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平成１２年５月０４日

資料１，２

独立行政法人

産業技術総合研究所
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＜総括＞
～平成１１年度研究経営の視点と成果～

Ⅰ.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

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項
＇トピックス・指標の達成状況等（



資料構成

○総括
1. ミッション達成のための研究組織の強化について

2. 東日本大震災をふまえた研究の再構築

3. 産総研の取り組みのポイント

○「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等を踏まえた取り組み

○Ⅰ.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
項に関する指標の達成状況＇研究分野に関するものを除く（

１－地域活性化の中核としての機能強化

２ －産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

３ － 「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の整備

４ －研究開発成果の社会への普及

○Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項に関する指標の達成状況
０－業務運営の抜本的効率化＇管理費・人件費、契約状況（

１－研究活動の高度化のための取り組み

２－職員が能力を最大限発揮するための取り組み

1



2

○総括

０－ミッション達成のための研究組織の強化について
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効率的かつ質の高い研究支援体制への変更＇０．１（

本

部

組

織

男女共同参画室

国際標準推進部

環境安全管理部

先端情報計算センター

つくばイノベーションアリーナ室

イノベーション推進室

産学官連携推進部門

イノベーションスクール

ベンチャー開発センター

国際部門

知的財産部門

研究環境整備部門

能力開発部門

研究業務推進部門

研究環境安全本部

イノベーション推進本部

総務本部

財務会計部門

研

究

関

連

・

管

理

部

門

研究の円滑な実施と社会への還元を、より効率的・効果的に支援すべく、
「研究関連・管理部門」を ２本部に統合・スリム化

・ 産学官連携に関連する業務を総合的かつ横断的に実施する、「イノベーション推進本部」の設置

・ 施設の維持・管理に関連する業務を一体的に実施する、「研究環境安全本部」の設置

・ 事業所等の研究支援業務を統括する、「総務本部」の設置
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○ユニット支援業務

○庶務関連業務

○会計関連業務

○研究環境安全業務

4

効率的かつ質の高い研究支援体制への変更＇１．１（

○ユニット支援業務

○庶務関連業務

○会計関連業務

○研究環境安全業務

管理監 研究業務推進部＇室（

チーム長

チーム長

チーム長

研究業務推進部＇室（

産学官連携センター

・・・

・・・

つくばセンター＇８事業所（

地域センター＇７センター（

チーム長

チーム長

チーム長

「研究関連・管理部門」で集中処理していた業務の一部を、

現場で判断し、迅速に執行すべく、一体的かつ自立した業務執行体制を確立

・ 事業組織のトップ＇「管理監」、「地域センター所長」（の下に、「研究業務推進部＇室（」を配置
⇒ 事業所レベルでの業務完遂機能を付与。単一の指揮命令系統による業務の迅速化

・ 「地域センター所長」の下に、「産学官連携センター」を配置
⇒ 地域の特色に基づいた産学官連携業務を推進

地域センター所長

【事業組織】
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研究ユニットのマネジメント体制の強化

＇研究分野全体を統括（

研究統括

＇研究企画・分野融合（

研究企画室

＇人事マネジメント・人材育成（

副研究統括

理事長のマクロマネジメント力の強化に向けた研究実施体制の構築

・ 理事長を補佐し、研究戦略を検討・実施する職制として、 「研究統括」、「副研究統括」、「研究企画室」を、
研究分野ごとに設置
⇒ 研究ユニット長と連携し、研究分野内・分野間の融合や、産業界・大学などとの連携を加速

【理事長を補佐する職制】

理
事
長

環境・エネルギー分野

ライフサイエンス分野

情報通信・エレクトロニクス分野

ナノテクノロジー・材料・製造分野

標準・計測分野

地質分野

研究ユニット

研究ユニット

研究ユニット

研究ユニット

研究ユニット

研究ユニット

研究統括
副研究統括

研究企画室

研究統括
副研究統括

研究企画室

研究統括
副研究統括

研究企画室

研究統括
副研究統括

研究企画室

研究統括
副研究統括

研究企画室

研究統括
副研究統括

研究企画室
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○総括

１－東日本大震災をふまえた研究の再構築
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目指すべき方向

実現のための考え方

研究再構築の進め方

研究施設・設備を単に震災以前の状況に戻すのではなく、より
効率的な研究施設・設備体制の構築を実現すべく、創造的見
直しを図る。

筋肉質の研究実施体制を構築し、産総研の研究能力のより
一層の向上を図る機会と捉え、電力利用の効率化、スペース
利用効率の向上等を積極的に図る。

・ 研究ユニットに配分されている総スペースの効率化。
・ クリーンルーム及び恒温恒湿室の効率化。
・ 動物飼育設備について復旧・再配置による効率化。
・ 電力利用の効率化により電力消費量の削減。

東日本大震災をふまえた研究の再構築
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２－産総研の取り組みのポイント

8

＇０（組織
＇１（平成１１年度収入概要
＇２（人員
＇３（産総研研究戦略について
＇４（国の取組みへの貢献
＇５（平成１１年度のトピックス
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＇０（組織

０（研究ユニットの構成と変遷
１（平成１１年度における研究ユニットの機動的な見直し
２（平成１２年３月現在の研究分野別の研究ユニット

9
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

研究ユニット全体

研究部門

研究センター

研究ラボ等

年度

研究ユニット数

＜研究ユニット数の遷移＞

第０期 第１期 第２期

研究ユニットの構成と変遷

・ 産総研の研究組織は、社会環境や研究ニーズの変化に応じて機動的かつ柔軟に組織の改廃・新設を行
えるよう、「研究センター」、「研究部門」、「研究ラボ」の２種類の研究ユニットで構成。

○研究センター９ 時限を定めて集中的に特定課題を解決
○研究部門９ 中長期的視点からの継続的に研究を実施
○研究ラボ９ 研究センター等への展開を目指した研究を実施

・ 産総研発足以降、そのまま存続している研究センター、研究ラボの存在なし。

・ 発足以降、２研究部門が存続しているが、研究センター、研究ラボの改廃・新設に伴い、研究部門内の見
直し を実施。
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第０期 第１期 第２期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011～

バイオマス研究センター
循環バイオマス
研究ラボ

メタンハイドレート研究センター

化学物質リスク評価、低炭素社会システム評価

シリコン系太陽電池、化合物系太陽電池、有機系太陽電池

水素脆化、高圧水素中トライボロジー、水素関連各種データベース

燃料規格、排出ガスの計測・評価方法の規格化、標準化

メタンハイドレート資源開発技術、貯留層特性解析

木質系バイオマス利用技術、BTLプロセス、プロセスシミュレーション

エネルギーネットワーク、省エネルギーデバイス、クリーン燃料

資源の確保と
有効利用

再生可能エネ
ルギー・

省エネルギー

環境の評価・
管理技術

ライフサイクルアセスメント研究センター

化学物質リスク管理研究センター

爆発安全研究センター

安全科学研究部門

エネルギー技術研究部門

メタンハイドレート研究ラボ

新燃料自動車技術研究センター

②

③

SiCパワーデバイス、電力変換エレクトロニクス

パワーエレクトロニクス研究センター
エネルギー半導体
エレクトロニクス研究ラボ

先進パワーエレクトロニクス
研究センター

太陽光発電研究センター

水素材料先端科学研究センター①

太陽光発電工学
研究センター

④

⑤

研究ユニットの構成と変遷＇環境・エネルギー分野（

第１期

国のエネルギー政策に対応し、①水素材料先端

科学研究センターなどを設立した。また、バイオ

マス利用促進に貢献する②バイオマス研究セン

ターを設立し、木質系バイオマスから高純度のエ

タノールが製造できることを検証した。この他、リ

スク評価・ライフサイクル評価など個別評価の境

界を超えた融合により③安全科学研究部門を設

立し、化学物質やナノ材料などのリスク評価書を

策定・公表してきた。

第２期

2010年より新規パワー素子モジュール及び集積
化技術によって電力の高効率利用を可能とする

ため、④先進パワーエレクトロニクス研究セン

ター を設立した。2011年からは、太陽光発電技
術全体を包括し、基礎から実用化、材料デバイ

スからシステム、評価、標準までを体系的に網羅

する開発を目指して、⑤太陽光発電工学研究セ

ンターを設立した。
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第０期 第１期 第２期

〜2004 2005〜2009 2010 2011〜

健康を
守る
技術

バイオ
プロセス
活用技術

人間福祉医工学研究部門

健康工学研究センター

健康な
生き方を
実現する
技術

疾患バイオマーカー・バイオセンサー

密閉型組換え植物生産システム

機能性食品開発

心身機能測定評価

バイオ
メディカル
研究部門

生物
プロセス
研究部門

ゲノムファクトリー研究部門 ②

生物機能工学研究部門

脳神経情報研究部門

セルエンジニアリング研究部門

①

③

③

幹細胞工学
研究センター

ヒューマンライフ
テクノロジー
研究部門

④

③

生命情報工学研究センター

糖鎖医工学研究センター

バイオメディシナル情報研究センター

器官発生工学研究ラボ

タンパク質相互作用ネットワーク解析・バイオインフォマティクス情報基盤統合

①

iPS細胞幹細胞

＇注９簡略化のため、H21年度のユニット構成をもとに作図（

年齢軸生命工学研究センター

健康工学
研究部門

③

BMI

第１期

① 健康工学、創薬支援技術の重点化と融合を

図る目的で、健康工学研究センター、糖鎖医工学

研究センター、生命情報工学研究センター、バイ

オメディシナル情報研究センターを設立した。

第２期

② 「バイオプロセスを活用した産業の環境負荷低

減技術」を実現に向けて既存ユニットの再編を行

い、生物プロセス研究部門を設立した。

③ 「健康を守る技術」「健康な生き方を実現する

技術」の実現に向けて既存ユニットの再編を行い、

バイオメディカル、健康工学、ヒューマンライフテク

ノロジー各研究部門を設立した。

④ 幹細胞の産業応用を促進する基盤技術を開

発するため、器官発生工学研究ラボを母体とした

幹細胞工学研究センターを新設し、研究を強化す

る体制をとる。

研究ユニットの構成と変遷＇ライフサイエンス分野（

①

①
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研究ユニットの構成と変遷＇情報通信・エレクトロニクス分野（

第１期

① 次世代半導体研究センターでは、4500㎡の

スーパークリーンルームを活用して、より微細

なCMOS集積回路を実現するための材料やナ

ノ加工の研究を行った。

② 科振費分野融合研究拠点として、ネットワーク

フォトニクス研究センターが、IT機器の消費エネ
ルギーを大幅に低減させるグリーンIT通信技術
である光パスネットワークを企業とともに研究す

る。

③ 経験と勘に頼ることの多いサービスを科学する

ことで、サービス生産性の向上と新サービス創

出を目指してサービス工学研究センターと社会

知能技術研究ラボを発足させた。

第２期

④ デバイス系ユニットをナノエレクトロニクス研究

部門、ナノデバイスセンター、電子光技術研究

部門に再編し、最先端支援プログラムと連携す

るとともに、ナノエレ、シリコンフォトニクスなど

の革新デバイスなどの研究プラットフォーム

＇TIA)を形成する。

⑤ 超低消費電力の薄型軽量ディスプレイなどのフ

レキシブルデバイスの実現を目指した研究をす

るフレキシブルエレクトロニクス研究センターを

設立した。

⑥ スピントロニクス技術を活用して、電子スピンを

情報担体とする不揮発メモリを研究するナノス

ピントロニクス研究センターを設立した。

⑦ 生活の科学と社会的価値への配慮を加えたデ

ジタルヒューマン工学研究センターを設立した。

第０期 第１期 第２期

～2004 2005 ~ 2009 2010 2011~

グリーン・
イノベーション
＇グリーンITと
革新デバイス（

ライフ・
イノベーション
＇ディペンダブル

ITシステムと
情報化サービス（

次世代半導体研究センター

エレクトロニクス研究部門

半導体研究プラットフォームとしての
スーパクリーンルーム活用- MIRAI

科学的サービス

ナノスピントロニクス
研究センター

デジタルヒューマン工学研究センター

システム検証研究センター

サービス工学研究センター

社会知能技術研究ラボ

デジタルヒューマン研究センター

HDDから
不揮発メモリへ

組込みシステム技術
連携研究体

高トンネル磁気抵
抗効果材料

知能システム研究部門

⑥

電力線通信 (PLC)

ナノエレクトロニク
ス研究部門

グリーンナノエレ最先端支援連携研究体

ナノデバイスセンター

電子光技術研究
部門

ナノ電子デバイス研究センター

①

スマートグリッド
通信制御連携研究体

情報技術研究部
門

情報セキュリティ研究センター

フレキシブルエレクトロ
ニクス研究センター

②
ネットワークフォトニクス研究センター

データセンタ、ネットワーク
の消費エネルギー増大

ウィルス、HP改竄、
2001年問題

金融システム障害

光技術研究部
門

製品安全、事故予防
人間機能モデル
サービスの生産性

TIA拠点化

光ネットワーク超低
エネルギー化拠点

④

⑤

⑦

③
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研究ユニットの構成と変遷＇ナノテクノロジー・材料・製造分野（

第１期

①ナノチューブ応用研究センターを設立し、ナノ

チューブ材料に関して世界を先導する研究拠点

の形成を実現した。

②デジタルものづくり研究センターを設立し、熟練

技能を可視化して知識体系化を進め、加工技術

データベースやＭＺプラットフォームなどものづく

りを支える技術を開発した。

第２期

③計算科学研究部門とナノテクノロジー研究部門

の統合により、ナノシステム研究部門を設立した。

新しい研究部門では、理論・ナノシミュレーション

技術と実験系技術の融合を推進し、グリーン・イ

ノベーションの核となる材料やデバイスの研究

開発を行う。

④オープンイノベーション拠点における集積化

MEMS試作環境の高度化、量産技術や省エネ

ルギー型制御システムの研究開発を行う集積マ

イクロシステム研究センターを設立した。

⑤デジタルものづくり研究センターと先進製造プロ

セス研究部門を統合し、高付加価値な日本型も

のづくりに係るプラットフォームを構築することを

ミッションとした先進製造プロセス研究部門を設

立した。

第０期 第１期 第２期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010〜

融合化

ナノチューブ系
材料の大量合成と応用

理論・シミュレーション

レアメタル省使用・代替技術、省エネルギー型建築部材、軽量合金

ダイヤモンドウェハ製造基盤技術、パワーダイオード 大型ウェハ製造

単層カーボンナノチューブ合成

単層カーボンナノチューブ分離精製

有機ナノチューブ合成

ナノカーボン研究センター

TIA-nano

ものづくり
プラットフォーム

ミニマルマニュファクチャリング

MEMS 集積・量産、実証

先進製造プロセス研究部門

省エネルギー
と資源有効
利用技術

産業の環境
負荷低減

MZプラットフォーム

ものづくり先端技術研究ｾﾝﾀｰ

先進製造ﾌﾟﾛｾｽ
研究部門

サステナブルマテリアル研究部門

界面ナノアーキテクトニクス研究センター

ナノ材料、ナノデバイス創製

デジタルものづくり研究センター②

ナノテクノロジー研究部門

革新的材料、
デバイスの
開発

ダイヤモンドﾞ研究ラボダイヤモンド研究センター

計算科学研究部門

ナノチューブ応用研究センター①

集積ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

ﾅﾉｼｽﾃﾑ研究部門③

⑤

④

2010 2011〜
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第０期 第１期 第２期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011～

計量標準
の整備・
開発

計測技術・
評価技術
の開発

先端計測分析技術・機器開発事業
質量分析用超高感度粒子検出技術

計測フロンティア研究部門

JAXA・NIMSとの「非破壊評価技術」
に関する包括研究契約

⑥

第２期標準
整備計画

METI 技術戦略マップ
「計量・計測システム分野」

２Ｄナノメートル評価用標準物質創
成技術プロジェクト

臨床検査用標準物質の研究開発

JICA/NIMTプロジェクト
＇タイ王国の国家計量標準機関支援プロジェクト（

日米工業標準化MoU 

SI基本単位の再定義９2015-2019年

②

⑤

④

標準基盤整備計画９ 欧米並みの標準基盤整備 ＇物理標準250種類、標準物質250種類（① ③
計測標準研究部門

実環境計測・診断研究ラボ

実環境計測・診断システム協議会＇約40法人会員と約50個人会員で活動（

九州イノベーション創出
促進事業

生産計測技術研究センター

ナノテクノロジー研究部門
サステナブルマテリアル研究部門

地域イノベー
ション推進事業

計測クラブ発足 ＇現在１７技術分野で活動（

E-trace＇計量器校正情報システム（プロジェクト
標準の高度化

標準の新規開発

⑦

第１期

①産総研発足当時、欧米に比べて質・量共に立ち後

れていた計量標準の基盤を整備するため、2010年ま
でに産総研は欧米先進国並み計量標準の整備目標

＇国際的整合性が担保された物理標準250種類、標
準物質250種類（が設定された。この目標は第2期中
に前倒しで達成した。

②当分野ではアジア展開も積極的に推進しており、日

本企業が多数進出しているタイ王国では、計量標準

機関の設立段階から技術協力を行っている。

第２期

③わが国の計測技術戦略マップの改訂や、計測クラ

ブなどの活動を通じて産業界との対話に基づくより利

用現場にマッチした計量標準の整備計画を策定した。

第２期には、新たに62種類の標準を整備する。
④日米工業標準化MoUを初めとして、第２期も積極
的な海外展開を推し進める。

⑤2015年度以降に予定されている、計量標準におけ
るSI基本単位の再定義に向けて、次世代の計量標準
を開発する。

⑥先端計測・分析機器の領域では要素技術の蓄積を

踏まえ、2008年にはJAXA,NIMSと「非破壊評価技
術」に関する協力協定を結んだ。第２期は、非破壊信

頼性評価の研究をさらに推進する。

⑦生産プロセス等におけるその場計測技術の蓄積を

踏まえ第１期に設立した生産計測技術研究センター

では、生産現場の計測課題に対するソリューションを

提供する取り組みを強化する。

研究ユニットの構成と変遷＇標準・計測分野（
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GERAS９土壌・地下水汚染による環境リスクを解析するためのコンピュータシステム＇Geo-environmental 
Risk Assessment System（で、最新版GERAS-3ではリスクの時間的、空間的な分布を詳細に表示できる。

研究ユニットの構成と変遷＇地質分野（

第１期

①深部地質環境研究センターは、原子力安全・

保安院からの委託を受け、放射性廃棄物の地

層処分にかかわる安全規制に役立つ地質分野

の研究を実施してきた。2007年度からは深部地
質環境研究コア＇地質分野の関連研究者で構

成（が安全規制の支援研究を継続している。

②活断層研究センターと地質情報研究部門の

地震関連グループが一体となり、地形・地質か

ら地球物理・地震工学までの融合的な研究展

開を推し進め、内陸性、海溝型地震及び地震災

害の予測を目指した活断層・地震研究センター

を新設した。

第２期

地質の調査に基づいた知的基盤の整備をより

計画的に行うため、地質調査総合センターの機

能を強化して地質分野の連携を進める。

③地圏資源環境研究部門では、環境リスク評

価システム＇GERAS（の高度化を図り、汚染物

質の植物や土壌中生物等への生態系影響評価

を新たに展開する。

④地質分野と情報分野の研究者が協力する

GEO Grid研究を推進し、地質情報の利便性を

向上させ、産業技術基盤、社会安全基盤の確

保に貢献する。

地震調査研究推進本部
主要98断層完了 活断層調査

活断層・地震研究センター
活断層研究センター

第０期 第１期 第２期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011〜

20万分の０地質図幅
地質情報
の整備の
継続

地圏の資
源と環境
の評価

地質災害
の軽減

全国完備

重要インフラ立地・防災等の重点化

地球科学情報研究部門

海洋資源環境研究部門

地質調査情報センター

地質標本館

火山活動評価

４万分の1地質図幅

次世代20万分の1
シームレス地質図

海洋の地質調査と大陸棚延伸への貢献 国連への申請

鉱物燃料資源評価

土壌汚染評価 生態系リスク評価GERAS-1,2の公開 ③GERAS-3の公開

GEO Grid④

②

地層処分の安全支援研究 技術資料公開

噴火推移予測の高精度化

地質調査総合センターの機能強化

深部地質環境研究コア

地質情報研究部門

深部地質環境研究センター ①

地圏資源環境研究部門

沖縄海域調査

レアアース・レアメタル重点

新規12断層調査と重要断層のデータ更新

地質情報
の提供と
普及
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平成１１年度における研究ユニットの機動的な見直し

第3期中期計画に沿って、重点的に研究開発を行うため、研究ユニットの新設・再編強化を実施。

○３６研究ユニット → ３２研究ユニット

【新設した研究ユニット】

① 幹細胞工学研究センター ④ 集積マイクロシステム研究センター

② ナノスピントロニクス研究センター ⑤ ダイヤモンド研究ラボ

③ 先進パワーエレクトロニクス研究センター

＜第3期中期計画期間の初年度＇平成22年度（に実施した見直し＞

効果的・効率的な研究実施を実現するため、研究ユニット再編強化を検討。

【新設を検討した研究ユニット】 【再編強化を検討した研究ユニット 】

① フレキシブルエレクトロニクス研究センター ① 太陽光発電工学研究センター

② ナノエレクトロニクス研究部門

③ 電子光技術研究部門

＜平成23年度に向けて検討した見直し＞

社会ニーズ、政策要請に応えつつ、研究パフォーマンスを最大限に発揮するため、研究
組織を機動的に見直し



1818

平成23年4月1日 現在
研究ユニット数９43

ライフサイエンス

情報通信・エレクトロニクス

ナノテクノロジー・材料・製造

環境・エネルギー

地質

研究センター (21) 研究部門 (20)

糖鎖医工学、生命情報工学、
バイオメディシナル情報、幹細胞工学

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

情報セキュリティ、
ネットワークフォトニクス、
デジタルヒューマン工学、
ナノスピントロニクス、サービス工学
フレキシブルエレクトロニクス

知能システム、情報技術、
ナノエレクトロニクス、
電子光技術

ナノチューブ応用、
集積マイクロシステム

先進製造プロセス、
サステナブルマテリアル、
ナノシステム

バイオマス、水素材料先端科学、
新燃料自動車技術、
メタンハイドレート、
コンパクト化学システム、
先進パワーエレクトロニクス、
太陽光発電工学

ユビキタスエネルギー、
環境管理技術、環境化学技
術、エネルギー技術、
安全科学

活断層・地震

計測標準、
計測フロンティア

研究ラボ (2)

＇12ﾕﾆｯﾄ（

＇8ﾕﾆｯﾄ（

＇11ﾕﾆｯﾄ（

＇6ﾕﾆｯﾄ（

＇ 3ﾕﾆｯﾄ（

標準・計測
＇3ﾕﾆｯﾄ（

地圏資源環境、
地質情報

生産計測技術

研究ユニット

社会知能技術

ダイヤモンド

※赤字は平成１１年度に
設立・再編強化を行った
研究ユニット

平成１２年３月現在の研究分野別の研究ユニット
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＇１（平成１１年度収入概要

19



平成１１年度収入概要

20

平成21年度＇ 1,143.5億円（→平成22年度＇969.9億円（

主な収入源として、運営費交付金614.1億円、自己収入268.6億円

※ 施設整備費補助金は、前年度以前の繰越収入分。

平成１１年度
収入額

969.9億円

運営費交付金
614.1億円

施設整備費補助金
87.2億円

自己収入
268.6億円

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額



平成１１年度収入概要

21

主な収入項目として、受託収入０５３.２億円、共同研究収入２８.2億円

知的所有権収入、共同研究収入＇民間除く（、
共同研究課金、講習料、検定手数料等収入等

５３.６億円

文部科学省からの
受託収入
００－７億円

環境省他からの
受託収入
７－７億円

国、民間企業以外
からの受託収入 ０／／－３億円

外部グラント４－７億円

民間企業からの
受託収入４－７億円

民間企業からの共同
研究収入 ２２－６億円

経済産業省からの受託収入
２６－４億円

平成22年度自己収入額
268.6億円

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額



自己収入について

22

平成22年度自己収入額９約268.6億円

自己収入の割合＇平成21年度（

運営費交付金運営費交付金

自己収入自己収入

69.6%69.1%

30.9%

平成21年度自己収入額９約298.3億円

自己収入の割合＇平成22年度（

30.4%

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額
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＇２（人員

23
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環境・エネルギー

分野

24%

ライフサイエンス

分野

18%

情報通信・エレク

トロニクス分野

17%

ナノテクノロジー・

材料・製造分野

15%

標準・計測分野

16%

地質分野

10%

24

●研究職員＇うち外国（……… 2,337 名＇83 名（
［ うちパーマネント］ ［ 2,099 名 ］
［ うち任期付］ ［ 238 名 ］

●事務職員………………………………… 683 名
2011.4.1現在 職員合計 3,020 名＇83 名（

●役員………………………………………   13 名
●招聘研究員……………………………… 177 名
●ポスドク………………………………….. 318 名
●テクニカルスタッフ……………………   1,671 名

産学官連携制度等による研究員等受入実績数
●企業から……………………………約1,300 名
●大学から……………………………約2,000 名
●その他法人等から* ………………...約1,000 名

＇うち海外から553名（
＇2010年度受入延べ数（

*その他法人９独立行政法人、特殊法人、国立研究所、公設試、公益法人など。

産総研の人員

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

研究職 2,508 2,505 2,487 2,408 2,348 2,365
事務職 717 704 704 695 690 690
合計 3,225 3,209 3,191 3,103 3,038 3,055

常勤職員数の変遷

研究分野別の研究職員構成
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＇３（産総研研究戦略について

25
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○有限な資源を以て、産総研に対する多様な期待に応えるための方策
○平成17年4月に策定し、情勢の変化に対応するため毎年更新

○産総研内の意識の統一
理念、ミッション、将来像、社会的役割などの明示と価値観の共有

○産総研外への情報発信
産総研の研究戦略を産業界、大学、一般へ情報発信

○三部構成
第一部９ 産総研が貢献するべき重要分野での研究推進戦略を記載
第二部９ オープンイノベーション推進のための戦略、その組織体制やアクションを掲載
第三部９ 研究分野別の第3期戦略、重点課題を記載

○出口の明確化
第一部では各重要課題毎に中期目標期間＇４年間（を大きく越える最長１／２／年
までのロードマップを作成。その中で、中期目標期間の目標、長期的な目標等を明示

○産総研の役割の明確化
各技術課題について可能な限り経済産業省の「技術戦略マップ」との関係を明示

「産総研研究戦略」の策定

平成22年度版

研究戦略とは

目的

研究戦略の内容
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＇４（国の取組みへの貢献

・国際標準化委員会への参画
・国設置の委員会への人的貢献

27
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参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属 役職

【ＩＳＯ 国際標準化機構】

1 ISO/TC28＇石油製品及び潤滑油（/SC5＇軽質炭化水
素流体の測定（

国際議長 後藤 新一
新燃料自動車技術研究
センター

研究センター長

2 ISO/TC94＇個人安全，保護衣及び保護具（ 国際議長 指宿 堯嗣 環境管理技術研究部門 研究顧問

3 ISO/TC159＇人間工学（/SC3(人体計測と生体力学) 国際議長 持丸 正明
デジタルヒューマン工学研
究センター

研究センター長

4 ISO/TC159＇人間工学（/SC3(人体計測と生体力学) 国際幹事 小林 吉之
デジタルヒューマン工学研
究センター

研究員

5 ISO/TC201＇表面化学分析（ 国際議長 一村 信吾 理事

6 ISO/TC201＇表面化学分析（ 国際幹事 野中 秀彦 標準・計測分野企画室 室長

7 ISO/TC206＇ファインセラミックス（ 国際幹事 阪口 修司
中部センター
中部産学官連携センター

総括主幹

・平成１１年度は ＩＳＯ国際標準化機構の２０委員会を含む、３／の国際
標準化委員会へ役職者＇国際議長、国際幹事、コンビナー等（として参
画した。

参画している主な委員会

国際標準化委員会へ役職者＇議長等での（での参画
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国設置の委員会への人的貢献＇総合科学技術会議への参画（

も
の
づ
く
り
技
術
Ｐ
Ｔ

分野別推進戦略総合PT＇０名（
【「分野別推進戦略」の推進】

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

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
Ｐ
Ｔ
（２
名
）

情
報
通
信
Ｐ
Ｔ
（１
名
）

環
境
Ｐ
Ｔ

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・材
料
Ｐ
Ｔ
（２
名
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
Ｐ
Ｔ
（１
名
）

社
会
基
盤
Ｐ
Ｔ

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
Ｐ
Ｔ

地
域
科
学
技
術
ク
ラ
ス
タ
ー
Ｐ
Ｔ

制度改革WG 研究資金WG

分野別PT(計５名)

分野別PTでの活動内容
・目標及び推進方策を明確化
・分野別推進戦略のフォローアップ

国の科学技術方針を決定する総合科学技術会議への参画

29
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平成１１年度における国等の設置する委員会等への貢献＇抜粋（

委員会 省庁 人数＇名（ 委嘱の役職

産業構造審議会

経産省

０ 委員

タスクフォース・ワーキンググループ

＇技術戦略マップ2009（ ３
委員

委員長

消費生活技術専門委員会 ０ 委員

化学物質審議会 ３ 臨時委員

総合資源エネルギ，調査会 ００ 臨時委員

日本工業標準調査会 ０／ 委員、専門委員、臨時委員

計量行政審議会 ００ 専門委員

計量士国家試験委員会 ３０ 委員

日本学術会議
内閣府

２２ 委員長、委員、連携会員

原子力安全委員会 ００ 審査委員、専門委員

科学技術・学術審議会
文科省

６ 専門委員、臨時委員

宇宙開発委員会 ０ 委員長＇特別顧問の池上氏（

地震予知連絡会 国交省 ０ 委員

情報通信審議会 総務省 １ 委員、専門委員

30
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＇５（平成１１年度のトピックス
・イノベーションハブ戦略の推進

• つくばイノベーションアリーナ
• 技術研究組合への参画
• 産総研オープンラボ
• 中小企業支援
• 地域連携
• 国際標準推進

・国際連携

・人材育成
• イノベーションスクール
• 産総研が育成したポスドクの社会活動
• ポスドク人材、専門技術者の育成
• 産業技術人材育成＇バイオインフォマティクス、MEMS、キャリアパス多様化
促進事業（

31
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つくばイノベ，ションアリ，ナ構想

Tsukuba Innovation Arena for Nanotechnology (TIA-nano)
背景と目的

・産学官が持ちうる叡智を結集して、グローバル大競争時代に打ち勝つ戦略を構築かつ実施して、我が国の経済・産業の行き詰まりを打
破することが求められている。
・ナノテクノロジー国際研究開発拠点を構築することにより、日本の産業競争力を強化し、先端ものづくり国家としてのわが国の繁栄と世
界的な課題解決に貢献することを目的とする。
・2009年6月に＇独（産総研、＇独（物材機構、及び筑波大が中核となってTIA-nano構想を連携して推進する共同宣言を発表。

TIA-nanoの理念
理念1９世界的な価値の創造９共通基盤インフラでの実用実証により世界的な新事業を創出
理念2 ９Under One Roofの実現９産学官が結集・融合する「共創場＇”Under One Roof”（」を提供
理念3９自立・好循環の実現９共通基盤インフラによって外の研究者･研究体に対価に見合う知識創造を提供
理念4 ９Win-Win連携網の構築９各研究体はオールジャパン産学官ネットワークを広げ連携
理念5９次世代人材育成９世界的拠点に不可欠な大学院教育・産業人材育成の機能を確立し、次世代の人材を育成

平成22年度のトッピックス

•産総研、物材機構、筑波大とTIA-nano運営体制の構築、中期計画策定
•TIA-nanoナノデバイス実証評価ファンドリーの整備

•Si CMOS 300mmウエハ最先端研究試作ライン
•SiCデバイス量産試作ライン
•NMEMS 200/300mm ウエハプロトタイプ試作ライン
•CNT スーパーグロース法量産試作ライン

•TIA-nano産学官連携プロジェクトの本格実施
•最先端研究開発支援プログラム ＇5テーマ（
•METIプロジェクト、NEDOプロジェクト＇4テーマ（
•民間企業との大型共同研究＇1テーマ（等

•H22実績 事業規模約280億円、外部研究者約500人、連携企業約80社
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技術研究組合への参画

技術研究組合を活用した共同研究やプロジェクトを実施し、オープンイノベーション・ハブ機能を推進

平成１１年度中に新たに参画した技術研究組合

組合名 設立・加入日 プロジェクト名 担当研究ユニット

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センタ， 平成22年4月2日
NEDO
「次世代蓄電池材料評価技術開発」

ユビキタスエネルギー研究部門

技術研究組合FC-Cubic 平成22年4月2日
NEDO
「固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発．基盤技術
開発．ＭＥＡ材料の構造・反応・物質異動解析」

ユビキタスエネルギー研究部門

技術研究組合次世代レーザー加工技術研究所 平成22年5月17日
NEDO
「高出力多波長複合レ，ザ，加工基盤技術開発プロジェクト」

電子光技術研究部門

技術研究組合次世代パワ，エレクトロニクス研究開発機構 平成22年5月20日

NEDO
「次世代パワーエレクトロニクス＇グリーンITプロジェクト（」

METI
「低炭素社会を実現する新材料パワ，半導体プロジェクト」

先進パワーエレクトロニクス研究セ
ンター

技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構 平成22年5月24日
METI
「低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料
プロジェクト」

ナノチューブ応用研究センター

エピゲノム技術研究組合 平成22年9月29日
NEDO
「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術
開発プロジェクト」

生命情報工学研究センター

基準認証イノベーション技術研究組合 平成23年1月11日
METI
「アジア基準認証推進事業」

新燃料自動車技術研究センター
ヒューマンライフテクノロジー研究
部門

幹細胞評価基盤技術研究組合 平成23年2月16日
NEDO
「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発．ヒト幹細胞の実用
化向けた評価基盤技術の開発」

幹細胞工学研究センター
バイオメディシナル情報研究
セ ンター

技術研究組合 光電子融合基盤技術研究所 平成23年2月21日
NEDO
「次世代高効率ネットワークデバイス技術開発プロジェクト」

ネットワークフォトニクス研究セン
ター

次世代化学材料評価技術研究組合 平成23年3月8日
NEDO
「次世代グリーン・イノベーション評価基盤技術開発 」

環境化学技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究
センター

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合 平成23年3月16日
NEDO
「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術
開発」

フレキシブルエレクトロニクス研究
センター
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共同研究の発掘、及び産学官連携の推進

産総研オープンラボ＇０/１（
産学官連携の一層の推進を目指した産総研オープンラボを開催

 開催目的と概要

ポスター会場の様子 ラボツアーの様子

産総研の研究成果や研究設備を直接見学しながら、議論を行うことで、

当機関の取り組みについてご理解頂くため、産総研つくばセンターを会場
として、昨年度に引き続き、平成22年10月14, 15日の2日間実施。
約300研究室の研究成果や活動、通常の展示会では見学できない大型
装置や共用施設などを公開。 オープンラボ告知ポスター
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産総研オープンラボ＇１/１（

 来場者の反応

・回収したアンケートなどから、全体プログラムは、７割以上、ラボ見学＇公開研究室（ 、パネル集中
展示については、約６割が大変良かった、又は良かったとの回答を頂き、産総研の技術への関心が
高いことが示された。

・会期中に理事長と企業経営者との懇談会を設け、企業経営者の共同研究現場の訪問を
実現し、新たな共同研究への発展に繋がった＇秘密保持契約と打合せ開始の１件（。オープ
ンラボを契機に共同研究＇実施予定０件、準備中１件、期待できる/可能性がある３３件（へ
進展し、また、秘密保持契約＇５件（を行った。更に、企業訪問活動/面談＇０６件（、情報交換
＇０６３件（を開始した。合宿式インテレクチャルカフェ等を企画し、企業との連携を強化した。

 連携促進への取り組み

全体プログラムの構成･内容

ラボ見学

パネル集中展示

・来場者数 3520名＇両日延べ、昨年度比300名増（の来場者
・来場者構成 民間企業から9割で、国内のほぼ全域から参加

→産学官連携促進の開催趣旨を、広く企業の経営層、研究者・技術者、
大学・公的機関の皆様にご理解頂いたと考えられる。

 開催実績

大変良かった 無回答

良かった 良くなかった

普通

参加しなかった



地域中小企業の課題解決を行う公設試との共同研究事業

中小企業への技術支援・人材育成の強化

栃木県産業技術センター

酵母の脂肪酸代謝解析技術の開発 岐阜県情報技術研究所 自動車搬送車ナビゲーションのための超音波センサシステムの
研究

エアロゾルデポジション＇AD（法によるゼオライト緻密膜の作成 京都府中小企業技術センター 密着性に優れた鋼表面に形成するDLC薄膜の製作技術につい
て

長野県工業技術総合センター

製品強度試験機に用いるアクチュエータユニットの開発 島根県産業技術センター プラズマ窒化反応における活性種挙動の測定

EMI測定用擬似電源回路網の校正標準の開発 岡山県工業技術センター RTミドルウェアを応用したリハビリ用訓練機器の開発

測定対象の条件に即した非接触式三次元測定機の誤差の定量
化と誤差要因の検討 沖縄県工業技術センター

微生物による未利用バイオマス資源からの水産養殖試料の開
発

超音波を用いた光学部品の保持方法の開発 バイオプラステチックのモノマー生産に関する研究

平成22年度９ 12名、7公設試
平成21年度９ 14名、9公設試
平成20年度９ 18名、11公設試
平成19年度９ 31名、19公設試
平成18年度９ 14名、12公設試

中小企業

技術移転

産総研

調査・研究開発
技
術
課
題

技
術
支
援

公設試
外来研究員

＜メリット＞
●地域の重要ニーズを一定期間集中して検討。
●ネットワークの形成。
●新規分野への進出の足がかり。
●外部資金への共同提案へ発展。

★

●

■

◆

▼

●

▼▼◆◆■

▼▼◆◆◆■
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◆

◆◆◆
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▼
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中小企業支援
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研究連携支援事業＇H22～（
地域及び各分野の共通的課題の解決や
都道府県を越えた研究成果の移転を目的
とし、公的資金及び民間資金による研究開
発プロジェクト及び実証事業への提案を目
指す公設試・産総研・地域企業の連携活動
を支援する。

＇産技連（ 採択数＇参加公設試数（

地域部会 ４件＇１０機関（

技術部会 ０件＇８機関（

マグネシウム合金＇２機関（
＇東海・北陸地域部会（

精密金型・微細転写
加工技術＇８機関（
＇製造プロセス部会（

プリンテッドエレクトロニクス
＇３機関（
＇近畿地域部会（

コーティング技術開発
＇３機関（
＇中部地域部会（

高信頼性評価＇１機関（
＇四国地域部会（

食品加工技術高度化＇７機関（
＇九州・沖縄地域部会（

産技連を活用した支援事業

国プロへ共同提案等を目指す公設試との共同研究事業

地域間研究成果移転促進

地域A

産技連事業

地域B

研究成果

共同研究プロジェクト発掘

国プロ等

プロジェクト化

産
総
研

公
設
試

企
業

中小企業支援



地域における人材育成支援＇０（

中小企業基盤整備機構＇中小機構（との連携によ
る相談会およびセミナーの開催例

研究者との連携の協議に発展９２件
公設研に対応を依頼９４件
会場での回答９５件、
資料提供も含め後日回答５件
中小機構による経営相談９２件

東北センターとの連携による巡回
サテライト＇技術・経営相談会（

平成22年度開催実績９東北6県ごとに各一回

開設場所９東北各県の公設研および商工会議
所

九州センターとの連携による「産学
官交流研究会博多セミナー」

平成22年度開催実績９月一回＇計12回（

開設場所９中小機構 九州支部
セミナー講師９企業、大学、経済局等の有識者

全12回の延べ参
加者数９960名

セミナー会場の様子

相談対応企業数＇全５回（９１２件

中小企業支援

中小企業基盤整備機構、経済産業局、公設試験研究機関、商工会議所等
と連携して技術セミナー・マッチング講演会等を延べ200回以上実施し、地
域における人材育成を行った。

38



地域における人材育成支援＇１（ 中小企業支援

※相談企業の大部分が中小企業

【主に企業側が得たメリット】
・課題が明確になり解決にめどをつけた
・製品開発のための公的資金が獲得できた
・視野が拡がり新たな企業戦略の策定に着手できた
・産総研の活動状況がわかり身近になった

【主に産総研が得たメリット】
・地域の特徴や企業＇特に中小（のニーズが把握できた
・産総研技術相談会が定着し、知名度と信頼性がアップした

技術相談会 開催回数＇回（ 相談件数＇社（

21 39

技術相談会での
企業訪問の様子

・開設場所９ 浜松商工会議所
・開設日・時間９ 毎月第1、3水曜日 13９30，０6９30

「共同研究」マッチング講演会＇9～2月（ 研究開発補助金支援講座＇3月（

開催月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 計

参加者＇人（ 37 23 22 14 13 103 212

浜松技術相談会・マッチング講演会の開催例

中小企業基盤整備機構、経済産業局、公設試験研究機関、商工会議所等
と連携して技術セミナー・マッチング講演会等を延べ200回以上実施し、地
域における人材育成を行った。
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中小企業との共同研究の実施及び支援

中小企業の外部資金獲得を目指した連携支援

中小企業共同研究スタートアップ事業＇H22～（
これまで培った中小企業とのネットワークと実
績を基に、優れた中小企業と本格的な共同研究
を行い、新製品創出や製造プロセスの大幅な改
善等企業の売上に繋がる研究課題に対してのス
タートアップを支援する。

中
小
企
業

産
総
研

H23国プロ＇サポイン、A-STEP等（

応募

フィージビリティスタディ＇FS（を実施
＇中小企業共同研究スタートアップ事業（

＜実施の経緯＞
● 21年度まで実施していた中小企業産業技術研究
開発委託費＇経産省委託事業（で実施した中小企業
との共同研究等116課題＇139社（について、産業技
術指導員及びイノベーションコーディネータがフォ
ローアップを実施。

● フォローアップ調査＇139社（の中から、産総研との
具体的な共同研究要望のある62社について、企業
訪問によるヒアリングを実施し、ニーズを明確化、対
応できる研究者とのマッチングの実施。

● 研究開発資金に余裕の尐ない中小企業が本格的
な研究開発を行うためには、国等の公的研究開発
資金による研究開発プロジェクトへの提案が不可欠。

● ①中小企業の実績、②狙う市場の大きさ、③産総
研シーズの技術移転度などを踏まえて選定した17
課題＇22社（について、中小企業共同研究スタート
アップ事業として、提案準備を行うためのフィージビ
リティスタディ＇FS（＇※（を実施。

＇※（予備実験データの取得、特許情報、市場調査、研究計画作成 等

中小企業支援
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地域事業計画の策定

つくばセンター

イヌインターフェロン生産システム
を実用レベルで確立

◆重点事業
・植物工場を活用した
農商工連携
・微生物による物質生産
プラットフォームの開発 他

関西センター９ 伝統ある電池技術に基づく
蓄電池・燃料電池開発、バイオ・材料機械
技術の融合に基づく医工連携技術

◆重点事業
・新材料開発支援での蓄電池
産業の育成
・バイオ医薬産業などの健康関連
産業の育成 他

住宅用燃料電池

◆重点事業
・製品検査・プロセス管理
計測技術開発
・太陽電池信頼性評価への
産学官連携拠点形成 他

九州センター９ 生産現場の問題解決のための
計測技術および水素エネルギー社会構築に向
けた水素材料技術

太陽電池信頼性評
価拠点の形成

東北センター９
低環境負荷化学プロセス技術

◆重点事業
・東北地域企業における
製造技術の環境ブランド化 他

超臨界二酸化炭素を利用する
VOC低減塗装装置

臨海副都心センター９ バイオ・IT融合技術

◆重点事業
・バイオ・IT技術による
高度医療関連産業の
振興

個人差を人工的に創り出す
バイオチップ

中国センター９ メカノケミカル技術による
木質系原料のバイオマスエネルギー技術

◆重点事業
・林工一体型バイオマス利用
ビジネスモデルの構築 他

木質系バイオマス利用
液体燃料製造プラント

中部センター９ ものづくり産業の基盤
となる先進材料プロセス技術

重希土類元素フリー新規
焼結磁石
(Sm-Fe-N)

◆重点事業
・部材軽量化技術やパワー関連技術による
次世代自動車産業の育成
・材料・プロセスの基盤技術に基づく
素形材産業の高度化 他

◆重点事業
・健康関連産業の創生
・ものづくり産業の
競争力強化

四国センター９ バイオ技術と材料・
システム開発技術の融合による健康
工学技術

生活習慣病
マルチマーカー計測システム

～ 最高水準の研究開発分野と地域事業計画の重点事業 ～

北海道センター９ 遺伝子組換え技術を駆使
した最高水準のバイオものづくり技術
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国際標準推進

・国際標準推進への取り組みを強化するため、平成22年4月に国際標準推進部を新設、
組織を強化。
・研究開発と標準化を一体的に産総研が推進するための大枠の活動方針の方向性を議
論するための、標準化戦略会議を設置。
・標準化戦略会議での議論をより具体的に深めるため、事例研究として太陽光発電、生
活支援ロボットなど、認証まで視野に入れた標準化戦略を調査。

イノベーション
推進本部

国際標準推進部

標準企画室

標準化推進室

試験システム
開発支援室

標準化戦略会議

議長９ 野間口有理事長

副議長９武田貞生＇財（日本規格協会専務理事

委員９
安西 祐一郎 慶應義塾学事顧問
一村 信吾 理事＇国際標準推進部担当（
江藤 学 一橋大学 教授
大橋 守 ＇社（日本鉄鋼連盟

標準化センター事務局長
小野 晃 副理事長
田中 充 標準・計測分野 副研究統括
西谷 清 ソニー(株) 業務執行役員

＇経団連標準化部会長（
藤田 俊弘 IDEC(株)常務執行役員
森川 智 ヤマト科学＇株（代表取締役社長

事務局

産総研 理事長

産総研における標準化活
動方針の方向性を議論

ライン機能
議長として参加

研究担当者調査支援

太陽光発電、生活支援ロボット
等、
認証を視野に入れた標準化戦略
を調査

調査結果を報告
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 アジアでのネットワーク強化とともに各国の主要研究機関と覚書を締結し、共同研究、人材交流、ワークショップなど連携活動を推進。
• 外国の31主要研究機関(18ヶ国・地域)と包括研究協力覚書を締結。＇下図９ （
• 特定の研究分野に関する研究協力覚書等を締結＇下図９ 一部抜粋（

研究協力覚書＇MOU（に基づいた国際連携
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環境・エネルギー分野を中心にクリーンエネルギーの技術革新を日米で推進

クリーン・エネルギー技術分野での米国国立研究所との連携強化

 米国 エネルギー省＇DOE)
政策的要請を受け、傘下の４国立研究所と環境・エネルギー分野を中心

とする研究協力を拡大

 5月より日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業＇日米クリー
ン・エネルギー技術協力（を開始、環境・エネルギー分野を中心に17
研究テーマを実施。MOU先の5国立研究所を中心に傘下の10国立
研究所と連携

 6月に第一回クリーン・エネルギー技術協力ワークショップを米国で開
催。日米双方からの研究連携のマインド醸成、新規連携テーマの創
出に貢献

 上記事業およびワークショップにより、平成23年度は、27の研究テー
マに拡大し、強力に推進することを確認

 米国研修生受入事業＇ＡＩＳＴインターンシップ（を米国国立科学財団
＇NSF)東京事務所と連携の上、募集対象を全米に展開。制度におい
ても、インターンシップ期間を複数期間設定するなど、制度の弾力化
により、13名の応募を獲得。うち8名と研究ユニットとのマッチングに
成功し、最終的には4名の候補生を採択

クリーン・エネルギー技術ワークショップの様子

米国インターン生によるプレゼンテーション
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 タイ 国家科学開発技術庁＇NSTDA（・科学技術研究院＇TISTR（
 タイにてワークショップを開催。また、JICA/JSTプロジェクト「非食糧系バイオマスの輸送用燃料化」の推進を支援

 ベトナム科学技術研究院＇VAST（
 MOUを更新。情報技術分野、環境・エネルギー分野等での共同研究を推進

 中国科学院＇CAS)
 排ガス触媒に関して、CAS、産総研と日本企業の間で研究協力覚書を締結し、
新たな共同研究に着手

 韓国・産業技術研究会＇ISTK（
 ISTK再編の動向を把握するとともに、ISTKの研究プロジェクト審査や中間評価へ

の支援を積極的に実施

 モンゴル 鉱物資源・エネルギー省

 鉱物資源・エネルギー省とJOGMECと、モンゴルの地質調査・鉱山資源分野での協力関係に関する研究協力覚書の締結

 インド バイオテクノロジー庁＇DBT)
 第4回ワークショップを通じ、共同研究の進捗確認と更なる進展を確認＇生命情報科学、セルエンジニアリング（

 南アフリカ地質調査所＇CGS（、南アフリカ科学産業技術研究所＇CSIR（
 CGSとJOGMECとの間でレアメタル探査の研究協力覚書に基づく協力の推進＇レアアース鉱徴値の共同調査・レアアース資源（
 CSIRより研究者を受け入れ、研究協力に向けた調整を開始＇石炭のガス化、燃焼および無灰化技術（

 ブラジル、リオデジャネイロ大学

リオデジャネイロ大学及び同国サンタカタリーナ連邦大学と連携し、研究を推進＇バイオエタノール製造技術での独自の前処理による糖化率向上（

アジア・BRICS諸国の有力研究機関との相互互恵的なパートナーシップ構築
， 地球規模課題の解決と同時に相手国の天然資源、人的資源などの有効活用 ，

アジア・BRICS諸国等の代表的研究機関との相互互恵パートナーシップに基づく連携強化

VASTとのMOU更新式
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欧州の先進的研究機関との相互補完的な研究協力の推進
， 互いの利点を生かした効果的な連携を推進し、ネットワークオブエクセレンスを構築 ，

欧州先進研究機関との連携強化

 フランス国立科学研究センター＇CNRS（
 「AIST-CNRSロボット工学連携研究体」において日本およびEUの外部資
金の獲得により、共同研究の更なる深化が実現

 環境・エネルギー分野でのワークショップの開催と個別契約の更新により引
き続き連携を行うことに合意

 5月に野間口理事長とCNRSフック新総裁の面談が実現、研究所間の更な
る連携と経営層レベルでの連携が進展

 ドイツ カールスルーエ技術研究所＇KIT)
 9月に技術移転とイノベーションマネジメントを主題としたワークショッ

プを開催。これまでのエネルギー分野での研究面での連携に加え、マ
ネジメントにおいても協力関係の構築に着手

 TIA発足に伴う、ナノエレクトロニクス分野におけるフラン
ス 原子力代替エネルギー庁最先端技術局＇CEA・DRT（、
およびベルギーIMECとの研究協力覚書を締結

 ノルウェー SINTEF、NTNU
 6月＇日本（、および23年1月＇ノルウェー（にエネルギー分野のワー

クショップを開催

 ものづくり分野における共同企業調査などの研究協力を展開。

IMECとのMOU調印式

CNRSフック総裁と野間口理事長
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政策要請に貢献するバイオマス・アジアの推進でアジア諸国の連携を強化

バイオマス・アジアの推進

 東アジアサミット・セブ宣言を受け設立された東ア
ジア・ ASEAN経済研究センター＇ERIA（事業への
積極的参画

 第7回バイオマス・アジアワークショップをインドネシア・ジャカルタ市で開催。15カ国から研究、
行政、企業関係者約250名が参加し、持続可能なバイオマス利用技術に関するバイオマス・ア
ジアのネットワークの更なる深化を推進。

 東アジアにおけるバイオ燃料の標準化の研究、バイオマス利活用に関するＬＣＡ・環境影響評
価等の研究を実施

 とくに、EAS-ERIA BDF Trade Handbookの発行及びバイオマス持続性評価ガイドライン策定に
向けたパイロット研究の成果は、第３回東アジアサミットエネルギー大臣会合にて高い評価を獲
得。

 アジア・バイオマスエネルギー協力推進オフィスによるバイオマス研究者招聘により、東アジア
６ヵ国から０７名の研究者を受入れ、研究を推進。

 バイオマス国際共同研究の展開
 タイ・国家科学技術開発庁、科学技術研究院等と実施中の

「非食糧系バイオマスの輸送用燃料化」＇JICA/JSTプロジェ
クト（の推進を支援

 「バイオマス・ニッポン総合戦略」を背景としたバイオマス・アジアのネットワーク
の強化

第7回バイオマス・アジア
ワークショップ＇写真要更新（
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産総研イノベーションスクール

産総研が有する本格研究など多様なポテンシャルを有効に活用し、産業界を始め広く社会
で活躍できる若手博士人材を育成するため、「産総研イノベーションスクール」＇平成１／年度
開始（を実施

産総研イノベーションスクール

目的９ ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、企
業OJTを実施し、企業を始め広く社会で活躍できる
人材を育成。

＇平成１／年度～（

正規就業者実績
H20年度 H21年度 H22年度

０期生 １期生 ２期生 ３期生

研修生人数＇人（ 10 67 71 23

うち正規就業者数＇人（
H23.4.1現在

5 
(50%)

43
(64%)

43
(61%)

12
(52%)

大学 0 12 12 1

民間 3 27 24 10

公設試 0 0 0 0

その他 0 0 2 0

独法 2 4 5 1

うち産総研 2 4 2 1

・パートナー企業での研究開発
・共同研究課題に即したOJT

連携パートナー企業

ポスドク

ニーズ

募集

マッチング

講義、
OJTなど

OJT
＇数ヶ月（

1年後に修了

産総研

平成22年度の実績状況

4期生９ ポスドク １２名

博士大学院生 ０／名

その他

産業界

産業界

大学等

大学等

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

＊

産
総
研

国
研
等

＊

産
総
研

H22ポスドク
研修生
＇転出者13名（

平成22年度・産総研のポスドクからの転出者の異動先

H22ポスドク
非研修生
＇転出者127名（

「*産総研」は産総研に正規職員として就業した者

産総研の他のポス
ドクに比べ、研修生
の産業界への博士
人材輩出率が3倍

産業界へ若手博士人材を積極的に輩出
＇4期生 23名のうち、産総研外への転出者 13名の異動先内訳（
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ポスドクの外部異動先

人材育成 産総研が育成したポスドクの社会的活動

・ポスドクを積極的に受け入れ、産総研における研究活動において育成。

・産業界・大学等に多数輩出。

＇H22年度、140名（

0

100

200

300

400

500

600

H17 H18 H19 H20 H21 H22

＇名（

ポスドク雇用の推移

＇H17-H22年度、各年度10月1日の人数（

産総研
＇継続者を除く（

19

国研・独法
7

その他
24

大学等
51

産業界
39
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ポスドク人材、専門技術者の育成

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、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、「専門技術者育成事業」 ＇平成０６
年度開始（及び、「産総研イノベーションスクール」＇平成１／年度開始（を引き続き実施

産総研イノベーションスクール

平成22年度の実績状況

採択課題数９ 82件

本年度終了課題数９ 41件

継続課題数９ 41件

・目的９ ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、
企業OJTを実施し、企業を始め広く社会で活躍で
きる人材を育成。

・目的９ 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、高い研究支援技術・スキルを
有する専門技術者を育成し、社会＇産業界等（へ供給

専門技術者育成事業 ＇平成０６年度～（ ＇平成１／年度～（

H０６
年度

H18
年度

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

対象者数 80 88 90 76 64 82

うち就業者数 1 10 14 3 2 10

大学 0 2 0 0 0 1

民間 1 7 14 3 1 7

その他 0 0 0 0 0 1

独法 0 1 0 0 0 0

うち産総研 0 1 0 0 1 1

正規就業者実績 正規就業者実績

産総研の他のポスドクに
比べ、研修生の産業界
への博士人材輩出率が
２倍

平成22年度の実績状況

4期生９ ポスドク １２名

博士大学院生 ０／名

H20年度 H21年度 H22年度

０期生 １期生 ２期生 ３期生

研修生人数＇人（ 10 67 71 23

うち正規就業者数＇人（
H23.4.1現在

5 
(50%)

43
(64%)

43
(61%)

12
(52%)

大学 0 12 12 1

民間 3 27 24 10

公設試 0 0 0 0

その他 0 0 2 0

独法 2 4 5 1

うち産総研 2 4 2 1
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産業技術人材育成＇MEMS（

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

MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、MEMSの基礎知識＇現状と今後の展開、
応用分野など（、設計手法＇MEMS設計・シミュレーション（、プロセス実習・講習＇熱ナノインプリント成
形用型製作実習として、フォトリソパターン転写からドライエッチング技術、製作型の計測・評価技術の
体得、マイクロ流体チップの製作と評価（などのMEMS人材育成事業のための実習を計11回＇マイク
ロ流体、ナノインプリント＇型製作＆成形（2回、MEMSデザイン講習2回、デバイス集積化、真空技術、
実装技術1回、九州地域3回（および技術講習会を2回、講演会を2回、さらに研究会を4回行った。

MEMS製造人材育成のスキーム

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

関東＇設計実装
システム化、
ナノ加工、環境、
健康・安心安全（

関西＇大面積サブ
ナノ加工、表示素子、
エネルギ（

北九州＇ＭＥＭＳ、
アナログ回線、
センサネット、
光デバイス（

東大
＇基礎コース（

早稲田、
九工大、九大学

＇基礎、設計、演習（

ＦＡＩＳ＇運営とりまとめ、
アナログ回線製作実習（

東京都、神奈川県
＇設計、シミュレーション（

産総研、企業
＇実習、演習（

産総研、企業
＇実習、演習（

産総研、企業
＇実習、演習（

兵庫県立大、
兵庫県、立命館
＇基礎、設計、演習（

NIRO＇その他の大学

や運営とりまとめ（
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生命情報科学人材養成コンソーシアム

・2010年4月1日、産総研 生命情報工学研究センター内に設立。
・文部科学省科学技術振興調整費 H17-H22 ＇事後評価９Sランク、
446名受講（で蓄積したノウハウを活用
・会員制のコンソーシアム＇正会員９企業３社・個人０名、準会員９77名（

事業内容
レベル、目的別に4つのコースを用意

受講者 コース内容

バイオインフォマティクスe-ランニングコース 47 生命情報科学の基礎講習

バイオインフォマティクス実習コース 107 バイオ情報取扱い講習と計算機実習

創薬インフォマティクスe-ランニングコース 19 創薬に特化したバイオ情報取扱い講習

創薬インフォマティクスコース 33 上記の特論講習と計算機実習

計 206

産業技術人材育成＇バイオインフォマティクス（

産総研が有するバイオと情報分野のポテンシャルを有効に活用し、
既存教育メカニズムでは養成が困難な、バイオインフォマティクス技術を持った研究人材を育成

実習には1人1台のPCを使用
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○「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針」等を踏まえた取り組み

０－「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針＇平成１１年０１月６日 閣議決定（ 」
への対応状況

１－「独立行政法人整理合理化計画＇平成０８年０１月１３日 閣議決定（ 」
についての取組み状況＇平成１／年０１月に保有資産に関する部分を除き計画凍結（

２－「経済産業省所管独立行政法人の改革について＇平成１１年３月０８日 経済産業省（」

への対応

３－行政刷新会議による事業仕分け＇平成１０年００月（結果への対応



国家計量標準の整備
・研究テーマの重点化による見直し

○新規の国家計量標準については、グリーンイノベーション、ライフイノベーション等に重
点化することを第２期中期計画に明記。

「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」等の政府方針への対応状況

○情報通信・エレクトロニクス分野について、材料開発から設計・製造システム開発まで
総合的に研究開発を行う体制を構築する等の再編強化を実施。

○平成１２年度の新規テーマ設立を審査する諮問委員会に、関連する他独立行政法人の
研究者等を参加させることにより重複排除・連携強化を徹底。

鉱工業等に関する科学技術の研究開発等
・研究テーマの重点化による事業規模の見直し
・重複排除・連携強化

０－「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針＇平成１１年０１月６日 閣議決定（ 」
への対応状況
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地域産業の技術力の向上
・研究テーマの重点化による見直し

○経済産業局や地域産業界と意見交換を実施し地域産業振興に資することを
目的として、第２期中期目標期間において地域センターが行う最高水準の研究
開発及び技術移転などの計画やロードマップを含む「地域事業計画」を策定し
た。

「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」等の政府方針への対応状況

○地質調査、地質活用に係る研究については、資源確保、インフラ立地等の政
策的観点から必要性が高い地域等への重点化を推進。

○地質図幅の作成数については、インフラ立地等の観点から早急に必要があ
る地域等に重点化する計画を策定。これに基づき、平成１１年度は柏崎刈羽原
発周辺地域等の地域に限定し、整備。

地質調査
・地質調査、研究テーマの重点化による見直し

０－「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針＇平成１１年０１月６日 閣議決定（ 」
への対応状況
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「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」等の政府方針への対応状況

○直方サイトは、経済産業省に対して平成１２年２月に国庫納付の手続きを開始。

○秋葉原サイトについて平成１２年２月末で廃止。

○特許生物寄託センターを製品評価技術基盤機構に統合、業務の一元化を予定。

○外部から雇用した技術の専門家による仕様の審査を開始＇平成１１年５月（。随意契
約等見直し計画に沿って、一者応札・一者応募の改善に取り組む。

○技術研究組合を活用した共同研究を推進すること等により、外部資金による研究規模
の拡大に努めている。

不要資産の国庫返納
・直方サイトの国庫納付
事務所等の見直し
・地域における研究サイトの廃止
・特許生物寄託センターと製品評価技術基盤機構の特許微生物寄託センターとの統合
取引関係の見直し
・一者応札・一者応募の改善
業務運営の効率化等
・外部資金の獲得による自己収入の拡大

０－「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針＇平成１１年０１月６日 閣議決定（ 」
への対応状況
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支部・事業所等の見直し
○秋葉原サイトについて、同サイトで現在実施している関連プロジェクトが終了した
際、廃止することを原則とし、第１期中期計画が終了する平成１０年度末までに事
業の見直しを行う。

・秋葉原サイトについては、平成１２年２月に廃止。

・＜関西センター大阪扇町サイト＞平成１０年度に売却済み。

・＜中国センター＞平成１／年度に前倒しして売却済み。

・＜直方サイト＞現物での国庫納付として、経済産業省に対して平成１２年２月
に国庫納付の手続きを開始。

保有資産の見直し
○関西センター大阪扇町サイトは平成１／年度、中国センターは平成１０年度、直方
サイトは平成０８年度に売却の方向で検討する。

※独立行政法人整理合理化計画については、平成21年12月25日閣議決定により当面締結となっている。ただし、随意契約の見直し及び保有資
産の見直しに係る事項については、再検討の間においても引き続き取組を進めることとなっている。

１－「独立行政法人整理合理化計画＇平成０８年０１月１３日 閣議決定（ 」
についての取組み状況＇平成１／年０１月に保有資産に関する部分を除き計画凍結（

独立行政法人を対象とした横断的な見直しへの機動的対応
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２－「経済産業省所管独立行政法人の改革について＇平成１１年３月０８日 経済産業省（」への対応

・産総研が行うこととされた以下の４点の改革を平成１１年度において実施。

０－グリーンイノベーション、ライフイノベーション等の分野への研究開発の重点化

基礎研究と実用化研究をつなぐ橋渡し研究を一層強化するため、将来的に産業創出の展望が見えないテーマは廃止し、
グリーンイノベーション＇太陽光発電、次世代自動車、ナノ材料等（やライフイノベーション＇創薬・医療支援、介護・福祉
ロボット等（等の分野に研究開発を重点化する。⇒予算の重点化により研究開発を加速

１－個々の研究成果に対する外部専門家によるこれまで以上の評価の強化

個々の研究成果について、製品化、省エネルギー等の課題解決、国際規格の制定等のアウトカムに対してどのように
寄与し得るかという観点からの外部専門家による評価をこれまで以上に強化し、真に成果を生み出せる研究開発への重
点化を推進する。⇒アウトカムの観点からの外部専門家比率を高めた

２－産総研を経由して公益法人に丸投げされる研究開発事業の産総研事業としての廃止

産業技術総合研究所を経由して公益法人に丸投げされるような研究開発事業は、産業技術総合研究所の事業として
は廃止する。⇒＇財（資源・環境観測解析センターへの産総研を通じた再委託は平成１０年度限りで終了。

３－特許生物寄託センターの抜本的な業務の見直しとコスト負担の在り方の検討

産総研の特許生物寄託センターについては、利用者への影響を精査しつつ、業務コストの徹底した見直しをはじめ、抜
本的な業務の見直しを行う。また、併せて、産業活動の基盤として維持するためのコスト負担の在り方について検討する。
⇒平成１２年３月より生存試験回数の削減を実施。

４－一者応札比率の低減など更なる調達改革への積極的な取組み

契約における一者応札比率が高いこと等を踏まえ、技術の専門家による仕様書の審査の強化等により、一者応札比
率を低減するなど、更なる調達改革に積極的に取り組む。⇒平成１１年５月に技術の専門家を雇用し審査を強化。

独立行政法人を対象とした横断的な見直しへの機動的対応
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３－行政刷新会議による事業仕分け＇平成１０年００月（結果への対応
 平成１０年００月に実施された行政刷新会議による事業仕分けにおいて、研究の重点化や管理費の見直し

等について取り組みを求められたところ。

当該指摘を踏まえて第２期中期計画において以下の取り組みを実施することを明記。

０－「課題解決型国家」の実現に向けた研究開発の重点分野

世界をリードする「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノベーション」の推進、他国の追随を許さない先端的技術開発の推進

１－地域活性化の中核としての機能強化

地域経済の競争力強化を支える最高水準の研究開発の推進、中小企業への技術支援・人材育成の強化

２－産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

国家計量標準の高度化及び地質情報の戦略的整備、新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実、研究開発成果の戦略的な国際標準化、

アジアへの展開

３－「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

産学官が結集して行う研究開発の推進、戦略的分野における国際協力の推進、若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進

４－研究開発成果の社会への普及

知的財産の重点的な取得と企業への移転、研究開発成果を活用するベンチャー創出支援、企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化

５－業務運営の抜本的効率化

管理費、総人件費等の削減・見直し、契約状況の点検・見直し

６－研究活動の高度化のための取組

研究組織及び事業の機動的な見直し、外部からの研究評価の充実、研究機器や設備の効率的な整備と活用

独立行政法人を対象とした横断的な見直しへの機動的対応
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平成１１年度から始まった第3期中期目標期間＇４年間（において、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、「課題解決型国家」への貢献に向け、以

下の2つを大きな柱として位置付け、

① １０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

重点的に研究開発等を実施するために、平成１１年度に引き続き、平成１２年度においてもユニットの再編

強化等を行った。

平成１１年度運営費交付金について一般管理費は２％、人件費０％の削減に引き続き取り組む。

一者応札削減等のために、年間調達・工事計画の早期公表や予定価格策定に活用するための調達

実績のデータベース化を行うとともに 、平成１１年５月には、法人外部から技術の専門家を採用し契約

審査に関与させ、技術的妥当性の検討を充実強化した。

行政刷新会議によるによる事業仕分け＇平成１０年００月（結果を踏まえて、
第２期中期計画において以下の取り組みを実施

独立行政法人を対象とした横断的な見直しへの機動的対応

60



61

Ⅰ.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に係る指標の達成状況

＇研究分野に関するものを除く（

61

１－地域活性化の中核としての機能強化
２ －産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備
３ － 「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の整備
４ －研究開発成果の社会への普及
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Ⅰ.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に係る指標の達成状況

＇研究分野に関するものを除く（

１.地域活性化の中核としての機能強化
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中小企業との共同研究に係る指標

平成22年度実績
●平成22年度の中小企業との共同研究件数は611件。

年度 H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY Ｈ22FY

中小企業との
共同研究件数

463 549 613 631 672 611

中小企業との共同研究件数

613 631 611
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Ｈ22FY

第２期中期目標期間中に、２＋／／／件以上の中小企業との共同研究を実施



中小企業との技術相談に係る指標

64

第２期中期目標期間中に、０／＋／／／件以上の技術相談を実施

平成22年度実績
●中小企業からの技術相談件数は、1,878件。
●技術相談から連携＇共同研究等（へ発展したのは69件。
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年度 H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

中小企業との
技術相談総数

1733 1887 1854 1884 1841 1878

中小企業からの技術相談件数

H22FY
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Ⅰ.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に係る指標の達成状況

＇研究分野に関するものを除く（

２.産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備
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H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

登録者数 39 54 81 93 97 143

0

50

100

150
国際標準化エキスパート

国際標準化活動に係る指標

）カウント数には、同様の役割がある提案者９プロジェクトリーダを含める。

第２期の国際標準化活動におけるエキスパート登録者数は、100名以上を目標とする。

平成１１年度において、０３２名が国際標準化委員会へエキスパートとして参画した。

第１期 第２期
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H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

工業標準提案件数の推移

国際標準

国内標準

国際標準の提案に係る指標

19   27 19 20   26 22 (累計133)

産総研の成果を基とした国内提案も含めた標準化の第3期中の素案作成数は０／／
件以上、うちアジア諸国との共同で０４件以上を目標とする

平成１１年度において、国際標準０／件、国内標準０１件、計１１件を提案した。

第１期 第２期
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Ⅰ.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に係る指標の達成状況

＇研究分野に関するものを除く（

３－「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

68



外部資金による研究規模に係る指標

69
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産総研の「人」又は産総研という「場」を活用する形で実施される外部資金による研究規模が、
第２期中期目標終了時までに産総研運営費交付金の４／％以上となることを目指す。

これまでの国・ＮＥＤＯのプロジェクト等による研究、企業等からの提供資金による研究、国等からの機関
補助金等による研究に加え、技術研究組合参画による研究等を推進することにより、産総研の「人」又は
「場」を活用して実施される外部資金による研究規模を拡大。

前年度と比較し、技術研究組合参画による研究が41.0億円＇前年度９2.8億円（に大幅増。

産総研の「人」又は「場」を活用する外部資金の研究規模
50％以上＝

【計算式】

運営費交付金

国・ＮＥＤＯのプロジェクト等による受託研究

企業等からの提供資金による共同研究

国等からの機関補助金による研究

技術研究組合参画による研究

産総研の「人」又は「場」を活用して実施される外部資金による
研究規模の内訳

22年度実績
４５－／％

21年度実績
３８－０％

153.5億円

31.9億円

29.4億円

41.0億円

49.1億円

190.2億円

25.2億円

29.2億円

2.8億円
47.3億円

＇億円（

Ｈ21

326.8億円
344.1億円

Ｈ22
運営費交付金９614.1億円運営費交付金９665.6億円

32.1億円

39.2億円

国・ＮＥＤＯ等プロジェクトによる産総研集中研究

国等からの個人助成金による研究



論文に係る指標
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年間論文総数で5,000報以上、論文の被引用数における世界ランキングの維持向上

産総研の論文被引用数における世界ランキング

＇論文９原著論文＊国際誌総説・解説
＊国際会議プロシーディングス（

論文発表件数の推移

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22

年間発表件数 5,582 5,501 5,176 5,082 4,770 4,178  

トムソン・ロイター社プレスリリースより引用
データは同社Essential Science Indicators

対象期間 H07-H17 H08-H18 H09-H19 H10-H20 H11-H21 H12-H22

総合 199 190 182 171 151 152

材料科学 5 5 4 4 4 6

化学 26 25 23 19 14 13

物理 47 47 50 50 47 47

世界ランキングは前年のレベルを維持。
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国際連携に係る指標

※Ｈ０２は集計無

ワークショップ等開催回数の推移

包括研究覚書機関との研究ワークショップ等を第三期中期計画期間中に計４／回以
上開催する

平成１１年度においては、米国DOE傘下研究所とのクリーン・エネルギー技術協力ワーク
ショップや、ノルウェーSINTEFおよびNTNUとのワークショップ、タイNSTDAおよびTISTRとの
ワークショップなど、計7回のワークショップを開催
海外の有力な研究機関との研究協力の進展に向けたワークショップのみならず、マネジメン
ト分野におけるワークショップを開催するなど、幅広い情報交換・共有を推進
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H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

回数

開催年度 Ｈ０６ Ｈ０７ Ｈ０８ Ｈ１／ Ｈ１０ Ｈ１１

回数 8 13 7 5 4 7



72

職員の能力開発に係る指標

職員の専門性向上のため、内部での研修、外部への出向研修を積極的に実施し、
毎年度300名以上の職員が研修を受講するよう努める。

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

内部研修 エキスパート研修 138 35 57 258 256 390

外部研修

省庁等が実施する研修 67 94 43 28 13 41

長期海外・国内派遣研修 9 10 13 12 22 11

合計 214 139 113 298 291 442

平成１１年度においては、内部研修として、エキスパート研修を延べ390名の職員が
受講した。また、外部研修として、省庁等が実施する研修を、6研修41名の職員が受
講し、長期海外・国内派遣研修を11名の職員が受講した。

受講者数 ＇単位９人（



第２期終了時までに、民間企業・大学等への人材供給や外部からの受け入れ４,／／／名
以上を目指す。

人材の交流に係る指標

人材受入数と供給人数の合計の推移＇人（

H21 H22

受
入

企業から 1,247 1,343

大学から 2,093 2,039

その他法人から 910 890

ポスドク 435 349

技術研究組合 0 266

供
給

役員兼業 44 38

民間、大学、公設試等への出向 13 14

連携大学院 客員教員委嘱 306 317

年度別合計 5,048 5,256

平成１１年度において、４,／／／名以上の外部機関との受入・供給を目標を達成。引き
続き受入人数の拡大に取り組む。

0
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5,000

6,000

H21 H22

企業から

大学から

その他法人から

ポスドク

技術研究組合

役員兼業

民間、大学、公設試等への出向

連携大学院　客員教員委嘱

73

※第２期中期計画を策定した平成１１年２月時点の仮集計値で
は受入人数が４＋／／／名を超えていなかったため、受入目標を
４＋／／／名と設定。その後、平成１１年度終了後に確定数を集計
した結果、４＋／／／名を超える結果となった。産総研の「場」を活
用した研究拡大に向けて、更なる受入人数の拡大に取り組む。
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Ⅰ.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に係る指標の達成状況

＇研究分野に関するものを除く（

４－研究開発成果の社会への普及

74
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第２期終了年度までに実施契約件数を800件以上とする。

知的財産の活用に係る指標

年 度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

実施契約件数 640 638 745 767 775 765

0
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H17 H18 H19 H20 H21 H22

単位９件
実施契約件数の推移実績

■これまで、外部TLO＇＇財（日本産業技術振興協会（を活用し実施していた技術移転業務につ
いて、産総研内部に技術移転室を設置することで、関連部署との連携を図り、効果的に技術移
転を行うことの出来る体制を構築した。
■平成１１年度における実施契約件数は、６５４件。
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広報に係る指標

第3期中に、対話型活動を累計で200回以上を実施

対話型活動の内訳

対話型活動数の推移

◆平成22年度 65回実施＇前年比35％増（
積極的に外部イベントに参加したことにより、産総研ミニキャラバン等の実施回数が増加

＇参加人数15,089名（
・オープンラボ3,520名 ・一般公開10,446名 ・実験教室808名 ・出前講座205名 ・サイエンスカフェ120名

76

H17 H18 H19 H20 H21 H22

オープンラボ - - - 1 1 1

一般公開 8 8 8 7 8 8

産総研キャラバンなど 5 12 5 13 10 24

サイエンスカフェ - 2 6 6 6 6

実験教室 - - 6 10 11 20

出前講座 - - - 13 12 6

年度別合計 13 22 25 50 48 65

13
22 25

50 48

65
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項
に係る指標の達成状況

77

０－業務運営の抜本的効率化＇管理費・人件費、契約状況（

１－研究活動の高度化のための取り組み

２－職員が能力を最大限発揮するための取り組み
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項

78

０（管理費、総人件費等の削減・見直し

１（契約状況の点検・見直し

０－業務運営の抜本的効率化＇管理費・人件費、
契約状況（



業務運営の抜本的効率化

【数値目標】
・運営費交付金の一般管理費＇新規、拡充分等は除外（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２％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、同様に前年度比０％以上の効率化を達成する。

 業務経費、一般管理費予算相当額

平成22年度の運営費交付金予算の交付において、一般管理費は拡充分＇人件費調整係数相当（
を除き、前年度比▲3％、業務経費は、前年度比▲3％。

Ｈ21年度予算額 削減率 削減額▲ Ｈ22年度予算額

一般管理費 633億円 ▲ 3％ 19億円 98億円

業務経費 ▲ 3％ 516億円

○業務運営全体での効率化に係る指標
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平成21年度 平成22年度

事業費

４２２

事業費

４０５

一般管理費

０／／

一般管理費

８６

＇億円（

▲２％

▲２％
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計画

計画

計画

計画

計画

実績

実績
＇補正

値（

実績
＇補正

値（

実績
＇補正

値（

実績
＇補正

値（ 実績
＇補正

値（

270

275

280

285

290

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

▲0.5% ▲0.6%

億
円

▲5.4%

▲5.7%

▲5.0%

▲4.0%

▲2.5% ▲4.0%

▲1.5% ▲2.2%

運営費交付金に係る人件費＇Ａ分類（を平成１１年度までに平成０６年度比４％以
上削減し、平成１２年度においても引き続き削減等の取組を行う。

※A分類９ 役職員基本給、諸手当、休職者手当、国際機関等派遣職員給与の合計

平成１１年度においては、総人件費改革に関する政府方針等に基づく人件費の削減
目標を達成した。

業務運営の抜本的効率化

注９「削減率＇補正値（」は総人件費削減率から、基準年度から各年度ま

での人事院勧告に基づく行政職職員の平均年間給与の増減率の和を

引いたもの

人件費削減率の推移＇計画及び実績（
＇平成17年度実績額を基準（

計画 実績
＇補正値（注

H18年度 ▲0.5% ▲0.6%

H19年度 ▲1.5% ▲2.2%

H20年度 ▲2.5% ▲4.0%

H21年度 ▲4.0% ▲5.4%

H22年度 ▲5.0% ▲5.7%
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所内リユースの促進

リサイクルシステムを活用し、資産の有効活用を積極的に推進

 資産不用決定の手続きとリサイクル物品情報システムへの登録を連動させる等
の積極的な取り組みにより、同システムを活用した所内リユースを促進。登録件
数は前年度比で約０１％増加。

＜所内リユース取引の内容＞
＜リユースされた主なもの＞

・ＯＡ機器 ９パソコン、ディスプレイ等

・事務機器 ９机、スチール棚等

・計測機器 ９質量分析計、分光器等

・理化学機器９レーザー、電気炉等

・その他 ９トナーカートリッジ、実験台等

区分
ＯＡ
機器

事務
機器

計測
機器

理化学
機器

その他 合計

登録件数 2,279 664 973 1,679 945 6,540

うち成立 133 43 63 133 67 439

＜所内リユース取引の実績＞

登録件数 成立件数

１０ＦＹ １１ＦＹ

5,845
件

500件 439件
約462
百万円

＇件（
＇百万円（

6,540
件

１０ＦＹ １１ＦＹ

約435
百万円

削減効果

１０ＦＹ １１ＦＹ

リユース取引が成立した
３２８件のうち、財務会計シス
テムに登録してある資産
＇取得価格０／万円以上（

の取得価格で見積もると、

約３－５億円の経費削減効果
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１－研究活動の高度化のための取り組み

０（研究組織及び事業の機動的な見直し

82

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項



○秋葉原事業所の廃止＇平成１２年２月（

「独立行政法人の事務事業の見直し＇平成１１年０１月６日 閣議決定（」において「秋葉
原サイトを平成１２年２月に廃止する」との決定を踏まえ、平成１１年度末をもって当該サ
イトを廃止した。

研究組織及び事業の機動的な見直し

83
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２－職員が能力を最大限発揮するための取組

０（女性や外国人を含む優秀かつ

多様な人材の確保及び育成

84

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項



H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY 第2期計 H22FY

研

究

職

採用者総数 146 112 82 54 30 424 83

うち女性採用者数 17 15 12 7 9 60 9

女性比率 11.64% 13.39% 14.63% 12.96% 30.00% 14.15% 10.84%

事

務

職

採用者総数 11 17 8 19 18 73 17

うち女性採用者数 4 11 6 17 11 49 9

女性比率 36.36% 64.71% 75.00% 89.47% 61.11% 67.12% 52.94%

研究系の全採用者に占める女性の比率を、第２期末までに第１期実績を上回る
０４％以上を確保し、更なる向上を目指す。

採用実績 ＇単位９人（

女性研究者の採用に係る指標

平成１１年度においては、女性研究者をターゲットとしたリクルート活動の一環として、
女性研究者の紹介記事を大学の就職情報誌に掲載した。また、「理系女子」限定の
合同説明会に参加するとともに、産総研ホームページでの周知を通じて、女性研究
者の積極的な勧誘と広報を行った。
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産業界及び学生等の研究水準の向上と研究成果の効率的な移転

①外来研究員９平成22年度 1,320人 ＇第2期延べ数９5,155人（
国、大学、企業、公設試などからの研究者を産総研に一定期間受け入れる制度

②技術研修９平成22年度 1,388人 ＇第2期延べ数９6,345人（
研究所が蓄積してきた技術ポテンシャルを基に、産業科学技術の発展・技術移転を図るため、
企業及び大学等から派遣された者に対して研修を実施する制度

①連携大学院９平成22年度 66大学 317人 ＇H21９66大学 306人（
大学が産総研と連携を図り＇協定書を締結（、産総研の研究者を大学の教員として派遣し
学位取得等の研究指導を実施。大学の学生の研究指導は技術研修で受入。

③共同研究の派遣研究員９平成22年度 1,564人 ＇H21９1,541人（
産総研との共同研究を実施するため、連携相手機関からの研究員を受け入れて行うもの。

④人材移籍型共同研究９平成22年度 26件 ＇51名の産総研への移籍（
企業研究者を産総研に職員等として移籍して共同研究を実施するもの

②役員兼業９平成22年度 38人＇H21９44人（

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員９平成22年度 266人
技術研究組合の産総研以外の組合員を受け入れる制度

２－職員が能力を最大限発揮するための取組

86



０－ 職員等基礎研修
職員等が日常的に理解すべき基礎知識＇コンプライアンス、服務と規律、安全管理、研究者行動
規範、情報セキュリティ等（の習得を支援する。

１－ 階層別研修
個々の職員がキャリア開発に向けた自己啓発に正面から取り組む契機とさせるとともに、組織目的とも
整合したキャリア開発を支援する。

２－プロフェッショナル研修
職務遂行能力を高度化するため、①職務ノウハウの蓄積・継承による方法論の確立、②特定分野の
最先端の知識・技術の獲得、③職員一人ひとりの職務遂行能力の向上、④産総研で獲得できない知識・
技術の習得を支援する。

・人材育成の観点から、業務に必要な知識・技能を修得させることを目的とする。

・自己啓発によるスキルアップを図るため、職員等基礎研修、階層別研修、

プロフェッショナル研修を企画・立案し、実施した。

○産総研における研修制度

コース 回数 受講者数 講義数

職員等基礎研修
＇e-ラーニング（

1 1 150 5

階層別研修 10 11 364 127

プロフェッショナル研修 8 57 674 118

計 19 69 1,188 250

平成１１年度研修実績

２－職員が能力を最大限発揮するための取組
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定年退職する職員の再雇用においては、シニアスタッフ制度を活用して、募集、
面談等を実施して、希望者全員の再雇用を行うこととした。

平成０８年度
定年退職者

平成１／年度
定年退職者

平成１０年度
定年退職者

平成１１年度
定年退職者 合 計

研究職員 ０／人 ０７人 １／人 ０３人 ５１人

事務職員 ３人 ６人 ７人 ０／人 １８人

合 計 ０３人 １４人 １７人 １３人 ８０人

在籍するシニアスタッフの人数＇平成１２年３月０日現在（

○シニアスタッフ制度の活用
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