、研修の実施形態の見直しや実施スケジュール等の実

施計画を策定した。 

  2343 

（研究支援組織体制の 適化） （研究支援組織体制の 適化）        

 業務効率化の観点から、研究支援

組織体制の不断の見直しを行い、そ

の 適化を図る。また、産総研の全

職員に対する管理部門の職員の比

率を、職員配置の適正な集中と分散

を通じ、特に地域センターを中心に

引き続き低減させる。 

・研究支援業務に関する実績と運営状

況を常に把握し、評価結果並びに社会

情勢等を踏まえた経営判断により、運営

効率向上のための 適な組織体制に向

けて不断の見直しを図る。 

・平成 20 年度に策定した研究関連・管理

部門等の業務・組織・制度の見直しの方

向性を踏まえ、効率的かつ効果的な部

門間の役割分担、人員配置のあり方等

を検討し、運営効率向上のための 適

な組織体制に向けて不断の見直しを図

る。 

・技術移転機能を強化するための取組み（ワンストップ支援）や外国機関との契約事

務の担当部署の見直し、事業所における安全衛生管理体制の強化等、平成 20 年

度策定の「研究関連・管理部門等の業務・組織・制度の見直しの方向性」でとりまと

めた事項について、着実に取り組んだ。また、同記載の課題に取り組むため、平成

21 年 8 月 1 日、業務推進本部に業務効率化推進室を設置する等、組織体制の見直

しを行った。 

・産業界に必要な多様な人材の育成及び産業界への人材の輩出を目指し、平成 20

年度より実施している産総研イノベーションスクールについて、運営体制強化及び対

外的なプレゼンスの一層の向上を図るため、平成 21 年 9 月に、理事長直属組織とし

てイノベーションスクールを新たに設置した。 

・第 3 期中期目標期間に向けて、効果的かつ効率的な業務運営の観点から、産学

官の連携の「場」の提供や、技術移転・国際標準化等の推進によるオープンイノベー

ションハブ機能の強化のため、研究関連・管理部門等の総合的な見直しの検討を行

った。 

  2401 

  ・研究支援業務の質を維持しつつ、業務

の効率化、本部と地域センターの業務分

担の見直し等を踏まえ、管理部門の職

員の全職員に対する比率を地域センタ

ーを中心に引き下げる。 

・平成 20 年度に策定した研究関連・管理

部門等の業務・組織・制度の見直しの方

向性を踏まえ、効率的かつ効果的な部

門間の役割分担、人員配置のあり方等

を検討し、研究支援業務の質を維持しつ

つ、管理部門の職員の全職員に対する

比率を地域センターを中心に引き下げ

る。 

・平成 20 年度策定の「研究関連・管理部門等の業務・組織・制度の見直しの方向

性」でとりまとめた上記項目を着実に実施し、業務効率化を進める中で、管理部門職

員の全職員に対する比率の引き下げに努めた。 

  2411 

      

（業務の電子化の推進） （業務の電子化の推進）        

 業務の電子処理システムを高度化

することにより、研究支援業務の効

率化を進める。システムの構築に当

たっては、経済産業省電子政府構

築計画に基づき、業務の 適化計

画を作成するとともに、情報セキュリ

ティの強化と利用者への情報提供

等の利便性の向上を図る。 

・電子的な情報共有の推進、業務用デー

タベースの高機能化及びワークフロー決

裁の利用拡大による業務システムの更

なる高度化を通じて、研究関連業務、管

理業務及び研究業務の効率化を図ると

共に、情報セキュリティを強化する。 

・次期情報システムの稼働を開始し、情

報システムによる業務支援の高度化及

び効率化を平成 21 年度半ばを目処に実

現する。具体的には所内情報基盤であ

るイントラネットシステムの提供により、

職員の情報共有を進めるとともに、会計

システム及び人事給与システムを稼働さ

せ、研究支援業務の高度化・効率化を

図る。さらに、研究テーマデータベースの

稼働により、研究資源と成果の把握を高

度化し、研究経営支援手段を強化する。

・次期情報システムを平成 21 年 8 月に稼働開始させた。新イントラネットシステムの

稼働により、グループウェアや全文検索システムによる所内情報共有機能が強化さ

れた。また、新会計システムにより、予算の支出予約機能を初めとする予算管理機

能や財務データを研究所経営に利用するための管理会計機能が充実した。新人事

給与システムのデータベース強化により、定型／非定型の人事給与情報が検索で

きる等、業務管理の高度化が進展した。さらに、研究テーマデータベースシステムの

構築により、研究資源の投入状況や研究成果の実現状況等、研究実施状況の一元

的把握機能が整備された。 

  2501 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

    ・情報セキュリティポリシー（「情報セキュ

リティ基本方針」、「情報セキュリティ規

程」等により構成）改訂に伴う Web 版セ

キュリティ研修（e-ラーニング）のコンテン

ツ改修を行い、システムの充実を図る。 

・新たな情報セキュリティポリシーの施行にともない、情報セキュリティ(ｅ－ラーニン

グ)研修用のコンテンツを全面的に見直し、平成 22 年度からサービスを提供すること

とした。また、定期的な研修受講の義務化に対応するため、研修受講実績の管理が

可能なシステムを開発した。さらに、不正アクセス、ウイルス感染防止等の情報セキ

ュリティ対策等のための URL フィルタリングシステムについて、セキュリティ対策の一

環として導入した。 

  2502 

    ・情報セキュリティ強化の一環として、研

究実施部門（20 部門以上）を対象として

情報セキュリティ監査を実施する。また、

外部公開サーバのセキュリティ強化対策

として、セキュリティ診断（擬似的侵入検

査）を実施する。 

・研究実施部門のうち、本年度終了等が決定された 8 部門を除く 17 部門を対象にセ

キュリティ監査を実施し、情報セキュリティ対策の強化を図った。本年度の監査によ

り、産総研の全ての研究実施部門及び研究関連･管理部門のセキュリティ監査を終

了した。また、一昨年に監査を実施した 15 部門に対して、指摘事項の改善結果を確

認するためのフォローアップ監査を実施し、セキュリティ対策の継続、維持を図った。

さらに、研究実施部門が独自に管理する外部公開サーバ 94 台のうち、前年度の診

断実施分を除く 14 部門 74 台について、外部アクセスからの脆弱性検査として、セキ

ュリティ診断（擬似的侵入検査）を実施し、情報セキュリティ対策の強化を図った。本

年度の診断により、産総研の全ての外部公開サーバのセキュリティ診断を終了し

た。 

  2503 

  ・電子政府化への対応の一環として必要

な行政手続きのオンライン化を推進する

など、事務手続きの一層の簡素化、迅速

化を図ると共に、研究所の制度利用者

の利便性の向上を行う。また、業務の

適化計画を作成する。 

・平成 20 年度に引き続き「産総研ネット

ワークシステム AIST-LAN の 適化計

画」及び「イントラネットシステムの 適

化計画」に従って 適化措置を実施し、

業務の効率化・利便性の向上、システム

の安全性の向上を図る。 

・平成 19 年度に策定した「産総研ネットワークシステム AIST-LAN の 適化計画」及

び「イントラネットシステムの 適化計画」の工程表に沿った 適化措置を実施した。 

産総研ネットワークシステム AIST-LAN については、新しい多地点接続装置を稼動

させ、TV 会議システムの接続可能台数を倍増させた。また、インターネット接続のバ

ックアップ回線を運用し、つくば WAN 障害時の可用性を向上させた。さらに、ネットワ

ーク機器の保守方式の見直しにより、平成 20 年度に年間保守費用を従来比約 2 千

万円軽減し、引き続き同措置を実施している。 

イントラネットシステムについては、平成 21 年 8 月に稼働を開始した。新システム稼

動により業務が高度化するとともに、検索機能の強化等により業務時間について

2,477 時間の削減効果があった。 

  2511 

（施設の効率的な整備） （施設の効率的な整備）        

 安全で効率的な研究環境を提供

するため、アウトソーシングなどを活

用しつつ、適切に自主営繕事業を推

進し、施設の効率的な整備を図る。 

・安全で良好な研究環境を構築するた

め、長期的な施設整備計画を策定し、ア

ウトソーシングを活用しつつ効率的かつ

適切な自主営繕事業を推進する。 

・平成 20 年度に策定した長期整備計画

マスタープラン案について、ユーザーか

らのパブリックコメントなどをもとに内容

の修正を図るとともに、研究分野・研究

設備別に展開した改修計画を策定して

研究戦略との調整を図り、つくばセンタ

ーの建物についての整理統合・集約化

による建て替え計画案を作成し、産総研

に適した長期的な施設整備計画として取

りまとめる。 

・産総研の研究活動推進に必要な施設・設備を計画的に整備していくための、長期

施設整備計画（マスタープラン）を策定した。計画策定においては、ユーザーの意見

を聞き取るとともに、施設の効率的活用と、安全管理等に有効な研究分野・研究設

備毎の整理統合・集約化などを盛り込んだ。本計画は、今後 20 年間の長期的な視

点による産総研の施設整備の方向性と基本方針を示すものとして位置付けた。 

  2601 

      

    ・石綿除去については、石綿除去基本方

針に基づき「石綿含有吹付け材除去計

画」（平成 24 年度）を策定し公表するとと

もに、昨年度に引き続き除去工事未実

施箇所の石綿吹き付け材に係る劣化状

況調査・室内環境測定等を実施する。 

・22 年度補助金による除去実施が困難となったことから、昨年度計画（21～23 年度）

を見直して 22～25 年度の 4 ケ年計画の原案を作成した。 

・吹き付け材の状況が建物及び部屋単位で一目でわかるよう、「石綿の有無」並び

に「露出/隠蔽」についてカラーリング等の工夫を施した図面を公開した。また、除去

工事等による 新の情報を継続的に反映させた。 

・職員等の安全を図るため、約 1,100 箇所の劣化状況調査・室内環境測定を実施

し、その結果を公表した。 

  2602 

    ・耐震化対策については、耐震化計画の

優先順位を踏まえるとともに、同時に効

果的・効率的な工事のため可能な限り老

朽化対策と調整しつつ対象施設の耐震

補強計画を順次実施する。 

・昨年度策定した 2-1 棟、4-1 棟の耐震補強計画案については、 新技術の採用及

び工期の短縮等の効果が得られることから、設計・施工一括発注方式で高度技術

提案型による新たな計画案に見直した。 

・耐震補強計画を策定した 4 棟（5-2S、5-2N、西-1、5-1）については、老朽化対策と

の調整のうえ実施した。 

・耐震化計画の優先順位を踏まえ、該当順位の東-1 棟、6-1 棟の耐震補強計画を

策定した。 

  2603 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

・耐震化対策の必要な 36 棟のうち、21 棟が工事完了又は工事中であり（17 年度完

了 1 棟、18 年度完了 2 棟、19 年度完了 4 棟、20 年度完了 1 棟、21 年度完了 8 棟、

工事実施中 5 棟）、この結果、平成21 年度末における建物耐震化率は、建物単位で

95.9%（残り 15 棟）、延床面積では 87.6%（残り 9 万㎡）となった。 

  ・自主営繕事業の推進に際しては、
施設設備の設計基準、ライフサイク
ルマネジメント、点検評価システム、
統合データシステムを確立し、これら
を用いることにより迅速かつ的確な
施設整備を実施する。 

・施設維持管理における点検結果の評

価を反映した適切且つ効率的な施設整

備を行う。 

・維持管理契約に少額修繕案件を組み込み日常の点検作業等により発見した案件

は修理、部品交換等を即時対応とするなど職員の業務効率化を図った。 

・点検・作業等で発見された施設・設備の不具合 1,670 件を評価･分析し、緊急性の

高い 1,325 件の緊急修繕を実施し、大規模不具合の発生の未然防止に努めた。ま

た、残る 345 件については、不具合状況及び安全性を確認し、経過観察の措置とし

た。 

・施設維持管理に必要

な計画補修を推進する

ため、設備点検結果と

発生不具合データの検

証を適切に行うとともに

検証結果を反映した適

切且つ効率的な施設整

備を行う。 

（当初計画を上記のとお

り統合修正した） 

 

・第６事業所において、

上水配管に雑用水配管

が誤接続されていること

が判明したため、即時

に改修を行い、水質検

査を実施するとともに、

関係者への説明、健康

診断等の対応、自治体

への報告等を迅速に行

った。また、産総研の全

ての上水配管の接続状

況を速やかに確認した。

（つくばセンター5,343 箇

所、地域センター153 箇

所） 

・中国センターにおい

て、研究排水配管が一

般排水に誤接続されて

いたことが判明し、産総

研の全ての排水系統が

適切に接続されている

かを速やかに確認し（つ

くばセンター3,712 室、地

域センター1,653 室（積

雪、実験スケジュール等

による点検不可能室を

除く））、必要な対応を行

った。 

・維持管理契約及び植

栽管理契約について、

平成 24 年度から導入予

定の公共サービス見直

しに向けて 22 年度契約

内容から検討を行った。

2612 

      

    ・施設維持管理に必要な計画補修を推

進するため、設備点検結果と発生不具

合データの検証を適切に行う。 

・効率的かつ効果的な施設維持管理を行うため、日々の不具合状況を的確に反映

する不具合データベースの本格稼働を行った。つくばセンターはすでに本格稼働し

ていたが今年度の地域センターの本格稼働により産総研全体の不具合状況を補修

計画へ的確に反映させた。 

  2613 

33



第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

    ・これまでに確立したＬＣＣ算出ツールを

用いて、主要な既存建物（研究本館）に

ついてＬＣＣの算出を行い、生涯コスト縮

減、効率的な改修の実施を実現するた

めのシミュレーションを実施し、これらの

LCC で算出されたデータをもとに、大規

模改修、建て替え時期など産総研に適し

たライフサイクルマネジメント手法を確立

する。 

・これまでに作成した LCC を、化学系・物理系・ライフ系などの研究特性をパターン

化した、より簡易な手法で算出する方式を確立した。また、LCC で算出された改修費

用をもとに、どの設備を優先すべきかの事項を指数化することにより、優先順位を決

める手法を確立した。 

これらを取りまとめ、施設整備にかかるライフサイクルマネージメントのマニュアルを

作成した。 

 2614 

    ・現行の施設設備の機器台帳と別途メン

テ用に管理している機器データを統合す

るとともに、設備不具合管理システムを

連携し、施設整備計画、施設維持管理

等の業務に活用できる統合データシステ

ムを構築する。 

・現行の施設設備の機器台帳（約 70,000 件）と、別途メンテ用に管理している機器デ

ータ（約 20,000 件）を統合するとともに、日常点検等で発見される不具合情報をもと

に各種機器の状態を管理する不具合管理システムを連携させ、現状の設備機器の

劣化状況を踏まえた施設整備計画作成や施設維持管理業務に活用できる統合デ

ータシステムとして構築した。 

また、業務で必要とする資料(設計図･完成図書など）が簡便に検索できるファイル管

理情報の構築を図った。 

  2615 

    ・先進事例調査については、産総研が行

う施設整備に参考となる情報の収集を

行う。 

 

 

 

・耐震工法の選定手法等について情報収集を行った。今回の調査では、特に、設計

施工一括発注・総合評価落札方式等の詳細なノウハウが取得でき、新たに「高度技

術提案型」の計画案を策定することができた。 

  2616 

２．職員の能力を 大化するために

講じる方策 

２．職員の能力を 大化するために講じ

る方策 

       

（１）柔軟な人事制度の確立 （１）柔軟な人事制度の確立        

（優秀かつ多様な人材の確保） （優秀かつ多様な人材の確保）        

 非公務員型の独立行政法人への

移行を踏まえ、従来の国家公務員

の採用方式によらない柔軟な採用

制度を構築し、国内外から優秀かつ

多様な人材を確保する。また、女性

に働きやすい職場環境の提供を行

い、女性職員の採用に積極的に取

り組む。 

・非公務員型の独立行政法人としてのメ

リットを 大限に活かし、外国人や海外

経験者も含め、産総研の経営戦略に沿

った優秀かつ多様な人材の確保を図る

ため、研究環境の整備、任期付任用制

度の見直し、独自の採用試験制度の導

入など新たな採用制度を構築する。ま

た、女性にも働きやすい環境を整備し、

女性職員の採用に積極的に取り組む。

特に研究系の全採用者に占める女性の

比率を第2期中期目標期間末までに、第

1 期中期目標期間の実績から倍増する

ことを目指す。 

・国内外の研究機関の人材情報を積極

的に収集し、優秀な人材を的確に確保

するための体制整備に努める。 

・優秀な人材を的確に確保する体制を整備するために、国内の研究機関における採

用制度や採用状況等に関する情報を収集した。 

  2701 

      

    ・平成 21 年度も引き続き、全国の主要大

学等で就職説明会や効果の期待できる

企業合同説明会に積極的に参加するこ

とにより、採用応募への勧誘と広報を行

い、多様で優れた人材の確保に努める。

・平成 21 年度においては、多様で優れた人材を確保するため、国立大学法人 9 校、

私立大学 3 校、学会 2 回及び 50 社以上の民間企業が参加する合同説明会に 13

回（合計 31 回、前年度比 3 回増）参加するとともに、産総研主催就職セミナーを 4 回

開催した。特に事務職について、入所後のミスマッチが生じないよう配慮し、産総研

の求める人材（専門性など）をより明確にして採用活動を実施した。また、女性研究

者の採用拡大を実現するため、理系女子限定の企業合同説明会に参加し、また、

学生とその大学出身の産総研女性研究者との懇談の場を持つ等の活動を行った。 

  2702 

      

    ・ より多くの人材が採用応募できるよう

に、試験会場を東京と大阪の 2 箇所で実

施する。 

・平成 21 年度においても、より多くの人材が採用応募できるように、採用試験を東京

と大阪の 2 箇所で実施した。(平成 21 年度試験受験者数 東京：230 名、大阪 256

名、受験者は前年度比 38.9％増） 

  2704 

    ・介護による離職を回避し、仕事と介護 ・情報提供の場として、平成 21 年度は、介護の専門家を講師に招いての勉強会を 3   2705 
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の両立による負担を軽減するために、休

業者および休業者の属する職場への支

援策として、産総研における介護支援制

度を引き続き検討する。 

回実施、延べ 250 名が参加した。また、所内外の情報提供のため所内ウェブサイト

「介護広場」を運営、加えて職員同士の情報交換の場として介護情報交換掲示板を

開設した。介護支援制度については、平成 21 年 7 月に改正・公布された育児・介護

休業法に即した規程の改正作業に向けて、検討を行った。 

      

    ・平成２１年度も引き続き男女共同参画

や女性研究者支援のノウハウの蓄積・

発信・共有を目的に設置したダイバーシ

ティ・サポート・オフィスを発展させ、参加

機関との連携を強化するとともに、子育

て支援や女性研究者支援事業をより充

実させる。 

・ダイバーシティ・サポート・オフィスの事務局として、キャリアカウンセリング業務や

女性のキャリア形成や意欲触発を目的としたセミナーの主催を行い、女性研究者支

援・子育て支援を推進した。これらのサービスの参加機関への提供や合同シンポジ

ウム・合同セミナー開催を通し、連携を強化した。 

・ダイバーシティ・サポート・オフィス参加の 6 機関の長による共同宣言「6 研究教育

機関による男女共同参画宣言」を発表した。平成 21 年度茨城県子育て応援企業表

彰「優秀賞」を受賞した。 

・ダイバーシティ・サポー

ト・オフィス参加の6機関

の長による共同宣言「6

研究教育機関による男

女共同参画宣言」を発

表した。H21 年度茨城県

子 育 て 応 援 企 業 表 彰

「優秀賞」を受賞した。 

2706 

（多様なキャリアパスの確立） （多様なキャリアパスの確立）        

 職員の適性と能力にあわせた多様

なキャリアパスを設定し、様々な能

力を有する人材の効果的な活用を

図る。 

・研究系、事務系職員それぞれに対し、

研究実施、研究支援、組織運営などの

様々な業務における多様なキャリアパス

を明確化することで、職員がその適性を

活かして能力を 大限に発揮することを

可能とし、優れた研究成果の創出、研究

関連・管理部門等のサービスの質の向

上を図る。 

・職員の多様なキャリア開発に資するべ

く内部研修の充実を図る。特に、任期付

若手研究員に対しては文部科学省委託

事業を通じたキャリア開発支援を行う。 

・階層別研修の体系化並びにプロフェッショナル研修（特にエキスパート研修）の充

実化を進め、多様なキャリアパスの検討を可能にする研修環境整備を行った。ま

た、テニュアトラック型任期付研究員に対して、従来の産業技術人材育成研修とキャ

リアデザイン研修を融合した若手研究職員研修を新設し、任期の中間年度で望まし

いキャリアビジョンを形成するための機会を提供した。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」の取り組みは、非テニュア型を含む任

期付若手研究員全体へのキャリア開発支援、若手博士の人材育成、指導者・育成

者への意識啓発、産業界への人材輩出を行った。 

 2801 

  ・知的財産管理、産学官連携、技術情報

分析等をはじめとする研究関連分野に

おいては、研究系職員の能力をより有効

に活用し、その活動の一層の高度化を

図る。 

・引き続き、産学官連携推進部門、知的

財産部門、評価部、国際部門等の研究

関連部門への研究人材の流動促進に努

め、研究職員の専門知識を活かした活

動を促進する。 

・平成 21 年度も引き続き産学官連携推進、知的財産管理、国際連携推進等の研究

関連業務に研究職員を配置して、その専門的知識を活かした業務活動は業務の活

性化・高度化に貢献している。また、研究関連部門の専門知識習得と業務高度化の

ためのエキスパート研修（産学官連携推進研修、知的財産研修、ベンチャー開発セ

ンター人材育成研修等）を実施した。 

  2811 

（非公務員型移行を活かした人材交

流の促進） 

（非公務員型移行を活かした人材交流

の促進） 

       

 外部人材との交流を通じた競争的

な環境の中での研究水準の向上及

び研究成果の産業界への円滑な移

転を目的に、産業界や学界からの

人材の受け入れ及び兼業も含む産

総研からの人材の派遣等の人材交

流を促進する。 

・非公務員型の独立行政法人としてのメ

リットを 大限に活かした新たな人材交

流制度を構築し、大学や産業界等から

の人材受け入れ、あるいは弾力的な兼

業制度を活用した産総研からの派遣な

ど外部との交流を強力に推進する。第 2

期中期目標期間においては、第 1 期中

期目標期間には実績のなかった民間企

業への出向を促進し、出向と役員兼業

の件数を合わせて、第 1 期中期目標期

間の実績の倍増以上を目指す。こうした

活動を通じて、研究成果の産業界への

積極的移転、外部との交流を通じた競争

的な環境の中での研究水準の更なる向

上並びに人材の育成等を図る。 

・引き続き、研究成果の産業界への積極

的移転を行い、外部との交流を通じた研

究水準の更なる向上と人材の育成を図

る。 

 

・兼業制度に関しては、兼業従事者の裾

野拡大を図るべく、兼業制度の柔軟化及

び申請手続きの簡便化が明確に伝わる

ように、イントラ上での工夫を行う。さら

に、兼業案内ページを再構成し、裾野拡

大に加えて、コンプライアンスの観点か

ら兼業従事上の諸規定（従事時間の上

限、出勤簿処理の方法等）についても周

知徹底が図れるよう整理する。【再掲】 

・平成 21 年度は、産業界や大学、公的機関との人事交流として、159 名を派遣（民間

企業 2 名、大学 5 名、他独法 33 名、国等 119 名）、92 名受入（民間企業 45 名、他

独法 3 名、国等 44 名）を実施し、人事交流の促進に努めた。また、平成 21 年度は技

術移転の大幅な加速化や日本の技術開発力の維持等を目的とした「人材移籍型共

同研究制度」を新設し、民間企業から 40 名の研究員を受け入れた。 

 

・兼業制度に関して、イントラ内で兼業制度の許可基準等を明示し、またコンプライア

ンスを意識した内容に改訂、再構築した。兼業申請を遅滞なく行わせるための職員

への周知徹底策として、毎月初めにイントラ掲示板で注意喚起を行った。平成 21 年

度の兼業件数は、役員兼業申請 44 件、一般兼業申請 1,221 件、合計 1,265 件で平

成 20 年度比で 60 件の増となった。【再掲】 

  2901 

（２）職員の意欲向上と能力開発 （２）職員の意欲向上と能力開発        

（高い専門性と見識を有する人材の

育成） 

（高い専門性と見識を有する人材の育

成） 

       

 各種の研修等の能力開発制度の

充実を図り、求められる業務につい

て高い専門性と見識とを有する人材

の育成に努める。 

・職員の業務に必要な専門知識、技能の

向上、さらには将来の産総研内外のキャ

リアパス開拓にも繋がるよう研修制度の

充実を図ると共に、海外研修や民間企

業への出向等による能力開発を支援し、

高い専門性と広い見識を有する人材の

・職員一人ひとりの能力とチーム及び組

織の機能が 大限に発揮されるよう、職

員等基礎研修、階層別研修、プロフェッ

ショナル研修等を体系的かつ効率的に

運用する。【再掲】 

 

・職員等基礎研修は、職員に必要な産総研のミッション・コンプライアンス等の基礎

的知識を涵養するため、常勤職員、契約職員、外国人職員（受講対象 1470 名）に対

して延べ 12 回実施した。TV 会議システムの利用や同日時間差開催など受講生や

講師にとっての負担軽減と効率化を進めた。 

・階層別研修は、３レイヤー７階層の整理と役割・要求スキルの精査等により抜本的

  3001 
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育成を推進する。 ・人材育成をより一層強化するため、研

究関連・管理部門に新規採用した事務

職員を対象としたＯＪＴ制度を導入し、人

材育成に努める。 

に体系を見直した。また、研修冒頭のオリエンテーションの充実化やグループワーク

の導入により、研修受講の納得性と効果の向上を図った。 

・プロフェッショナル研修のうち、特にエキスパート研修は、関連管理部門に必要なス

キルを磨き、業務の効率化と高度化を図るための研修を実施した。平成 21 年度は、

早い段階での管理関連部門との打ち合わせや全体計画の取りまとめ、周知徹底に

より、多くの受講生を獲得した（知的財産研修Ⅱ：53％増、産学官連携推進研修：

43％増等）。 

・研修の評価について、今年度は、受講者へのアンケートフォーマットを統一するな

どの改善に加え、スキルアセスメント評価を初めて実施するなど、研修業務の改善

につながる情報収集に努めた。【再掲】 

・OJT 制度（事務職員のみ）は、平成 21 年度に初めて導入し、新規採用の事務職員

17 名を対象とした。各 OJT リーダーへ育成方針「若手職員に対する OJT の手引き」

と育成カルテの活用を指導し、事務局では月 1 回育成カルテを確認することで人材

育成のためのフォローアップを行った。 

      

    ・職員の知的財産調査、知的財産戦略

立案能力を向上させるため、引き続き知

的財産に係わる研修を実施する。 

・エキスパート研修において特許調査実習の実施、更にはつくばをはじめ各地域セ

ンターにも出向いて特許情報検索ツールについて実践的な説明会を行い、研究者

に対して先行技術調査の実施を根付かせる等、特許に強い研究者の育成を図っ

た。 

・年間を通して外部機関が実施する特許法・実用新案法、特許情報と特許調査、契

約の基礎及び実務、米国特許制度等の知的財産専門研修に人材を参加させること

により、幅広い見識を吸収させることが出来た。 

  3003 

    ・能力開発部門との業務分担も検討しな

がら、「エキスパート研修（中級）」等の内

容を検討する。またベンチャー創業に関

する基礎知識を習得するために専門家

による集中研修や講演会（アラカルトセミ

ナー）を実施する。 

・能力開発センターと共同で「エキスパート研修（ベンチャー開発センター人材育成

研修 Ⅰ（初級）・Ⅱ（中級））」を企画し、平成 21 年 10 月に開催した。研究職員・事務

職員に対して産総研における創業支援体制やベンチャー企業の実例を紹介し、外

部事例として東京大学における研究成果の事業化への取り組みとそのための制

度、またその成果であるベンチャー企業の事例の紹介を行った。産総研研究者全体

のベンチャー創出意識醸成と基礎知識を周知するため、平成21年11月には集中基

礎研修「ベンチャー創業に関心を有する研究者向けビジネスプラン作成演習」を開

催し、8 名受講のもと各自の研究テーマを題材とするビジネスプラン作成およびプレ

ゼン等を行った。また、ベンチャー創業に必要な基礎知識について単発講義をシリ

ーズで行う「ベンチャー創業に関心を有する研究者向けアラカルトセミナー」を平成

21 年 5 月～12 月までの間に 4 回開催し、延べ 103 名の職員等が受講した。 

  3004 

  ・研究能力を涵養する期間であるポスド

クについては、研究のプロフェッショナル

としてのみではなく、産業界等で広く活躍

できる人材となるよう、適切に育成を行

う。 

・平成 21 年度においても、任期付若手研

究職員等に対して産業技術人材として

の資質を涵養する研修を実施し、産業技

術の発展の中心となって貢献する人材

を育成する。また特にポスドク等任期付

若手研究員に対しては委託事業を通じ

たキャリア開発支援として就職情報の提

供、就職マッチングイベントの開催、専

門・就職スキルアップセミナー等を行う。

・若手研究員の人材育成について、平成 21 年度は、テニュアトラック型任期付研究

員に対して、従来の産業技術人材育成研修とキャリアデザイン研修を融合した若手

研究職員研修を新設し、任期の中間年度で望ましいキャリアビジョンを形成するた

めの機会を提供した。また非テニュアトラック型も含む任期付若手研究員全体への

キャリア支援として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」においても就職支援セミナー開催などの支援を行った。 

  3011 

      

    ・ポスドクや若手の任期付若手研究員を

イノベーション人材として育成、輩出する

ために、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事業」を

推進する。本事業を通じて所内の任期

付若手研究員のキャリア開発を支援す

るとともに、つくば地区全体のポスドク等

任期付若手研究者の育成・輩出ｼｽﾃﾑの

構築へ繋げる。 

・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」の取り

組みとして、産総研も含むつくば地区全体のポスドク等任期付若手研究員のための

多様なキャリア開発支援として以下を実施した。 

1）人材輩出プログラムとして専門カウンセラーによる就職支援の出張面談を今年度

集中的に実施（１対１で平均 45 分、延べ 6 回で計 32 名参加） 

2）履歴書や面談に関するスキルアップの就職支援セミナーを継続して実施（5 回、延

べ 140 名参加） 

3）融合分野でのナノテク技術習得の専門スキルアップセミナーを拡張して実施（2

回、延べ 53 名参加、対象を任期付若手博士とその指導者まで拡充） 

4）ポスドク、指導者、企業関係者等の意識啓発を目指した交流会を実施（3 回の延
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べ 81 名参加） 

5）人材輩出プログラムとして求人求職のマッチングを図る Web サービスシステムを

新たに構築し運用を開始。 

      

（個人評価制度の効果的活用と評

価の反映） 

（個人評価制度の効果的活用と評価の

反映） 

       

 個人の業績を多様な観点から評価

し、職員の勤労意欲の向上を図る。

その際には、評価結果に応じて査定

を受ける業績手当の給与総額に占

める比率を増加させるなど、給与制

度に関しても職員個々の業績に応じ

た処遇の実現との観点から、必要な

見直しを図る。 

・個人評価制度については、職員の意欲

を更に高めることを目的として、目標設

定とその達成へのきめ細かな助言など

を通じた評価者と被評価者間のコミュニ

ケーションツールとして効果的な活用を

図ると共に、業績手当の給与総額に占

める比率を増加させるなどにより、評価

結果を給与等の処遇に適切に反映す

る。 

・評価者のスキル向上・評価傾向の理解

等についての研修を実施する。 

 

・新規採用職員に、個人評価制度理解

のための研修を実施する。 

・評価者の研修を研究グループ長等を対象としたマネージメント研修に盛り込むとと

もに、新たに評価者になった者に対しては、事務局から資料送付や個別説明などき

め細かい対応を行うことにより、評価者の評価スキル向上と評価制度・評価傾向の

理解を促した。 

 

・新規採用職員研修のカリキュラムに評価制度の説明を盛り込むことで、新規採用

職員への周知を図った。 

  3101 

    ・職員給与に占める業績手当の現行水

準を維持しながら、メリハリのある査定を

実施することにより短期評価の効用を高

めていく。 

・「短期評価の手引き」、「短期評価・業績手当の査定概要」の活用促進、査定概要

やアンケート結果の公表により、メリハリのある査定と評価制度の適切な実行に努

めた。 

  3102 

  ・職員の個人評価にあたっては、優れた

研究業績、研究所への貢献、産業界及

び学界等を含む社会への貢献等の多様

な評価軸を用いることで、様々な活動を

適切に評価すると共に、キャリアパス選

択にも反映できるよう評価制度を適宜見

直す。 

・人事評価委員会を適切に運営して、適

切な評価に務める。 
・「長期評価における評価の視点」に基づき、ユニット長等と人事評価委員会の二段

階評価を実施した。人事評価委員会ではさらに分野別審査と級別審査を行い、適正

な評価に努めた。また、10 月 1 日昇格発令にむけ、委員会を円滑に運営した。 

  3111 

    ・引き続き、短期評価・長期評価の不服

申立について、適正な対処を行う。 
・短期評価・長期評価とも不服申立への対応は、申立者、関係者との面談による十

分な話し合いや情報提供の機会を設けることで、本人の納得感を高めることに努め

た。（短期評価不服申立件数：平成 20 年度 8 名→平成 21 年度 12 名。長期評価不

服申立件数：平成 20 年度 17 名→平成 21 年度 11 名）。特に長期評価では、人事評

価委員会からユニット長への結果説明を行い、併せてユニット長から被評価者への

説明の機会を設けることにより不服申立を減少させた。 

  3112 

３．環境・安全マネジメント ３．環境・安全マネジメント        

（安全衛生の向上） （安全衛生の向上）        

 事故及び災害の未然防止等の安

全確保策を推進するとともに、併せ

て、職員の健康を増進することによ

り、快適な職場環境造りに積極的に

取り組む。 

・産総研における全ての事業について、

事故及び災害等の発生を未然に防止し

業務を安全かつ円滑に遂行できるよう労

働安全衛生マネジメントシステムを導入

し、安全管理体制の維持・強化を図る。 

・環境・安全マネジメントシステムは、一

部（東京本部等）を除き全ての事業所で

運用を開始する。各事業所の実施状況

及びマネジメントシステム内部監査結果

等の情報を把握し、各事業所間の運用

レベルの均一化を図る。また、各事業所

間の情報共有を図ることを目的とする連

絡会議を開催して、マネジメントシステム

の有効性を継続的に改善する体制を整

備する。 

・環境・安全マネジメントシステムを全ての事業所（一部除く）で運用開始した。各事

業所の事務局を対象に内部監査講習会を開催するとともに、内部監査を実施した事

業所の改善点、評価点を情報共有することで各事業所間の運用レベルの均一化を

図った。また、全国の安全衛生管理担当者を対象に開催した外部講師によるマネジ

メント研修や担当者会議を通じて、マネジメントシステムを効果的かつ継続的に推進

するための体制整備を図った。 

  3201 

  ・システムの導入に当たっては、環境マ

ネジメントシステムとも統合した総合的な

マネジメントシステムを構築し、環境に配

慮した安全で快適な職場環境を実現す

る。 

・ライフサイエンス実験管理センターにお

いては、関連する 7 つの倫理・安全委員

会を着実に運営するとともに、ヒト由来試

料使用実験、組換え DNA 実験、動物実

験、生物剤毒素使用実験については実

験現場の実地調査ならびに教育訓練を

実施し、倫理、安全性の確保を図る。ま

た、つくば地区に点在する実験動物飼育

施設について、つくばセンターにおける

・７つの倫理・安全委員会を着実に運営するとともに、委員会開催の効率化及び研

究者の利便性向上のため、組換えＤＮＡ実験、人間工学実験計画については複数

年度承認制度を取り入れた。 

・ヒト由来試料実験、組換えＤＮＡ実験、動物実験施設について全ての実験現場の

実地調査を行なうとともに、組換えＤＮＡ実験、動物実験、生物剤毒素使用実験の教

育訓練は全体を対象として実施したほかに個別教育を複数回実施し、実験に支障を

きたさないよう対応した。 

・第三期中期計画に向けた研究分野ゾーニング計画により、つくばセンターの動物
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スペースガイドラインに従い、集約化の

具体案を策定する。        

飼育実験施設集約化の具体案を取りまとめた。 

      

    ・放射線管理センターにおいては、引き

続き放射線管理体制の強化並びに RI 利

用研究者への利便性の向上を目指した

業務を推進する。 

・前年度に構築した放射線取扱業務従事者登録システムの登録記録、個人被ばく

線量、健康診断、教育訓練の記録等を一元的に管理する体制を構築し、つくばセン

ターの各事業所に分散していた過去の記録 3000 名超分のデータを放射線管理セン

ターに集約した。その結果、事業所での放射線管理に関する業務が効率化されると

ともに、つくばセンターにおける個人記録の履歴情報等の把握が容易となった。 

・つくばセンターで運用している WEB 申請を用いた放射線取扱業務従事者登録シス

テムを全国に点在する８ケ所の地域センターに展開した。その結果、研究者の利便

性向上および各地域センターにおける事務処理の効率化を実現するとともに、産総

研における放射線業務従事者の一元的な登録システムを構築した。 

・エックス線教育訓練用ビデオを活用し、地域センターを含めた新規業務従事者等

への個別教育訓練を実施し、実験に支障をきたさないよう対応した。（330 人/59 回） 

  3212 

    ・新たな基幹システム上において、機能

強化して運用開始となる薬品ボンベ管理

システムを使用者が効率的に利用でき

るよう機能の説明と周知の徹底を図る。

また、新たに付加された機能を有効活用

し、建築基準法、消防法等の法令遵守

の徹底を図る。 

・薬品ボンベ管理システムの改修を契機に、各事業所の安全衛生管理担当者及び

管理者向けの操作マニュアルを全面改訂し、より分かり易いマニュアルを整備して

各事業所の担当者に対して説明会を開催し、周知徹底を図った。 

・ユニット長、グループ長権限の機能強化により消防法危険物保有量のユニット及び

グループ等における自主管理が可能となるとともに、事業所の安全担当者による危

険物保有状況のリアルタイム検索機能等により法令遵守の一層の徹底を図った。 

  3213 

    ・実験室内の薬品保管方法の適正化を

推進して薬品類の管理強化を推進す

る。 

・不用薬品や所有者不明薬品類の処分を徹底するため、各実験室及び倉庫、機械

室などを点検し、薬品類の適正管理を推進した。 

・ナノ材料取扱の所内識者による検討を重ね、国内の研究機関に先駆けて「ナノ材

料ばく露防止のためのガイドライン」及び「ナノ材料管理要領」を制定し、将来におけ

る作業者へのリスク管理及び作業現場のばく露防止対策を推進するため、ナノ材料

取扱業務の届出を義務化した。 

  3214 

    ・野外調査・観測において法令・規則等

が確実に遵守されるように、遵守すべき

法令・規則等の知識ベースを常に 新

の情報となるようにアップデートする。遵

守が確実に実行されるシステムについて

も引き続き検討を行い、野外調査・観測

全般における潜在的リスクも含めたリス

ク管理体制を維持・強化する。 

・野外調査・観測における関連法令規則等のリスト及びそれらの遵守を実行するた

めの作業フローを 新となるよう、本年度は 2 度の追加修正を実施した。また、昨年

度の調査観測終了報告から注意点やヒヤリハットをとりまとめて所内向 HP に追加

掲載した。管理体制については、本年度より野外調査・観測計画の受付と事前チェ

ックの部署を分けることにより機能の強化を行い、審査会において計画書のリスク対

応内容と役務仕様書について審議が尽くされるように行った。 

  3215 

      

（省エネルギーの推進と環境への配

慮） 

（省エネルギーの推進と環境への配慮）        

 研究活動にともなう環境影響に配

慮するとともに、環境負荷低減に向

けたエネルギーの有効利用の促進

に引き続き積極的に取り組む。 

・省エネ機器の積極的導入やエネルギ

ー使用状況のモニタリング等を実施する

と共に、省エネ意識の醸成及び奨励制

度の導入に取り組み、産総研全体とし

て、業務のために要するエネルギーの削

減を図る。 

・エネルギーの使用の合理化に関する

法律の改正に合わせ、エネルギー管理

体制を一層強化し、省エネを推進する。 

・「独立行政法人産業技術総合研究所が

その事務及び事業に関し温室効果ガス

の排出の抑制等のため実行すべき措置

について定める実施計画」におけるエネ

ルギー削減目標である平成 16 年度比△

15％を目指し、設備の改修、施設・設備

の運用方法の改善を図る他、省エネキャ

ンペーン等の実施により省エネ意識の一

層の高揚を図る。 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正に合わせ、産総研エネルギー管

理規程を改正し、改正内容について、各事業所のエネルギー管理担当者へ周知を

図った。また、全事業所のエネルギーの使用状況を毎月把握し、急激なエネルギー

使用量の増減が生じた事業所については、原因究明を実施した。 

・産総研のエネルギー削減目標である平成 16 年度比△15％を目指して、情報棟及

びスーパークリーンルーム棟の熱源改修、ポンプ・ブロアーのインバータ化改修等を

行った。具体的には、つくばセンターに設置された 7.5ｋW 以上のポンプ・ブロアー約

160 台をインバータ化による消費電力量、改修費用等について調査を行い、費用対

効果の優れたポンプ・ブロアー29 台を改修した。 

・2-13 棟及び第 3 事業所のクリーンルーム、恒温・恒湿室等の要求温湿度及び使用

方法について、アンケート形式により調査を行い、必要以上に負荷を掛けていると判

断された外調機において設定値の変更を実施し、特殊空調のエネルギー効率の

適化を図った。これら施策を実施したことにより、平成 22 年 3 月におけるエネルギー

使用量においては、平成 16 年度比 15％削減を達成した。 
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・夏季・冬季省エネキャンペーン、クールアースデー産総研等の実施により省エネ意

識の一層の高揚を図った。 

      

    ・平成 20 年度に策定したエネルギー施

策について、引き続き効果検証作業等を

行うとともに、他の事業所においてもエ

ネルギー施策の実施を行っていく。 

・冷凍機等の省エネチューニングについて、昨年度において実施したつくばセンター

第 2、3、5、6 事業所の対象設備における省エネ効果を検証しつつ、更に対象設備を

拡大し、実施検証作業を行った。また、つくばセンター第 1、4、7、東、西事業所及び

北海道センター、関西センター、九州センターの冷凍機等の対象設備について、実

施検証作業を行った。これら本チューニングにより、約 2.0％の削減効果が得られ

た。 

  3302 

    ・高効率型機器の導入については、施設

整備事業の設計・施工に際して引き続き

積極的に推進する。 

・施設整備の設計・施工に際しては、高効率型の設備機器を導入するなど省エネル

ギー推進に取り組んだ。その代表的な事例として、以下のような削減効果のある工

事を実施した。 

1)北海道センター石炭ガス化庁舎リニューアルにおいて、空調の空冷化にすること

で改修前の消費電力量と比べて年間約 50％を削減。 

2)関西センター高分子化学実験棟耐震リニューアル改修において、変圧器を高効率

モールド型にすることで改修前の消費電力量と比べて年間約 20％を削減。 

3)つくばセンターアスベスト吹きつけ材改修時の照明改修において、高効率照明に

することで改修前の消費電力量と比べて年間約 12％を削減。 

  3303 

  ・ISO 14001 に準拠した環境マネジメント

システムを産総研全体で構築し、その成

果等を環境報告書として取りまとめ毎年

公表する。 

・ISO14001 を認証取得している中部セン

ターについても環境・安全マネジメントシ

ステムへ移行する。また、昨年度の環境

負荷低減の成果や取組み状況につい

て、外部識者の意見等を反映させ「環境

報告書 2009」を作成し公表する。 

・ＩＳＯ１４００１認証取得事業所であった中部センターにおいて、１０月から環境・安全

マネジメントシステムに移行し運用を開始した。 

・「環境報告書２００９」は、作成にあたって編集段階から外部有識者との意見交換を

行い信頼性の確保を図った。また、前年のアンケート結果等を反映させ、安全管理

上の課題対応や広報活動など環境というテーマでは括れない記事についても「社会

性報告」として報告した。 

  3311 

４．業務運営全体での効率化 ４．業務運営全体での効率化        

 運営費交付金を充当して行う事業

については、新規に追加されるも

の、拡充分等は除外した上で、一般

管理費について第 2 期中期目標期

間中、毎年度、平均で前年度比 3％

以上の削減を達成する。 

 一般管理費を除いた業務経費に

ついては第2期中期目標期間中、毎

年度、平均で前年度比 1％以上の効

率化を達成する。 

 人件費については、行政改革の重

要方針（平成１７年１２月２４日閣議

決定）に基づき、国家公務員の定員

の純減目標（今後５年間で５％以上

の純減）及び給与構造改革を踏ま

え、国家公務員に準じた人件費の削

減の取組を行う。 

 運営費交付金を充当して行う事業につ

いては、新規に追加されるもの、拡充分

等は除外した上で、一般管理費について

第2期中期目標期間中、毎年度、平均で

前年度比 3％以上の削減を達成する。 

 一般管理費を除いた業務経費につい

ては第2期中期目標期間中、毎年度、平

均で前年度比 1％以上の効率化を達成

する。 

 人件費については、行政改革の重要

方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）

に基づき、国家公務員の定員の純減目

標（今後５年間で５％以上の純減）及び

給与構造改革を踏まえ、国家公務員に

準じた人件費の削減の取組を行い、第２

期中期目標期間の終了時（平成２１年

度）までの４年間で４％以上の人件費を

削減する。 

・運営費交付金を充当して行う事業につ

いては、新規に追加されるもの、拡充分

等は除外した上で、一般管理費について

第2期中期目標期間中、毎年度、平均で

前年度比 3％以上の削減を達成する。 

 

・一般管理費を除いた業務経費について

は第 2 期中期目標期間中、毎年度、平

均で前年度比 1％以上の効率化を達成

する。 

・リサイクルシステムの活用による保有資産の有効活用、広報事業、購入雑誌の見

直しによる広報経費、図書経費の削減、研究関連・管理部門の旅費、消耗品等経費

の節約による削減などにより一般管理費については前年度比 3%以上、業務経費に

ついては前年度比 1%以上の効率化を実施した。 

  3401 

      

    ・中期目標に従い、平成 17 年度を基準と

して第２期中期目標期間の終了する平

成 21 年度末までに 4％以上の人件費削

減を達成する必要から、平成 21 年度に

おいては平成 17 年度比△4.0％の人件

費の削減を行う。 

・人件費削減については、総人員数の管理及び定期昇給幅抑制（平成 22 年度まで

の普通定期昇給を 1 号俸抑制等）により、平成 17 年度比で△4.0％を達成した。 

  3402 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む）、収

支計画及び資金計画 

      

 1．予算 1．予算（人件費の見積もりを含む）【別

表４】 

・別表 4 参照 ・別表 4 参照 平成 21 年度決算報告書をもとに示す。   3501 

 運営費交付金を充当して行う事業

については、「Ⅲ．業務運営の効率

化に関する事項」で定めた事項に配

慮した中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を行う。 

 また、積極的に外部資金の増加に

努め、総予算に対する固定的経費

の割合の縮減等の経営努力を行う。 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金（G(y)）について

は、以下の数式により決定する。 

G(y)（運営費交付金） 

  ＝〔｛（Aa(y-1)－δa（y-1））×β＋（Ab 

(y-1) ×ε）｝×αa  ＋δa（y）〕＋

〔｛（Ba(y-1)－δb（y-1））×β＋（Bb（y-1）

×ε）｝×αb×γ＋δb（y）〕－ C 

・G(y)は当該年度における運営費交付金額。

・Aa（y-1）は直前の年度における運営費交

付金対象事業に係る経費※のうち一般管

理費相当分のＡ分類人件費相当分以外の

分。 

・Ab（y-1）は直前の年度における運営費交

付金対象事業に係る経費※のうち一般管

理費相当分のＡ分類人件費相当分。 

・Ba（y-1）は直前の年度における運営費交

付金対象事業に係る経費※のうち業務経

費相当分のＡ分類人件費相当分以外の

分。 

・Bb（y-1）は直前の年度における運営費交

付金対象事業に係る経費※のうち業務経

費相当分のＡ分類人件費相当分。 

・C は、当該年度における自己収入（受取利

息等）見込額。 

  ※ 運営費交付金対象事業に係る経費と

は、運営費交付金及び自己収入（受取利

息等）によりまかなわれる事業である。 

・αa、αb、β、γ、εについては、以下の諸

点を勘案した上で、各年度の予算編成過

程において、当該年度における具体的な

係数値を決定する。 

 αa（一般管理費の効率化係数）：毎年度、

平均で前年度比３％以上の削減を達成す

る。 

 αb（業務経費の効率化係数）：毎年度、平

均で前年度比１％以上の効率化を達成す

る。 

 β（消費者物価指数）：前年度における実

績値を使用する。 

 γ（政策係数）：法人の研究進捗状況や財

務状況、新たな政策ニーズや技術シーズ

への対応の必要性、独立行政法人評価委

員会による評価等を総合的に勘案し、具

体的な伸び率を決定する。 

・δa(y)、δb(y)については、新規施設の竣工

に伴う移転、法令改正に伴い必要となる措

置、事故の発生等の事由により、特定の

年度に一時的に発生する資金需要につい

て必要に応じ計上する。δa(y-1)、δ
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

b(y-1)は、直前の年度におけるδa(y)、δ

b(y)。 

・ε（人件費調整係数） 

      

 ２．収支計画 ２．収支計画【別表５】 ・別表 5 参照 ・別表 5 参照 平成 21 年度貸借対照表、損益計算書をもとに示す。   3601 

（自己収入の増加） （自己収入の増加）        

 外部資金等の自己収入の増加に

これまで以上に努める。 

・第 2 期中期目標期間における外部資

金、特許実施料等の自己収入額の増加

に努める。 

・外部資金、特許実施料等の自己収入

額の増加に努める。 
・平成 20 年度：265.8 億円 

  平成 21 年度：298.3 億円(20 年度より約 32.5 億円の増加） 

  収入に占める自己収入比率：1 年間で 2.2%増加。 

・共同研究等を推進するための制度（民間企業等からの資金提供型共同研究及び

受託研究を奨励し、さらに推進する制度）を活用した資金提供型共同研究等の加速

を図るため、「産総研共同研究事業」（補正予算）を確保し、当該研究を受け入れた

研究に対し研究費を追加的に付与し、効率的に運用を行った。追加的な研究費の

付与にあたっては、資金提供型共同研究等に対し共同研究支援審査委員会の審査

を踏まえ、研究開発の内容や費用対効果の観点も加味し研究費の付与額を決定し

た。これらの制度活用により民間企業等からの外部資金受入額は平成 21 年度末に

42.1 億円になった。【再掲】 

  3701 

（固定的経費の割合の縮減） （固定的経費の割合の縮減）        

 大型機器の共通化、管理業務等

の効率化を図ることなどにより、固

定的経費の割合を縮減する。 

・第 1 期中期目標期間に引き続き、高額

のランニングコストを必要とする施設及

び大型機器の共通化、管理業務等の合

理化を図る等、固定的経費の割合の縮

減に努める。 

・高額のランニングコストを必要とする施

設及び大型機器の共通化、管理業務等

の合理化を図る等、固定的経費の割合

の縮減に努める。 

・固定的経費の割合 

 平成 20 年度：67.4%、平成 21 年度：63.4% 

・産総研が保有する先端機器および研究人材を社会と共有するために、先端機器

共用イノベ－ションプラットフォ－ム（IBEC-IP）の体制整備を行った。これにより、研

究開発支援や技術移転等が一層促進され、所全体としての大型設備の不必要な多

重導入が抑制され、固定的経費等の縮減に繋がった。 

  3801 

 ３．資金計画 ３．資金計画【別表６】 ・別表 6 参照 ・別表 6 参照 平成 21 年度キャッシュ・フロー計算書をもとに示す。   3901 

  Ⅳ．短期借入金の限度額        

  （第 2 期：23,818,000,000 円） 

 想定される理由：年度当初における、

国からの運営費交付金の受入れ等が

大 3 ヶ月程度遅延した場合における産総

研職員への人件費の遅配及び産総研の

事業費支払遅延を回避する。 

・なし ・短期借り入れの実績なし   4001 

      

  Ⅴ．重要な財産の譲渡・担保計画        

  中国センターの移転整備に必要な財源

とするために次の資産を売却する。 

・中国センターの土地（広島県呉市、

96,335 ㎡）及び建物 (平成２０年度売却

予定) 

・九州センター直方サイトの土地（福岡県

直方市、22,907 ㎡）及び建物(平成２０年

度売却予定) 

・関西センター大阪扇町サイトの土地（大

阪府大阪市、2,318 ㎡） (平成２１年度売

却予定) 

中国センターの移転整備に必要な財源

とするために次の資産を売却する。 

・関西センター大阪扇町サイトの土地（大

阪府大阪市、2,318 ㎡）  

・九州センター直方サイトの土地（福岡県

直方市、22,907 ㎡）及び建物 

中国センターの移転整備に必要な財源とするために次の資産の売却を実施した。 

・関西センター扇町サイトの土地（大阪府大阪市、2,318 ㎡）売却については、一般競

争入札を行ったうえ、８月に不動産売買契約を締結し、２月に所有権移転登記を完

了した。 

・九州センター直方サイトの土地（福岡県直方市、22,907 ㎡）及び建物の売却につい

ては、昨年度に引き続き、再度、一般競争入札を実施したが応札者がなく売却でき

なかった。 

  4101 

  Ⅵ．剰余金の使途        

  剰余金が発生したときの使途は以下の

通りとする。 

・用地の取得 

剰余金が発生したときの使途は以下の

通りとする。 

・用地の取得 

・平成 17 年度から平成 20 年度までに独立行政法人通則法第 44 条第 3 項により主

務大臣の承認を受けた剰余金は、「研究施設等整備積立金」として全額積み立て、

平成 20 年度末における累計額は約 7.90 億円となった（平成 17 年度約 1.39 億円、

 4201 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

・施設の新営及び増改築 

・任期付職員の新規雇用 等 

・施設の新営及び増改築 

・任期付職員の新規雇用 等 

平成 18 年度約 2.25 億円、平成 19 年度約 2.08 億円、平成 20 年度約 2.18 億円）。 

・上記の研究施設等整備積立金のうち、平成 21 年度に使用した実績は、総額約

4.08 億円であった。 

＜内訳＞ 

・中国センター（呉）施設の賃借料 約 0.57 億円 

・中国センター（東広島）施設整備 約 0.47 億円 

・ナノテク拠点整備に伴うゾーン化整備 約 3.04 億円 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要

事項 

Ⅶ．その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

       

１．施設及び設備に関する計画 １．施設及び設備に関する計画        

 良好な研究環境を維持するため、

長期的な展望に基づき、老朽化対

策を含め、業務の実施に必要な施

設及び設備の計画的な整備に努め

る。 

中期目標の達成のために必要な施設及

び設備を適切に整備していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設・設備の内容 予定額 財源 

・電力関連設備改修 

・給排水関連設備修 

・排ガス処理設備改修 

・外壁建具改修 

・中国センター移転整

備 

・その他の鉱工業の

科学技術に関する研

究及び開発、地質の

調査、計量の標準、技

術の指導、成果の普

及等の推進に必要な

施設・設備の整備 

総額 

352.85

億円 

施設整備費 

補助金 

 275.29 億円 

現物出資によ

る還付消費税 

 25.35 億円 

重要な財産等

の処分収入 

 51.39 億円 

 

（注）上記予定額と財源との差額（82 百

万円）は目的積立金からの充当分であ

る。 

【施設整備費補助金】 

（1）平成１9 年度施設整備費補助金繰越

分 

・関西センター新棟建設の整備事業を引

き続き実施する。 繰越総額約 6.7 億円 

 

（2）平成１9 年度施設整備費補助金（補

正）繰越分 

・関西センター耐震化対策及び廃水処理

設備改修の整備事業を引き続き実施す

る。 繰越総額約 54.5 億円 

 

（3）平成 20 年度施設整備費補助金（当

初）繰越分及び平成 21 年度施設整備費

補助金（当初） 

・老朽化対策として、耐震化改修の整備

事業を引き続き実施する。 

  つくばセンター（平成 20・21･22 年度の

３ヵ年国庫債務負担行為：21 年度分とし

て総額 4.2 億円） 

  北海道センター（平成 20・21 年度の２

ヵ年国庫債務負担行為：21 年度分として

総額 1.1 億円） 

 

（4）平成 20 年度施設整備費補助金（補

正）繰越分 

・老朽化対策として、爆発実験施設改修

の整備事業を引き続き実施する。 総額

7 億円 

・東南海・南海地震予測のための地下水

等総合観測点整備事業を引き続き実施

する。 総額 7 億円 

・老朽化対策として、エレベータ設備など

の改修の整備事業を引き続き実施す

る。 総額 43.8 億円 

 

【現物出資による還付消費税】 

・つくば中央 2-13 棟安全対策他１１件の

1)平成１9 年度施設整備費補助金繰越分 

関西センター新棟建設の整備事業について、計画どおり完了した。 総額約6.7 億円 

2)平成１9 年度施設整備費補助金（補正）繰越分 

老朽化対策として、関西センター耐震化対策などについて、計画どおり完了した。総

額約 54.5 億円 

3)平成 20 年度施設整備費補助金（当初）繰越分及び平成 21 年度施設整備費補助

金（当初） 

老朽化対策として、つくばセンター（平成 20・21･22 年度の３ヵ年国庫債務負担行為：

21 年度分として総額 4.7 億円（20 年度繰越：0.5 億円、21 年度当初：4.2 億円））耐震

化改修の整備事業について、計画どおり実施した。完成は平成 22 年度予定。 

 老朽化対策として、北海道センター（平成 20・21 年度の２ヵ年国庫債務負担行為：

21 年度分として総額 1.1 億円）耐震化改修の整備事業について、計画どおり完了し

た。 

4)平成 20 年度施設整備費補助金（補正）繰越分 

・東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測点整備事業について、計画ど

おり完了した。 総額 6.9 億円 

・老朽化対策として、爆発実験施設改修の整備事業について、繰り越し承認され、事

業を進めている。総額 4 億円 

・老朽化対策として、エレベータ設備などの改修の整備事業について、一部につい

は、繰り越し承認され、事業を進めている。その他については、計画どおり完了し

た。 総額 38 億円 

・高度化対策として、ナノテク・イノベーション拠点整備（情報セキュリティーセンター

関係）などの改修の整備事業について、計画どおり完了した。 総額 2.3 億円 

・高度化対策として、ナノテク・イノベーション拠点整備（ＳＣＲ関係）などの改修の整

備事業について、計画どおり完了した。 総額 13 億円 

5)【平成 21 年度施設整備費補助金（当初）】 

・老朽化対策として、空調設備改修などについて、一部についは、繰り越し承認さ

れ、事業を進めている。その他については、計画どおり完了した。総額 15.1 億円 

・老朽化対策として、耐震化改修の整備事業を引き続き実施する。 

つくばセンター 

第５事業所（平成 21・22･23 年度の３ヵ年国庫債務負担行為：21 年度分として総額

4.1 億円） 

西事業所（平成 21・22･23 年度の３ヵ年国庫債務負担行為：21 年度分として総額 5.4

億円） 

6)【平成 21 年度施設整備費補助金（1 次補正）】 

・補正予算の執行見直しについて閣議決定されたことを踏まえ計画変更を行い、総

額 100.6 億円（内訳：ナノテク＝76.6 億、蓄電池＝12.1 億。太陽電池＝5.6 億。ロボッ

ト 6.2 億）の総事業費となり、繰り越し承認され、事業を進めている。 

・老朽化対策として、エレベータ設備などの改修の設備事業を進めていたが、 

1 次補正予算の執行見直しについて閣議決定されたことを踏まえ計画変更を行い、 

  4301 

42



第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

整備事業を引き続き実施する。  

 

【重要な財産等の処分収入】 

・中国センター（広島県呉市）を広島県東

広島市の広島中央サイエンスパークに

移転するため、新棟建設の整備事業を

引き続き実施する。 

電力関連設備改修について、一部については、繰り越し承認され、事業を進めてい

る。 

その他については、計画どおり完了した。総額 8.1 億円 

 

【現物出資による還付消費税】 

1)つくば中央 2-13 棟安全施設整備の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 1.9 億円 

2)地質調査に係る実験管理施設（7-6・7 棟）の高度化改修の 

整備事業について、計画どおり完了した。 総額 2.1 億円 

3)エアロゾルデポジション（AD 法）実験棟への高度化改修の 

整備事業について、計画どおり完了した。 総額 2.3 億円 

4)九州センター高度計測研究棟への高度化改修の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 2 億円 

5)新燃料エンジンシステム研究開発用施設への高度化改修の 

整備事業について、計画どおり完了した。 総額 1 億円 

6)関西センター尼崎事業所Ｂ棟改修の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 1 億円 

7)ナノ材料ばく露防止の整備事業全 4 件について、 

計画どおり完了した。 総額 0.9 億円 

8)高圧ガスボンベ安全対策の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 1.2 億円 

9)騒音防止対策の整備事業について、 

計画どおり完了した。総額 0.2 億円 

10)本部情報棟熱源改修の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 1 億円 

11)ポンプ及びブロアのインバータ化改修の整備事業について、 

計画どおり完了した。 総額 0.3 億円 

 

【重要な財産等の処分収入】 

中国センター（広島県呉市）を広島県東広島市の広島中央サイエンスパークに 

移転するため、中国センター移転計画に合わせた建設工期の短縮を図るとともに、 

省エネ効果を 大限図れるシステムを採用し、新棟建設の整備事業について、 

計画どおり完了した。 

      

２．人事に関する計画 ２．人事に関する計画         

  （方針）        

 非公務員型への移行のメリットを

大限活用し、多様な人材の採用

及び活用を図るために、任期付き任

用制度の見直しを行う。また、管理

業務に関わる支出額（人件費を含

む）の総事業費に対する割合を抑制

する。 

・非公務員型の独立行政法人としての特

徴を十分に活かした人事制度を構築し、

我が国の産業競争力向上にも繋がるよ

う、多様な人材の採用及び活用を図る。

・平成 21 年度においても、引き続き産総

研独自の試験制度により多様な人材の

採用に努めるとともに、出向制度を活用

して大学や産業界等との人材交流を促

進し、多様な人材の活用を図る。 

・平成 21 年度は、計 30 名の研究職員を採用した。内訳は、大学新卒者・修了者 4

名、大学教員 4 名、民間企業等 3 名、ポスドク 19 名(うち、産総研 13 名、その他機関

6 名)となっており、多様な人材を確保することができた。また、独自試験による採用

では、平成 21 年度は 7 名の研究職員と 17 名の事務職員を採用し、事務職員につい

ては文系と理系の比率、 終学歴についてバランスよく選考した。さらに、経済産業

省などの国の機関や他独法、大学、民間企業等の外部機関への出向や受入を利用

して多様な人材の活用に努めた。 

  4401 

  ・総人件費に対して、管理部門の人件費

が占める割合を引き下げる。 

・管理部門の業務・組織・制度の 適化

に向けて更なる検討を進め、総人件費に

対する管理部門の人件費が占める割合

の引き下げにつながるよう努める。 

・平成 20 年度に実施した研究関連・管理部門の業務見直し、人員配置の見直しを着

実に実施し、総人件費に対する管理部門の人件費が占める割合の引き下げに努め

た。 

  4411 
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  （人員に係る指標）        

  ・任期付任用制度、産総研特別研究員

制度の見直しを行い、優れた人材の確

保と外部への人材供給を活発化させる。

・引き続き、平成 21 年度においても有能

で多様な人材の確保に努めるとともに、

その分野の優秀な研究者としての育成、

さらには、産業技術の発展の中心となっ

て貢献する人材の育成と輩出を行う。特

に、AIST イノベーションスクールにおい

て、企業 OJT 等を含む実践的トレーニン

グを受けた優秀な産業技術人材の育

成・輩出を目指す。 

・「産業技術人材育成型任期付研究員制度」（平成 18 年度創設）等の適切な運用に

より、有能で多様な人材の確保に努めるとともに、研究員やその指導にあたる上司

への各種研修を通じて育成を行った。また、平成 20 年度から継続して実施している

AIST イノベーションスクールについては、そのサポート業務を能力開発部門として担

当し、セミナーの企画・実施や OJT の送り出し・受入の調整を行った。 
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  ・全職員数に対して、管理部門の職員数

が占める割合を引き下げる。 

・管理部門の業務・組織・制度の 適化

に向けて更なる検討を進め、全職員数に

対する管理部門の職員数が占める割合

の引き下げにつながるよう努める。 

・平成 20 年度に実施した研究関連・管理部門の業務見直し、人員配置の見直しを着

実に実施し、全職員数減少の影響を受けながらも、全職員に対する管理部門の職

員数が占める割合の引き下げに努めた。 

  4511 

    ・障害者の雇用促進は社会的要請の高

いことから、引き続き、法定雇用率

（2.1％）以上を維持する。また、障害者

の職場定着を図るため、関係部署との

連携・協力により、働きやすい職場環境

づくり、業務の拡大を図るとともに、引き

続き、関係機関との連携を図る。 

・障害者の雇用促進に努め、障害者雇用数は平成 21 年度末で、102.5 名（平成 21

年 1 月比 8.5 名増）、実雇用率は 2.61％（平成 21 年 1 月比 0.47％増）となった。障害

者の職場定着を図るため、知的障害者等の業務内容や活動エリアも拡大するととも

に、働きやすい職場環境整備のために産総研内外の関係機関と密に連携し、また

職員への情報提供として「障害者雇用の基礎知識」を作成し、イントラで公開した。

関係機関との連携では、就労における問題解決のために関係機関とケース会議を

実施する等地域における障害者就労についての助言や情報提供を行った。 

  4512 

  （参考 1） 

  期初の常勤職員数             

3,230 人 

  期末の常勤職員数の見積もり     

3,230 人 

  ・常勤職員数の内数として、中期目標

期間中の各年度において、任期付職員

を約 500 人措置する。   

  ・任期付職員に限り受託業務の規模

等に応じた必要 小限の人員の追加が

有り得る。 

 

（参考 2）第 2 期中期目標期間中の人件

費総額 

  第 2 期中期目標期間（5 年）中の人件

費総額見込み：148,040 百万円 

  ただし、上記の額は、役員報酬並びに

職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当、休職者給与及び国際機関派遣職員

給与に相当する範囲の費用である。 

       

      

 ３．積立金の処分に関する事項        

  なし ・なし     4601 
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