
１．国民の皆様へ 

 

１）事業の概要 

産業技術総合研究所は、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い、産業技術

の向上及びその成果の普及を図ることにより、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を目的としています。そのため、１．鉱工業の科学技術に関

する研究、開発等の業務、２．地質の調査、３．計量標準の設定、計量器の検定、検査、研究、開発等の業

務、４．技術指導及び成果の普及、５．産業技術力強化法に規定する技術経営力の強化に寄与する人材養

成業務を行っております。 

 

２）当該事業年度における事業の経過及びその成果 

２１年度においても、産業技術に係る研究開発に取り組むとともに研究成果を製品に結びつけるための産

学官連携、知財活用、国際協力推進等技術移転業務を行ってきました。 

① 研究開発の成果 

産総研は研究シーズを生み出し、これを産学官と連携した共同研究等を通じ実用化する取り組みをライフ

サイエンス、情報通信・エレクトロニクス、ナノテク・材料・製造、環境・エネルギー、地質、標準・計測の６分野で

行っています。２１年度においても種々の施策の実施により、１．健康長寿・質の高い暮らしの実現、２．知的で

安心・安全な生活を実現するための高度情報サービスの実現、３．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開発などの目標（下記参照）につながる画期的な研究成果を生み出

しています。 
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② 技術移転の成果 

産総研の研究成果が産業界に技術移転され、製品となって産業化するまでには一定の期間を要します。１

３年４月に産総研が発足して９年が経過しましたが、既に産総研発足後の取り組みが製品化され、新たな産

業創出等につながっています。 

 

社会へのインパクト事例 概要 

フィルム状点字ディスプレイの実現 

産総研で独自開発したカーボンナノチューブ高分子アクチュエータを、

民間企業の出資、共同研究、厚労省プロジェクトによって、カード状点

字デバイスへ展開、フィルム状触覚ディスプレイや電子ブックなどのノ

ート型触覚ディスプレイへの応用 

セラピー効果を持つロボット、パロの医療

機器化 

米国 FDA による医療機器として認定、科学的データでの心理的・生理

的・社会的効果が実証され、日本国内では 1,300 体を販売、デンマーク

では 2011 年までに 1,000 体が導入予定 

ものづくり支援ツールの開発・普及により

中小製造企業の IT 化と技術力強化に貢

献 

熟練技術者の技能をデジタル化、加工技術のデータベース（登録者

10,000 名以上）無料公開により、我が国の製造業の国際競争力強化、

人材育成・技能継承に貢献 

脱硫触媒技術によりクリーンな軽油製造

に貢献 

企業との提携により、クリーンな軽油製造のための高性能・長寿命の脱

硫触媒の商品化に成功し、バイオディーゼル燃料製造の実証研究をア

ジア地域で実施中 

地圏環境リスク技術開発により土壌汚染

評価に貢献 

3 次元的な土壌・地下水汚染のリスク解析を可能にする地圏環境リスク

評価システム GERAS-3 を開発し、工場や自治体等の実務に普及・活

用され、わが国の標準的な評価ツールとして確立 

カーボンナノ構造体 X 線源により X 線非

破壊検査の応用拡大に貢献 

企業との共同研究により、カーボンナノチューブを利用した乾電池で駆

動する可搬型の X 線源を開発。ポータブルな X 線検査が可能となり、

非破壊検査の応用範囲拡大に貢献 

株式会社サイトパスファインダー 
武田薬品工業株式会社との非独占的実施許諾契約を含む技術移転契

約締結、ピージーアイエス株式会社の吸収合併により、産業界におけ

る新薬開発の加速に貢献 

株式会社アプライド・ビジョン・システムズ 
３次元視覚システムを応用、日本大学歯学部との共同研究により「顎運

動三次元計測システム」を開発、新たに医療機器分野への展開を模

索。２００９年２月、第４回つくばベンチャー大賞を受賞 
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③ 経済産業政策への貢献 

ⅰ）経済産業省産業技術環境局研究開発課主導の「つくばイノベーションアリーナ」実現に向けて、物質・材

料研究機構と産総研の研究協力、筑波大学との教育研究連携、さらに先端デバイス試作・評価ラインの先

行的インフラ整備、国際連携強化等について、経済産業省、関係企業、有識者等と定期的に意見交換を実

施しました。 

ⅱ）食品衛生法の規制対象となる８００種類を超える農薬を対象としたトレーサビリティーを構築するために、

定量 NMR 法による新たな供給体制をつくり、社会の安全・安心を支える化学標準の開発を行いました。 

ⅲ）また、地域産業振興政策に貢献するため、産総研の地域センターが、高い水準の研究ナショナルセンタ

ーとして技術ニーズを把握し、新たな技術開発をベースとした問題解決や、企業の生産現場に精通した技術

者等との連携による技術基盤情報の提供などを通じて、地域の課題解決に貢献しております。 

ⅳ ） 以 上 の よ う な 取 り 組 み を 戦 略 的 、 組 織 的 に 実 施 す る た め に 、 産 総 研 は 毎 年 度 研 究 戦 略

（http://www.aist.go.jp/aist_j/information/strategy.html）を策定しています。これに基づき研究予算、人員等

のリソースを効果的・効率的に配分するとともに、研究施策等を実施するため機動的、弾力的に組織の見直

しを行いました。特に、２１年度は２２年度から始まる第３期（５年間）に向けて、これまでの実績をさらに発展さ

せ、「新成長戦略（基本方針）」を踏まえた中期目標及び、中期計画に従い、「課題可決型国家」への貢献に

向けて、①２１世紀型課題の解決、②オープンイノベーションハブ機能の強化、を２つの大きな柱として位置づ

け、重点的に研究開発等を実施するためにユニットの新設・再編強化を行い、５０ユニットから４３ユニットへ

の編成を行いました。 

 

３）事業の推進のために克服すべき当面の主要課題と対処方針 

２１年６月に、物質・材料研究機構、筑波大学等と、つくば市に世界的なナノテクノロジー研究開発拠点を形

成することで合意しました。さらに、同年１０月には、信頼性の高い太陽電池モジュールの実現にむけ、３１の

民間企業と共同で「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を発足させました。現在、これら

を推進するための拠点整備を進めており、また、この他にも、蓄電池材料の評価拠点や、ロボットの安全性評

価のためのリスクマネジメント技術開発拠点の整備を進めているところです。オープンイノベーションへの動き

が世界的に進む中、産総研としても、産学官結集の「場」となるための活動を進めてまいります。 

一方、業務運営の効率化についても、第２期中期計画に従い計画的に実施していますが、２１年１１月の行

政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けからの指摘や、「独立行政法人の契約状況の点検・見直

しについて（２１年１１月 閣議決定）」等の新たな指摘に対しても適切に対応してまいります。 

そして同時に、大規模な耐震化改修への取り組み、老朽化対策などの研究環境整備を計画的に進めてい

くとともに、コンプライアンスについても産総研個々人の意識向上に向け役職員が積極的に参加する形で進

めてまいります。 

 

４）今後の計画 

平成２２年度は、産総研の第３期の 初の年です。第３期中期計画では、産総研は「２１世紀型課題の解

決」「オープンイノベーションハブ機能の強化」の２つを大きな柱（ミッション）に位置づけて、重点的に研究開

発等に取り組むこととしております。「２１世紀型課題の解決」は、「グリーン・イノベーション」「ライフ・イノベー

ション」の推進のための技術開発や産総研の優位性を生かした技術開発、地域ニーズを踏まえた研究開発

を行うとともに、産業・社会の「安全・安心」を支えるための計量標準、地質情報の整備、技術の性能・安全性

評価、国際標準化等を行うものです。また、「オープンイノベーションハブ機能の強化」は、産学官が一体とな

って研究開発や標準化等を推進するための「場」の提供を行うなどオープンイノベーションのハブとなる新た

なシステムを構築するとともに、ポスドク等の若手研究者等を養成し産業技術の向上に資することができる人

材を社会に供給するものです。 

産総研は、この２のの大きな柱（ミッション）の実施にあたり、２２年４月に産総研内の組織の見直しを行うと
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ともに、第２期から作成している「研究戦略」についても、研究課題毎のロードマップの作成等を通じて実用化

をより意識する形での見直しを行ったところです。今後、新しい体制、新しい「研究戦略」のもとで産総研のミッ

ションを実行していきます。また、「産総研の見える化」に関しても、第２期に開始した「Synthesiology－構成

学」の刊行、「産総研オープンラボ」の実施に加え、第３期は国民との対話型活動を強化する形で進めていく

こととしております。そして、業務運営のあり方についても不断の見直しを行い、引き続きその効率化に取り

組んでいきます。 

これらの活動により、第３期中期計画の各項目を一つ一つ確実に実行に移していき、産総研発足以来の

基本である持続的発展可能な社会実現にこれからも貢献していきます。 

以上
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２．基本情報 
（１） 産業技術総合研究所の概要 
 

① 法人の目的 
独立行政法人産業技術総合研究所（以下、「産総研」という。）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を目的とする。（独立

行政法人産業技術総合研究所法第３条） 

 

② 業務内容 
産総研は、独立行政法人産業技術総合研究所法第３条の目的を達成するため以下の業務を行います。 

１） 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務 

２） 地質の調査業務  

３） 計量の標準を設定、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務並びに計量に関

する教習業務 

４） 上記業務に係る技術指導及び成果の普及業務  

５） 産業技術力強化法第２条第２項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の

向上を図り、及びその活用を促進する業務 

 

③ 沿 革 
① 平成１３年１月 

中央省庁等改革に伴い、「通商産業省」が「経済産業省」に改組。これにより工業技術院の本院各課は産

業技術環境局の一部として、また工業技術院の各研究所は産業技術総合研究所内の各研究所として再

編された。 

② 平成１３年４月 

一部の政府組織の独立行政法人化に伴い、旧工業技術院１５研究所と計量教習所が統合され、独立行

政法人産業技術総合研究所となった。 

③ 平成１７年４月 

効率的・効果的な業務運営を目的とし、特定独立行政法人から非公務員型の独立行政法人へと移行し

た。 

 

④ 設置根拠法 
独立行政法人産業技術総合研究所法 （平成１１年１２月２２日法律第203号） 

（ 終改正：平成１９年５月１１日（平成１９年法律第３６号） 平成１９年８月６日施行） 

 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 
経済産業大臣 （産業技術環境局 技術振興課 産業技術総合研究所室） 
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⑥ 産総研の組織 

  

研究ユニット内訳 
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（２） 本部・研究拠点の所在地（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

①  東京本部  〒100-8921 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 

②  北海道センター 〒062-8517 北海道札幌市豊平区月寒東二条十七丁目2番地1号 

③  東北センター 〒983-8551 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目2番地1 

④  つくばセンター 〒305-8561 茨城県つくば市東一丁目1番地1（代表） 

⑤  臨海副都心センター 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目3番地26号 

⑥  中部センター 〒463-8560 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98 

⑦  関西センター 〒563-8577 大阪府池田市緑丘一丁目8番地31 

⑧  中国センター 〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目11番32号 

⑨  四国センター 〒761-0395 香川県高松市林町2217番14 

⑩  九州センター 〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町807番地1 

 

（３）資本金の状況 

（単位：百万円） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 286,086 - - 286,086

 

 

（４） 役員の状況 
平成22年3月31日現在 

役 職 氏  名 任    期 担当 経  歴 

理事長 野間口 有 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 40 年 4 月 三菱電機株式会社入

社  

昭和 50 年 3 月 工学博士 

平成 14 年 4 月 代表取締役 取締役

社長 

平成 18 年 4 月 取締役会長 

副理事長 小野 晃 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

つ く ば セ ン タ ー 所

長、コンプライアンス

推進本部長、サービ

ス工学研究センター

長、イノベーションス

クール長、男女共同

参画室担当 

昭和 49 年 4 月 工業技術院計量研究

所採用  

平成 13 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所計測標準研究部門長 

平成 17 年 4 月 研究コーディネータ

(標準・計測担当) 

平成 18 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 山崎 正和 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

西事業所長、地質

調査情報センター担

当、国際部門担当 

昭和 49 年 4 月 工業技術院公害資源

研究所採用  

平成 15 年 6 月 独立行政法人産業技

術総合研究所エネルギー利用研究部

門副研究部門長 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所環境管理研究部門長 

平成 18 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 一村 信吾 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

次期情報システム

研 究 開 発 推 進 室

長、情報化統括責

任者、サービス工学

研究センター担当、

先端情報計算センタ

昭和 57 年 4 月 工業技術院電子技術

総合研究所採用  

平成 14 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所極微プロファイル計測

研究ラボ長 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技
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ー担当、知的財産部

門担当 

術総合研究所計測フロンティア研究

部門長 

平成 19 年 2 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 伊藤 順司 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

産業技術アーキテク

ト、イノベーションス

ク ー ル 副 ス ク ー ル

長、イノベーション推

進室担当、産学官

連 携 推 進 部 門 担

当、ベンチャー開発

センター担当 

昭和 59 年 4 月 工業技術院電子技術

総合研究所採用 

平成 13 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所エレクトロニクス研究部

門長 

平成 16 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所企画本部副本部長 

平成 18 年 12 月 独立行政法人産業

技術総合研究所産業技術アーキテク

ト兼イノベーション推進室長 

平成 19 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 脇本 眞也 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

企画本部長 昭和 53 年 4 月 通商産業省採用  

昭和 18 年 7 月 関東経済産業局長 

昭和 19 年 7 月 経済産業省退職 

理事（非常勤） 田中 信義 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 現 キヤノン株式会社 専務取締役 

理事 矢部 彰 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

東事業所長、地域セ

ンター担当 

昭和 54 年 4 月 工業技術院機械技術

研究所採用 

平成 16 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所中国センター所長 

平成 19 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所産学官連携推進部門

長 

平成 20 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 湯元 昇 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

特許生物寄託センタ

ー長、計量標準管理

センター担当 

昭和 62 年 7 月 京都大学助手 

平成 4 年 4 月 工業技術院大阪工業

技術試験所採用 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所セルエンジニアリング

研究部門長 

平成 19 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所研究コーディネータ（ラ

イフサイエンス担当） 

平成 20 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 上田 完次 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

評価部長 昭和 47 年 4 月 神戸大学工学部助手

昭和 55 年 7 月 金沢大学工学部助教

授 

昭和 63 年 1 月 金沢大学工学部教授

平成 2 年 4 月 神戸大学工学部教授

平成 14 年 6 月 東京大学人工物工学

研究センター教授 

( 平成 17 年 4 月 東京大学人工物工

学研究センター長 ) 

平成 21 年 3 月 東京大学退職 

理事 瀬戸 政宏 自 平 21 年 4 月 1 日 

至 平成 23 年 3 月 31 日

業務推進本部長、

広報部長、企画本

部副本部長、研究

業 務 推 進 部 門 担

当、研究環境整備

昭和 54 年 4 月 工業技術院公害資源

研究所採用 

平成 17 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所地圏資源環境研究部

門長 
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部門担当、環境安

全管理部担当 

平成 18 年 12 月 独立行政法人産業

技術総合研究所企画本部副本部長 

平成 21 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 井内 摂男 自 平 21 年 7 月 15 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

能 力 開 発 部 門 担

当、財務会計部門

担当、コンプライアン

ス推進本部副本部

長 

昭和 58 年 4 月 通商産業省採用 

平成 20 年 7 月 経済産業省通商政策

局通商政策課長 

平成 21 年 7 月 経済産業省退職(役

員出向) 

監事 石野 秀世 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 47 年 4 月 会計検査院採用  

平成 10 年 6 月 会計検査院事務総長

官房審議官（第１局担当） 

平成 12 年 12 月 会計検査院第１局長

平成 16 年 12 月 会計検査院事務総

局次長 

平成 19 年 7 月 会計検査院退職 

監事 内田 修 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 45 年 3 月 工業技術院資源技術

試験所採用 

平成 17 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所業務推進部門長 

平成 18 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所研究環境整備部門長 

平成 20 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所つくばセンター次長 

平成 21 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

 

（５） 常勤職員の状況 

常勤職員は平成２１年度末において３，０７７名（前期末比３８人減少、１．２％減（役員を除く））であり、平均年

齢は４４．４歳（前期末４４．０歳）となっている。このうち、国、地方自治体からの出向者は３３名、民間、公益法

人からの出向者は６名である。 
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３．簡潔に要約された財務諸表 
① 貸借対照表 

    （単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 33,927 流動負債 31,980

  現金・預金 23,448   未払金 27,481

  未収金 9,064   その他 4,498

  その他 1,415 固定負債 27,547

固定資産 342,838   資産見返負債 27,276

  建物等 434,191   長期前受金 215

  建物等減価償却累計額 △ 206,588   長期リース債務 11

  建物等減損損失累計額 △ 121   退職給付引当金 45

  土地 110,411 負債合計 59,527

  土地減損損失累計額 △ 576 純資産の部   

  建設仮勘定 2,345 資本金 286,086

  産業財産権 683   政府出資金 286,086

  その他の無形固定資産 2,107 資本剰余金 12,410

  投資その他の資産 386 利益剰余金 18,742

    純資産合計 317,238

資産合計 376,765 負債純資産合計 376,765

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

②損益計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

経常費用（A） 95,767 

  研究業務費 84,153 

    人件費 39,432 

    減価償却費 11,178 

    その他 33,544 

  一般管理費 11,613 

    人件費 6,160 

    減価償却費 308 

    その他 5,146 

経常収益（B） 96,928 

  運営費交付金収益 69,306 

  物品受贈収益 1,935 

  知的所有権収益 333 

  研究収益 3,439 

  受託収益 19,753 

  その他 2,161 

臨時損益（C） △ 55 

前中期目標期間繰越積立金取崩額(D) 135 

目的積立金取崩額（E） 57 

当期総利益（B-A+C+D+E） 1,298 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 
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③ キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 12,950 

  研究業務支出 △ 31,369 

  人件費支出 △ 45,913 

  その他支出 △ 5,613 

  運営費交付金収入 66,555 

  受託収入 20,867 

  その他収入 8,423 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △ 7,287 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △ 16 

Ⅳ資金に係る換算差額（D） - 

Ⅴ資金増加額（E=A+B+C+D） 5,647 

Ⅵ資金期首残高（F） 17,801 

Ⅶ資金期末残高（G=E+F） 23,448 

 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務費用 69,904 

  損益計算書上の費用 96,285 

  （控除）自己収入等 △ 26,381 

(その他の行政サービス実施コスト)   

Ⅱ損益外減価償却等相当額 10,856 

Ⅲ損益外減損損失相当額 477 

Ⅳ引当外賞与見積額 7 

Ⅴ引当外退職給付増加見積額 △ 1,516 

Ⅵ機会費用 4,458 

Ⅶ（控除）法人税等及び国庫納付額 - 

    

Ⅷ行政サービス実施コスト 84,185 

 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 
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（参考） 財務諸表の科目 
① 貸借対照表 

現金・預金 ： 現金及び預金。 

未収金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未収入金。 

その他（流動資産） ： たな卸資産、前渡金等、１年以内に費用、現金化できるもの 

（上記流動資産を除く。）。 

建物等 ： 建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品等、業務活動の

用に供するための固定資産。 

建物等減価償却累計額 ： 建物等、固定資産の減価償却費の累計額。 

建物等減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこと等

により減損が認識された建物等、固定資産の減損損失の累計

額。 

土地 ： 業務活動の用に供するための土地。 

土地減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこと等

により減損が認識された土地の減損損失の累計額。 

建設仮勘定 ： 業務活動の用に供することを目的に建設又は製作途中にある 

固定資産。 

産業財産権 ： 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権。 

その他の無形固定資産 ： 電話加入権及び産業財産権仮勘定。 

投資その他の資産 ： 敷金・保証金、長期前払費用等（固定資産のうち有形固定 

資産、無形固定資産、繰延資産に属するものを除く。）。 

未払金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未払金。 

その他（流動負債） ： 預り寄付金、前受金、預り金、引当金等１年以内に支払期限が

到来する上記以外の流動負債。 

資産見返負債 ： 運営費交付金・寄附金・無償譲与・補助金等の財源で取得した

固定資産の見合いで負債に計上される。 

長期前受金 ： サービスの対価を前受けしたことによって、１年を超えて提供し

なければならない義務が発生するための負債。 

長期リース債務 ： ファイナンス・リース取引により、１年を超えて生じるリース債

務。 

退職給付引当金  ： 将来の退職手当の費用を当期の費用として見越し計上するも

の。 

政府出資金  ： 国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成。 

資本剰余金  ： 国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資

産で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの。 

利益剰余金  ： 独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

 

 

② 損益計算書 

経常費用 

研究業務費 ： 独立行政法人の研究業務に要した費用。 

人件費（研究業務費）  ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の研究業務に係る

職員等に要する経費。 

減価償却費 （研究業務費） ： 研究業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわ

たって費用として配分する経費。 

その他（研究業務費） ： 研究業務に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除く。）。 

一般管理費 ： 独立行政法人の管理運営に要した費用。 

人件費（一般管理費） ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の管理運営に係る

職員等に要する経費。 

減価償却費（一般管理費） ： 管理運営に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわ

たって費用として配分する経費。 

その他（一般管理費） ： 管理運営に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除く。）。 
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経常収益 

運営費交付金収益 ： 国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した 

収益。 

物品受贈収益 ： 譲与を受けた固定資産。  

知的所有権収益 ： 特許権等の知的所有権により得た収益。 

研究収益 ： 資金提供型共同研究収入、受託出張収入、計量標準手数料、

依頼分析試験収入等、業務活動から得た収益。 

受託収益  ： 国、民間等から受託研究費を受けたことにより得た収益。 

その他（経常収益） ： 上記以外の経常収益。 

臨時損益  ： 固定資産の除売却損益、災害損失等。 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ： 前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の 

減価償却費及び除却相当額を当期において取り崩した額。 

目的積立金取崩額 ： 中期計画の剰余金の使途において定めた用地の取得、施設の

新営及び増改築等のために取り崩した額。 

 

 

③ キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー ： 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、 

サービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの 

購入による支出、人件費支出等。 

研究業務支出 ： 独立行政法人の研究業務活動に要した支出額。 

人件費支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した人件費支出額。 

その他支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した支出額 

（上記研究業務及び人件費支出を除く。）。 

運営費交付金収入 ： 国からの運営費交付金収入。 

受託収入 ： 国、民間等からの受託研究により得た収入。 

その他収入 ： 独立行政法人の業務活動により得た収入（上記、運営費交付

金収入及び受託収入を除く。）。 

投資活動によるキャッシュ・フロー ： 将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に

係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・売却等

による収入・支出。 

財務活動によるキャッシュ・フロー ： 増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借入

れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済など。 

資金に係る換算差額 ： 外貨建て取引を円換算した場合の差額。 

 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 

業務費用 ： 独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独立行

政法人の損益計算書に計上される費用。 

自己収入等 ： 知的所有権収益、研究収益、受託収益等。 

その他の行政サービス実施コスト ： 独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サービス

の実施に費やされたと認められるコスト。 

損益外減価償却等相当額 ： 償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定さ

れないものとして特定された資産の減価償却費及び除売却相

当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸借対照

表に記載されている。）。 

損益外減損損失相当額 ： 独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかか

わらず生じた減損損失相当額（損益計算書には計上していな

いが、累計額は貸借対照表に記載されている。）。 

引当外賞与見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合

の賞与引当金見積額（損益計算書には計上していないが、仮

に引き当てた場合に計上したであろう賞与引当金見積額を貸
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借対照表に注記している。）。 

 

 

引当外退職給付増加見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合

の退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していな

いが、仮に引き当てた場合に計上したであろう退職給付引当金

見積額を貸借対照表に注記している。）。 

機会費用 ： 国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料によ

り賃借した場合の本来負担すべき金額など。 

法人税等及び国庫納付額 ： 納付すべき法人税等の額に法人税等調整額を加減した額及び 

損益計算書上の費用に計上された国庫納付額。 
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４．財務情報 
 

（１） 財務諸表の概況 
① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、利益剰余金、キャッシュ･フローなどの

主要な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由） 
（経常費用） 

平成２１年度の経常費用は９５，７６７百万円と、前年度比３，１９６百万円増（３．５％増）となってい
る。これは、研究業務費が前年度比３，９０３百万円増（４．９％増）となったことなどが主な要因であ
る。 

（経常収益） 

平成２１年度の経常収益は９６，９２８百万円と、前年度比５，４４６百万円増（６．０％増）となってい

る。これは、平成２１年度が中期目標期間 終年度のため、運営費交付金債務の全額を収益に振り

替えたこと等により、運営費交付金収益が前年度比５，１２６百万円増（８．０％増）となったことが主

な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び固定資産の除却等による臨時損益△５５百万円並びに前中期目標期

間繰越積立金取崩額１３５百万円及び目的積立金取崩額５７百万円を計上した結果、平成２１年度

当期総利益１，２９８百万円と、前年度比１，０３６百万円増（３９４．５％増）となっている。 

（資産） 

平成２１年度末現在の資産合計は３７６，７６５百万円と、前年度末比１７，１３１百万円増となって

いる。これは、有形固定資産が前年度比８，００８百万円増（２．４％増）となったことが主な要因であ

る。 

（負債） 

平成２１年度末現在の負債合計は５９，５２７百万円と、前年度末比１０，７０７百万円増となってい

る。これは、流動負債が７，９６１百万円増（３３．１％増）となったことが主な要因である。 

 （利益剰余金） 

  （５）利益剰余金の概況にて説明。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１２，９５０百万円と、前年度比３６８百万円増

（２．９％増）となっている。これは、運営費交付金収入等による収入が２，３８５百万円増（２．６％増）

であったものの、研究業務支出等による支出も前年度比２，０１７百万円増（２．５％増）であったこと

が要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△７，２８７百万円と、前年度比２，４１３百万円

増となっている。これは、施設費等による収入等が前年度比６，４２３百万円増（６４．４％増）となった

ものの、有形固定資産の取得による支出等も前年度比４，００９百万円増（２０．４％増）となったこと

が要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△１６百万円と、前年度比１１百万円減となっ

ている。これは、リース債務の返済による支出を行ったことが要因である。 
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表  主要な財務データの経年比較   （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

経常費用 93,974 96,673 95,189 92,571 95,767

経常収益 95,922 99,086 94,645 91,482 96,928

当期総利益 7,303 6,573 2,132 263 1,298

資産 384,199 374,664 365,821 359,634 376,765

負債 42,506 46,787 47,439 48,820 59,527

利益剰余金 17,149 19,537 19,027 17,987 18,742

業務活動によるキャッシュ・フロー 12,231 15,262 13,309 12,582 12,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,534 △ 11,550 △ 12,990 △ 9,700 △ 7,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4 △ 2 - △ 5 △ 16

資金期末残高 10,895 14,605 14,924 17,801 23,448

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

①平成２０年度の当期総利益が前年度と比較して減少している理由は、収益が減少する中、自己財源により

購入した資産の減価償却費を平成２０年度の収益でカバーできなかったことによるものである。また、投資

活動によるキャッシュ・フローが増加している理由は、中国センター移転整備のため固定資産を売却したこ

とによるものである。 

②平成２１年度の当期総利益が前年度と比較して増加している理由は、中期目標期間 終年度のため、運営

費交付金債務の全額を収益に振り替えたこと等が主な要因である。投資活動によるキャッシュ・フローが増

加している理由は、施設費による収入が増加したこと等によるものである。また資金期末残高が増加してい

る理由は、未払金が増加したこと等によるものである。 

 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 
事業損益は１，１６１百万円と、前年度比２，２５０百万円増となっている。これは第１号業務の損益の増

加が主な要因である。 

第１号から第４号の各業務の事業損益は、第１号業務が前年度比１，９１５百万円増（１６１．５％増）、第

２号業務が前年度比１９３百万円増（９７．８％増）、第３号業務が前年度比４８４百万円増、第４号業務が前

年度比３５８百万円増（１６０．９％増）、法人共通が前年度比７００百万円減となっている。 

 

表  事業損益の経年比較（セグメント情報） （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

第 1 号業務 3,951 5,175 1,427 1,186 3,101

第 2 号業務 252 596 397 197 390

第 3 号業務 960 △ 103 729 △ 506 △ 22

第 4 号業務 81 66 114 223 581

法人共通 △ 3,295 △ 3,321 △ 3,211 △ 2,189 △ 2,889

合計 1,949 2,413 △ 544 △ 1,089 1,161

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間）
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③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） 

総資産は３７６，７６５百万円と、前年度比１７，１３１百万円増（４．８％増）となっている。これは、流動資

産が８，９８１百万円増加、及び固定資産が８，１５１百万円増となったことが要因である。 

第１号から第４号の各業務及び法人共通の総資産は、第１号業務が前年度比７，１４１百万円増（２２．

５％増）、第２号業務が前年度比２２０百万円増（２．８％増）、第３号業務が前年度比８５１百万円増（１８．

３％増）、第４号業務が前年度比４１３百万円減（９．４％減）、法人共通が前年度比９，３３３百万円増（３．

０％増）となっている。 

 

表  総資産の経年比較（セグメント情報） （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

第 1 号業務 35,644 38,136 36,777 31,725 38,866

第 2 号業務 2,393 2,387 2,619 7,964 8,183

第 3 号業務 5,125 5,354 5,348 4,640 5,491

第 4 号業務 2,859 3,043 3,281 4,406 3,994

法人共通 338,178 325,744 317,796 310,899 320,232

合計 384,199 374,664 365,821 359,634 376,765

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

・平成２０年度の第２号業務の額が前年度と比較して増加している理由は、施設費により取得した有形固定資

産（東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測施設整備工事等）が完成したことなどによるものであ

る。 

 

 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 
平成２１年度は第２期中期目標期間 終年度となるため、第１期及び第２期中期目標期間において自己

財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却相当額等、第３期中期目標期間の業務の財源に充てる

ため１６，７７２百万円を次期中期目標期間繰越積立金として申請している。前中期目標期間繰越積立金取

崩額１３５百万円は、第１期中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却

相当額として第２期中期目標期間の業務の財源に充てるため、平成１７年６月３０日付けにて主務大臣から

承認を受けた額より、平成２１年度に取り崩した額である。また、研究施設等整備積立金の減４０８百万円

は、独立行政法人通則法第３０条第２項第６号の剰余金の使途に基づき、中国センター施設整備資金等と

して、固定資産の取得に要した３５１百万円を資本剰余金に振り替え、また中国センター研究施設賃借料の

支払いに要した５７百万円を目的積立金取崩額として取り崩した。 
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⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 
平成２１年度の行政サービス実施コストは８５，２６６百万円と、前年度比１，５７８百万円増（１．９％増）と

なっている。これは引当外退職給付増加見積額が、前年比２，４７６百万円減（２５８．０％減）となったもの

の、業務費用が前年比３，４５０百万円増（５．２％増）となったことが主な要因である。 

 

表  行政サービス実施コストの経年比較 （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

業務費用 64,743 64,130 67,519 66,454 69,904

  うち 損益計算書上の費用 94,211 97,064 95,612 92,935 96,285

  うち （控除）自己収入等 △ 29,468 △ 32,934 △ 28,093 △ 26,481 △ 26,381

損益外減価償却等相当額 26,463 19,832 13,725 12,441 10,856

損益外減損損失相当額 - 251 - - 477

引当外賞与見積額 - - △ 136 △ 421 7

引当外退職給付増加見積額 138 410 △ 828 960 △ 1,516

機会費用 6,341 5,493 4,175 4,255 4,458

 （控除）法人税等及び国庫納付額 - - - - -

行政サービス実施コスト 97,685 90,116 84,455 83,688 84,185

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

 

 

（2） 施設等投資の状況（重要なもの） 
 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 
ナノテク・イノベーション拠点整備（取得原価 ６，００１百万円） 

中国センター新棟建設（取得原価 ５，０３０百万円） 

関西センター新棟建設（取得原価 １，６０２百万円） 

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（高知県須崎市地区、三重県津市地区）

（取得原価 ７９３百万円） 

研究施設のセキュリティ機能向上のための防災監視システム高度化改修（取得原価 ２０７百万円） 

 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 
ナノテク拠点整備 

蓄電池評価研究センター拠点整備 

太陽電池モジュール信頼性評価施設整備 

生活支援ロボット安全研究拠点整備 

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 
中国センターの移転整備に必要な財源とするため、関西センター大阪扇町サイト（大阪府大阪市）の土地を

売却（売却収入 １，６４５百万円） 
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（３）予算・決算の概況（第２期中期目標期間：平成１７年度から平成２１年度）   

         （単位：百万円）  

区  分 
平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度   

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算   

収入                       

 運営費交付金 67,431 67,431 66,437 66,437 65,682 65,682 65,925 65,925 67,393 66,555   

 施設整備費補助金 

※(1)

6,375

※(2)

1,520

※(3)

6,900 7,275

 

3,024 6,700 4,239

※(4)

9,269 4,112

※(5)

17,963
（注１） 

 受託収入 22,498 25,203 22,486 27,609 13,786 21,690 13,435 20,616 13,882 21,547 （注２） 

 その他収入 3,981 5,997 3,851 5,548 3,873 5,325 4,382 5,968 5,325 8,281 （注３） 

 目的積立金取崩額 - - - - - - - - 60 54   

  計 100,285 100,151 99,674 106,869 86,365 99,397 87,981 101,778 90,772 114,400   

支出                       

 業務経費 59,449 60,169 58,409 59,299 57,915 60,609 58,981 60,020 61,709 67,504 （注４） 

 施設整備費 6,375

※(2)

1,845 6,900 8,233

 

3,024 6,578 4,239 10,944 4,112 19,285
（注５） 

 受託経費 19,719 22,032 19,663 24,194 11,929 18,836 11,570 18,285 12,007 18,582   

 間接経費 14,742 13,628 14,702 13,331 13,497 13,265 13,191 12,757 12,944 11,597   

  計 100,285 97,674 99,674 105,057 86,365 99,288 87,981 102,006 90,772 116,967   
※(1) 還付消費税から施設整備費に充当する額(1,435 百万円)を含みます。  

※(2) 予算金額に対して決算金額が減少している理由は、当該補助事業の実施に当たり石綿対策等の措置が必要となり、１８年度へ繰り越すこととなったことによるものです。  

※(3) 還付消費税から施設整備費に充当する額(1,100 百万円)を含みます。  

※(4) 中国センター売却収入（3,974 百万円）を含みます。        

※(5) 関西センター扇町サイト売却収入（1,645 百万円）を含みます。         

（注１）施設整備費補助金の収入決算額は、平成１７年度を除き前年度に交付決定を受けて当年度に概算払い及び精算払いを受けた額を含んでいるため、予算金額に比して決算額が

    多額となっています。 
 

（注２）各年度とも予算段階では予定していなかった国の各組織、他の独立行政法人等からの受託研究の獲得に努めたため、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  

（注３）各年度とも予算段階では予定していなかったその他収入により予算金額に比して決算金額が多額となっています。主なものは資金提供型共同研究による収入があります。  

（注４）各年度とも業務経費については、主として収入面でのその他収入が予算金額に比して決算金額が多額となったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  

（注５）施設整備費の支出決算金額は、平成１７年度を除き前年度に交付決定を受けた補助事業による支出によって、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  
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（4） 経費削減及び効率化目標との関係 
当法人において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

上の削減をすること、また、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％以上の効率化をすることを目標としている。 

平成２１年度における経費削減の具体的な取組は、洋雑誌等の書籍購入リストの見直し、研究

関連・管理部門の旅費・消耗品費等の一律削減等によるコスト削減の措置を講じている。 

なお、当所では平成１７年度から毎年度、一般管理費の効率化として△３％を、業務経費の効率

化として△１％を係数として乗じた運営費交付金の交付を受けており、交付時点において既に効率

化目標を達成している。 

 

（単位：百万円）

区分 

前中期目標 

期間終了年度 
当中期目標期間 

金額 比率 
平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

一般管理費 9,937 100％ 9,520 95.8％ 9,186 92.4％ 9,229 92.9％ 8,651 87.1％ 7,736 77.9％

業務経費 60,311 100％ 55,245 91.6％ 55,303 91.7％ 56,782 94.1％ 55,805 92.5％ 58,484 97.0％

※本表は平成１６年度の運営費交付金執行額を１００％とし、各年度の執行額の比率を算出している。 

※各年度の執行額には、前年度からの繰越額を含んでいる（平成１７年度を除く。）。 

※平成２０年度は平成２０年度第２次補正予算執行額２百万円、平成２１年度は平成２１年度第１次補正予算執行額４，８２４百

万円を含んでいない。 

 

 

（5） 利益剰余金の概況  
平成２１年度利益剰余金は１８，７４２百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立金１，６０

９百万円（注１）、研究施設等整備積立金３５４百万円（注２）、積立金１５，４８０百万円（注３）、当期

未処分利益１，２９８百万円である。 

（単位：百万円）  

  内 訳 金 額  

利益剰余金 

前中期目標期間繰越積立金 1,609 （注 1） 

研究施設等整備積立金 354 （注 2） 

積立金 15,480 （注 3） 

当期未処分利益 1,298  

利益剰余金 計 18,742  

             ［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、 

                端数において合計とは一致しないものがある。 

 

（注１）前中期目標期間繰越積立金は、第１期中期目標期間に自己財源（受託研究収入等）で取得した固

定資産（研究機器・設備等）の簿価であり、第２期に減価償却費が費用計上されることに伴い取り崩

すべき積立金の残額である。 

（注２）研究施設等整備積立金は、通則法第４４条第３項の積立金（目的積立金）の残額である。 
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（注３）積立金は通則法第４４条第１項の積立金の残額であり、その大部分は平成１７～２０年度に自己財

源で取得した固定資産の簿価相当額である。 
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５．事業の説明 
 

（1） 財源構造 
当法人の経常収益は９６，９２８百万円で、その内訳は、運営費交付金収益６９，３０６百万円

（収益の７１．５％）、受託収益１９，７５３百万円（２０．４％）、研究収益３，４３９百万円（３．５％）な

どとなっている。これを業務別に区分すると、第１号業務では、運営費交付金収益４３，３２９百万

円（事業収益の６６．７％）、受託収益１５，６６７百万円（２４．１％）、研究収益２，７８２百万円（４．

３％）など、第２号業務では、運営費交付金収益５，０８５百万円（６２．６％）、受託収益２，８９５百

万円（３５．６％）、研究収益５７百万円（０．７％）など、第３号業務では、運営費交付金収益６，０６

９百万円（７９．４％）、受託収益９４８百万円（１２．４％）、研究収益５１６百万円（６．７％）など、第

４号業務では、運営費交付金収益６，７９９百万円（９０．７％）、受託収益２４３百万円（３．２％）、

研究収益８４百万円（１．１％）など、法人共通では、運営費交付金収益８，０２５百万円（９２．

０％）などとなっている。 

 

 

（2） 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 
ア 第１号業務 

第１号業務は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を

行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（４３，３２９百万円）、受託収益（１５，６６７百万円）、研究収

益（２，７８２百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費６１，８３２百万円（人件費２９，２２３百万円、減価償却費

９，１７１百万円等）、一般管理費８，５３３百万円となっている。 

イ 第２号業務 

第２号業務は、地質の調査を行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（５，０８５百万円）、受託収益（２，８９５百万円）、研究収益

（５７百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費７，７３９百万円（人件費２，９０２百万円、減価償却費３２

２百万円等）、一般管理費１，０６８百万円となっている。 

ウ 第３号業務 

第３号業務は、計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこ

れらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（６，０６９百万円）、受託収益（９４９百万円）、研究収益（５１

６百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費７，６６４百万円（人件費３，５１５百万円、減価償却費１，

３５１百万円等）、一般管理費１，０５８百万円となっている。 

エ 第４号業務 

第４号業務は、前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うことを目的としてい

る。 

業務の財源は、運営費交付金（６，７９９百万円）、受託収益（２４３百万円）、研究収益（８４

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費６，９１９百万円（人件費３，７９２百万円、減価償却費３３

４百万円等）、一般管理費９５５百万円となっている。 

オ 第５号業務 

第５号業務は、産業技術力強化法（平成１２年法律第４４号）第２条第２項に規定する技術

経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進するこ

とを目的にしている。当該業務は、上記業務と一体となって実施するものであることから、上

記の金額に含めている。 
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※ なお、第１号業務から第４号業務の各項に記載されている業務に要する費用のうち一般管理

費は、法人全体として発生する費用であり、合理的な配賦基準を設定することが困難である

ため、各号の事業費総額により按分した金額を参考値として記載している。 
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６．平成２１年度の事業の概要 
産業技術総合研究所が実施している主な事業は、中期目標の記述に従うと、（１）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（２）業務運営の効率化に関する事項（３）財務内

容の改善に関する事項（４）その他主務省令で定める業務運営に関する事項からなっている。独立行

政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号）第 32 条第 1 項の規定に基づき、独立行政法人産

業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成 13 年 3 月 29 日経済産業省

令第 108 号）第 5 条（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）による報告を別に行うが、その概要

は以下の通りである。 

 

6.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） 

１．質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策 

（１）戦略的な研究開発の推進 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（技術情報の収集・分析と発信） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。  

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（研究組織の機動的な見直し） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

（国際競争力強化のための国際連携の推進） 

 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

（研究成果 大化のための評価制度の確立とその有効活用） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（２）経済産業政策への貢献 

（産業技術政策への貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（中小企業への成果の移転） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（地域の中核研究拠点としての貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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ンシャルの活用を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（工業標準化への取り組み） 

 

[平成 21 年度計画] 

・「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」
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等の受託研究を着実に実施する。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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/Ｊ

TC1/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。 

 

（３）成果の社会への発信と普及 

（研究成果の提供） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・技術移転を効果的に推進するために、企業との協定に基づく組織的な連携により、ポスドク等

を産業技術人材へと育成する。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

（研究成果の適正な管理） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

（広報機能の強化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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）。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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」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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（知的財産の活用促進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。  

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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（学界との連携） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（人材の交流と育成） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

（弾力的な兼業制度の構築） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 
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６.Ⅰ-２ 研究開発の計画 

鉱工業の科学技術  ＜別表１＞  

 

<別表１> -Ⅰ. 健康長寿を達成し質の高い生活を実現する研 

究開発  
 

<別表１> -Ⅰ-１．早期診断技術の開発による予防医療の促進とゲノム 

情報に基づいたテーラーメイド医療の実現    

     

○  ヒトゲノム情報と生体情報に基づく早期診断により予防医療を実現するための

基盤技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・肺がんおよび胃癌における検査診断システムの実用化を推進すると伴に、肝炎ウイルス感染関連

の肝臓の繊維化と肝細胞がんの危険度を評価できる測定検査システムを確立し、その実用化をすす

める。  

[平成２１年度実績]  

・それぞれ 100〜130 万人、150～200 万人と推定される B 型肝炎、C 型肝炎感染者では、肝炎ウイル

スの持続感染に伴い、数年単位で変化してゆく肝臓の線維化が生じるが、この病態変化を血液検査

によって、定性的かつ定量的に測定できる検査システムの開発に成功した。  

[特筆事項] 肝炎の慢性化に伴い肝臓繊維化が進行する。繊維化の程度がひどくなるとインターフ

ェロンの治療効果もなくなり癌が発生する。今まで繊維化を測定する方法論がなかったが、我々は繊

維化のレベルを新規の血清マーカーにより数値化することに成功した。多くの製薬会社が繊維化治

療薬開発を目指しているが、その治療効果判定に大いに貢献することになる。現在、多くの製薬会社

がこの技術に興味を示している。  

      

[平成２１年度計画]  

・細胞評価技術を高度化し、ES および iPS 細胞の特徴抽出と分化方向の決定に絡むマーカーの選別

を行うとともに、本評価技術を関連分野研究機関への普及を図る。  

[平成２１年度実績]  

・細胞ごとにその糖鎖プロファイルが異なり、重要な生物学的現象に関わるとする「Cellular 

glycomics」の原理に基づき、幹細胞評価技術としてのレクチンマイクロアレイのブラッシュアップを行

い、統計解析による分化判別式の導入や、iPS 細胞の分化判別にも途を開いた。  
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[特筆事項] 幹細胞の分化段階、および細胞系譜を分別するのに糖鎖構造が 適であることに着

目し、レクチンアレイを有効利用して、非常に簡便に短時間に細胞の鑑別ができるようになった。今後、

このシステムが多くの再生医療の領域で使われるようになると考えている。iPS 細胞の分化判定にも

威力を発揮すると思える。  

 

[平成２１年度計画]  

・糖転移酵素、レクチン、質量分析計による糖鎖構造解析、糖タンパク質などの研究用に作成してき

た糖鎖関連データベースを一般に公開するとともに、ユーザーに使いやすいインターフェースを開発

し、さらに、複数のデータベースを一度に検索できる統合データベースの開発を開始する。  

[平成２１年度実績] 

・糖転移酵素、レクチン、質量分析計による糖鎖構造解析、糖タンパク質に関するデータを、それぞれ

GGDB、LfDB、GMDB、GlycoProtDB として、ユーザーが使いやすい形にして公開した。ポータルサイ

トをつくり、キーワード及び糖鎖構造で、糖鎖関連データベースを横断的に検索できる糖鎖統合デー

タベースを構築した。  

[特筆事項] 糖鎖統合データベースは、この 9 年間、産総研糖鎖センターが開発してきた研究成果

をデータベース化して世界に発信した。さらに日本国内に散在するその他の糖鎖関係データを、我々

が中心となって統合した。残された 1 年で、さら多くの糖鎖研究成果を統合していく。現在、米国、ヨー

ロッパにも糖鎖データベースが存在するが、我々が作成したデータベースの内容は、欧米とは異なり、

日本で独自に研究開発された成果を中心にしてある。国際的評価も高く非常に多くのアクセスがある。

  

[平成２１年度計画]  

・GM2 異常蓄積による細胞内増殖シグナル機構の解明を行う。食品中の糖脂質については、さらに

成分を分離し、その作用について実験動物レベルで解析し、機能性食品の開発の基礎とする。Gb3

の発現制御については、特異的合成阻害剤の病変に対する効果の検討を行う。  

[平成２１年度実績]  

・食品中の糖脂質については、高松地区都市エリア事業（文部科学省）とも連動させてオリーブや海

産物など地域食品中の成分を分離しその作用について実験動物レベルで解析し、四国地域イノベー

ション創出共同体形成事業（四国経済産業局）とも連動して機能成分分析法マニュアル作りを完成さ

せて機能性食品開発の基礎とした。また、GM2 異常蓄積による細胞内増殖シグナル機構の解明につ

いては、 GM2 の異常蓄積により細胞増殖シグナルが増大していることが明らかとなったが、同時に

GM3 の増大も引き起こしており細胞外因子のレセプターの遮断が起きていることも明らかとなった。こ

の細胞外因子のレセプターの遮断は細胞外因子による増殖制御の遮断も結果的に引き起こすことも

明らかとなった。Gb3 の発現制御の解析の結果、炎症性サイトカインにより Gb3 合成酵素の発現は上

昇し、その結果 Gb4 が増大するとともにセラミドの脂質の長さも変化していることが判明した。この結

果、炎症のマーカーとして糖脂質 Gb4 が使用できる可能性を示すことができた。  
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[特筆事項] グロボ系糖脂質の合成制御機構を明らかにし、グロボ系糖脂質のうち Gb4 が炎症マ

ーカーとして有効であることを見出した。  

 

[平成２１年度計画]  

・創薬や診断に重要な受容体やイオンチャネルについて特異的リガンドを創出する。また脳神経疾患

のバイオマーカーや原因因子を特異的に認識するペプチドの創製も進める。その特異的ペプチドの

分子改変によるサイズ縮小化及び低分子化合物モデルの検討を行う。  

[平成２１年度実績]  

・加速進化型の生理活性ペプチドの分子骨格を利用した新たな試験管内分子進化技術開発を行った。

これにより、創薬や診断に重要な受容体やイオンチャネなどの膜タンパク質を標的としてそれを特異

的に認識するペプチドを作り出すことに成功した。さらにこのペプチドの分子改変により、ペプチドサイ

ズをさらに小さくすることに成功した。  

[特筆事項] バイオマーカーおよび受容体やイオンチャネルなどの治療創薬ターゲットを特異的に

認識し、またそれらの機能を制御することのできるペプチドを創製するための汎用技術を開発した。  

 

[平成２１年度計画]  

・実験動物や細胞を用いてバイオマーカーの科学的根拠をともなった妥当性を提示する。疾病患者、

健常者の血液、組織を用いた検証試験を継続実施する。特に脂質由来バイオマーカーの選択的抗

体作製を継続し、汎用的分析法である ELISA システムの開発を進める。  

[平成２１年度実績]  

・ストレスバイオマーカーの科学的根拠を提示するために、疾病患者、健常者の血液、組織を用いた

ストレスバイオマーカーの検証試験を継続して実施した。これにより、当該バイオマーカーの信頼性向

上を図ることができた。さらに、脂質由来バイオマーカーに対する汎用的分析法である ELISA システ

ムの開発を進め、従来法と同オーダー程度の感度が達成された。また、AIST-東大先端研包括協定

に基づく研究で、酸化 DJ1 のパーキンソン病早期診断マーカーとしての有用性を確認した。  

[特筆事項] パーキンソン病早期診断マーカーの計測法を開発  

 

[平成２１年度計画]  

・動物実験による血中ストレスマーカーの探索を継続し、水浸・明暗周期かく乱によるうつ病関連およ

び化学的ストレスによる統合失調症関連のストレスマーカーを同定する。ヒト末梢血の OMICS 解析を

行うことにより、ストレスマーカー群を同定する。ストレスマーカーの変化と臨床的ストレスレベル（精

神科医による診察、脳の画像解析等）との相関を調べ、精神疾患発症に重要な役割を果たしている

ストレスマーカーを同定する。  

[平成２１年度実績]  

・動物実験による血中ストレスマーカーの探索から、うつ病関連のストレスマーカー候補遺伝子を 871

種同定した。脳からは、うつ病・統合失調症・発達障害関連ストレスマーカー候補遺伝子を 135 種同
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定しており、脳と血液の両方で変化するストレスマーカー候補を 43 種同定した。ヒト末梢血におけるス

トレスマーカー候補遺伝子群を測定し、問診票による精神的ストレスおよび心拍数との相関を調べた。

[特筆事項]  動物の脳内および血中で発現変化するストレスマーカー候補群を 43 種同定し得た（特

許 6 報申請済み）。  

 

[平成２１年度計画]  

・唾液などの試料前処理や検出機能などを高度集積化した遠心力送液型のラボディスクや電気泳動

型ラボチップ、さらに超小型センサ利用の携帯型チェッカのプロトタイプ開発を行う。さらにヒト実試料

による実証研究を行い、産業技術化を着実に進める。  

[平成２１年度実績]  

・遠心力送液型ラボディスクの実用化を、企業との共同研究で行い、試作したオンチップ唾液タンパク

定量用の原理プロト装置を展示会に出展し、産業技術化を着実に進めた。電気泳動型ラボチップへ

の色素レーザー光源の集積化研究を大学と共同研究で進めた。さらに、超小型 FET センサによる携

帯型チェッカの原理プロト開発を行い、生体適合性材料の利用により、ヒト唾液を一滴垂らすだけで、

10 秒以内に NO 代謝物合量を定量可能なことを実証した。 

[特筆事項] 超小型の FET バイオセンサを開発し、電子体温型の唾液 NO 代謝物計測チェッカのプ

ロトタイプを開発。  

 

[平成２１年度計画]  

・20 万サンプルを目安に 10 個以上の in vito メモリーダイによるタンパク質相互作用スクリーニングを

行い、得られた合成が容易な化合物については、 適化やコンビナトリアルケミストリーによるライブ

ラリ展開を行う。スクリーニング系は増やし続けパイプライン拡充を目指す。化合物リソースも海洋由

来の菌株を用いて充実させ、新規化合物の取得、培養サンプルの部分精製したサンプルの調製を進

め、10 万サンプル以上のスクリーニングライブラリー、500 以上の単離化合物を目標とする。  

[平成２１年度実績]  

・20～30 万サンプルを対象に 7 個の in vito メモリーダイによるタンパク質相互作用スクリーニングを

行った。重要な相互作用ターゲットに関しては、メモリーダイアッセイの他に、細胞を用いたスクリーニ

ングを展開した。年間 30 個以上の新規化合物を見出すと共に、得られた合成が容易化合物について

は、 適化やコンビナトリアルケミストリーによるライブラリ展開を行った。化合物リソースも海洋由来

の菌株を用いて充実させ、新規化合物を取得すると共に、次世代シークエンサー等を用いた効率的

な有用化合物生産菌の新手法の開発に着手した。  

[特筆事項] 年間10個以上のin vitoメモリーダイタンパク質相互作用アッセイの他、5個以上のiPS

細胞作成効率化物質のスクリーニングなどを展開した。また、天然物ライブラリーに関しては総数 30

万ライブラリー以上確立しており、単離化合物ライブラリーは 600 個以上ライブラリーとして確立してい

る。  
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[平成２１年度計画]  

・微量タンパク質質量分析システムにより mRNA に結合する特異的な因子の同定を重点的に行う。ま

た、タンパク質分解酵素の基質の決定とその機能解析を目指す。神経変性疾患や老化に関わるレド

ックスタンパク質の小胞体に於けるネットワーク解析を行う。これらの解析を通して、新規で有用な創

薬ターゲットの決定や疾患発症メカニズムの解明に貢献する。  

[平成２１年度実績]  

・mRNA に特異的に結合し、mRNA の運命（安定性、分解、翻訳制御）を決定するタンパク質を、質量

分析によりシステマティックに同定する手法を確立した。それにより、約 50 個の mRNA の運命を決定

するタンパク質を同定することに成功した。これらのタンパク質はシグナル依存的に、細胞の増殖・分

化、あるいは癌化や免疫反応において重要な役割を果たしていることを明らかにした。その結果、新

規な癌・高脂血症・自己免疫疾患の治療薬のターゲットを発見した。さらに、これらのターゲット情報を

用い、核酸医薬を設計したところ、細胞レベルで顕著な薬効を示した。また、二型糖尿病の原因遺伝

子であるタンパク質分解酵素の基質を、やはり質量分析により同定することに成功した。それとともに、

レドックスタンパク質の定量解析を行うための、新規な質量分析のためのラベル法を開発した。これら

の発見と技術開発により、神経変性疾患・糖尿病や老化のメカニズムを分子レベルで解明し、治療と

創薬に結びつけていく道筋が示された。  

[特筆事項] mRNA に結合するタンパク質を同定することにより、システマティックに核酸医薬を設

計できることを明らかにした。また、設計した核酸医薬が著効を示したことは、予想を遥かに超える成

果と考えるため。  

 

[平成２１年度計画]  

・結晶を用いないタンパク質構造決定技術である単粒子解析法を Neural Network や Simulated 

Annealing によりさらに改良することで 80%以上の自動化と高分解能を実現する。また本技術により

脳・神経において重要な機能を果たす様々なタンパク質の詳細構造を決定する。  

[平成２１年度実績]  

・結晶を用いないタンパク質構造決定技術である単粒子解析法に関しては、Neural Network や

Simulated Annealing を用いてその方法を改良した。その結果、80%以上の自動化とさらに高分解能化

に成功した。この技術を用いて、我々の体を発癌から守っている酸化ストレスのセンサーである

Keap1 タンパク質の構造を解明した。負染色後に単粒子解析を行い、全体としてサクランボ状の形を

していることを解明した。また電子顕微鏡技術と半導体加工技術を融合させることで液中の細胞を観

察する大気圧走査型電子顕微鏡(ASEM)を開発した。分解能は 8nm である。  

[特筆事項] 電子顕微鏡技術と半導体加工技術を融合させることで液中の細胞を観察する大気圧

走査型電子顕微鏡(ASEM)を開発した。  

 

[平成２１年度計画]  
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・正常細胞の長命化と癌細胞の短命化など、細胞の寿命操作を目的とした以下の研究を行う。 

1) 植物抽出物の神経分化誘導および抗ガン作用に関する作用機序の解明。 

2) ガンや細胞分化に関与する miRNA の解析と miRNA の標的遺伝子探索。 

3) 熱ショックタンパク質（モータリン）の細胞内在化に関わる部位に対する抗体の作製と内在化抗体

のイメージングへの応用。 

4) Collaborator of Alternative Reading Frame protein(CARF)に対する siRNA を用いた、ガン細胞のア

ポトーシス誘導の解析。 

5) ガン細胞の薬剤耐性に対する遺伝子の機能解析。  

[平成２１年度実績]  

・正常細胞の長命化と癌細胞の短命化など、細胞の寿命操作を目的とした以下の研究を行った。 

1) 植物抽出物の成分が、神経細胞の分化誘導することを明らかにした。 

2) 細胞分化やウイルス感染に伴って発現する miRNA の生細胞における定量イメージングに成功し

た。 

3) 様々な抗体の中から細胞内在化活性を有する抗体を同定し、間葉系幹細胞の生体内イメージン

グに成功した。 

4) CARF に対する siRNA を用いてガン細胞のアポトーシスに関するパスウェイ解析を行った。 

5) 薬剤耐性に関する遺伝子を新たに同定し、腫瘍細胞の浸潤化に関与することを明らかにした。  

[特筆事項] 1)インドの伝統的民間療法で用いられている植物の抽出物から得られた成分が抗老

化、及び抗癌活性を有することを明らかにし、特許申請、企業との共同研究を活発に進めた。3)細胞

に内在化する抗体を同定し、生体内イメージングへの利用、また抗癌効果について特許の申請、企

業との実用化研究を行った。     

 

○  テーラーメイド医療の実現を目指した創薬支援技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・ヒトタンパク質発現リソースを活用して、1）チロシンリン酸化の網羅的解析研究、2)インビトロメモリー

ダイ法によるタンパク質相互作用の検証、スクリーニング系の改良、3)タンパク質発現技術の網羅性

の強化、4)新規 iPS 化因子の探索、5)疾患の予知、予防、臨床検査技術の進歩を目指したガンと自

己免疫に関する技術開発、6)タンパク質修飾のテーマの共同研究、7)統合データベースチームとの連

携による H-inv DB と HGPD とリンクの拡充、RIO-DB との共同開発を進める。これにより、創薬支援

や診断薬の開発支援技術として利用する。  

[平成２１年度実績]  

・1)11 種の Src ファミリーチロシンキナーゼとキナーゼを基質とした基質特異性を網羅的に解析し、新

規基質を発見した。  

2)インビトロメモリーダイ法やインビトロスプリットルシフェラーゼ法によるタンパク質相互作用の検証

を可能にし、相互作用阻害物質のハイスループットなスクリーニング系を確立した。NEDO ケモバイオ
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プロジェクトにおいて、本法により年間 10 種類の創薬スクリーニング（プロジェクトの主力スクリーニン

グ系となる）を実施し、新規タンパク質阻害化合物を発見した。  

3)タンパク質発現技術の網羅性の強化のため、不溶化タグ等の新規タグを開発し、効率的な発現タ

ンパク質の精製、回収技術を開発した。 

4)新規iPS化因子の探索は京大・山中研と共同で行い、4種の新規因子を発見し、極めて重要な機能

があることを発見した。  

5)平成 21 年度地域イノベーション「自己抗体を活用した効率的な特定のがんの総合診断システムの

開発」を実施し、病院、大学、企業との産学官共同研究で、疾患の予知、予防、臨床検査技術として

活用できる網羅的な自己抗体解析技術を新規に開発した。  

6)大阪府大や熊本大学と新規タンパク質修飾である S-グアニル化の共同研究を行い、プロテインア

レイ上で測定可能な技術を開発した。  

7)統合データベースチームとの連携による H-inv DB と HGPD とリンクの拡充のデータ作成、RIO-DB

との共同開発を進め、HGPD データベースを一般公開した。さらに CBRC と共同で発現タンパク質の

可溶性等を予測プログラムを作成した。  

[特筆事項] iPS 細胞誘導因子探索では我々のヒトタンパク質発現リソースから次々と新規因子や

既存因子と相乗効果のある因子がが見つかり、iPS 細胞技術に大きな影響を与え、社会にインパクト

を与えるものである。この世界に類のないリソースは、iPS 細胞分野にとどまらず分化誘導、細胞変換

を行う細胞システム変換因子の探索リソースとしても、今後益々、重要となる。     

 

[平成２１年度計画] 

・配列情報解析技術等の開発と、転写制御機構の解析、新規機能性 RNA 発見等、ゲノム配列情報

の工学的制御の観点からの解析を行うため、以下の課題に取り組む。 

1) 予測された機能性 RNA 候補についてウェット実験による検証をより多くの候補について実施する。 

2) 予測した、ミトコンドリア膜タンパク質を(共同研究者による)ウェット実験で確認する。 

3) 全ゲノム類似配列検索プログラム"LAST"の機能拡張と成果発信を行う。  

[平成２１年度実績]  

・1) ウェットと連携して実施した RNA 分解因子の核内ノックダウンにより、300 個の予測候補について

新たに発現が確認できた。従来の候補と併せて、発現が確認された新規機能性 RNA 候補は 1600 個

となった。また機能性 RNA候補を予測する際に独自開発手法であるγセントロイド推定技術を基盤に

して、世界的にも も精度の高い RNA 配列情報解析ツール：CentroidHomFold、CentroidAlign を開発

した。 

2) 共同研究者による、我々が予測したミトコンドリア外膜タンパク質(Mmm2)の膜組込みシグナル(β

シグナル)配列が外膜局在に必須である結果を得た。更に、真核生物の網羅的プロテオーム配列解

析を行い、β型膜タンパク質が非常に限られているという、我々が提案した新説を裏付けるデータを

得た。  

3) LAST を用いてゲノム配列からタンパク質の情報を得やすいため、複数の読み枠を考慮する計算と、
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似た性質を持ったアミノ酸を一致する文字として扱える手法を実装した。成果発信として 

lastweb.cbrc.jp のウェプサービスを公開した。  

[特筆事項] ・情報解析技術開発において当初の予定を大きく上回る数のソフトウェア、データベー

スを開発した。またウェットとの共同研究においても独自の情報解析技術力を発揮して、実際に機能

が確認できるような新規機能性 RNA を当初目標よりも多数同定した。このように基盤技術の構築から

応用までバランスを保ちつつ多数の成果が得られたことから特記した。  

 

[平成２１年度計画]  

・タンパク質構造予測技術、分子シミュレーション技術、分子設計技術の融合、大規模計算の活用に

よる、高精度な創薬支援技術を開発するために以下の課題に取り組む。 

1) これまで開発した立体構造・リガンド結合予測をより網羅的なシステムに発展させ、化合物の選択

性や作用機序に関する研究、データベース化への応用を目指す。 

2) タンパク質-タンパク質複合体制御リガンド探索への応用を目指す。 

3) 高精度 DISORDER 法の実証実験を行う。また GRID 環境下、高速タンパク質複合体計算プログラ

ムの応用技術開発を行う。  

[平成２１年度実績]  

・1) 立体構造・リガンド結合予測システムを G タンパク質共役受容体やキナーゼなどの標的タンパク

質に適用し、作用機序解明や構造活性相関研究に応用した。その結果、新規リガンド設計などに関

する知見が得られた。 

2) タンパク質-タンパク質間の複合体予測技術・複合体制御リガンド探索技術を開発し、いくつかの

先行標的複合体タンパク質に対してヒット化合物を同定した。                                      

3) 統合による DISORDER 予測の高精度化を行い、タンパク質の安定性やタンパク質間相互作用制

御に関する網羅的解析を実施した。GRID 環境下、大規模計算に向けたタンパク質複合体解析技術

を開発した。    

[特筆事項] タンパク質凝集・アミロイド化は，アルツハイマー病などの原因となる。その凝集分解

のメカニズムをシミュレーションで分子レベルで解明することに成功した。これは技術的にも当初のも

目標を超え、新しい発見にもつながったことから特記した。  

     

＜別表１＞- I-２．精密診断及び再生医療による安全かつ効果的な医 

療の実現  
 

○  高度診断及び治療支援機器技術の開発   

     

[平成２１年度計画] 

・走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測された銀ナノ粒子凝集体構造に、2 段階電磁場増強モデルを適

用して、実験で得られた表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハイパーラマン散乱（SEHRS）、そし
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てレーリー散乱を再現する増強電場の空間分布と励起波長依存性を明らかにして、2 段階電磁場増

強モデルを検証する。  

[平成２１年度実績]  

・2 段階電磁場増強モデルに基づき、走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測した銀ナノ粒子凝集体構造

を境界条件として、有限要素法を用いて表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハイパーラマン散乱

（SEHRS）、およびレーリー散乱の強度およびスペクトルを空間分布と励起波長依存性を含め計算し

て、実験結果と比較した。その結果、両者で良好な一致が得られた。この結果により、2 段階電磁場

増強モデルを検証することに成功した。  

[特筆事項] 非蛍光標識で 1 分子感度で検出できる可能性がある表面増強ラマン分光法に着目し、

モデル分子を用いて、主要な増強機構を理論と実験両面から実証することに成功。  

 

[平成２１年度計画] 

・マルチ細胞ソータの自動制御システムを実用的な解析レベルまで改良する。動物細胞を含む細胞

等を用いて、複数種類の細胞識別・回収の性能を検証する。。実用的価値の高い抗菌剤開発の基礎

として、細胞膜結合性のペプチドおよびその他の関連物質の抗菌機構の解明を進める。  

[平成２１年度実績]  

・マルチ細胞ソータの自動制御システムの、実用的な試作機を開発するための企業との共同研究を

開始した。特に細胞を弁別するための光源部分の設計では、第 1 段階としてコストの削減を優先させ

て、低出力レーザを選定し、選別できる細胞を 2 種類に絞った。また抗菌性ペプチドのアミノ酸の一部

を置換して細胞膜への結合性を向上させた。その結果抗菌活性が向上することが見出された。この

成果は実用的抗菌剤の開発指針と考えられた。[特筆事項] 従来法の電場を用いた

方式のセルソータは原理が異なる、光圧力を用いたチップ型ソータを発案した。従来法では困難な 5

種類以上の細胞を、弁別できるだけでなく、回収し再利用可能な特長を有する。  

 

[平成２１年度計画]  

・ぺプチド修飾量子ドットの取り込み機構を一細胞蛍光顕微分光法を用いて解析し、量子ドットが細胞

膜表面から細胞内小胞に取り込まれる効率を評価する。また、量子ドットに細胞内小胞から脱出する

機能を付与するための表面修飾法を探索する。量子ドット標識技術を活用し糖脂質 GM3 による EGF

レセプターの阻害メカニズムを明らかにし、この知見をガンなどの診断に使用する方策を検討する。  

[平成２１年度実績]  

・抗菌性等の機能を有するぺプチド修飾量子ドットが細胞内小胞へ移行する効率を、いくつかの阻害

アッセイ法を用いて定量的に調べた。その結果、クラスリンと呼ばれるタンパク質形成を経て細胞質

内に取り込まれる機構の寄与が も高く（～57%）、次いで、何らかの受容体が関与する過程（～45%）、

およびペプチドが有する正電荷が寄与する過程（～30%）の寄与が高いという結果を得た。量子ドット

が細胞内小胞から脱出する機能が期待される数種のペプチドを用いて脱出効率を評価して、有意な

差がないことを見出した。  
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[特筆事項] 量子ドットを用い、生きた単一細胞の表面および内部のイメージングに成功。従来の

常識を覆し、ある種のペプチドで修飾すると、その量子ドットが細胞質のみならず核内まで容易に到

達することを発見    

 

[平成２１年度計画]  

・マルチ抗原検出チップにおける抗体吐出、固定化用インジェクターとして使用するための改良を実

施する。また、マルチチャンネル電気泳動チップを実現する。具体的には、                              

1)幅 300 マイクロメートルの流路内に抗体を固定化する。 

2)駆動時の加熱に伴う抗原検出感度低下を 20%以下に抑える。 

3)同時 10 流路電気泳動チップを試作し、その動作確認を行う。  

[平成２１年度実績]  

・マルチ抗原検出チップにおける吐出条件、表面処理方法、サンプルの調整等を実施するとともに、

流路カバーフィルムの改良を行い、インクジェット法によるマルチ抗原検出チップの高感度化が実現し

た。また，以下の三点についても成果を得た。 

1)ディスポーザブル化に適した独自インジェクターによる、幅 300 マイクロメートル、深さ 100 マイクロメ

ートルの流路内への抗体固定化を実現した。 

2)駆動用レーザ加熱による抗原検出感度低下を 15%以下に抑えることができた。 

3)今後の同インジェクターとチップ型電気泳動との一体化に向けて、インジェクターと同じ流路幅・間

隔をする同時 10 流路電気泳動チップの試作と泳動実験を実施した。  

[特筆事項] マルチ抗原検出チップ用ピコインジェクターの商品化   

 

○ 喪失機能の再生及び代替技術の開発   

 

[平成２１年度計画]  

・多能性幹細胞特異的に発現する細胞表面マーカーを利用して、良質の iPS 細胞を評価選別する技

術への応用研究を開始する。また、心筋に分化しやすい幹細胞特異的な細胞表面マーカーについて

は、実際に心筋前駆細胞の組織からの選別・精製などに利用可能か検討を行う。マウス ES 細胞で特

異的に発現する 2 つの因子については、その作用機序を明らかにする。  

[平成２１年度実績]  

・心筋に分化しやすい幹細胞を選別するための細胞表面マーカーについてデータの解析をほぼ終了

した。また、ES細胞やiPS細胞の細胞表面マーカーを利用したガン化を抑制する技術開発では、有用

細胞表面マーカーの特定を既に終了し、 終的な動物実験によるガン抑制効果を検証を開始した。

さらにマウス ES 細胞で発現する 2 つの因子については、それぞれ幹細胞の未分化状態を制御する

因子や iPS 化を加速する因子としての活性を見出し、そのメカニズムの解明を開始した。また作成し

た iPS 細胞の中から良質な幹細胞を選別するためのマーカーを同定した。  
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[特筆事項] 特にヒト iPS 細胞標準化のための遺伝子・糖鎖解析について有望な結果を得ており、

NEDO プロジェクト成功の期待が高まったため。  

   

[平成２１年度計画]  

・種々の細胞増殖因子、主に分子改変により天然型分子より優れた特性を示す細胞増殖因子につい

て、これまでに構築した種々の障害評価系を用いて放射線障害に対する予防治療効果を評価する。

これを通じて放射線障害を軽減するための 適プロトコルを開発する。  

[平成２１年度実績]  

・放射線障害の主要因となる腸管障害と造血細胞障害をそれぞれ評価する実験系を構築した。細胞

増殖因子をこれらの系に供したところ、放射線被曝障害の予防・治療効果が認められた。さらに、蛋

白質の構造改変を通して 適化した細胞増殖因子を創製し、その投与プロトコルの至適化を実施し

た。  

[特筆事項] 放射線被ばくによる生体障害を効果的に予防治療できる分子と技術を開発し当該分

野で高い評価を得た。  

 

[平成２１年度計画]  

・柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、導電性高分子材料を用いた高分子アクチュエータを実

現するため、カーボンナノチューブの分散・配向電極に様々な導電性微粒子を添加した新規アクチュ

エータ電極と導電性高分子材料との複合体を利用し、高出力アクチュエータの開発を行う。具体的に

は、発生力 10MPa 以上でかつ伸縮率 5%以上の数値を達成することを目標とする。  

[平成２１年度実績]  

・柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、カーボンナノチューブの分散・配向電極にカーボンブラ

ック、及び導電性ポリマー微粒子を分散させた複合体電極を開発し、電場伸縮特性の数値目標として、

発生圧で 10MPa 以上、伸縮率で 4%を達成した。発生圧は目標値以上の特性を，伸縮率ではほぼ目

標値 4%を達成した。  

[特筆事項] 高分子アクチュエータの出力目標をほぼ達成し、フィルム状点字ディスプレイという新

規医療福祉デバイスへの応用に成功した。  

 

＜別表１＞-I-３．人間機能の評価とその回復を図ることによる健康寿命

の延伸  
  

○  脳機能障害の評価及び補償技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  
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・被験者の数を増やし、より頑強な結果を構築するとともに、「味覚と嗅覚」の組み合わせの認知メカ

ニズムを明らかにするため、脳機能計測、また味物質や嗅覚刺激の種類を換えるなどの心理物理実

験を行う。  

[平成２１年度実績]  

・味物質とニオイ物質の組み合わせを代え、食品のフレーバと味物質の組み合わせ(match 条件)と香

水のニオイと味物質(mismatch 条件)の条件間で同時性判断の確率分布に有意な差が見られた。ま

た脳計測においては 100 ミリ前後の非常に早い時期に味覚と嗅覚の相互作用がおき、その後は脳活

動が全体的に抑制されることが示唆された。         

 

○  認知行動特性の計測・評価及び生活支援技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・脳波や生理的振戦などの生理学的指標と、認知課題の成績など行動学的指標とを統合して、ストレ

スなどの生体に対する負荷を検出する手法を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・時間的注意課題において、脳波の低γ帯域位相同期性の強さおよび高γ帯域位相同期性の変動

量が見落とし回避などの行動成績と関係していることを明らかにした。      

 

＜別表１＞I-４．生物機能を活用した生産プロセスの開発による効率的

なバイオ製品の生産      
 

○  高効率バイオプロセス技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・真正細菌由来の CCA、CC 付加酵素、ポリ A 付加酵素と RNA 複合体の結晶化を試みる。ポリ A 付

加酵素の単体の構造を決定する。転写制御蛋白質 HutP と金属イオンの相互作用を詳細に解析し、

転写制御の詳細な解析を行う。tRNA のアンチコドン一文字目のウリジン塩基修飾に関わる酵素と

tRNA との複合体の結晶構造解析を行い、詳細な反応機構の解明を目指す。また、RNA のプロセシン

グに関わる酵素の構造解析を目指す。 

[平成２１年度実績]  

・真正細菌由来の CCA 付加酵素、ポリ A 付加酵素の単体、およびヌクレオチドとの複合体の構造を

決定した。また、生化学的、遺伝学的な解析をも行い、これらの鋳型を用いない RNA 合成酵素の基

質特異性の違いのメカニズムを提唱した。転移 RNA の化学修飾に関わる酵素 TiaS と tRNA との複合

体の結晶構造を決定した。さらに酵素および tRNA の変異体解析から、詳細な反応メカニズムを解明

した。ＨｕｔＰによる転写終結には Mg イオンが不可欠であるが、他の 2 価金属イオンでも活性があり、
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Zn イオンが も活性が高かった。Zn イオンに置換した転写終結複合体のＸ線解析結果、Zn イオンの

結合様式は、Mg イオンの結合様式とは異なり、活性の違いを構造の面から解明した。  

[特筆事項] 構造解析から鋳型を用いないRNA合成酵素の基質特異性の違いをみごとに明らかに

したこと。  

 

[平成２１年度計画]  

・1)電気化学発光に基づく免疫測定法をマイクロデバイス化するための検討を行う。具体的には電気

化学励起を行うマイクロ電極を有する微小流路を形成し、遠心力により送液と血球分離を行うデバイ

スを開発する。 

2)ポリエチレングリコール（PEG)末端チオール分子と合わせて、より生体適合性の高い末端の分子を

用いて非特異吸着抑制を抑えた目的分子（タンパク質・レクチン）の特異的検出を行う。金ーチオール

の修飾系以外に、化学修飾する手法と基板の組み合わせを検討し、新規基板材料のセンサ基板へ

の取り入れを試みる。  

[平成２１年度実績]  

・1)酵素反応生成物を電極上に濃縮して電気化学発光を行う新規な検出法と酵素免疫測定法の組み

合わせによる、新規な免疫測定に関して、そのマイクロデバイス化の検討として、血液試料から血球

を除くための微小流路デバイスを形成し、遠心力による分離に成功した。 

2)ポリエチレングリコール末端チオール分子構造検討による生体適合性の向上を行い、糖鎖末端を

有する自己組織膜と組み合わせて、レクチンの 1 種であるガレクチンの特異的で高感度な検出を行っ

た。金ーチオールの修飾系以外に、化学修飾する手法と基板の組み合わせを検討し、炭素基板材料

への化学修飾を行い、原理確認に成功した。  

[特筆事項] より高感度で再現性の良い検出系を構築したこと。  

 

[平成２１年度計画]  

・酸化還元酵素を固定化し、酵素を効率的に駆動する種々のナノ構造電極を作製する。各ナノ構造

電極界面をコーティングし、固定化した酵素の活性と電極との構造活性相関を調べる。  

[平成２１年度実績]  

・スッパッタ法および金微粒子を用いて、凹凸のあるナノ構造金電極を作製し、表面を疎水性物質に

よってコーティング後、ヒト P450 を固定化した。その結果、高密度の凹凸の場合においてのみ、電極

から酵素への電子移動が確認できた。このことから、密な凹凸のナノ構造体を有する電極が、酵素の

電極上駆動には重要であることを明らかにした。  

[特筆事項] 今回、ヒトのチトクロム P450 について、電極から酵素への電子移動が確認できたこと

により、医薬品開発に大きく貢献出来ると考えられるため。   

 

[平成２１年度計画]  
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・プロテイン A をフレームとするリガンドライブラリーを利用して、中性での結合特性の向上と弱酸性で

の解離特性の両方が改良されたリガンドを開発する。プロテイン G リガンドライブラリーの特性を明ら

かにする。  

[平成２１年度実績]  

・プロテイン A をフレームとしたリガンドライブラリーの変異体について、中性 pH における抗体（IgG1)

との結合特性と、弱酸性 pH における抗体との解離特性を測定した結果、両方の特性が改良されたリ

ガンドを見出した。また、プロテインGリガンドライブラリーの変異体について、中性pHにおける抗体と

の結合特性を明らかにした。  

[特筆事項] 温和な条件で抗体医薬品を精製できるアフィニティ-・リガンドの作製とリガンドライブラ

リーの解析   

 

○ 遺伝子組み換え植物を利用した物質生産プロセスの開発  

 

[平成２１年度計画]  

・1) 閉鎖型遺伝子組換え植物工場施設においてイヌインターフェロンイチゴの GLP 試験用実生産試

験およびワクチン発現ジャガイモの水耕栽培の確立を行う。 

2)抗体遺伝子を導入・発現する組換えタバコを作出し、植物発現抗体の糖鎖修飾様式を解析する。 

3)非拡散ウイルスベクターシステムを用いて抗体を発現させるとともに、、当該システムの安定性を解

析する。 

[平成２１年度実績]  

・1)閉鎖型遺伝子組換え植物工場施設においてイヌインターフェロンイチゴの GLP 試験に供試可能な

水耕栽培プロトコルを確立、実生産を行い、治験を開始した。ワクチン発現ジャガイモの水耕栽培の

技術開発により安定生産技術、同収穫量での栽培期間の 20%短縮にも成功した。 

2)抗体遺伝子を発現するタバコの作出に成功し、植物発現抗体の糖鎖修飾様式の解析を開始した。 

3)抗体遺伝子を用いて非拡散ウイルスベクターシステムの安定性を数世代にわたり実証し、加えて、

植物の遺伝子発現抑制機構を抑制する技術により、発現量を数倍程度上げる技術開発にも成功し

た。  

[特筆事項] 完全ヒト型抗体を遺伝子を発現する組換えイチゴ・ジャガイモの作出は、産業上重要

でかつ先駆的な成果と考えられるため。  

 

＜別表１＞I-５．医療機器開発の実用化促進とバイオ産業の競争力強 

化のための基盤整備   
 

○  医療機器開発の促進と高齢社会に対応した知的基盤の整備  

 

[平成２１年度計画]  
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・次世代の医療機器の開発および薬事承認の迅速化を目的に、医療機器ガイドライン策定に貢献す

る。また、医療機器に関わる材料や試料についての試験方法（安全性、性能）や基準物質など標準化

を推進する。   

[平成２１年度実績]  

・医療機器の円滑な開発および迅速な薬事承認を目的に、「バイオニック医療機器（神経刺激装置）」

や「体内埋め込み型材料（高生体適合性インプラント）」など、7 品目の次世代医療機器に対する安全

性や有効性などの評価方法を検討し、これらを規定した 4 件の開発ガイドライン（案）を策定した。また、

インプラント用素材の機械的試験方法に関して、生体親和性に優れたチタン合金を中心にミクロ組織

観察方法、耐食性、機械的性質及び疲労特性に関してデータを取得し、JIS T 7401-4:2009 外科イン

プラント用チタン材料-第 4 部:Ti-15Zr-4Nb-4Ta 合金展伸材を制定した。  

[特筆事項] 医療機器ガイドラインの策定：策定したガイドラインは治験相談や薬事申請に活用さ

れ始めており、産コンソーシアムの設立を含め、業育成の観点からの効果が見え始めたとの印象で

ある。       

 

○  バイオ・情報・ナノテクノロジーを融合した計測・解析機器の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・集積化チップに前年度までに開発した光細胞マニピュレーション技術を応用し、それぞれの灌流培

養チャンバー内に微小組織を形成させることにより、薬物アッセイ精度の向上を目指す。  

[平成２１年度実績]  

・任意の濃度の薬液を自動的に調製できるグラジエントミキサーを開発し、灌流培養チャンバーと組

み合わせてチップ上に集積することにより、薬液 12 種類×濃度 8 段階×4 サンプルを同時にアッセイ

できる細胞チップを開発した。さらに、細胞チップ上の任意の位置に任意のタンパク質層を形成する

技術を開発し、細胞機能に与える接着性刺激のスクリーニングを可能にするバイオチップの開発に成

功した。         

 

○  環境中微生物等の高精度・高感度モニタリング技術の開発   

 

[平成２１年度計画]  

・生活環境中の健康リスク因子の除去･無害化技術に関して、以下の研究を実施する。 

1)サイズの大きなオキソ酸イオンを選択捕捉する新規イオン交換体の設計を進める。硝酸イオン分離

用繊維成形体の実用性の評価を行う。多孔質の新規炭素-チタニアナノコンポジットの開発を進め、

循環流通式カラムシステムを構築して、実環境での無害化処理効果を評価する。 

2) 水系で抗菌性の発現期間を制御するため、抗菌性銀錯体を担持した層状化合物の表面疎水化条

件を 適化し、抗菌効果の持続性を評価する。ナノカーボンの光発熱特性を有効に活用するため、

広範囲の媒質中への分散化法、および得られた複合体の光応答特性を明らかにする。 
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3) 海水中の窒素、リン等の効率的な生物学的除去のため、栄養塩低減処理水槽中で栄養塩を吸収

して増殖する海藻について、各増殖時期での生長速度、栄養塩吸収速度、成分量を評価する。  

[平成２１年度実績]  

・生活環境中の健康リスク因子の除去・無害化技術に関して、以下の研究を実施した。 

1)臭素酸イオンの選択的イオン交換体として、焼成ハイドロタルサイト、非晶質水酸化アルミニウムが

有効であった。硝酸イオンで汚染された井戸水について、硝酸イオン分離用繊維成形体が、硝酸イオ

ンで汚染された井戸水の飲料水化(10mg-N/L 以下）を高速で達成できること、亜硝酸イオン単独系に

於いても同等の性能を有することを実証した。 

 カーボンナノシート上にアナタース型チタニアナノロッドを二次元配列した新規複合体の開発に成功

し、実用的な簡易循環型システムで繰り返し使用が可能であることを確認した。 

2)銀ヒスチジン錯体担持層状ニオブ酸化物の表面をシランカップリングした疎水化物は、従来困難で

あった 10mmol/L の NaCl 濃度、pH9.5 の水系において、少なくとも 40 日以上、抗菌効果が持続した。 

 ナノカーボン材料をジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、酢酸エチル等有機溶媒中に分散化でき

ること、及びレーザ光の照射による高速・高精度の温度制御できることを示した。 

3)オゴノリ属海藻の栄養生長体（湿重量 51mg、生長速度 0.68mg/d）の窒素及びリン吸収速度は、幼

体（6.7mg、0.50mg/d）の約50%を維持しており、両増殖時期の藻体とも栄養塩吸収に活用できることを

明らかにした。含有蛋白質量は約 30%と同等であった。  

[特筆事項] 硝酸イオンを選択的に除去する材料組み込んだ緊急時浄水化装置を試作。平成 20

年ハノーバーメッセの国際展示会に出品  

 

<別表１> -Ⅱ．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  
 

<別表１> - II -１．知的活動の飛躍的向上を実現するための情報サービ 

スの創出  
 

○  意味内容に基づく情報処理を用いた知的活動支援技術の開発  

 

[平成２１年度計画] 

・意味内容に即して人間の知的活動を支援するユビキタスプラットフォームの構築を目指し、以下の

高信頼通信技術とデータ処理技術について研究を行う。 

1) キロヘルツ帯電力線通信技術を実応用分野に適用し、その有効性を検証する。 

2) シリアルバス技術に関して、信号のモニタ管理機構を開発する。 

3) 情報家電セキュリティ技術については、新規ウィルス発生時におけるセキュリティハードへの更新

機構を研究開発する。  

[平成２１年度実績]  
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・1) キロヘルツ帯電力線通信技術については、実応用を想定し模擬分電盤に多数の家電機器を同

時接続した状態で通信実験を行って頑健な通信性能を確認し、また同種の電力線通信では 速の

200Kbps の速度を実証した。またこの実験結果から、提案通信方式の物理層を活かすような MAC 層

の方式設計を完了した。 

2) シリアルバス技術に関しては、シリアルバス信号のモニタ管理機構を開発し、シリアルバス通信シ

ステムを実装した産業機器の生産性およびメインテナンス性を大幅に向上できた。 

3) 情報家電セキュリティ技術については、一般的な形式のウイルス識別データからそれを識別する

デジタル回路への変換ソフトウェアを開発した。  

[特筆事項] ・プレス発表を行い、HEMS などの実応用を想定した通信環境においても今回開発し

たキロヘルツ帯ＰＬＣが頑健に通信ができることを実証した。また通信方式の物理層のみならずＭＡＣ

層まで方式設計が完了し、実用化を視野にモデム試作に着手している点も特筆に値する。  

 

○  グローバルな意味情報サービスを実現する技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・平成 20 年度にプロトタイプとして実装した三つの要素技術「仮想計算機システム」、「仮想クラスタ構

築システム」、「運用決定モジュール」を、高度化を行いつつ実システムとして開発する。特に、仮想計

算機システムでは、サイト間のマイグレーション途中におけるネットワーク接続の切断にも耐えられる

頑健性を実装する。また、運用決定モジュールの機能を高度化するとともに、仮想クラスタ構築システ

ムに統合する。  

[平成２１年度実績]  

・三つの要素技術を単一サイト内で運用する仮想クラスタ構築システムに統合した。本システムでは、

複数の計算機上でアプリケーションを動作させつつ CPU 負荷を監視し、アプリケーションが必要とす

るリソース量が増減するタイミングで、計算機全体が消費する電力を 小化させるようアプリケーショ

ンを再配置することが可能となった。仮想計算機システムのマイグレーションでは、移動にかかる時

間を大幅に短縮することにより、頑健性を強化した。  

[特筆事項] ソフトウェア開発、大規模環境での実証、国際標準など多岐にわたる研究成果の達成

が認められ、平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）を受賞した

（業績名「科学技術計算用グリッドミドルウエアの研究）。  

 

○  人間に関わる情報のデジタル化とその活用技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・大量音声データを扱える音声認識技術・音声検索技術に関しては、インターネット上のポッドキャスト

（音声ブログ）音声データを収集して全文検索可能にするシステムを開発する。具体的には、ポッドキ
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ャスト音声データを音声認識技術によって自動的にテキスト化することで、それらをユーザが検索でき

るだけでなく、詳細な閲覧、認識結果の訂正も可能なシステムを開発・改良する。  

[平成２１年度実績]  

・大量音声データを扱える音声認識技術・音声検索技術に関しては、インターネット上のポッドキャスト

（音声ブログ）音声データを収集して全文検索可能にするシステムPodCastleを開発した。具体的には、

ポッドキャスト音声データを音声認識技術によって自動的にテキスト化することで、それらをユーザが

検索できるだけでなく、詳細な閲覧、認識結果の訂正も可能なシステムを開発・改良した。一般ユー

ザに対してこのシステムを Web サービスとして提供する一方で、ユーザに音声認識誤りを訂正して貢

献してもらい、それらの訂正結果を実際に自動学習する新たな技術を開発して評価したところ、実際

に音声認識性能の改善を図れたことが明らかになった。これは、ユーザの訂正を全体の性能向上に

繋げる新たな技術として高く評価できる。また、ポッドキャスト動画データ中の音声データにも対応した

ことで、より多量の音声データが検索可能となった。さらに、大量音声データに関連して歌声を対象と

した研究開発にも取り組み、ユーザが歌ってお手本を聞かせることによって、より自然なニュアンスで

歌声が合成できる歌声合成技術 VocaListener を開発した。これにより、従来のように歌声合成パラメ

ーターを人手で長時間調整せずに、人間らしい自然な歌声を容易に合成できるようになった。 

[特筆事項] 歌声合成技術 VocaListener をヤマハ株式会社に技術ライセンシングして共同研究を

推進し、H21.4.28 に、産総研からは「主な研究成果」として広報され、ヤマハからは産総研と連携して

実用化することが広報された。多数のメディアで報道され、社会的に高い注目を集めている成果であ

り、特筆事項に値する。  

 

<別表１>-II-２．ロボットと情報家電をコアとした生活創造型サービスの 

創出  
 

○  人間と物理的・心理的に共存・協調するロボット技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・RT ソフトウエア開発環境として、公開リリースした開発支援ツールの一般ユーザからの技術フィード

バックを受けて、その完成度を高めるとともに、機能拡張を進める。汎用的な把持機能の実現に向け、

視覚のセンシングと把持のマニピュレーションを統合したハンドアイシステムにより、操作対象物に応

じた技能を検証する。ＲＴミドルウエアに関しては、OMG でのコンポーネントモデル標準仕様(RTC1.0)

の保守管理に協力するとともに、当該標準準拠のロボット用ミドルウエア OpenRTM-aist-1.0 のユー

ザからの技術フィードバックを受け、完成度の向上と機能拡張を進める。  

[平成２１年度実績]  

・RT ソフトウエア開発環境として公開した RTC ビルダ、RT システムエディタ等の開発ツールに関して、

利用者からのフィードバックに基づいて機能拡張と改善を行なった。 

アクティブビジョンを使って把持計画を行う研究を実施し、対象物の周りに障害物が置かれた状況下
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での日常生活用品の把持に適用し、実験によりハンドアイの有効性を検証した。 

OMG において、コンポーネント標準仕様(RTC1.0)の実用性を高めるために、コンポーネントの情報や

接続情報管理の相互運用を図る Deployment and Dynamic Configuration(DDC)仕様の標準化を開始

した。また、先行公開したロボット用 RT ミドルウエア OpenRTM-aist-1.0RC の利用者からのフィードバ

ックを受けて、完成度の向上と機能拡張を進め、正式安定版をリリースした。  

[特筆事項] ロボット技術の共有と蓄積を可能とするモジュール化の枠組みとなる標準仕様に準拠

した共通ミドルウエアと開発支援ツールをオープンソースとして公開した。 

特に、世界的な普及を図るために、国際会議(IROS2009)で講習会を開催するとともに、ドイツの研究

者に協力いただいてホームページのミラーサイト(www.openrtm.de)を開設した。  

 

○  情報家電と人間の双方向インタラクションを実現するインターフェース技術の開

発  

 

[平成２１年度計画]  

・次世代ディスプレイの要素技術開発として以下の技術開発を行う。 

1)薄膜トランジスタ用の無機半導体薄膜を、実プロセスにおける 200℃以下の加工温度で印刷形成す

る技術を開発する。 

2)大画面ディスプレイの製造技術の開発において、素子損傷評価解析技術の開発を行い、高耐久性

化の要因解析を行う。 

3)大面積薄膜デバイス用の封止膜作製技術として、窒化膜を 200℃以下の加工温度で液相プロセス

で作製する技術を開発する。 

4)ディスプレイとしての長寿命化･高安定性に必要な 10-3 g/m2・day 以下の水の透過率を有する有機

デバイス用薄膜封止性能評価技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・次世代ディスプレイの要素技術開発として以下の技術開発を行った。 

1)180℃以下の加工温度で、移動度 4cm2/Vs 以上を示す酸化物半導体の印刷形成技術の開発に成

功した。 

2)大画面ディスプレイの製造技術における電極、封止膜作製上の損傷解析技術として、新たに「蛍光

ダメージ解析法」を開発した。これにより、5nm 以下の有機膜の損傷解析が可能となった。 

3)大面積薄膜デバイス用の封止膜作製技術として、100nm 厚の酸窒化膜を加工温度 100℃で液相プ

ロセスで作製する技術の開発に成功した。 

4)有機デバイス用薄膜封止性能評価技術として、新たに「吸湿薄膜電解評価法」を開発した。これに

より 10-4 g/m2・day 以下の水の透過率を絶対値として 1 時間以内で評価することを可能にした。  

[特筆事項] 次世代テレビとしての有機 EL ディスプレイの大面積化に必要な材料と評価技術に関

し、目標達成するとともに、NEDO プロジェクトにおける産学官連携をリードしている。  
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[平成２１年度計画]  

・光インターフェースを革新する要になると期待される先端的光電子材料とそのデバイス化技術として

以下の研究開発を行う。 

1) 超分子強誘電体において、従来の 2 成分型から単成分型で強誘電性機能を発現させるための分

子設計を行い、プロセスの簡略化が可能な優れた有機材料を創製する。 

2) 低分子系有機薄膜のプロセス技術において、異質な微小液滴同士を組み合わせて液体中に反応

場を構築することにより、均質性に優れた薄膜デバイスを得る新しい液体プロセス技術を開発する。 

3) 有機半導体において、フェムト秒過渡吸収分光法および電子スピン共鳴法を用い有機半導体界

面のキャリヤ輸送の物理を明らかにする。  

[平成２１年度実績]  

・光インターフェースを革新する要になると期待される先端的光電子材料とそのデバイス化技術の研

究開発を行った。 

1)様々な単成分型有機化合物の強誘電性の探索を行う中から、古くから知られ、かつ水素結合とパ

イ電子骨格を併せ持つ低分子有機物であるクロコン酸結晶が、室温で強誘電性を示すことを見出し

た。有機系物質としては動作温度（キュリー点）が 400Ｋ以上と 高レベルで、かつ自発分極性能（残

留分極が約 21μC/cm2）については高分子を上回り、チタン酸バリウム（26μC/cm2）に近いことを明

らかにした。 

2)異質な微小液滴同士による反応場を構築し均質性に優れた薄膜デバイスを得る新しい液体プロセ

ス技術の開発において、親水・疎水パターニング法を用いて幅広い領域にわたって均質な液体プロセ

ス技術を形成した。これを用いて形成した有機金属電極による有機トランジスタの特性を TLM 法によ

り求め、チャネル抵抗の低減に由来した低い閾ゲート電圧を示すことを明らかにした。 

3)ペンタセン薄膜トランジスタ内にゲート電圧により蓄積したキャリヤの電子スピン共鳴スペクトルを

測定し、室温近傍でキャリヤがトラップから熱励起され運動する様子を、運動による尖鋭化効果によ

り明らかにするとともに、キャリヤがトラップに全て凍結した低温スペクトルの解析からトラップ状態密

度分布を得た。さらにフェムト秒過渡吸収分光法を用いてルブレン半導体単結晶を光励起し、生成し

た電子-正孔対（励起子）が電子と正孔に解離しポーラロンが形成される様子を明らかにした。  

[特筆事項] 非常に簡単な構造の有機化合物における強誘電特性を世界で初めて明らかにし、

Nature, Science などで成果発信した。  

 

○  電子機器を高機能化・低消費電力化するデバイス技術の開発  

 

[平成２１年度計画] 

・チャネル部分のシリコン表面を原子レベルで平坦化する技術などを駆使して、シリコンチャネル中の

キャリア散乱を抑制し、トランジスタの電子移動度を向上させる技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  
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・前年度に開発した、低 pH HF 溶液処理と水素アニール技術によりシリコン Si(100)表面を原子レベル

で平坦化し、トランジスタの Si チャネル界面ラフネス散乱の抑制に成功した。その結果、これまでＳｉチ

ャネルトランジスタの限界値と考えられていたユニバーサル移動度を超える、電子移動度を達成した。

[特筆事項] 新規に開発した材料処理技術により、従来通説の限界値を超える性能向上を達成し

た。      

 

[平成２１年度計画]  

・微細化が物理的限界を迎える22nm世代以降の半導体集積回路において微細化に頼らずに性能向

上を実現するために、高電子移動度を持つ III-V 族半導体をチャネル材料として用い、結晶方位、化

学組成、積層構造などを 適化することにより、MISFET において Si チャネルを凌ぐ電子移動度を達

成する。  

[平成２１年度実績]  

・InGaAs/InP 基板を用いて MISFET を作製するプロセスを確立した。InGaAs チャネルの結晶方位を

(111)A とすることにより、Si の 2 倍を超える電子移動度を達成した。さらに、高品質 III-V チャネルを、

埋め込みアルミナ層を介して Si ウエハ上に貼り合わせ形成する技術を開発し、Si 基板上での III-V チ

ャネル MISFET 動作に成功した。 

[特筆事項] Si の 2 倍を超える移動度を達成した上に、Si 上に III-V チャネルを形成する技術の開

発に成功した。  

 

＜別表１＞-II-３．信頼性の高い情報基盤技術の開発による安全で安 

心な生活の実現  
 

○  情報セキュリティ技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・以下の各課題に関する要素技術について開発と解析を行う。 

1) 情報セキュリティ（暗号技術、バイオメトリクス、耐タンパー技術等）の安全性理論の構築をさらに

進めると共に、情報漏えいやプライバシー保護等の重要課題の解決に向けた抜本的な対策技術の

開発を進める。 

2) 産業界との連携、企業との共同研究を推進し、産業ニーズに適合した新技術の開発、国際標準化

等に貢献する。特に半導体セキュリティ分野でつくばに研究施設を開設し、主要企業との共同研究を

開始する。 

3) 内閣官房情報セキュリティセンター、METI 情報セキュリティ政策室・IPA 等の政府系機関への専門

家の立場から支援を行うと共に、実効性の高い社会制度の構築に貢献する。  

[平成２１年度実績]  

59



 

・1) これまでに一番基礎的な計算量的仮定に基づく、 強の安全性と世界 高の効率を持つ暗号ア

ルゴリズムを提案した他、コンテンツ配信やオンラインデータベース等のアクセス制御に応用できる、

自由かつフルアクセス制御可能な暗号を提案した。また、暗号化データベースで情報検索を可能とす

る暗号技術、RFID 等軽量デバイス向け認証技術、生体情報を暗号化したまま照合可能なキャンセラ

ブルバイオメトリクスの安全性定式化とそれを満たす実現法を提案した。 

2) 情報漏えいに堅牢なパスワード認証方式を提案/実装し、産業応用および国際標準化活動を進め

た他、複数の主要メーカーと IC カード安全性評価で共同研究を開始し、つくばに拠点を形成した。ま

た、キャンセラブルバイオメトリクスについても民間企業と共同研究を開始した。 

3) 内閣官房情報セキュリティセンター、METI、IPA 等に対して、人的な貢献および国際競争力のある

IC チップの評価に関わる認証制度の構築に向けて技術敵な面からの貢献を行った。  

[特筆事項] 2)情報漏えいに堅牢なパスワード認証方式について、技術的には世界 高レベルの

安全性を 小限のユーザ負担で実現したこと、関連技術を標準化提案したこと、さらにベンチャー企

業を H22.4 に設立予定であること。     

      

○  大容量情報の高速通信・蓄積技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・シリコン光導波路と異種材料のハイブリッド光集積回路を目指し、以下の研究開発を行う。 

1)積層型シリコン光導波路等の製作技術を進展させ、光スイッチングデバイスを実現する。 

2)前年度までの有機結晶マイクロディスクレーザーの成果を用い、微小レーザー発振閾値の測定と

更なる低減を目指す。さらに、電流注入型デバイスを試作・評価する。  

[平成２１年度実績]  

・シリコン光導波路と異種材料のハイブリッド光集積回路を目指し以下の成果を上げた。 

1)積層型アモルファスシリコン光導波路製作技術をもとに、方向性結合器タイプの光スイッチングデバ

イスを試作した。さらに、アモルファスシリコン光導波路とカーボンナノチューブ分散ポリマー光導波路

をハイブリッド集積したデバイスを開発し、非線形光学特性を確認した。 

2)有機結晶マイクロディスクレーザーの発振閾値の測定を可能とし、閾値 30μJ を実現した。さらに、

電流注入型デバイスのための有機結晶成長技術開発に着手した。  

[特筆事項] 今年度の目標を超え、当該研究グループで発見したカーボンナノチューブの光非線形

効果を、今後の光通信デバイスに重要なシリコンフォトニクスとのハイブリッド集積で実現し、通信シ

ステムへの適応が期待できる。  

 

[平成２１年度計画]  

・超高速サブバンド間遷移スイッチ、光増幅器等を用いたディスクリートデバイスにより、40 Gb/s の信

号から 160 Gb/s の光時間多重信号を送り出す送信装置、ならびに対応する受信装置を開発して、基

本的な動作特性の評価を行う。  
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[平成２１年度実績]  

・超高速サブバンド間遷移素子を用いた超高速光干渉計型スイッチ、半導体光増幅器のディスクリー

トデバイスを用いて 160Gb/s の光時間多重送受装置を開発して、無エラーの動作を実証した。また、

この装置を用いて、ＮＨＫ技研と協力して、スパーハイビジョン 2 チャンネルの送受実験に成功した。  

[特筆事項] 新規超高速デバイスを用いて、スパーハイビジョンの実時間送受に成功した.     

 

[平成２１年度計画]  

・光パラメトリック動作を用いた可変分散補償技術を用いて、光ファイバーの 160Gb/s の信号に対す

る分散を補償する実験を行い、効果を実証する。  

[平成２１年度実績]  

・パラメトリック分散補償の手法で、160Gb/s 光信号の分散補償を実証した。また、同様の手法でファ

イバーの分散と光信号の遅延を独立に制御することに成功して、43Gb/s の信号に対して 22 ナノ秒の

可変遅延を実証した。  

[特筆事項] 分散補償の実証に加えて信号の遅延制御に成功した。  

 

○  自然災害予測のための情報支援技術の開発   

 

[平成２１年度計画]  

・衛星データや地上観測データを対象とし、個々のアーカイブシステムの認証方式の違いを吸収し、

データベースへのアクセス方法を統合するためのデータベース連携ミドルウェアに対する要件を整理

したうえで、研究コミュニティへのサービス提供を開始する。一方、アプリケーションサービスとしては、

LANDSAT 等の一般公開可能なデータも取り込むことで科学データプラットフォームの一般公開に向

けた整備を行う。また、活動的な火山を含む地域の PALSAR データを用いた自動インターフェロメトリ

アプリケーションプロトタイプの開発を行い、衛星画像を用いた地殻変動抽出および被害抽出アプリ

ケーションプロトタイプの開発も行う。  

[平成２１年度実績]  

・研究コミュニティでのデータ管理ツール（群）として GMS（Geoinformation Management System）を設

計・開発、これまでに開発してきた VO 等の GEO Grid の技術と組合せ、地質の調査情報収集システ

ムやボーリングデータ共有・利活用システム等の具体的なシステムの基本部分を構築した。一方、一

般公開可能な衛星データ（ＭＯＤＩＳ画像）と地上観測データ（エアロゾル観測データおよび二酸化炭

素収支観測データ）を対象とし、現地データ統合ツール（ＳＦＩ）を開発、また、雲なし全球ＬＡＮＤＳＡＴ画

像のＷＭＳ実験配信も開始、科学データプラットフォームの一般公開に向けた整備を行った。さらに、

活動的な火山地域を対象に干渉 SAR 解析による地殻変動モニタリングプロトタイプを開発、また、地

震後に地震記録が公開されると速やかに日本全国の地震動マップを推定する地震動マップ即時推定

システム（QuiQuake）を開発した。  
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[特筆事項] 地震動マップ即時推定システム（QuiQuake）については一般公開し、外部機関からも

事業継続計画（ＢＣＰ）や効果的な地震災害対応のための基盤情報として大きな期待を寄せられるま

でに至った。  

 

＜別表１＞-II-４．次世代情報産業を創出するためのフロンティア技術

の開発  

 

○  電子・光フロンティア技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・超伝導転移温度の向上と新物理概念/新物質の創成について、継続して取り組む。鉄系超伝導体

について、Tc の同位体効果や結晶構造と Tc の関係の詳細を明らかにするなど、この系の Tc の決定

要因や超伝導メカニズムを明らかにするような研究を行う。銅系高温超伝導体の本質的な電子相図

について、超伝導と磁性の共存付近の詳細について明らかにする。ソリトンの研究に関して、位相差

ソリトンの検出用の外付け超伝導量子干渉素子(ＳＱＵＩＤ)回路を開発する。位相差ソリトンと（素粒子

論や宇宙論などの）基礎科学の関係の明確化、検出方法の高度化、新デバイスのデザインのために、

多成分超伝導の超伝導理論とグラショー・ワインバーグ・サラムの電弱統一理論との関係を精査する。

[平成２１年度実績]  

・鉄系新超伝導体について、超伝導転移温度(Tc)の同位体効果が通常とは逆になるという現象を観

測し、理論的な解釈を与えた。超伝導の歴史において初となる重要な発見であり、鉄系の超伝導メカ

ニズムが電子-格子相互作用起源ではない可能性を示した。鉄系新超伝導体の高品質単結晶を育

成し、詳細な物性を測定した。鉄系超伝導材料において、逆同位体効果と元素置換効果、Tc 直下の

比熱の跳びの消失、マイスナー効果の消失などの実験事実と、多バンド超伝導理論を組み合わせて、

この材料がソリトンデバイス材料として有望であることを示した。人為的ソリトン発生・検出装置の開発

を進め、現在の問題点が、薄膜のナノ加工にあることが明確になった。位相差ソリトンは、宇宙論で扱

われるソリトンと類似しているが、ソリトンの起こす位相シフトが両者では異なっており、位相差ソリトン

の起こす位相シフトの方は位相空間を大きくする特徴があり、デバイス展開に対して有利であることを

提示した。  

[特筆事項] 超伝導の歴史で初めてとなる逆同位体効果を発見したため。  

 

[平成２１年度計画]  

・3 波長フェムト秒光パルスにおける光波位相関係とパルスタイミングの同時精密制御技術を開発し、

フーリエ合成によるパルス発生・波形整形の実証実験を行う。また、複数光パルス間の相互相関測

定方式に基づく微弱信号検出等の技術を開発し、超短パルス光計測及び制御におけるアト秒領域の

時間分解性能を実現する。 

[平成２１年度実績]  
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・受動タイミング同期及びキャリア位相制御を高精度化し、1250, 830, 630nm の 3 波長フェムト秒光パ

ルスのタイミングとパルス位相を同期してパルス波形整形実験を行った。3 波のフーリエ合成に初め

て成功し、電界自乗強度で半値幅 660as(アト秒)のインパルスを整形した。また、7fs 圧縮レーザーパ

ルスと高次高調波との干渉計構成による相互相関測定装置を開発し、時間ジッタの計測実験を行っ

た。振動等の除去により、100as 以下の時間分解能を確認した。さらに、合成アト秒パルスの高強度

化を可能とする増幅用励起源として、50μJ,400kHz の高平均出力フェムト秒パルス Yb ファイバーレ

ーザーを開発した。  

[特筆事項] 中期目標をパルス合成実験で総合的に実証した。さらに、実用化に必須の高出力励

起源を開発した。  

 

[平成２１年度計画]  

・1)開発した導波モードセンサーを現実の生態系により近い夾雑物質の混在した系においても使用で

きるように、更なる高感度化を推進する。特に、試料を培養しなくても検出できるほどの高感度化の達

成と測定の迅速化を目指す。 

2)共同研究先企業との連携も図りながら、大面積反射防止機能素子を実用化する。また、提案してい

るナノ構造形成方法等を駆使し、新規機能デバイス等の設計・開発を進める。  

[平成２１年度実績]  

・1) 導波モードセンサーについては、蛍光色素分子を結合させることで、従来より一桁高い高感度化

を達成できた。さらに、インフルエンザウイルス種の差別化を可能とした。 

 2)大面積反射防止機能付素子においては、曲面転写技術や量産化技術等について検討し、実用レ

ベルの段階まで技術を完成させた。さらに、ナノ構造を制御することで親水性の高い表面処理化技術

を新たに開発した。 

[特筆事項]  光超解像ナノ加工技術の開発により、製造装置を共同研究企業と開発・商品化したこと、

また、ナノ粒子作製技術を応用して大面積の反射防止付光学素子の大量生産技術を実用化技術ま

で完成させたこと。       

 

<別表 １> -Ⅲ．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  
 

<別表１>-III-１．低環境負荷型の革新的ものづくり技術の実現  

 

○  省資源と高機能化を実現する製造プロセス技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  
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・オンデマンド型製造技術実現のためにオンサイトで目的の材料を合成し、そのままパターニングを

行う一環型オンデマンド技術の研究を行う。昨年度試作した高温高圧水製造装置の試験を進め、イ

ンク付着物からの有用資源回収の可能性を明らかにする。また、高温高圧流体の基板状への直接

塗布技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・基板上に金属インクとスーパーインクジェット技術を用いて立体構造体を形成し、その場で電気化学

反応を起こすことで、目的電極材料をオンサイトで合成することに成功した。得られた結果を基に、電

池としての利用可能性を検討し、マイクロ 2 次電池の印刷形成と動作確認を行った。高温高圧水を用

いて温度と流量を制御することにより、インク付着物からの残留インク回収の可能性があることを確

認した。また、高融点有機化合物の溶解現象から、高温有機溶剤が液体溶媒として利用可能である

ことを確認した。  

[特筆事項] 産総研技術移転ベンチャーを起業し、産総研技術の実用化を図った。また、日本科学

未来館への常設展示など産総研技術の普及に努めた。  

 

[平成２１年度計画]  

・有機フレキシブル基板上におけるゲート絶縁層の誘電率向上、有機太陽電池の光電変換効率向上、

酸化物半導体表面への色素標識タンパク質の選択的固定化による高光電流の達成を狙い、2 次元

集積素子の実証を図る。また、多孔/緻密質のナノ構造制御多層構造体が 3 次元集積化した機能モ

ジュールを実現し、発電出力密度 1kW/L 級等の高性能セラミックスリアクタを作製する。  

[平成２１年度実績]  

・ナノ構造酸化物/有機材料からなる 2 次元集積素子について、ハフニア膜に高絶縁性・高誘電性を

付与、数 100nm 長酸化亜鉛ウィスカ/有機半導体ナノ接合による光誘起正孔-電子対の電荷分離の

促進、マクロ孔内部に色素標識タンパク質を固定した多結晶性酸化スズ膜について高光電流特性を

実現した。また、多孔/緻密質のナノ構造制御多層構造体が3 次元集積化した、従来に無い小型高効

率・低温作動・急速起動停止が可能なマイクロセラミック燃料電池を実現、発電出力密度 2kW/L 級を

有する高性能セラミックスリアクタの小型モジュールとして実証した。  

[特筆事項] 目標値をはるかに超える世界 高性能の小型高集積リアクターモジュールの開発実

証に成功し、革新的なセラミックマイクロ燃料電池として産業技術及び学術両面で高い評価を受けて

いる。  

 

○  省エネルギー型製造プロセス技術の開発 

 

[平成２１年度計画]  

・エアロゾルデポジション法については、全固体 Li 電池の第一次試作と評価を完了する。金属有機化

合物や微粒子を用いた新しい光反応法を開発し、超電導膜、導電体膜や蛍光体膜を低温、高速で積

64



 

層・厚膜化するプロセスを開発する。粒子サイズ、結晶構造および機能が制御された低温コーティン

グに用いる原料微粒子の合成技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・エアロゾルデポジション法を適用した全固体Ｌｉ電池の試作および薄膜電池としての動作に成功した。

フッ素フリー有機酸塩に紫外線ランプを照射する新しい積層成膜法を開発し、従来より 2 倍以上厚い

（1μm）エピタキシャル超電導膜の作製に成功した。ナノ粒子光反応法による透明フレキシブル蛍光

体膜の低温成膜法やパターン化されたナノサイズ導電体膜の高速作製法を開発した。溶融塩法、液

相マイクロ波プロセス等により、10μm から 10nm の範囲で粒子サイズを制御し、結晶構造と機能が

制御された原料微粒子の合成法を確立した。  

[特筆事項] 常温衝撃固化現象の発見とＡＤ法は、産総研発の技術として民間企業による本格事

業化も開始され、皇室で御進講を行うなど国内外から高い評価を得るようになった。発明協会・21 世

紀発明賞（産総研初）、産学官連携功労者表彰・科学技術政策担当大臣賞（産総研初）など著名な賞

を 4 件受賞。ＰＬを勤めたＡＤ法コアのＮＥＤＯプロジェクト事後評価でも、優良ＰＪ（スキーム内 2 位）の

高い評価を得た。  

 

[平成２１年度計画]  

・開発を進めた高効率なスラリー調製技術とマイクロ波加熱技術を統合化し、製造時間及びエネルギ

ー消費量と部材特性を検証、開発した製造プロセスの優位性を実証する。  

[平成２１年度実績]  

・高効率なスラリー調製技術とマイクロ波加熱技術を統合化した製造プロセスの優位性について検討

したところ、従来のプロセスと比較して、製造プロセス時間で約 1/4 から 1/5、エネルギー消費量で約

1/2 から 1/3 に圧縮することに成功した。開発スラリーから作製したアルミナ成形体の焼成温度は、従

来よりも 100～200℃低温で緻密化が促進され、両プロセスの開発と統合によりセラミックス製造にお

ける省エネルギー・高効率な部材製造プロセスであることを実証した。  

[特筆事項] 湿式ジェットミルによって、製造時間の短縮効果だけでなく、凝集性の弱い安定な分散

スラリーが調製可能であることを発見した。その結果がバルク特性の向上を導いた。  

 

[平成２１年度計画]  

・レーザーインクジェット法については、より実用的なシステムを実現するためにマルチヘッド化、2 次

元描画の実現を目指す。また、金型寿命については、実証レベルの評価試験を実施、各要素工程全

体の統合化を図り、省エネ性の検証も含め、第 2 期中期計画の目標を達成する。  

[平成２１年度実績]  

・レーザーインクジェット法では、専用のレーザー照射光学系を試作し、シングルヘッド構造で 2 次元

描画を実現した。また、マルチヘッド化に向け、レーザー照射によるインク液滴の乾燥・焼結メカニズ

ムの基礎的検討を完了した。さらに、民間企業数社への技術情報開示契約の締結および技術相談

の中で、本技術が大面積デバイスやエレクトロニクス実装でのリペア、再生に有効であることがわか
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った。金型寿命向上では、表面改質による寿命向上の原理を解明し、この成果を元に企業との共同

研究を行い、実証レベルの評価を実施した。その結果、加工装置の適正化や統合化による省エネ・

省資源化が見込めることが明らかとなった。これらにより、第 2 期中期計画の目標は十分達成された。

[特筆事項] レーザー援用インクジェット法によるアスペクト比 1 以上の微細配線描画は、世界初の

成果であり、工業用インクジェット技術を実用技術にするブレークスルーとして産業界から高い注目を

浴びている。  

 

<別表１>-III-２．ナノ現象に基づく高機能発現を利用したデバイス技術

の創出  
 

○  ナノ構造を作り出す自己組織化制御技術の開発  

 

[平成２１年度計画] 

・第 1 期、第 2 期を通じて開発してきたナノチューブ、ナノファイバーなどのナノ構造体を用い、ガラス

キャピラリー中などの微少空間への実装化やタンパク質との複合化を達成することによって、極微量

の生体分子等の超高感度分析を可能にする技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・ナノチューブが微細な網目状構造に組織化したゲルからなるバイオチップの形成に成功した。また

ガラスキャピラリの空間サイズに較べて 1/1000 以下の極微細なナノチューブ空間へのタンパク質の

複合化を行い、チューブ内部に存在する 10 分子以下のタンパク質の超高感度検出を実現した。さら

にチューブ内部にとりこまれたタンパク質の安定性が著しく増大することを見いだした。  

[特筆事項] ナノチューブに内包化することによるタンパク質の安定化現象は、高効率で長寿命の

バイオリアクター開発に向けて有用な技術となる可能性が大きい。  

 

○  ナノスケールデバイスを構成する微小部品の作製及び操作技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・石英以外の連続合成炉の炉材を開発する。スーパーグロース法のメカニズムを解明し、多様な超高

速、効率成長を実現する。工業的評価手法を確立する。室温で貼って作成するデバイスの製造プロ

セスを開発する。スーパーグロースカーボンナノチューブ固有の用途開発を行い、スーパーグロース

ならではの用途を開拓する。 

[平成２１年度実績]  

ガス供給システムから炉壁までを全部金属とし、石英を使用しない連続合成炉を開発した。スーパー

グロース法のメカニズムを解明し、水分以外の酸素を含む添加剤で超高効率成長を実現した。比表

面積を用いて、純度と単層率を評価する手法を確立した。2 方向配向構造体を張り付け法で製造した。

放射率 98％以上のカーボンナノチューブ黒体材料を開発した。  
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[特筆事項] 放射率 98%以上（世界トップ）のカーボンナノチューブ黒体材料の開発は、新たな用途

への展開が期待される。  

 

[平成２１年度計画]  

・低加速電子顕微鏡の開発においては 6 回対称非点の低減を目指し、STEM におけるさらなる高分解

能化・高輝度化を実現する。TEM においては色収差低減および入射電子線の単色化により、高分解

能化・高感度化を目指す。カーボン単原子さらにはより軽元素の単原子観察を目指す。また化学組成

分析では K,Ca などの微量元素検出や、原子番号の近い元素の原子識別などを目標とする。  

[平成２１年度実績]  

・低加速電子顕微鏡の開発においては、加速電圧 60ｋV において 6 回対称非点を従来の 20 分の 1

程度まで低減することに成功した。これにより、STEM においては波長の 20 倍の空間分解能を実現し

た。TEM においては入射電子線のエネルギー幅を従来の 2 分の 1 に低減させて、加速電圧 30ｋV に

おいて 0.21nm の高空間分解能を実現した。これらにより Ca の単原子検出、及び Ca と隣り合う原子

番号の元素の識別に成功した。  

[特筆事項] STEM においては空間分解能において波長の 20 倍（世界トップ）を実現。  

 

[平成２１年度計画]  

・単一分子性金属の三次元的な電子構造を明らかにする。プルシアンブルー型ナノ粒子材料の実用

化に向けた耐久性の検討、ナノ粒子膜の観測を行う。有機テルル分子やシラン化合物の金属表面へ

の結合の基礎研究と類似分子による応用研究を行う。無機 EL 素子を粘土膜上に形成するため有機

無機ハイブリッド薄膜を開発する。ナノスケール電極のスイッチング現象の 小構造を探索する。  

[平成２１年度実績]  

・単一分子性金属錯体の合成と構造解析を行い、酸化により分子が非平面から平面構造へと変換さ

れることで電導度が一億倍以上になる事を見出した。プルシアンブルー型ナノ粒子材料の耐久性を

検討し、100 万回の繰り返し耐性を持つエレクトロクロミック素子を開発し、その多層膜構造を観察し

た。有機テルル分子やシラン化合物の金属表面への結合の基礎研究と類似分子による応用研究に

おいて、金表面上で±10V の高い耐電圧を示す新規テルル酸化薄膜や、金表面上におけるオリゴシ

ランの自己組織化単結晶を見いだした。また、シリコン表面上で一分子による安定な半導体特性を観

測した。無機 EL 素子を粘土膜上に形成するため有機無機ハイブリッド薄膜を開発した。ナノスケール

電極のスイッチング現象の 小構造を探索し、数本の分子内包カーボンナノチューブでの動作を確

認した。  

[特筆事項] 右記実績の通り計画を高いレベルで達成した上、さらに、計画遂行課程で多層デバイ

スの金属配線を残渣無く露出できる新規プラズマエッチング方式を開発。これを走査電子顕微鏡と組

合せ、試料の内部構造を分析できる装置を開発した。  
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<別表 1>-III-３．機能部材の開発による輸送機器及び住居から発生する

CO2 の削減  
 

○  軽量合金材料の大型化と冷間塑性加工を可能とする部材化技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・耐熱Ｍｇ合金の高度に組織制御された高品位ビレットを製造するための連続鋳造技術を開発する。

冷間成形性に優れた Mg 合金圧延材の開発、及び高温圧延が Mg 合金の集合組織形成に及ぼす影

響について調査を行い、高強度化、低コスト化を目指す。高信頼性 Mg 合金鍛造部材創製のための

適プロセス条件を探索する。摩擦撹拌異種接合において接合強度を向上させる技術を開発する。

新規の TIG 溶接用溶加材を開発し、溶接継手効率の向上を目指す。汎用 Mg 合金（AZ31)用 Si 含有

ダイヤモンド状炭素（DLC）膜の耐食性の向上被膜作製条件を確立する。  

[平成２１年度実績]  

・耐熱 Mg 合金ビレット連続鋳造材の 適鋳造条件を解明した。また、セミソリッド技術で微結晶分散

金属ガラスの新製造技術を開発した。固相線温度直下での高温圧延により、市販 Mg 合金 AZ31B の

異周速圧延材で Al 合金並みの冷間成形性を得た。また、Ce 含有開発合金で Ce の Y による代替に

より Al 合金並みの成形性を有し、Ce 含有開発合金より強度の高い合金を開発した。鍛造 DB を構築

しつつ、難燃性マグネシウム合金連続鋳造材の動的再結晶挙動と、微細結晶粒の形成機構を解明と

異方性低減を確認により、低コスト鍛造プロセス開発の基礎的知見を得た。粉末法によって新規組成

の溶加材を開発し、汎用難燃性 Mg 合金押出し板材の TIG 溶接へ適応し、良好な溶接継手効率を得

た。Mg 合金と銅合金、Ti 合金、及び鉄系材料等の摩擦撹拌接合法による接合において有効な接合

状態を特定した。さらに DLC コーティング内のピンホールの Ti 薄膜封鎖によりステンレス合金以上の

耐食性を発現させることができた。          

 

＜別表１＞－III-４．ものづくりを支援するナノテク・材料共通基盤の整備 

  

○  先端計測及びデータベース等の共通基盤技術の開発  

  

[平成２１年度計画]  

・窒素分子を室温でアンモニアに変換しさらに脱離させるために、鉄とタングステン等 2 成分からなる

ナノクラスター上でのアンモニア生成を検討する。またバルク金属表面をクラスター擬似構造を持つよ

うに改質し、それによるマイルドな条件でのアンモニア生成が可能かを検討する。  

[平成２１年度実績]  
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・鉄とモリブデンの合金をイオンビームでスパッタすることにより、これら2種類の元素からなるナノクラ

スターが生成することを確認した。しかしながら生成量が少なかったため、モリブデンに近い性質を有

するタングステンのナノクラスターについて、窒素分子からのアンモニアの生成と脱離を X 線光電子

分光法、昇温脱離法を用いて詳細に検討した。その結果、生成したアンモニア分子はこのクラスター

から室温で脱離することが明らかとなり、ナノクラスターが室温における窒素ガスからのアンモニア製

造に有用な物質であることを見出した。さらに、タングステンやバナジウムのバルク金属表面をイオン

ビームスパッタ法で改質し、その表面における室温での窒素と水からのアンモニア生成を、X 線光電

子分光法、昇温脱離法、ラマン分光法により検討した。これにより、これらの表面においても室温で窒

素分子は水分子からの水素によって還元されアンモニアに変換されることを明らかにした。[特筆事

項] 遷移金属酸化表面を用いて常温・常圧のマイルドな条件下で窒素をアンモニアに変換できること

を明らかにした。  

 

[平成２１年度計画]  

・新規導電性エラストマーや高熱伝導性ナノコンポジット材料を開発する。また、二酸化炭素由来プラ

スチックの複合化により、高耐熱性の実用材料を開発する。ナノ構造を制御した酸化物微粒子等をベ

ースに薄膜化を図り、高度な光機能等の特異な物性を発現する新規ナノ材料を開発する。また、積層

構造と光反応効率との相関解明から光機能材料薄膜化プロセスのモデリング技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  

・延伸可能な高導電性エラストマーの開発に成功した。また、二酸化炭素由来プラスチックの複合化

において三成分のポリマーの一つをフッ素系ポリマーにすることで、分解温度を 100℃向上させること

に成功した。また、微粒子をベースとして樹状構造の酸化タングステン薄膜の合成に成功した。この

薄膜に助触媒の担持位置のモデリングをおこない、光反応効率を 大化して、室内照明でも曇らない、

汚れないといった機能が発現する光触媒薄膜を開発した。さらに、全自動型高せん断成形加工機を

開発し、製品化した。  

[特筆事項] ナノコンポジット創製に必須となる高せん断成形加工機を世界に先駆けて製品化した。

  

 

[平成２１年度計画]  

・高温駆動型マイクロ熱電式センサ素子を開発しCO、メタン等の可燃性ガスの高感度検知を図る。薄

膜プロセス及び高温熱電物性計測技術を開発し熱電式センサ素子の応用展開を図る。微細構造制

御により、セリア系ガスセンサの感度の向上を図る。呼気分析システムを用いた呼気測定例を増やし、

測定の信頼性を高める。作業を妨げず、体動によるノイズの混入や通信状況悪化による生体データ

の途切れがあっても人間状態の評価を可能とするセンサの開発や装着方法の改良を行い、作業現

場を模擬した実験により、人間状態の評価システムの検証を行うことで作業の安全性と信頼性を保つ

ための予測技術を開発する。  

[平成２１年度実績]  
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・マイクロ熱電式センサ素子のヒーター構造の 適化および触媒の微細構造制御により、CO、メタン

等の可燃性ガスを高感度検知可能で、350℃での高温駆動ができるセンサ素子を開発した。熱電薄

膜の高温熱電物性計測技術の信頼性を定量的に評価し実用化に成功した。薄膜プロセスを高度化

することにより、熱電式センサ素子の高感度化を図り、新しい応用展開を可能とした。セリア系ガスセ

ンサの応答機構を明らかにし、この知見を基に処理条件を 適化することでニオイ系ガスに対する高

感度化を達成した。呼気分析システムによる呼気中 H2 計測技術を普及させ、再現性および信頼性を

向上させた。活動を拘束することなく終日連続計測が可能なワイヤレス脈波センサを開発・試作した。

断片化した生体信号時系列データであっても精度劣化の少ない疲労診断が可能なカオス解析手法を

確立すると共に、活動に対する生体信号の応答特性評価を実施し、活動状態モニタリングとの統合

による作業中疲労予測技術を実証した。 

[特筆事項] 第 2 期中期中に NEDO プロジェクトを 2 件実施し優れた成果を上げたことに加え、標準

化策定、ベンチャー設立等、計画を超える実績があった。  

 

[平成２１年度計画]  

・渦電流探傷法等電磁気的手法を用いた非破壊検査プログラムの構成要素のモジュール化を進め、

その完成度を高めるとともに、様々な欠陥への適用を行う。また、内部欠陥や表面欠陥等についても、

実構造部材に対応できるよう引き続きプログラムの大規模化、 適化を行うとともに、電磁超音波セ

ンサ、高感度磁気センサを用いてその評価も実施する。さらに、繰り返し荷重下における損傷の生成、

進展の高感度磁気センサによるモニタリングを行う。これらの成果を統合した非破壊検査システムを

構築し、第 2 期中期計画を達成する。  

[平成２１年度実績]  

・電磁気的手法を用いた非破壊検査プログラムのモジュール化を進め、欠陥形状の 3 次元の可視化

を達成し、様々な欠陥への適用を行った。また、実構造部材に対応できるようプログラムの大規模化、

適化を進め、これまでの 10 倍の計測データが解析できるようになった。これら渦電流探傷、電磁超

音波センサ、高感度磁気センサを用いて内部欠陥や表面欠陥等についても評価を行うことができた。

さらに、高感度磁気センサを用いて繰り返し荷重を負荷した場合のモニタリングを実施した。以上の

成果を統合し、第２期中期計画の目標である非破壊検査システムを構築した。  

[特筆事項] 本解析手法を走査型プローブ顕微鏡を用いたミクロンオーダーの解析にも拡張できた

点。  

 

＜別表１＞－III-５．ナノテクノロジーの応用範囲の拡大のための横断的

研究の推進  
 

○  バイオテクノロジーとの融合による新たな技術分野の開拓  

 

[平成２１年度計画]  
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・脳梗塞周囲血流低下部位へのアクティブターゲティングDDS粒子の集積条件を検討する。このDDS

を用いて脳梗塞治療システムを作製し、治療システムの性能を前臨床段階で確認する。また血管狭

窄を予防するアクティブターゲティング DDS の改良も行なう予定である。これらのシステムに関して数

社のメーカーにカンタクトすることにより、製薬会社への技術移転を図る。  

[平成２１年度実績]  

・脳梗塞周囲血流低下部位へ DDS 粒子が集積し、粒子が崩壊して内包してある薬物が血流低下部

位へ放出されることを確認した。血流低下部位に発生し組織を破壊する活性酸素を処理するための

薬物をこの DDS 粒子に内包して、脳梗塞ラットに全身投与した。活性酸素処理薬剤は脳梗塞部位に

送り届けられ、脳梗塞部位で実際に活性酸素を処理減少させることができ、結果として脳梗塞の程度

を減じることに成功した。内包する薬剤を検討することによって血管狭窄を予防する DDS 粒子の改良

を行い、企業への技術移転を図った。     

 

<別表１> - Ⅳ．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  
 

＜別表１＞－IV-１．環境予測・評価・保全技術の融合による環境対策

の 適解の提供  
 

○  化学物質の 適なリスク管理を実現するマルチプルリスク評価手法の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・模擬試験や実際でのプロセスでの計測等を行い、ナノ材料応用製品のライフサイクルでの排出/暴

露シナリオの作成を継続する。有害性評価としては、カーボンナノチーブ、フラーレン、二酸化チタン

について、具体的な作業環境等での許容上限値を検討する。また、社会的側面については、アンケ

ート調査を実施するとともに、事業者による自主的取組の手法やガバナンス枠組みについてまとめる。

カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタンについて、リスク評価書の作成を進める。  

[平成２１年度実績]  

・カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタンの 3 材料について、模擬試験や実プロセスでの計測、

製品のライフサイクルのフロー解析に基づく暴露評価と、有害性試験データの解析に基づいた作業

環境許容上限値の導出を中心とした有害性を評価し、それらを軸としてリスク評価書の中間報告版を

作成・公開した。社会的側面については、アンケート調査を実施し、過去の調査結果も含めたナノリス

ク認知の経年変化を解析した。事業者による自主的取り組みやガバナンスについては、欧米での状

況や調査結果を踏まえて現状を整理した。  

[特筆事項] 当初計画を超えて、中間報告版ながら 3 材料のリスク評価書を公開した。ナノ材料の

研究開発がリスク不安により萎縮している中、タイムリーな情報発信であった。 

 

71



 

○  生産・消費活動の 適解を提案するライフサイクルアセスメント技術の開発    

    

[平成２１年度計画] 

・UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブの活動に参加し、世界のキャパシテイビルデングに貢献

する。ISO では、環境効率の議論に参加し、またカーボンフットプリントの新 ISO の議論をリードする。

さらに、第 9 回エコバランス国際会議の準備に実行委員を送り世界の LCA 研究の方向を作り出す。  

[平成２１年度実績] 

・UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブの活動である Water Assessment Working Group にエキス

パートとして参加し、水資源消費に関する評価手法のレビューとガイドライン作成に携わった。2010 年

2 月の ISO 会議に併設してデータベース関連の WS や UNEP の WS に協力し、世界のデータベース整

備に向けて議論が出来た。ISO ではカーボンフットプリント、環境効率の議論に我々の研究成果を基

に議論をリードした。エコバランス国際会議に向けて実行委員を送り、会議の準備に貢献した。  

[特筆事項] 1800 種類以上のカーボンフットプリントインベントリデータベースを作成し、国の CFP

事業で用いる公的データベースとして提供した。       

 

＜別表１＞－IV-２．地圏・水圏循環システムの理解に基づく国土の有 

効利用の実現    
 

○  地圏における流体モデリング技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・平成 20 年度に開発した鉱物油を対象とした詳細モデルに加えて、重金属類および揮発性有機化合

物を対象とした詳細モデルを開発し、地圏環境リスク評価システム GERAS の全体バージョンを完成さ

せる。この中には、これまでに開発した鉱物への吸着や微生物浄化のデータベースに加えて、わが

国の土壌特性データベースおよび地下水汚染に関するデータベースも組み込み、平成 21 年度末ま

でに GERAS-1、2、3 の統合版を公開する。 

[平成２１年度実績]  

・3 次元的な土壌・地下水汚染のリスク解析を可能にする地圏環境リスク評価システム（詳細モデル）

GERAS-3 の開発を完了し、プレス発表により公開した。これまでに開発したサイトモデル GERAS を、

国内外の 1,000 社以上に普及させ、わが国の標準的な評価ツールとして確立させた。この中には、鉱

物への吸着や微生物浄化のデータベースに加えて、わが国の土壌特性データベースおよび地下水

汚染に関するデータベースも組み込み、GERAS-1、2、3 の統合版として完成させた。  

[特筆事項] GERAS-1,2,3 統合版の開発を完了させ、評価システムを予想以上の 1,000 社に普及さ

せた。  

 

＜別表１＞－IV-３．エネルギー技術及び高効率資源利用による低環境 
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負荷型化学産業の創出  
  

○ 副生廃棄物の極小化を実現する化学反応システム技術の開発 

 

[平成２１年度計画]  

・二官能性モノマーからのエポキシ樹脂モノマーの合成において、転化率 50%、モノエポキシ化選択

率 90%、過酸化水素効率 80%以上を達成したので、さらに封止能力がより高いと予想される官能基を

有するトリアジン骨格誘導体の三官能オレフィンについて、高選択的エポキシ化新規触媒開発を行う。

高い封止能力を達成するために、エポキシ転化率80%及び選択率80%でエポキシ樹脂モノマーを合成

する。  

[平成２１年度実績]  

・トリアジン骨格誘導体の三官能オレフィンについて、タングステン金属及び相間移動触媒からなる 2

成分の低毒性低環境負荷な新規触媒を開発し、エポキシ転化率 90%及び選択率 90%以上で合成する

技術を開発した。本技術を用いて各種三官能オレフィンのエポキシ化合物をシリーズで作成すること

に成功した。特に柔軟性の高いトリアジン骨格誘導体から得られたエポキシ樹脂モノマーは、液状で

成型が容易でありかつ無色透明で封止材料用途に適していることを見出した。  

[特筆事項] ・三官能オレフィンの過酸化水素選択酸化技術において、数値目標を大きく上回るエ

ポキシ転化率及び選択率を達成した。  

 

○  気体分離膜を利用した省エネルギー型気体製造プロセス技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・市販高分子膜の約 2 倍のプロダクト率の性能が得られている炭素膜を用いて、中空糸炭素膜の大

型プロトタイプモジュールを作製する。並行して、膜モジュールの圧力耐性及び長期安定性などの検

討を行い、実用化を目指す。また、膜モジュールを用いた空気分離試験を行い、シミュレーション結果

と比較することにより 適な分離プロセスを構築する。  

[平成２１年度実績]  

・中空糸炭素膜モジュールを用いて空気分離を含む混合ガス分離試験を実施し、長期安定性と圧力

耐性があることを確認した。また、実験値とシミュレーション結果との比較を行うことで、分離性能が効

果的に発揮されるモジュール構造や操作条件の指針を得た。さらに、炭素膜数千本を束ねた膜モジ

ュールの作製を行い、当初の目標を大きく超える有効膜面積 1m2 規模で選択透過性能を維持した実

用型膜モジュールの開発に成功した。  

[特筆事項] ・高性能だが取扱いが困難な炭素膜を用いた大型膜モジュールの開発に成功し、次

世代分離膜として化学プロセスへの展開を可能とした。  
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＜別表１＞－IV-４．分散型エネルギーネットワーク技術の開発による

CO2 排出量の削減とエネルギー自給率の向上  
 

○  分散型エネルギーの効率的な運用技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・革新的な活物質材料開発をベースに平準化電源、プラグインハイブリッド電源や高出力機器電源へ

の適応性検討を行う。高出力電源実現のための材料化学的基盤技術開発を進め、高性能蓄電メカ

ニズムの解明と高性能電極材料の創成および民間企業への技術移転を推進する。  

[平成２１年度実績]  

・低コスト・高容量・高出力特性に優れたリチウム電池活物質のナノサイズ粒子合成技術を進め、

LiMn2O4, LiFePO4 などの電極特性と充放電メカニズムの解明を行った。ナノ結晶 LiMnPO4 では世界ト

ップレベルの高容量・高出力特性を達成した。有機電解液/固体電解質/水溶性電解液という構造を

持つハイブリット電解質を開発し、それを利用して従来にない新規構造のリチウム-空気二次電池を

世界で初めて開発した。また、大きな電池容量とリサイクル性に優れた新規方式のリチウム-銅二次

電池も開発した。 

 優れた耐電圧特性を示す静電容量 40Ｆ級のカーボンナノチューブキャパシタセルを作成、エネルギ

ー密度 20Wh/L を実現した。また、耐久性向上のため、ナノチューブの高純度化処理等の開発を行っ

た。NEDO 研究開発で民間企業と共同研究を行い、技術の移転を進めた。 

[特筆事項] 水系電解液と有機系電解液をハイブリッドした新規原理のリチウム-空気電池及びリ

チウム-銅電池を開発した。従来の空気電池に比較すると数 10～数 100 倍の電池容量を示し、国内

外の学会、企業から注目され、共同研究など具体化が急速に進んだ。   

   

○  太陽光発電の大量導入を促進するための技術開発  

 

[平成２１年度計画] 

・フレキシブル基材を用いたアモルファスシリコン太陽電池の長寿命化・信頼性向上のため、使用す

る基材のバリア性能を向上させるとともに、加速劣化試験等により太陽電池に適した基材を選別する。

  

[平成２１年度実績]  

・フイルムに熱損傷を与えない温度範囲で水蒸気透過率 0.02 g/m2day のバリアフイルムを形成するこ

とができた。当該バリアフイルムに関して得られた知見も用いることにより、アモルファスシリコン太陽

電池のみならず、結晶系、CIGS 系を含む各種太陽電池のバックシート基材の高性能化等を通じて、

太陽電池の長寿命化・信頼性向上を実現するための研究を民間企業 33 社と実施する産学官連携コ

ンソーシアム体制を構築した。  
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[特筆事項] 基材のバリア性能だけでなく表面テクスチャ加工によって低コストで高機能なナノイン

プリント技術を開発することで光閉じ込め構造を大幅に向上させることに成功した。この成果は続く産

総研コンソーシアム形成にもつながった。  

 

[平成２１年度計画]  

・小面積の CIGS 太陽電池において、変換効率 19%以上を実現するための技術を開発する。また、

10cm 角集積型 CIGS サブモジュールの性能を向上し、変換効率 16%以上を実現するための技術開発

を行う。  

[平成２１年度実績]  

・CIGS 太陽電池のセルプロセスの高度化を図り、小面積セルの変換効率を約 19%まで向上すること

に成功した。量産化されている集積型モジュールと同様のプロセスを確立し、さらに独自の手法を開

発することで、10cm ガラス基板上の集積型サブモジュールで変換効率 16.2%という高効率を実現した。

また、Mo と In 使用量の低減技術に取り組み、現状の CIGS 太陽電池に比べて、Mo 使用量 1/10 でも

変換効率 16%、In の使用量約 1/3 でも変換効率 15%以上の高効率を実現した。  

[特筆事項] 集積型サブモジュールの高効率化に不可欠な多くの技術課題を 3 年程の短期間に解

決し、このサイズでは世界 高の高い変換効率を上げた。  

 

[平成２１年度計画]  

・軽油の超低硫黄化用脱硫触媒（S<10ppm)の製品化と製油所における実用化を目指す。軽油の

S<1ppm 化では、軽油一段処理用の脱硫触媒技術と、低アロマ性の燃料製造も可能にする二段処理

用の触媒組み合わせ技術を構築する。更に、燃料油の低アロマ化用に開発した触媒技術のバイオ燃

料製造への展開も図る。  

[平成２１年度実績]  

・産総研と触媒会社とで共同開発した脱硫触媒の性能を実証し（約 6,000 時間の寿命試験）、サルファ

ーフリー軽油（硫黄分<10ppm）製造用の新規 CoMo 系脱硫触媒”LX-NC10"として商品化に成功した。

一方、ゼロサルファー化（硫黄分<1ppm）と低アロマ化（芳香族分<5wt%）を同時に達成できる技術とし

て、第一段目に LX-NC10、第二段目に耐硫黄性貴金属触媒 Pd-Pt/Yb-USY ゼオライト-Al2O3 触媒を

用いる二段処理技術を開発した。本貴金属触媒は、バイオディーゼルの酸化安定性改善にも有用で

あり、本技術を JST-JICA 国際共同研究に展開できた。 

[特筆事項] サルファーフリー軽油製造用脱硫触媒”LX-NC10"の商品化に成功  

 

＜別表１＞－IV-５．バイオマスエネルギーの開発による地球温暖化防

止への貢献  
 

○  木質系バイオマスからの液体燃料製造技術の開発  
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[平成２１年度計画]  

・パーム空房(EFB)を前処理することで、副生成物発生量削減及びガス化率向上（90%以上）を試みる。

同時にフィッシャートロプシュ(FT)合成に適した組成ガス生成条件を明らかにする。  

[平成２１年度実績]  

・EFB ならびにバガスやパームトランクなど、東南アジアプランテーション産出バイオマス廃棄物のガ

ス化を行い、いずれも高効率（ガス化率 95%以上、炭素換算）、かつ液体燃料製造に適した組成比で

ガスが得られることを見出した。EFB は他のバイオマス原料（木部など）に比較して、同じガス化条件

下では[H2]/[CO]比が高く、[H2O]/[C]比を 2 以下に落とした条件でも FT 合成に適した組成のガスが

得られることがわかった。一方、バガスは、同条件下で[H2]/[CO]比が小さく、より多量の水蒸気添加

が必要なことが示唆された。           

 

<別表１>-Ⅴ．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  

 

＜別表１＞-V-１．計測評価技術の開発と知的基盤構築の推進  

 

○  先端的な計測・分析機器の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・二元同時反応性スパッタリング法を用いて複合窒化物圧電体薄膜の作製を行い、高耐熱圧力セン

サの検出感度を 2 倍に向上させる。  

[平成２１年度実績]  

・二元同時反応性スパッタリング法により、窒化アルミニウム（AlN）にスカンジウム（Sc）を固溶させた

複合窒化物薄膜を作製した。得られた複合窒化物薄膜の圧電定数 d33 が 28 pC/N であり、窒化物で

は も高い値を示すとともに、AlN 圧力センサの 5 倍以上の検出感度を有することを見いだした。また、

この複合窒化物薄膜が 500℃まで加熱しても結晶構造が変化しないことを確認した。  

[特筆事項] センサの大幅な耐圧性（目標 25MPa→300MPa）や感度向上（5 倍）を達成し、計画した

数値目標を大きく上回った  

 

[平成２１年度計画] 

・金属基板上に形成した応力発光塗膜センサの種々の条件下における応答性についてデータベース

化を行う。また、応力異常検知システムに 適化な各種センサノードの性能評価、および実装上の課

題抽出を行う。さらに光利用システムについては、単一応力記録センサの開発を行う。  

[平成２１年度実績]  
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・応力発光塗膜センサについて、種々の応力条件、ひずみ、ひずみ速度領域、温度での応力発光デ

ータを蓄積し、発光データから構造物に発生するひずみを定量的に逆解析することが可能になった。

また、応力発光センサを用いた構造物全体の監視・診断ネットワークシステムの構築に向けて、実シ

ステムの接続と改良を行い、有線型及び無線型センサノードの低ノイズ化と高感度化に成功した。さ

らに、応力履歴記録システムの高感度化と 適化を行い、カメラ計測を必要としない亀裂進展履歴の

記録に成功した。  

[特筆事項] 応力発光体の高輝度化（高感度化）、遠隔応力計測システムの開発で、計画を大きく

上回る成果を上げた。 

 

○  計測評価のための基盤技術の開発  

 

[平成２１年度計画]  

・安定化および部分安定化ジルコニア（YSZ および PSZ）原料微粉末中のイットリア定量法についてフ

ッ化物沈殿法による重量分析法を試みるとともに滴定法についても適用の可能性を探り、 終的に

JIS 素案を作成する。アルミナ粉末候補標準物質については、総合的な不確かさの計算を行い、特性

値を決定した上で認証標準物質としての認証を受ける。  

[平成２１年度実績]  

・フッ化物沈殿法による重量分析法は、測定値の定量性に問題があること、滴定法についてはイット

リウムの選択性が悪いことが判明したことから、平成 20 年度までに検討したシュウ酸塩沈殿法による

重量分析法を規格化の対象とし、ジルコニア（YSZ および PSZ）原料微粉末中のイットリア定量法につ

いての規格素案を作成した。標準物質については，高純度と低純度の 2 種類のファインセラミックス

用アルミナ粉末が認証標準物質として認証された。  

[特筆事項] 標準物質に関して、目標を大きく上回る 5 種類の供給を実現するとともに、JIS 素案 2

件を作成した。  

 

＜別表１＞-V-２．産業と社会の発展を支援するデータベースの構築と

公開 
  

○  産業技術の基盤となるデータベースの構築     

 

[平成２１年度計画]  

・鋳造、溶接、結晶成長、電子機器の実装、半導体デバイスおよびメディア・ストレージの開発におけ

る伝熱シミュレーションの定量性と熱設計の信頼性を向上させるために、薄膜・高温融体および関連

する固体・液体の標準データを含む広範な熱物性データを Web 等を介して提供する。  

[平成２１年度実績] 
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・ダイヤモンド薄膜の熱伝導率、熱電材料薄膜の熱伝導率・電気伝導率・ゼーベック係数、熔融状態

の純金属の密度・表面張力・粘性係数、および熱膨張係数の CODATA 推奨データ、原子量の IUPAC

標準データ等を収録した。WebAPI を利用した検索システムを開発し、インターネットからのデータベー

スアクセスの操作性を飛躍的に向上させ、データベースへの平成 21 年度のアクセスは月平均 78,000

ページビューに達した。      

 

６．I -2  地質の調査 <別表 2>         

 

<別表 ２> - 1 ．国土及び周辺地域の地質情報の統合化と共有化の実

現  
 

○  地球科学基本図の作成及び関連地質情報の整備   

 

[平成２１年度計画]  

・フィリピン海プレートの移動量について、スラブの熱的浸食効果による過小見積もりを検討するため、

熱的浸食の影響の少ない前弧側のスラブの形状から再計算する。  

[平成２１年度実績]  

・本州中部に沈み込むフィリピン海プレート上面で発生している震源分布から、フィリ ピン海プレート

の先端の位置を推定した。続いて、伊豆弧が過去 1,500 万年間に渡って 南部フォッサマグナに衝突

し続けるとする制約条件と、1,500 万年前に海溝(南海トラ フ)に位置したフィリピン海プレートの先端

が、現在では地震学的に観測されるフィリ ピン海プレートの先端位置に一致するように、過去のオイ

ラー極と回転角速度を計算 した。      

 

○  地質情報の高度化と利便性の向上  

          

[平成２１年度計画]  

・標準層序・環境指標の確立のため、国内外の試料の解析から年代や古環境などの標本属性情報を

明らかにすることを通じて、岩石・鉱物・化石等の地質標本の記載・分類学的研究を進め、地質標本

館収蔵の標本を基に、化石等の標本データベースの構築・整備を進めていく。日本産白亜紀アンモナ

イト類の DB をはじめとする DB の整備・拡充をする。  

[平成２１年度実績]  

・標準層序・堆積指標の確立の研究として、山口県の秋吉石灰岩の層序を検討し、石炭-ペルム紀の

第 2 オーダーの海水準変動を明らかにした。特に後期石炭紀の海水準の上昇が当時のプルームの
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活発化に伴う海洋底生産量の増加に起因すると解釈した。岩石・鉱物の記載研究で、三重県亀山市

産のカリ鉄パーガス閃石の化学組成・物理的性質を公表し、平成 19 年度 IMA 新鉱物・命名・分類委

員会承認の新鉱物を確定させた。地質標本のデータベースについて、既公開の DB の整備・拡充およ

び日本産白亜紀アンモナイト類の DB の整備・構築を進めた。      

 

<別表 ２> - ２．環境に配慮した資源利用のための地質の調査・研究   

  

○  地圏における物質の循環・集積メカニズムの解明と評価  

 

[平成２１年度計画]  

・南海トラフのハイドレート分布域のうち、精密地球物理情報が得られている東海沖に関する詳細な

地質構造解析を行い、燃料資源地質図の編集を完成させる。南関東ガス田の坑井地質情報を収集

し、基礎的地質情報の GIS による編集を行う。房総、東北等において地質調査を行い、海陸にわたる

堆積盆の解析をすすめる。  

[平成２１年度実績]  

・南海トラフの地質構造・熱構造解析に基づいて、燃料資源地質図「東部南海トラフ」の編集を完了し

出版した。南関東ガス田域の基礎地質情報の GIS による編集を進めた。東北地方、房総半島におい

て地表地質調査を実施し、堆積盆解析のための情報を収集した。      

 

＜別表 ２＞－３．地質現象の解明と将来予測に資する地質の調査・研

究  
 

○  地震及び活断層の調査・研究の実施  

 

[平成２１年度計画]  

・既存文献に示された断層位置情報について、データベースへの収録作業を進めるとともに、縮尺 2

万 5 千分の 1 の精度で編纂し GIS 化した表示システムを構築する。また、英語版での調査地点情報

の検索・表示を可能とする。[平成２１年度実績]  

・約 80 文献に示された断層位置情報についてデジタイズを行い、関連情報とともにデータベースに入

力した。データベースに収録されている活動セグメント位置のデジタルデータを Google Earth 形式およ

び ArcGIS 形式でダウンロード可能とした。調査地点位置の直接検索機能および英語版表示機能の

システムを作成した。  

[特筆事項] 年間で 100 万ページビューのアクセスがあるなど、日本唯一の活断層データベースと

して広く認められるものになったため。  
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[平成２１年度計画]  

・1)糸魚川-静岡構造線の 3 次元地下構造モデルの範囲を関東越後信越を含む地域まで拡大する。

また、糸魚川-静岡構造線中央部付近（諏訪湖周辺）の地下構造を詳細化する。地震発生予測シミュ

レータで、ひきつづきモデルの 3 次元的不均質と非弾性の効果等を考慮したモデルの高度化を行い、

地殻スケールの大規模な不均質を考慮した粘弾性 3 次元地殻モデルを用いて 1 年-100 年オーダー

の時間スケールで静的応力場を評価する。  

[平成２１年度実績]  

・1)地震学的手法に基づく各種既存データをコンパイルし、日本全域をカバーできる 3 次元地下構造

モデルの新しい作成手法を適用し、糸魚川-静岡構造線の 3 次元地下構造モデルの範囲を関東越後

信越を含む地域まで拡大した。また、糸魚川-静岡構造線中央部付近の地下構造を詳細化し、地震

発生予測シミュレータとして 3 次元的不均質と非弾性の効果等を考慮した有限要素モデルの高度化

を行い、1 年-100 年オーダーの時間スケールで静的応力場を計算し、同構造線中央部付近での応力

集中過程を解析することができた。   

[特筆事項] 地下構図のモデル化のための効率的な手法を開発し、当初予定よりもはるかに広い

領域の地下構造モデルを作成した。  

 

[平成２１年度計画]  

・四国～紀伊半島に、東南海-南海地震地震予測のための地下水等観測施設を 2 点新設する。完成

済みの四国～紀伊半島の観測点および東海の地下水観測点の観測データを用い、気象庁や防災科

研と協力して短期的スロースリップをモニターする。国の東海地震予知事業の一環として引き続き前

兆的地下水位変化検出システムを運用する。  

[平成２１年度実績]  

・地下水等観測施設を 2 地点で整備し運用を開始した。平成 21 年 8 月の駿河湾地震時には、地下水

観測データを提供し、東海地震発生可能性の議論の材料として用いられた。平成 21 年 12 月の伊豆

半島東方沖群発地震では、地下水位の変動を検出して気象庁に提供し活動予測をおこなった。また、

観測データを説明するマグマ貫入モデルを提示した。 

[特筆事項] 駿河湾の地震および伊東群発地震は新たに発生した地震であるから。  

 

○  火山の調査・研究の実施  

 

[平成２１年度計画]  

・有珠山、雌阿寒岳等において熱・電磁気学的観測結果と熱水系の数値シミュレーションを総合的に

解析し、火山体の地下水環境を推定する手法の検討を行う。薩摩硫黄島火山の噴出物試料の化学

分析に基づきカルデラ噴火マグマの化学的特徴を把握する。樽前火山噴出物の岩石学的解析を行

ないマグマ溜まりの圧力を推定する。[平成２１年度実績]  
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・雌阿寒岳および口永良部島火山にて自然電位観測を、薩摩硫黄島、口永良部島および諏訪瀬島

火山にて空中赤外熱映像観測を行うとともに、数値シミュレーションを行い、地下水位の熱水系の発

達過程への影響を明らかにした。薩摩硫黄島火山のカルデラ噴火では流紋岩と安山岩の 2 つのマグ

マが噴出し、その量比が噴出時期により変化していたことが判明した。樽前火山の岩石学的解析に

より、1667 年大噴火直前に高温マグマが繰り返し注入されていたことが分かった。      

          

<別表 ２>－４．緊急地質調査・研究の実施  

  

○  緊急地質調査・研究の実施  

 

[平成２１年度計画]  

・地震・火山噴火、地すべり、地盤沈下等による大規模な自然災害に際して、緊急調査の実施体制を

とって、必要な調査・研究を実施し、正確な地質情報を収集・発信して、社会及び行政のニーズに継

続して応える。  

[平成２１年度実績]  

・大規模な自然災害が発生しなかったため、緊急調査を実施しなかった。平成 21 年 8 月に静岡県駿

河湾で発生した地震の判定委員打合せ及び臨時地震調査委員会に出席した。この地震関連の正確

な地質情報を経済産業省及び社会に発信した。      

 

<別表 ２> - ５．国際協力の実施 

 

○  国際協力の実施  

  

[平成２１年度計画]  

・東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）では、小規模鉱山（CASM）、環境分析支援プログ

ラム、地下水、地質災害軽減、デルタ、ジオグリッド（GEO Grid）について、専門家会議やセミナーの中

心的な役割を産総研が果たすなど、先導的にプロジェクトを展開する。  

[平成２１年度実績]  

・東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）では、小規模鉱山（CASM）、環境分析支援プログ

ラム、地下水、地質災害軽減、デルタについて、専門家会議やセミナーの中心的な役割を産総研が

果たすなど、先導的にプロジェクトを展開した。      
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６．I -2  計量の標準 <別表 3>  

 

<別表 3> -１．国家計量標準システムの開発・整備    

 

○   国家計量標準の開発・維持・供給  

 

[平成２１年度計画]  

・レーザパワー（400 nm 帯）、レーザパワー（1.06 μm, 1 W ～ 10 W）、光ファイバ減衰量（1310 nm）、

分光応答度の CMC 登録を行う。光度（APMP、CCPR-K3.a リンク）、分光応答度（APMP、CCPR-k2.b

リンク）の国際比較を幹事国として実施する。  

[平成２１年度実績] 

・レーザパワー（404 nm 、1.06 μm・10.6 μm： 1 W ～ 10 W）、光ファイバ減衰量（852 nm, 1310 

nm）、分布温度、分光応答度、分光拡散反射率（可視域、赤外域）の計量標準に関して国際相互承認

に関わる CMC(校正測定能力)の登録の申請を行った。LED（光度・全光束・色度：APMP.PR-S3a、

-S3b、-S3c）に関して国際比較に参加した。光度（APMP、CCPR-K3.a リンク）、分光応答度（APMP、

CCPR-k2.b リンク）に関して幹事国として国際比較に参加した。  

[特筆事項] 低炭素社会実現に向け次世代省エネルギー光源として全世界的に注目される LED の

APMP 国際比較（光度、全光束、色度）計画の新設に際して、CCPR の主要 NMI 参加により世界規模

に拡大した国際比較に積極的に参画・関与するとともに、新たに確立した LED 標準を用いて即応・参

加し、LEDの光学測定値の同等性を担保することによりLED関連国内産業の国際競争力の強化を推

進した。国際競争力担保に重要な役割を持つ国際相互承認に不可欠な CMC に関して当初計画を大

幅に上回る 10 種類を超える新たな登録申請を行った。  

<別表 ３> - ２．特定計量器の基準適合性の評価      

 

○  適合性評価技術の開発 

 

[平成２１年度計画]  

・計量器の適合性評価技術確立のために、非自動はかり及びタクシーメーターについてより高度なソ

フトウエア認証の開発を目指す。その他の特定計量器についてもソフトウェア認証の導入状況又はそ

の可能性の状況等を調査する。  

[平成２１年度実績]  
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・非自動はかり及びタクシーメーターに関するより高度なソフトウェア認証技術の開発をすることを目

的に、委員会を設置及び開催（1 回/2 カ月）して検討した結果、現状の技術でも十分対応できることが

判った。しかしながら、前述した 2 機種以外の特定計量器に対してもソフトウェア認証が導入される可

能性があることが分ったことから、引き続いて検討することとした。なお、この委員会は、ソフトウェア

認証に関する教育・訓練としても活用した。      

 

<別表 ３> - ３．次世代計量標準の開発 

  

○  革新的計量標準の開発  

 

 [平成２１年度計画]  

・タンパク質定量法に関しては、アミノ酸分析法での基準となる各アミノ酸についての純度決定を実施

する。DNA 定量について、SI トレーサブルな方法になりうる手法について、標準物質候補試料への適

用を行う。  

[平成２１年度実績]  

・タンパク質定量法に関しては、アミノ酸分析法での基準となるアミノ酸 4 種類について純度を決定し

た標準物質を開発した。DNA 定量について、同位体希釈質量分析法およびリン定量法を 100-600 塩

基対程度の DNA 試料に適用できるようにした。      

 

<別表 ３> - ４．国際計量システムの構築  

 

○   計量標準におけるグローバルな競争と協調  

 

[平成２１年度計画]  

・メートル条約の国際度量衡（CIPM）委員、諮問委員会（CC)委員および傘下の作業部会委員の活動

を支援する。 

[平成２１年度実績]  

・メートル条約の国際度量衡委員会（CIPM)、諮問委員会（CC)及び参加の作業部会（WG)の開催に際

して、我が国としての対処方針の取り纏めを行い、各委員の活動を支援した。平成 21 年度に開催さ

れた諮問委員会等として、物質量諮問委員会(4 月）、単位諮問委員会(5 月)、時間･周波数諮問委員

会、長さ諮問委員会、放射線諮問委員会(6 月）、測光･放射測定諮問委員会(9 月)、質量関連量諮問

委員会（平成 22 年 3 月）に NMIJ からの専門家を派遣した。          
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<別表 ３> - ５．計量の教習と人材の育成 

   

[平成２１年度計画]  

・計量関係者向けのセミナー、成果発表会等を 2 件以上企画・開催し、展示会出展を 2 件以上行うと

ともに、NMIJ 計測クラブの研究会活動・情報交換活動を実施し、 新の計量標準の研究成果や活動

に関する情報発信を行う。 

[平成２１年度実績]  

・計量標準の関係者に向けて、計測標準フォーラム講演会、NMIJ セミナー、NMIJ 成果発表会（2 日

間）をそれぞれ 1 回、企画・開催した。国内の展示会 2 件、海外の展示会 1 件に出展した。また、28

の技術分野での計測クラブにおいて、研究会・講演会等の活動を実施した。       

         

           

 （６．－２ 継続） 

３．情報の公開 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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） 

 

４．その他の業務 

（特許生物の寄託業務） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・日常業務における安全管理体制の強化に務めるとともに、業務の効率化・均質化のための体制

整備と広報活動を行うなど、利用者へのサービス向上に努める。  

[平成 21 年度実績] 

・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、ユーザーの利便性向上を図った。 

 

（独立行政法人製品評価技術基盤機構との共同事業） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

6.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 

（経営機能の強化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（研究支援業務の効率的な推進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 

[平成 21 年度実績] 

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）   

 

（研究支援組織体制の 適化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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。 

 

（業務の電子化の推進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

（施設の効率的な整備） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

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       

（優秀かつ多様な人材の確保）       
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

（多様なキャリアパスの確立） 

 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 
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・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 年度実績] 

・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。 

 

（非公務員型移行を活かした人材交流の促進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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】 

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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】 

・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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（個人評価制度の効果的活用と評価の反映） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

３．環境・安全マネジメント 

（安全衛生の向上） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

 [平成 21 年度実績] 
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・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飼育実験施設

集約化の具体案を取りまとめた。 

 

（省エネルギーの推進と環境への配慮） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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 21 年度計画] 

94



 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。  

 

４．業務運営全体での効率化 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

6.Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

（自己収入の増加） 
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[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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・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】 

 

（固定的経費の割合の縮減） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

6.Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

[平成 21 年度計画] 

・なし 

 

6.Ⅴ 重要な財産の譲渡・担保計画 
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 [平成 21 年度計画] 

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。 

・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 

[平成 21 年度実績] 

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、３月に不動産売買契約を締結するとともに所

有権移転登記を完了した。）又は（・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。） 

 

6.Ⅵ 剰余金の使途 

 

[平成 21 年度計画] 

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 

・施設の新営及び増改築 

・任期付職員の新規雇用 等 

[平成 21 年度実績] 

・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、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 
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6.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 

 

[平成 21 年度計画] 

【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。 

[平成 21 年度実績] 

(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
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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、 

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 
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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  

（方針） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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。 

 

（人員に係る指標） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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。 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

[平成 21 年度計画] 

・なし 

[平成 21 年度実績] 
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・なし 
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７．特記すべき事業等の概要 

 

（１） 本格研究を実現するための研究重点化の推進予算 
 

６.Ⅰ-１（１）「戦略的な研究開発の推進」に既述のように、産総研のアイデンティティを発揮する

ための本格研究実施のための予算を措置した。平成 21 年度に投入した予算額等は以下のとおり

である。 

 

１） 分野戦略を実現するための予算 

 
ア） ハイテクものづくり予算 

産総研発技術シーズの技術移転の後押し、及び研究者の第２種基礎研究に向けた意識改革

を目的として、ハイテク性があり、企業や社会に大きなインパクトを与えるプロトタイプを作成する

課題を採択した。 

平成 21 年度は、継続課題 7 件を採択し、1.2 億円を投入した。 

 

イ） 工業標準化予算 

産総研の研究開発成果の普及に資するため、社会ニーズ及び行政からの要請を反映しつつ、

工業標準（JIS､ISO､IEC､国際的なフォーラム等の規格）を作成することを目的とした研究を行う。 

平成 21 年度は、26 件の標準基盤研究テーマを採択し、1.2 億円を投入した。 

 

２） 分野重点化予算 

 
研究分野の重点研究を加速推進するため、分野における中核的な重点研究を対象とし、研究

ユニットに研究予算を交付した。 

平成 21 年度は、172 課題を選定し、36.7 億円を投入した。 

 

３） 融合重点化予算 

 
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、分野を越えて取り組む研究、

分野融合研究を対象として、研究ユニットに研究予算を交付した。 

平成 21 年度は、9 課題を選定し、4.5 億円を投入した。 

 

４） 産業変革研究イニシアティブ 

 
イノベーションハブ戦略を実現することを目的に、技術の「悪夢」を乗り越えて新産業の創成を

実現する新しい産学官連携の仕組みとして創設。産業界からの参画がある連携プロジェクトのう

ち、新産業創成へのシナリオの明確性、社会へのメッセージ性の観点から課題を選定し研究予

算を交付した。 

平成 21 年度は、継続課題 2 件、新規課題 1 件を採択し、7 億円を投入した。 
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（２） 産学官連携と知的財産活用の戦略的推進のための予算 
 

６.Ⅰ-１（２）「経済産業政策への貢献」に既述のように、産学官連携と知的財産活用の戦略的推

進のための予算を措置した。平成 21 年度に実施した概要、件数、予算額は以下のとおりである。 

 

１） 特許実用化、ベンチャー創出のための予算 
 

獲得した特許を製品に結びつけるために必要な追加的研究、ベンチャー創出を目指した事業化

研究、ベンチャー立ち上げに貢献した研究ユニットに対するインセンティブ等のための予算を措置

した。平成 21 年度に実施した施策の概要、課題数、予算額等は以下のとおりである。 

 

ア） 特許実用化を促進するための共同研究開発 

産総研が保有する特許を企業が実施することを前提に必要な追加実験や応用研究を企業と

共同で取り組み、技術移転を一層促進させるための特許実用化共同研究を所内公募し、特許

実用化のために実施予定企業と共同で研究開発を進める。また、産総研単独知財の群化によ

り技術移転を促進するため IP インテグレーション事業を実施する。 

平成 21 年度は、14 件の特許実用化共同研究実施に 2.0 億円、3 件の特許実用化促進のた

めの試作品作成支援に0.1億円。また、IP インテグレーション事業として 1 課題に 0.1 億円を交

付した。 

 

イ） ベンチャー創出を促進するための予算 

産総研の研究成果を活用した成功確率の高いベンチャー企業の創出のため、プロジェクトチ

ーム（スタートアップ開発戦略タスクフォース）を組織し、研究成果を創出した研究者とビジネス

人材（スタートアップ・アドバイザー）が共同で、2 年間の事業化活動に取り組む。また、法務・財

務等の専門家とのコンサルタント契約を結び、自発的にベンチャー創出に取り組む研究者を支

援するための環境を整える。また、ベンチャー創出の取り組みの実績をあげた研究ユニットに

対して、インセンティブ予算の配賦を行う。 

平成 21 年度は、ベンチャー創出を促進するための予算として、5.0 億円を投入した。タスクフ

ォースは、新規 4 件、継続および延長 8 件の合計 12 件実施した。この結果、平成 21 年度末ま

でに、タスクフォース発の産総研技術移転ベンチャーを累計 36 社創出した。なお、タスクフォー

スを経ない創出数も含めた産総研技術移転ベンチャーの総数は平成21年度末で累計102社と

なった。 

 

２） 民間企業との受託研究・共同研究促進のための予算 

 
民間への技術移転を加速するため、民間からの受託研究・共同研究促進のための予算を措置

した。具体的には、民間企業等から資金提供を受けて研究開発を行い、実用化を目指すことを推

奨するため、資金提供額に応じて研究ユニット・テーマに研究費（資金的支援、追加的支援）を付

与する。 

平成 21 年度は受託研究及び共同研究促進のための研究費として、16.4 億円を投入した。 

 

３） 特許獲得インセンティブ 

 
特許獲得のためのインセンティブ予算を措置した。具体的には、特許実施料、情報開示料等の

産総研の知的財産権をもとに得られた収入に対して、知的財産権確立に関与した研究員が所属

する研究ユニットに交付する。交付額は、ランニングフィーに対しては収入額の 5 倍、実施契約に
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係わる一時金に対しては収入額の 2 倍、情報開示料、オプション契約料、MTA 有料契約、侵害

対応契約等に係わる収入に対しては収入額と同額を交付する。 

平成 21 年度は特許獲得のためのインセンティブとして、4.4 億円を投入した。 

 

（３） 地域センターの連携機能強化のための予算 
 

地域の技術特性を踏まえた高いレベルの研究を推進する研究拠点として、将来の地域産業に

結びつくシーズに関するＦＳ研究を行う予算のほか、研究環境整備、産業クラスター関連協議会

への参加等、地域連携強化に向けた活動のための予算を各地域センターに配賦した。特に、地

域産学官連携拠点（イノベーション・ハブ）としての機能の充実を目的として、企業支援のためのリ

エゾン機能を果たすサテライトを活用した中小企業支援の高度化、産業界及び大学・公的研究機

関との Network of Excellence のハブとなる連携活動の促進を加速させる産学官コーディネート機

能の強化、などに向けた予算も配賦した。さらに、大企業・中小企業との連携推進のためのシンポ

ジウム、セミナーの開催、公設研との連携による全国の中小企業支援を推進するための職員交

流・研修の実施のための予算を交付した。 

平成２1 年度は、3.5 億円を投入した。 

 

（４） 産業技術に貢献する人材の育成のための予算 

 

６.Ⅰ-１（３）「成果の社会への発信と普及」に既述のように、人材交流も含めた産業界と連携の

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ために必要となる

施策、事業に対して予算を措置した。平成 21 年度に実施した概要、予算額等は以下のとおりであ

る。 

 

１） 産総研イノベーションスクールのための予算 

 

産総研特別研究員（１号職員）を対象として、産業界と連携した On-the-Job-Training（OJT）等

により特定の専門分野についての高度な知見を有しつつ、より広い視野をもち異なる分野の専門

家と協力するコミュニケーション能力や協調性を有し、産業界に貢献できる人材を育成する事業。 

平成 21 年度は、2 期生（４月開講）67 名、３期生（８月開講）71 名対象に実施し、20.8 億円を交

付した。 

 

２） 地域産業活性化支援事業 

 

地域中小企業競争力の強化・産業振興支援を目的として、産総研内に地域中小企業ニーズを

取り込み、産総研が保有する技術を活用して課題解決のために研究開発を行う事業。そのため、

地域の経済・産業事情および中小企業ニーズに精通する公設研研究者を招聘するとともに、必要

に応じて中小企業技術者を加え、ニーズに応じた製品化のための調査・研究を共同実施するため

の予算を交付する。 

平成 21 年度は、0.2 億円を交付した。 

 

３） カーブアウト事業 

 

企業の研究者をチーム単位で産総研に受け入れ、産総研の施設や人材と共に研究を行い、研

究成果を市場に結びつけること、また、研究成果を市場につなげる過程において技術経営力の強
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化に寄与する人材も育成することを目的として事業を実施した。平成 21 年度においては、さらに

「スタートアップ開発戦略タスクフォース」を適用することにより強化を図り、0.2 億円を投入した。 
 

４） 高度専門技術者育成のための予算 

 

諸外国に比して遅れている研究開発における分析、解析、実験技術等の研究支援体制の整備

を図るため、専門性の高い研究支援技術の習得を目指す技術者を産総研で実施する産学共同プ

ロジェクト、重点研究プロジェクト等に研究補助者として参画させ、育成計画に基づいて高い専門

技術を有する技術者に育成する事業。また、この育成事業においては、専門技術に関する基礎

知識のほか、安全管理、知的財産などに関する専門研修及び講習も併せて実施するが、これに

必要となる予算を技術者の育成を担当する研究ユニットに交付する。 

平成 21 年度は、3.5 億円を交付した。 

 

 

（５） 研究情報公開データベース（RIO-DB） 

 

産業技術総合研究所では、工業技術院時代のものを含む多くの研究開発プロジェクトで蓄積さ

れた研究成果、実験・計測データ、関連科学情報等を社会基盤として幅広く普及し、新しい産業の

創出を促進することにより、経済構造の改革を推進するため、インターネットを利用するマルチメ

ディア活用型の研究情報公開データベース（RIO-DB）の構築を図っている。構築されたデータベ

ースは、先端情報計算センターを通じて国内外に広く公開している。 

平成 21 年度は、8.0 億円を投入した。 

 

 

 

（６） 国際共同研究推進のための予算 
 

包括的研究協力覚書（締結先：インド、タイ、中国、韓国等）に基づく国際共同研究の実現に向

けた具体的計画に対し、当該共同研究立ち上げの資金として、実施研究ユニットに予算を交付す

る。 

平成 21 年度は 0.42 億円を交付した。 
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（７） 平成２１年度に受け入れた受託収入等の状況 

資   金   名 件数（テーマ） 決算額（千円） 

受託収入  21,547,137 

（１） 国からの受託収入  7,970,771 

１） 経済産業省  6,469,474 

産業技術研究開発委託費 3 1,779,248 

石油資源遠隔探知技術研究開発 1 1,475,829 

メタンハイドレート開発促進事業 1 692,490 

戦略的技術開発委託費 7 511,595 

核燃料サイクル施設安全対策技術調査 1 393,333 

IT とサービスの融合による新市場創出促進事業 1 333,987 

基準認証研究開発委託費 12 283,792 

地層処分技術調査等委託費 1 279,665 

特許微生物寄託等業務 1 178,393 

新世代情報セキュリティ研究開発事業 1 170,441 

海洋石油開発技術等調査 1 125,118 

中小企業支援調査 2 85,306 

知的基盤整備事業 1 48,058 

医療機器開発ガイドライン策定事業 1 34,666 

産学連携人材育成事業 1 32,867 

その他 4 44,686 

２） 文部科学省  976,200 

科学技術基礎調査等委託事業 2 387,466 

科学技術試験研究委託事業 14 213,934 

原子力試験研究委託費 20 201,156 

産学官連携支援委託事業 1 90,000 

原子力基礎基盤研究委託事業 2 40,433 

その他 2 43,211 

３） 環境省  267,176 

地球環境保全等試験研究費 18 159,063 

地球環境研究総合推進費 7 65,899 

環境技術開発等推進費 2 40,813 

その他 1 1,400 

４） その他省庁 8 257,922 

（２） 国以外からの受託収入  13,576,366 
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１）新エネルギー・産業技術総合開発機構 131 9,242,780 

２）その他公益法人 256 3,922,048 

３）民間企業 130 398,257 

４）受託出張  13,282 

その他収入  8,280,809 

  （１） 資金提供型共同研究収入  3,206,132 

  （２） 知的所有権収入  216,484 

  （３） 外部グラント（個人助成金の間接経費分）  518,269 

  （４） その他  4,339,924 

合   計  29,827,946 

※ 千円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがあります。 

 

１） 国からの受託収入 

 

【経済産業省】 

■産業技術研究開発委託費 3 テーマ 17.8 億円 

革新的な技術開発を行う研究開発型ベンチャー・中小企業の開発する機器等については、「納

入実績がない」、「プロトタイプが実用化に耐えない」等の理由により、販路が拡大できておらず、

我が国のイノベーションの創出のためには、革新的な技術の市場への導入が必要であり、このた

めには、研究開発型ベンチャー・中小企業の創出する機器の市場への普及促進策が必要であ

る。 

この普及促進における先導的な取組として、高度な検査・計測機器等について、共同研究を通

じた実証試験を行う等のための経費。 

平成 21 年度は、3 テーマを 17.8 億円で実施した。 

 

■石油資源開発技術等研究調査等委託費 1 テーマ 14.8 億円 

人工衛星を利用した高度リモートセンシング技術を石油等の資源探査に活用するための基盤

技術を活用するため、人口衛星から得られる画像データの処理解析技術等の研究を実施するた

めの経費。 

また、わが国の喫緊の課題である大陸棚延長の可能性のある海域における資源地質調査等

を行うため、大水深域を対象とした資源探査技術・データの蓄積を図るための経費。 

平成 21 年度は、14.8 億円で事業を実施した。 

 

■メタンハイドレート開発促進事業 1テーマ 6.9億円 

日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートを将来のエネルギー資源と

して利用可能とするため、2016 年度までに経済的に掘削、生産回収するための研究開発を実施

し、我が国のエネルギー長期安定供給の確保に資する研究を実施するための経費。  

平成 21 年度は、6.9 億円で事業を実施した。 

 

■戦略的技術開発委託費 7テーマ 5.1億円 

ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発などの研究開発等を実施するための経

費。 

平成 21 年度は、7 テーマを 5.1 億円で実施した。 

 

■核燃料サイクル施設安全対策技術調査 1テーマ 3.9億円 

放射性廃棄物の地層処分に係る概要調査などの立地段階における調査のガイドライン、調査

結果のレビュー及び安全審査時に必要な安全評価手法の構築とその手法を適用した安全評価に

資する知見・データの整備に資する研究実施のための経費。  

平成21年度は、3.9億円で事業を実施した。 
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■サービス工学研究開発事業 1テーマ 3.3億円 

わが国のサービス産業が提供するサービスの品質を高め、かつその提供をより効率的に行う

ために、サービスへの科学的・工学的アプローチの適用の促進が求められているが、サービス産

業に適用される技術は、先進的・革新的な技術から、他の産業分野では既に普及している技術ま

で、レベルも技術分野も多岐にわたっている。 

この科学的・工学的アプローチに基づいてサービスの生産性を向上させる方法を明らかにする

とともに、そのアプローチの普及を図るための研究を実施するための経費。   

平成 21 年度は、3.3 億円で事業を実施した。 

 

■基準認証研究開発委託費 12テーマ 2.8億円 

本事業は、科学技術基本計画における重点推進分野である「ライフサイエンス」、「情報通信」、

「環境」及び「ナノテクノロジー・材料」の４分野や「エネルギー」、「ものづくり技術」分野等、我が国

が技術的に優位にある分野を中心として、標準化のフィージビリティスタディから標準化のための

研究開発、国際標準原案の作成・提案、国際提案後のフォローアップまでを公と民等の共同プロ

ジェクトにより一貫して計画的・重点的に推進し、着実に国際標準の獲得に結びつけることにより、

我が国の研究開発成果の国際市場展開や産業競争力の強化を目指すとともに、安全・安心で低

炭素社会の構築を促進し、持続的発展のできる国づくりに寄与する等のための経費。 

平成 21 年度は、12 テーマを 2.8 億円で実施した。 

 

■地層処分技術調査等委託費 1テーマ 2.8億円 

わが国において原子力エネルギーを継続的に利用していく上で、原子力発電及び核燃料サイ

クルに伴って発生する放射性廃棄物の処理処分対策を着実に進める必要があり、高レベル放射

性廃棄物等の地層処分においては、多重バリアシステムによって長期的な安全確保がなされる。

この処分システムの成立性や安全性に係る信頼性を一層高めていくため、天然バリアである深部

地質環境の状況把握と将来変化に係る調査評価手法の高度化開発を行うための経費。 

平成 21 年度は、2.8 億円で事業を実施した。 

 

■特許微生物寄託等業務委託費 1テーマ 1.8億円 

特許制度におけるバイオ関連の特許出願は、出願者において特許対象となる生物株を出願前

に寄託機関に寄託することが義務づけられている。産業技術総合研究所特許生物寄託センター

は、特許庁長官の指定する特許微生物寄託機関及び WIPO ブダペスト条約（1980 年）により認定

された国際寄託当局である。当該事業については、産総研そのものが特許庁長官の指定を受け

た寄託機関となるとともに、特許庁からの寄託業務の委託を受けることとなる。 

平成 21 年度は、1.8 億円で事業を実施した。 

 

■新世代情報セキュリティ研究開発事業 1テーマ 1.7億円 

1)組込システムに対するセキュリティ評価技術の研究開発 2)証明可能な安全性をもつキャン

セラブル・バイオメトリクス認証技術の構築とそれを利用した個人認証インフラストラクチャ実現に

向けた研究開発 3)既存 OS に挿入可能な仮想マシンモニタによる異常挙動解析とデバイス制御

の研究開発を実施するための経費。 

平成 21 年度は、1.7 億円で事業を実施した。 

 

■海洋石油開発技術等調査 1テーマ 1.3億円 

我が国の排他的経済水域（200海里）における資源の探査、開発、保存及び管理のため、また

大陸棚が200海里を超えて延びている場合において、所要の要件を充足し、国連の勧告を受けた

場合には、主権的権利の及ぶ範囲の延長のために、所要のデータを国連に提出しなければなら

ない。このため，大陸棚延長の可能性のある海域における資源地質調査等を行うにあたり、資源

探査技術・データの蓄積を図っていく研究実施のための経費。 

平成21年度は、1.3億円で事業を実施した。 
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■その他 9テーマ 2.5億円 

 

【文部科学省】 

■科学技術基礎調査等委託事業 2 テーマ 3.9 億円 

沿岸海域に存在する６つの活断層を対象として、地震調査研究推進本部が今後長期評価等を

行うために必要となる。活断層の活動履歴や位置・形状に関するデータの取得を目的とした調査

観測・分析を実施する等のための経費。 

平成 21 年度は、2 テーマを 3.9 億円で実施した。 

 

■科学技術試験研究委託事業 14 テーマ 2.1 億円 

「ライフサイエンス」、「情報通信」、「環境」、「ナノテクノロジー・材料」、「防災」の 5 分野において、

文部科学省が設定した課題等に関する研究開発を実施するための経費。 

平成 21 年度は、14 テーマを 2.1 億円で実施した。 

 

■原子力試験研究費 20 テーマ 2.0 億円 

文部科学省設置法第 4 条第 67 号に基づき、各府省所管の試験研究機関及び独立行政法人に

おける原子力試験研究費を文部科学省に一括計上するものであり、各府省の行政ニーズに対応

した試験研究等を実施するための経費。 

平成 21 年度は、20 テーマを 2.0 億円で実施した。 

 

■その他 5テーマ 1.7億円 

 

【環境省】 

■地球環境保全等試験研究費 18 テーマ 1.6 億円 

環境省設置法第 4 条第 3 号の規定に基づき、関係府省の試験研究機関が実施する公害の防

止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験研究費を「地球環境保全等試験研究費（公害防

止等試験研究費）」として環境省において一括して予算計上し、その配分を通じて国の環境保全

に関する試験研究の総合調整を行うための経費。また、地球温暖化分野を対象として、各府省が

中長期的視点から計画的かつ着実に研究機関で実施・推進されるべき研究で、地球環境保全等

の観点から(1)現象解明・予測、(2)影響・適応策、(3)緩和策、などをテーマとする研究課題を実施

するための経費。 

平成 21 年度は、18 テーマを 1.6 億円で実施した。 

 

■地球環境研究総合推進費 7 テーマ 0.7 億円 

地球環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすことに鑑み、様々な分野に

おける研究者の総力を結集して、学際的、省際的、国際的な観点から総合的に調査研究を推進

し、もって地球環境の保全に資することを目的としている経費。 

平成 21 年度は、7 テーマを 0.7 億円で実施した。 

 

■環境技術開発等推進事業 2 テーマ 0.4 億円 

地球環境問題や大気・水環境等への負荷低減のために対応が急がれる環境技術の研究開発

であり、研究開発終了後比較的短期間にある程度の実用化が見込めるものを実施するための経

費。 

平成 21 年度は、2 テーマを 0.4 億円で実施した。 

 

■その他 1 テーマ 0.01 億円 

 

【その他省庁】 8 テーマ 2.6 億円 
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2） 国以外からの受託収入 
■新エネルギー・産業技術総合開発機構 

平成 21 年度は、131 テーマを 92.4 億円で実施した。 

 

■その他公益法人 

平成 21 年度は、256 テーマを 39.2 億円で実施した。 

 

■民間企業 

平成 21 年度は、130 テーマを 4.0 億円で実施した。 

 

■受託出張 

平成 21 年度は、受託出張の経費 0.1 億円を受け入れた。 

 

3） その他収入 
■資金提供型共同研究収入 

     平成 21 年度は、民間企業から 26.9 億円、民間企業以外から 5.2 億円の合計 32.1 億円の資金

提供を受け共同研究を実施した。 

 

■知的所有権収入 

   平成 21 年度は、当初が所有する産業財産権等を TLO である産総研イノベーションズを通じて

利用させた使用料収入等として 2.2 億円（TLO への手数料控除後の額）を獲得した。 
 

■外部グラント 

平成 21 年度は、科研費補助金及び研究助成金の経理委任収入（間接経費分）として 5.2 億円

を受け入れた。 

 

■その他 

   平成 21 年度は、計量標準供給業務・計量教習業務による手数料収入、地質図幅等の頒布収

入、産学官連携活動の一環として当所施設内で連携先が共同研究等を行うときの経費負担収入

及び国からの機関補助金等として、43.4 億円を受け入れた。 
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平成２１年度 

実績報告の部
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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） 

１．質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策 

（１）戦略的な研究開発の推進 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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

114



 

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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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

的なスペース活用を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

 [平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

（技術情報の収集・分析と発信） 

 

 [平成 21 年度計画] 

・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。  

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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 21 年度計画] 

・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

117



 

する。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

  

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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ＣＣＳ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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

（研究組織の機動的な見直し） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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いて検討を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（国際競争力強化のための国際連携の推進） 

 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・「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。 

[平成 21 年度実績] 

・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通じ、クリ

ーンコール技術を中心に研究協力を推進した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

･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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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、海外における産総研のプレゼンスを高める。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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ムの見直しを行う。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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、研究予算、産学官連携データ等を統合し構築中の研究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。 

 

 [平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（２）経済産業政策への貢献 

（産業技術政策への貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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

発を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（中小企業への成果の移転） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（地域の中核研究拠点としての貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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ンシャルの活用を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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】 

 

[平成 21 年度計画] 

・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、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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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）。 

 

（工業標準化への取り組み） 

 

[平成 21 年度計画] 

・「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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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/Ｊ

TC1/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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ホームページ等を活用した所内外の標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。 

[平成 21 年度実績] 

・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、
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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（３）成果の社会への発信と普及 

（研究成果の提供） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・技術移転を効果的に推進するために、企業との協定に基づく組織的な連携により、ポスドク等

を産業技術人材へと育成する。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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・情報交換を通して意識醸成に努めた。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・「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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

 [平成 21 年度計画] 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。  

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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] 

・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。 
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（研究成果の適正な管理） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（広報機能の強化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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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。 

[平成 21 年度実績] 

・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）。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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」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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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のサイト運営を支援する。 

[平成 21 年度実績] 

・ 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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・「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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（知的財産の活用促進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。  

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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し、産業界等へ輩出する。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

（学界との連携） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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・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。 

 

（人材の交流と育成） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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】 

[平成 21 年度実績] 

・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】 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（弾力的な兼業制度の構築） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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２．研究開発の計画 

（鉱工業の科学技術） 

【別表１】 

 

（地質の調査） 

【別表２】 

 

（計量の標準） 

【別表３】 

 

３．情報の公開 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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） 

 

[平成 21 年度計画] 
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・個人情報の適切な管理維持等のために必要な措置について、教育研修の実施並びに自己監査及

び点検等の評価・改善サイクルを充実させ、セキュリティレベル向上の周知徹底を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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） 

 

４．その他の業務 

（特許生物の寄託業務） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・日常業務における安全管理体制の強化に務めるとともに、業務の効率化・均質化のための体制

整備と広報活動を行うなど、利用者へのサービス向上に努める。  

[平成 21 年度実績] 

・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
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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、ユーザーの利便性向上を図った。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（独立行政法人製品評価技術基盤機構との共同事業） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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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 

（経営機能の強化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 
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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 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（研究支援業務の効率的な推進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 

[平成 21 年度実績] 

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）   

 

[平成 21 年度計画] 

・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

163



 

図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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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取りまとめる。平成１９年度に設定

したＰＤＣＡ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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（研究支援組織体制の 適化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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。 

 

（業務の電子化の推進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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

168



 

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。 

 

（施設の効率的な整備） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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

169



 

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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[特筆事項] ・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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
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切に行う。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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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       

（優秀かつ多様な人材の確保）       

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 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 年度実績] 

・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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・介護による離職を回避し、仕事と介護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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[特筆事項] 

・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。 

 

（多様なキャリアパスの確立） 

 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

（非公務員型移行を活かした人材交流の促進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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】 

 

（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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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】 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 
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[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度実績] 

・人事評価委員会を適切に運営して、適切な評価に務める。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 
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・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。 

 

３．環境・安全マネジメント 

（安全衛生の向上） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

 [平成 21 年度実績] 

・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飼育実験施設

集約化の具体案を取りまとめた。 
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[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

（省エネルギーの推進と環境への配慮） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

・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 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。  

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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
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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。 

 

４．業務運営全体での効率化 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

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（人件費の見積もりを含む） 

 

平成２１年度決算報告書によって明示する。 
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２．収支計画【別表５】 

 

平成２１年度貸借対照表、損益計算書によって明示する。 

 

（自己収入の増加） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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・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】 

 

（固定的経費の割合の縮減） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 
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３．資金計画【別表６】 

 

平成 21 年度キャッシュ・フロー計算書によって明示する。 

 

Ⅳ．短期借入金の限度額 

 

[平成 21 年度計画] 

・なし 

[平成 21 年度実績] 

・短期借り入れの実績なし 

 

Ⅴ．重要な財産の譲渡・担保計画 

 

 [平成 21 年度計画] 

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。 

・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 

[平成 21 年度実績] 

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。） 

 

Ⅵ．剰余金の使途 

 

[平成 21 年度計画] 

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 

・施設の新営及び増改築 

・任期付職員の新規雇用 等 

[平成 21 年度実績] 
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・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、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 

 

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 

 

[平成 21 年度計画] 

【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件の整備事業を引き続き実施する。  

【重要な財産等の処分収入】 
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・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。 

[平成 21 年度実績] 

(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。 
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・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、 

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  

（方針） 
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[平成 21 年度計画] 

・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 年度実績] 

・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 

・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。 

 

（人員に係る指標） 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・「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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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 21 年度実績] 
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・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。 

 

[平成 21 年度計画] 

・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。 

[平成 21 年度実績] 

・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。 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

[平成 21 年度計画] 

・なし 

[平成 21 年度実績] 

・なし 
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