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研究分野

産業技術総合研究所の沿革

環境・エネルギー

ナノテクノロジー・材料・製造

ライフサイエンス

情報通信・エレクトロニクス

標準・計測

地質

○旧通商産業省の16の研究所等を統合して
1つの研究所とし、研究所内に6つの研究分
野を置く形で、分野内外の連携を推進
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独立行政法人化

日本の省庁再編に伴う
国立研究所等の独立行
政法人化*

技術の複雑化、融合化
等による研究分野内外
での連携の必要性
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○実用化につなげるための研究に重点を置
きつつ、基礎から実用化までを一体的かつ
連続的に実施する「本格研究」を実施

2015
＊「独立行政法人」：公共上確実に実施されることが必要
な事業であって、国が自ら実施する必要ないもののうち、
民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれ
があるものを効率的かつ効果的に行わせるために、法
律により設立される法人
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東北センター
（仙台市宮城野区）

臨海副都心センター
（東京都江東区）

中部センター
（名古屋市守山区）

中国センター
（広島県東広島市）

関西センター
（大阪府池田市）

四国センター
（香川県高松市）

北海道センター
（札幌市豊平区）

つくばセンター
（茨城県つくば市）

九州センター（佐賀県鳥栖市）

全国９つの
研究・連携拠点

予算・人員

成果等

■企業から 約1,300名
■大学から 約2,000名
■その他法人から 約1,000名

（うち海外から553名）
※2010年度受入延べ数

人材受入実績

■特許
・出願件数 １，０３１件（2010年度）
・特許資産規模ランキング 3年連続日本1位
（㈱パテント・リザルト
2009年度大学・研究機関特許資産の規模ランキングより）

■標準化提案/計量標準整備件数
・提案件数（2010年度） 国際10件、国内12件
（2001年度からの累計…国際81件、国内101件）
・計量標準の供給数（2010年度）
物理標準…新規1種類、計277種類
標準物質…新規3種類、計270種類

■論文
・発表件数 ４，１７８報 （2010年度）
・世界ランキング
材料科学…6位、化学…13位、物理学…47位
（トムソン・ロイター社2011年度研究機関論文ランキングより）

■31の外国主要研究機関（タイ国家
科学技術開発庁、フランス国立科学
研究センター、ドイツ研究センターヘ
ルムホルツ協会等）と包括的研究協
力覚書を締結（2011年4月現在）

研究協力覚書締結

■2011年度予算総額 ８１２．８億円（当初予算）

運営費交付金 ６０３．９億円
施設整備費補助金 １６．０億円
自己収入 １９２．９億円

■常勤職員数 ３，０２０名（2011年4月現在）

研究職員数 ２，３３７名
事務職員数 ６８３名

目的

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

計量標準
計547種類

産業技術総合研究所の概要
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研究・技術評価・標準化

大 学大 学
研究資源

民 間民 間
研究資源

「人」「人」 「場」「場」

第３期中期目標期間（2010～2014年度）における産総研の柱（ミッション）

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

「新たなイノベーションシステムの構築」

「「安全・安心」を支える産業基盤の整備」

第３期は、産総研の人と場を活用する形での
産学官連携の推進により、研究・技術評価・

標準化を促進「ライフ・イノベーション」

「オープンイノベーションハブ機能」としての取り組み

○産学官結集による研究開発の推進
・「技術研究組合」は、連携による研究推進のための有効な手段だが、
2009年の法改正により産総研の参加が可能となり、積極的に参加

○再生可能エネルギー
・太陽光発電、バイオマス

○省エネルギー
・蓄電池、燃料電池、SiCパワーデバイス

○資源確保
・メタンハイドレード、レアメタル等の省使用化・代替技術

○産業の環境負荷低減、安全性評価
・産学プロセスでの負荷低減、化学物質管理

○創薬、医療への貢献
・安全なｉＰＳ細胞の作成効率向上

○生活安全
・生活支援ロボットの安全、乳幼児・高齢者の傷害予防

○地質情報の整備
・5万分の1地質図幅作成、地圏資源・地圏環境評価

○計量標準の設定・供給
・新技術・産業の国際展開を支援する計量標準

○計測技術
・高感度・高分解能透過電子顕微鏡

第１期、第２期に
おいても、大学、
公設研、企業と
の１対１の連携
又はコンソーシア
ムによる連携、
共同研究組織形
成による連携、
データベース連
携・公開を実施

○地域におけるイノベーションハブ機能の強化
・産総研地域センターにおいて、地域ニーズに基づく共同研究、技術
相談、技術移転等を、公設試験研究機関等と連携しつつ推進

○戦略的な国際標準化、国際協力の推進
・海外の公的研究機関等との研究協力、人材交流等を推進

○人材の育成、交流の推進
・産総研イノベーションスクールによる人材育成、産総研人材の外部
への供給、外部研究員の受け入れ等を実施

「グリーン・イノベーション」
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平成２２年度の成果

・総合１５２位（昨年１５１位）、

・材料科学６位（同４位）、化学１３位（同１４位）、物理学４７位（同４７位）

１．２１世紀型課題の解決

○「グリーンイノベーション」の推進

○「ライフ・イノベーション」の推進

・化合物薄膜フレキシブル太陽電池で、世界最高の発電効率15.9%を達成
・スーパーグロース法に基づく単層CNTのパイロットプラントを設立

・末梢血由来の細胞からのiPS化に世界で初めて成功
・iPS作製を従来の２倍の高効率で実現

○産業・社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

・新たに9種類の計量標準を開発し､うち4種類について供給開始（第３期合計で新たに６２種類を目標）

・５万分の１地質図幅を５区画作成（第３期合計で２０区画を目標）

・国際標準化活動におけるエキスパート登録数１４３名（第３期中に年間１００名を目標） 、標準化素案
作成数２２件（第３期合計で１００件を目標）

○論文総数

○論文被引用数に基づく世界ランキング（２０１１年）

・ ２２年度４，１７８報（現時点の集計値。例えば２０年度は当初集計値4,595報に対し今回集計値5,082報）
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平成２２年度の成果

２．オープンイノベーションハブ機能の強化

○産学官結集による研究開発の推進

・産総研が参加する研究組合数（２２年度末） １４ （２１年度末時点では ３）
・外部資金による研究規模 ３４４億円（運営費交付金の５６．０％ （第３期中に５０％を目標））

○地域におけるイノベーションハブ機能の強化

・中小企業との共同研究数６１１件（第３期合計で３,０００件を目標）

・中小企業との技術相談数１，８６５件（第３期合計で１０,０００件を目標）

○国際協力の推進

・包括研究協力覚書機関との研究ワークショップ等を７回開催（第３期合計で５０回を目標）

○人材の育成、交流の実施

・民間企業･大学等への人材供給数と外部からの受入数は、合計で５，２５６名
（第３期中に年間５,０００人を目標）
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平成２２年度の成果

３．第３期ミッションを実行・支援するための機能

○研究組織及び事業の機動的な見直し

・業務体制：「イノベーション推進本部」の設置、６研究分野の研究推進組織の強化等を実施

・研究組織：既存ユニットの見直しを行い、１研究ユニットを新設、３研究ユニットを再編強化
し、併せて、ナノデバイスセンターを新設

○知的財産の重点的な取得と企業への移転

・知的財産の戦略的･効率的な取得､管理､活用のための｢産総研知的財産ポリシー｣を策定

・知的財産の実施契約件数は２２年度：７６５件（第３期中に年間８００件を目標）

○企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化

・オープンラボ､出前講座､実験教室等の対話型活動を２２年度に６５回開催
（第３期合計で２００回を目標）

○産総研における人材の確保・育成・流動化

・女性研究者の採用比率の向上（２２年度比率１０．８４％ （第３期中に１５％を目標））
・職員の専門性向上のための研修の実施（２２年度受講数４４２名（毎年度３００名を目標））

○管理費等の削減

・研究機器等の所内リユースの推進（２２年度件数439件（第３期中に年間６００件を目標））



8

第３期運営諮問会議

○本年２月に第３期に入って最初の運営諮問会議を開催

○国内外から、技術のみならず、広く経済・社会全体を視野に入れて議論いただける方々
に、新たに委員に就任（内外から計１３名）

○会議では

「２１世紀型課題の解決に向けての公的研究機関としての産総研の役割」

「オープンイノベーションハブの実現に向けた取り組み」

をテーマにして議論

＜委員からのコメント・助言（一部抜粋）＞

○ 「２１世紀型課題の解決に向けての公的研究機関としての産総研の役割」
・「本格研究」により、アカデミアからインダストリーへの橋渡し的な役割を期待

・一企業・一事業体ではできない標準化、規格化、安全性能確認などの役割を期待

・省庁・大学・企業・海外との連携が必要な課題に対する繋ぎ役としての機能を期待

○「オープンイノベーションハブの実現に向けた取り組み」

・産総研の人的資源や施設を活かすため、ハードルを低くし、交流を深めてほしい。特に
双方向に人が動く交流が重要

・産総研の研究環境をより国際化していくことが重要。
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東日本大震災を踏まえた対応
産総研研究施設の復旧・再構築

○３月１１日の東日本大震災により、東北センター及びつくばセンターにおいて多くの建物や
実験機器・施設等に大きな被害

○産総研では、地震発生後の研究業務を停止し、３月１４日より復旧活動を開始

○これまで、復旧、再開準備、再開へと段階的に研究再構築に向けた取り組みを実施
・インフラ復旧期間（～３月２５日）：電気、上中水、情報基盤の復旧作業

・研究再開準備期間（～４月１５日）：安全を確保しながら研究再開に向けての準備、一部は準備の本格化

・研究再開期間（４月１８日～）：夏期に想定される電力制限下における実験可能範囲を見定めつつ研究を再開

産総研による被災地支援

○放射線測定関係

・公設試職員に対する放射線測定講習、産総研職員による現地での技術支援等を実施

○産業技術連携推進会議（産技連）の活用

・被災した公設試への機器貸し出し希望の集約を実施

・全国公設試と依頼試験や機器利用を希望する被災地企業との仲介を実施

○産総研の既存の枠組みの活用

・依頼試験等の受け入れ、技術指導等の企業活動支援策の活用をホームページに掲載
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東日本大震災を踏まえた対応
産総研研究の本格的再稼動に向けて認識すべき点

・復旧には一定の危険が伴うこと

・復旧を拙速に進めると中途半端になり、後々余計に手間がかかるため、復旧には時
間をかけて取り組むこと

・修復には多額に費用を要するため、プライオリティをつけて復旧を行うこと

・率先して一層の節電に取り組むこと

○今回の震災で、我が国企業のサプライチェーンの世界的広がりが分かり、我が国産
業の内外への影響力と世界の中での重要性を再認識

○我が国産業の応援をする産総研は、自らのミッションを達成することを通じて、これか
らも社会に貢献

○その際、今後も発生すると思われる多様な要望に応えていくと同時に、研究活動に
対するエネルギー原単位・資源効率性で、どこにも負けないような新しい産総研を創
造

○また、電力不足等に直面しても研究や産業への影響が尐なくなるようなロバストな環
境整備が必要。産総研自らの研究推進体制再構築においても、この視点を踏まえ
検討

今後の研究を進める際の考え方


