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③地域センターにおける実用化を目指した
研究開発および実践的な人材育成
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇北海道センター（

H22年度実績No. 121020

○生物プロセス研究部門では、大学、企業からの６７名の人材を受け入れた。このう
ち北海道地域の企業との共同研究に基づく研究者は０５名で、北海道センターの設
備やノウハウを活かした研究を進めた。

北海道大学等

北海道ハイテクノロ
ジー専門学校＇バイ
オテクノロジー学科（

地域企業

産総研
北海道センター
生物プロセス
研究部門

世界初の完全密閉型遺伝子組換え植物工場
システムを用いて、イチゴによるイヌインター
フェロンの生産系を確立した。現在、共同研究
企業＇地域外も含む（が動物薬の製造販売申
請へ準備中

研修生の受入
４０名

連携大学院教官の派遣
６名 バイテクノロジー

研究人材の育成

地域のバイオテ
クニシャンの養成

共同研究契約に基
づき０５名の企業研
究者を受入

３名
「バイオものづくり
技術」の橋渡し
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇東北センター（

H22年度実績No. 121020

○3つのコンソーシアム活動による研究成果の実用化支援と人材育成

○東北巡回サテライト事業及び産総研・新技術セミナー事業

東北５県主要都市を一巡

中小機構との連携により
経営相談にも対応

オール産総研の
東北窓口として機能

個別企業ニーズへの
積極的対応

産総研・新技術セミナー東北巡回サテライト

東北サテライトを会場に
産総研の新技術を直接紹介

企業、公設研、
大学を対象

オール
産総研

リチウ
ム電池

微粒子
製造

太陽光
発電

継続して実施

両事業の効果と実績

外部資金申請０４件に誘導
共同研究１件、技術研修０件
コンソーシアム加入１社

東北分析・計測科学技術
コンソーシアム TCAST

Clayteam

コンソーシアム

グリーンインキュベーション
コンソーシアム GIC

研修セミナー

共同研究

技術講習会

効果と実績

資金提供型共同研究＇５３件（
受託研究＇０２件（
研究員受け入れ＇４／名９東北０２名（
分析講習会等参加＇延べ１４名（

会場

・・・・
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇臨海副都心センター（

H22年度実績No. 121020

○コンソーシアムとの共同研究や、人材育成コースの運営による、企業・大学等
からの人材の受け入れと人材育成の実施

人材育成
・＇社（バイオ産業情報化コンソーシアムとの共同研究を行い、企業から65名の人材を受け
入れ創薬基盤技術の研究開発を推進した。

セキュリティサービス、自転車、スポーツガーメント、ＩＴなどの首都圏５企業からの人材を受
入れ、人体計測や情報処理の技術を指導した。

・文科省科学技術振興調整費 「生命情報科学技術者養成コース」＇平成０６年度採択（に
ついての事後評価においてS評価を獲得した

バイオインフォマティクスの体系的な教育を実施するもので、目標達成度、人材養成手法の
妥当性、人材養成の有効性、実施計画・実施体制及び継続性・発展性の見通し、のいずれ
もがS評価を受けた。
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇中部センター（

H22年度実績No. 121020

○共同研究、プロジェクト研究で研究者を受け入れ、実用化を目指した研究開発を推進
55件の共同研究で55人、5件の共同研究集中研で5人、ステレオファブリックプロジェクトで6人の研究者を
企業から受け入れ

○地域企業と共同で製品開発を推進

中部センター

企業

公設試験
研究機関

共同研究による受入９55名
国家プロジェクトによる受入９11名

若手研究者合同研修９
8県1市の11の試験
研究機関から21名受入

技術研修９
長野県、広島県から受入

大学

35名の技術
研修生受入

材料の部材化に関わる研究
シーズについての中部センター
における橋渡し例

◆ ミクロ領域力学
特性評価装置

◆ 水素漏れ
可視化シート

◆ 撥水性、耐水性、抗菌
性を付与した普通紙

◆ 紫外線防止化粧品
＇産総研マーク付（

◆ 超高気孔率セラミックス
多孔体＇各種フィルター（

◆ 汎用マグネ合金の
常温幅広圧延材
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇関西センター（

H22年度実績No. 121020

○実践的人材育成 「組込み適塾」による高度技術者養成
共同研究による派遣研究員の受け入れ＇企業人材の教育（
研修制度による大学院生の受け入れ＇実践的高等教育への財献（

○実用化を目指した研究開発 ダイヤモンド研究ラボによるダイヤモンド基板の開発
高分子アクチュエータを用いた点字表示ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置開発、など

「組込み適塾」による組み込みシステム技術の橋渡し

５文字試作機
＇厚さ ２ｍｍ（

１３文字試作機
＇携帯モック搭載（

軽薄短小で
低消費電力の

点字デバイスを実現
＇識字可能)

点字表示ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置

ダイヤモンドウェハ

1cm

周辺メーカーによる組み込み
システム産業振興機構
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇中国センター（

H22年度実績No. 121020

○22年度はバイオマスのガス化やエタノール生産等について地域の企業等から15名の研究
員を受け入れ、中国センターの設備を使って共同研究を実施した。ガス化経由での混合アル
コールの合成、農業残渣等からの糖化条件の把握などの成果を上げた。 人材育成に関して
は、四国センターと共同で公設研若手研究者を対象とした研修会を開催した。

132.755 132.76 132.765 132.77 132.775 132.78 132.785 132.79 132.795 34925 349255 34926 349265 34927 349275 34928 2001/5/22 &12003/9/3132.755 132.76 132.765 132.77 132.775 132.78 132.785 132.79 132.795 34925 349255 34926 349265 34927 349275 34928

超音波を用いた藻場計測システムと計測例

研修会での講演・討議

◆中小企業への技術移転

環境評価のコンサルティング会社との共同研究で
開発した超音波を用いた藻場計測技術を同社に技
術移転した。

◆民間企業等からの研究員の受け入れとバイオマスエネルギー技術の

橋渡し

地元企業との共同研究において研究員を受け入れ、木質バイオマス
をガス化して得られた可燃性ガスから、自動車用燃料及びバイオプラ
スチックの原料となる混合アルコールの合成に成功した。また、NEDO
プロジェクトの中で企業の研究員を受け入れ、木質バイオマスや農業
残さの酵素糖化の前処理方法について技術指導を行った。

混合アルコールの合成装置

◆公設研若手研究者の研修
＇中国四国公設研研究者合同研修会の実施（
平成21年度から中国・四国地域の公設研の若手研究者

の合同研修会を開催し、講演やグループ討議による研修を
行った。
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇四国センター（

H22年度実績No. 121020

○四国の５大学と産総研が協働し『四国まるごと「食と健康」イノベーション１／０／』＇事務局９
四国センター（を実施した。連携活動を通じ大学を中心に公設研の協力や自治体、経済産
業局、産業支援機関のネットワークを維持・強化し、四国ものづくり企業の実用化研究開発
や実践的な人材育成をサポートしてきた。企業との共同・受託研究の増加や企業技術者の
受入＇３企業から４名の人材（に繋がった。

○高機能フィルム用レーザカッター
＇T企業（
・共同研究における加工実験を経て、レーザ発振器、
光学系の基本仕様を決め、レーザ加工への取り
組みから1年でプロト機を開発

産業技術総合研究所四国センター所長

三木啓司

○四国特産品の機能性成分を科学的に解明する
ためのマニュアルを作成しホームページ等で公表。
＇産総研と近畿中四国農研センター、および公設
研で共同研究（
○高知大学博士課程学生０名を受入

○マイクロピアスアレイ加工変形のレーザ補正技術
＇N企業（
・共同研究によりプレス加工穴周辺の変形を修正
するためのレーザピーニング技術開発、実験機を
社内にも設置して開発を実施
・開発に当たっては企業からの技術者を受入れ技
術移転を進めた

成
果
事
例

四国センターの連携

四国域内外の企業、大学などとの
連携強化に取り組んでいる。

健康工学技術の橋渡し
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成＇九州センター（

H22年度実績No. 121020

 オープンイノベーションスペースのプラズマエッチング装置を用いた地域企業との共同
研究、太陽電池モジュール長期信頼性評価施設を用いたコンソーシアム参加企業33

社との共同研究など、計41件の共同研究を実施
 連携大学院制度、水素材料先端科学研究センターでの九州大との連携等で計114名
を技術研修で受け入れると共に、生産現場に対して計測開発の技術を橋渡し

合計41件の共同研究を企業等と実施
 地域企業との共同研究を促進するため、オープンイノベー
ションスペースを設け、プラズマエッチン装置を設置して複数
の共同研究を展開

 九州センターに新たに設置された太陽電池モジュール長期
信頼性評価施設を活用し、コンソーシアム参加33社と共同研
究を開始

技術研修、連携大学院による人材育成の推進
 技術研修９合計114名＇高専・大学・大学院112名、企業2名（

 九州大学における水素材料先端科学研究センターの大学院
教育と研究の一体的推進

 連携大学院制度による人材育成の推進９九州大学(教授2名、
准教授2名、大学院生9名（、佐賀大学＇教授4名、准教授2

名（、北九州市立大学＇准教授1名（

高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム

オープンイノベーションスペースでの共同研究
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Ⅰ-１-＇１（中小企業への技術支援
・人材育成の強化
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中小企業への技術支援・人材育成の強化

H22年度実績No. 122010, 122030

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

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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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＇０．１（

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

H22年度実績No. 122020
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＇産技連（ 採択数＇参加公設試数（

地域部会 １件＇０３機関（

技術部会 ０件＇１５機関（

技術向上支援事業＇H22～（

公設試の職員に対し、依頼分析や技術相
談に不可欠な分析・測定・評価技術の維
持・向上や、今後の研究開発に有効な新し
い技術の習得を目指すための活動を支援し
た。

◆９プラスチックの耐候性に関する
共同研究＇１５機関（
＇ナノテクノロジー・材料部会（

東北・計測スキル
アッププロジェクト
＇５機関（
＇東北地域部会（

食品機能性分析手法
研修会＇７機関（
＇九州・沖縄地域部会（

分析・測定・評価技術の向上

公
設
試

産
総
研

公
設
試

公
設
試

公
設
試

サンプル

計測値

原因究明・指導

公設試職員の計測・評価技術向上のための研修やラウンドロビンテスト

産技連を活用した支援事業＇１．１（

H22年度実績No. 122020
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中小企業への技術支援・地域における人材育成支援＇０（

H22年度実績No. 122010, 122030

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、技術開発情報の提供による中小企業
の技術シーズの実用化の推進、並びに地域における人材育成を行った。

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
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中小企業への技術支援・地域における人材育成支援＇１（

H22年度実績No. 122010, 122030

※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 13９30，16９30

「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、技術開発情報の提供による中小企業
の技術シーズの実用化の推進、並びに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

H22年度実績No. 122040

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

463

549

672
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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
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中小企業との技術相談

H22年度実績No. 122040

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。

1,878
1,841

1,884
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1,887
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1,900

1,950
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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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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

H22年度実績No. 122040
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Ⅰ-２－産業・社会の「安全・安心」を
支える基盤の整備
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Ⅰ-２-＇０（国家計量標準の高度化及び
地質情報の戦略的整備
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国家計量標準の新規整備及び高度化

H22年度実績No. 131010

【第２期中期計画】

・必要な計量標準５１種類を新たに開発し、供給を

開始する。また、第０期、第１期を通じて開発した

計量標準約４２／種類を維持、供給し、トレーサビ

リティの普及を促進する。

【平成22年度計画】
・新たに9種類以上の計量標準を開発する。また、
既存の計量標準のうち12種類以上の標準に関し
て、供給範囲の拡大や不確かさ低減等の高度化
を行う。

【平成22年度実績】
・新たに9種類の計量標準を開発し、うち4種類に
ついて整備が完了して供給を開始した。また、既
存の計量標準のうち12種類の標準に関して、供
給範囲の拡大や不確かさ低減等の高度化を行っ
た。
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整備計画に基づく物理標準・標準
物質の各１４／種類の標準供給

的確な既存標準供給の継続と高度化、
新しい戦略的な標準の開発

新たな
戦略的
計量標準

基本的
計量標準
の高度化

基本的
計量標準

産総研との
連携により
民間が供給

国
家
計
量
標
準
の
数

国家計量標準整備に関する実績と戦略

新規開発９4件高度化９12種類
実績 戦略
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国家計量標準の新規整備及び高度化

○ 電力設備＇50Hz、60Hz（から出る磁界強度について、9μTの低周波磁界強度標準を整備。

○ 原子力産業等での安全と安心に必要な中性子放出率標準などを高度化。

電力業界利用の
磁界センサ

熱中性子
フルエンス率標準

各種中性子線量計
原子力施設の安全

参照標準器

産総研

校正事業者

中性子放出率標準

新しい検出器

新
し
い
校
正
方
法

現場での検査精度の管理が容易に！

標準磁界発生器
(9 mT @50 Hz, 60 Hz)

参照標準器

校正事業者

高精度磁界センサ

低周波磁界標準

校正

磁界人体暴露安全性

校正

校正

H22年度実績No. 131010
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社会の要請に応えた地質情報の戦略的整備

H22年度実績No. 131020

 国土と周辺域において地質の調査を実施し、国土の基本情報の
整備を行った。

 防災、インフラ立地の観点など、社会の要請に応えた地球科学
基本図の作成及び関連情報の整備した。

 利用者のニーズに応じた各種地質情報のデータベースを整備し
て、一部を公開した。

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/

貞観地震の津波の
数値シミュレーション

活断層データベース
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/

平成22年度沿岸海域データを用いて
海陸シームレス地質情報集を出版。

津波堆積物の
調査から過去
の津波の規模
を予測。

・新潟市

海陸の詳細な調査によって、
地震の原因となった断層の
連続性を解明

仙台周辺域のシームレス
地質図＋活断層データ、3
月14日の衛星データを
GEO Gridに統合した地質
情報。津波の影響で、沿
岸域が濁っている。

Google Mapsで表示

データの統合化

衛星データ

http://www.geogrid.org/
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Ⅰ-２-＇１（新規技術の性能及び安全性の評
価機能の充実
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国際標準推進体制の強化

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

標準化戦略会議 構成員

議長９ 野間口 有 理事長

副議長９武田 貞生 ＇負（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

・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を議論するための、
外部有識者を含む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。

H22年度実績No. 132010
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国際規格

ライブラリー
国際競争力強化・持続的発展可能な産業社会の構築

安全・安心で豊かな社会生活実現
Promotion of AIST presence

日本工業規格

産業技術総合研究所
・工業標準化ポリシーに則った研究成果
の標準化推進
・国際標準推進部の標準化支援活動

標準基盤研究を20件実施＇100百万円（
国際標準化活動支援＇100百万円（

消費者ニーズ

産業界からの要望

学会からの要望・・・

標準化にかかる
【平成22年度】実績

国際提案９10件国内提案９12件

議長、幹事など国際審議役職者に40名就任
※国際標準化活動を主導する立場で参加

公募

三菱総研９社会環境整備・産業競争力強化型規格
開発事業＇産総研 3件採択、6百万円（

※昨年度まではMETI 国際標準共同研究開発事業として実施。

NEDO９戦略的国際標準化推進事業
＇産総研12件採択、115百万円（

METI９日米エネルギー環境技術研究・標準化協力
事業 ＇産総研3分野採択、132百万円（

2001年からの累積提案

国際９81、国内９101

標準化の役割

複雑化、無秩序化するものや事柄を経済・社会活動
の利便性、効率化、安全や健康の観点から規格制定
を通じて、統一又は単純化することにより、「互換性の
確保」、「品質保証、安全性の確保」、「分かりやすい
絵」、「環境保護」、「目印をつける」等すること。

国際標準化事業

H22年度実績No. 132010
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標準化政策への財献

 標準化活動役職者数及び顕彰
・ JISC＇日本工業標準調査会（へ委員登録数９ １０名

・ ISO国際幹事・コンビナー等の国際要職者数９ ３／名

・工業標準化財献者産業技術環境局長表彰受賞９ ４名

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 平成22年度

国内標準 36 47 59 70 89 101

国際標準 32 48 55 64 71 81

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 平成22年度

運営費交付金 15 18 23 27 26 20

公募 8 11 16 9 13 15

経済省委託※ 14 16 - - - -

産業競争力向上の重要ツールとして国際標準制定を主導する国の政策を踏まえ、
日本発の標準提案数増に財献。また、国際会議における要職を多く引き受けた。

 標準化提案実績数＇累計（

 標準化研究テーマ数

平成１２年 ２月末現在

※経済省委託には、基準認証研究開発事業による標準化テーマを含まない。

H22年度実績No. 132020
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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

H22年度実績No. 132020
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データベースの整備及び供給

各種データベースについて、信頼性＇評価方法、不確かさ、出典等（を明示したデータ
を０４７回追加・更新して公開。

 研究開発の過程で蓄積された研究成果、実験・計測データ、関連科学情報等をデータ
ベース化し、インターネットを通じて幅広く国内外に発信・普及
研究情報公開データベースとして０／／テーマをオープンアクセスで公開中

 データベースの整備
中期計画大項目「IV-2.知的基盤としてのデータベースの構築」の６重点化テーマを含む
１２テーマ支援 ５８百万円、データバンク化検討 ６百万円

 平成22年度アクセス実績
国内外から年間４８７３万件、うち半数以上が国外から

アクセス数と公開データベース数の年度推移 アクセス元ドメイン割合＇平成22年度（

＇年度（

公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
数
（折
れ
線
）

ア
ク
セ
ス
数
（棒
グ
ラ
フ
）

H22年度実績No. 132030



80

Ⅰ-２-＇２（研究開発成果の戦略的な
国際標準化、アジアへの展開
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標準化活動の普及・広報

産総研一般公開や国際標準化セミナー等を通じ、標準化活動の意義や標準化
に対する産総研の取り組みについて、啓発活動を実施。

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 平成22年度

視察・見学者数＇人（ 1,711 1,556 1,670 1,720 1,800 1,507

 産総研一般公開

 産総研の研究ポテンシャルを活かした標準化
活動を紹介し、成果の社会財献をアピール。

 地域＇四国センター（において、高齢者疑似体
験など標準化活動事業を展開し、国際標準
化活動啓蒙を推進。

 平成22年度国際標準化セミナー

 平成23年3月1日産総研つくばセンター、参加 ０２／名

 テーマ９国際標準化活動の実際

 所内職員の標準化活動に対する理解を図り、その活動にお
いて産総研に期待される役割を共有する目的で開催。

 JISパビリオンを活用した啓発活動
ＪＩＳパビリオン視察・見学者数の推移

四国センターでの一般公開の様子

国際標準化セミナーの様子

H22年度実績No. 133010
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H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

登録者数 39 54 81 93 97 143

0

50
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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

H22年度実績No. 133020
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バイオマス・アジアの推進

政策要請に財献するバイオマス・アジアの推進でアジア諸国の連携を強化

 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＇2010年11月（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持続性評価の研究を実
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(2010年7月)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

H22年度実績No. 133030
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国際標準化の推進＇実施例（

 ナノテクノロジーの国際標準化
・ ISO/TC229ナノテクノロジーの国内審議団体業務の引き受

け、産総研内に産学官で構成する「ナノテクノロジー標準化

国内審議委員会」を設置し、国内連携を推進

・ 日本提案の国際標準化

， ISO/TC229/JWG1＇ナノテク用語と定義 ０件（

， ISO/TC229/JWG2＇ナノマテリアルを規定する測定法の標準化など ５件（

， ISO/TC229/WG3＇ナノテク材料安全性にかかわる試験液中の不純物測定法 ０

， ISO/TC229/WG4＇ナノ材料規格の標準化 ０件（

 アジアとの連携
・第7回日タイ連携ワークショップ

＇2010年11月 タイサイエンスパークコンベンションセンター（

・新燃料、太陽光発電、アクセシブルデザイン、人工関節

の標準化について、テーマ毎の報告

・今後の進め方について協議を行い、国際標準化に向

けた両国間の協力関係を維持・強化することで合意。

国際標準化機構ナノテクノロジー委員会＇ＩＳＯ．ＴＣ１１８（

第7回日タイ連携ワークショップ

△写真は、第11回ISO/TC229クアラルンプール総会
＇ 2010年12月（

H22年度実績No. 133010, 133040

△写真は、第7回日タイ連携ワークショップ
集合写真。＇2010年11月（
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Ⅰ-３－「知恵」と「人材」を結集した
研究開発体制の構築



86

Ⅰ-３-＇０（産学官が結集して行う
研究開発の推進
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最先端ナノテク研究拠点構築

加えて、以下のナノテク研究拠点を構築
•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＇右図（
•CNT スーパーグロース法量産試作ライン

つくば西事業所スーパークリーンルームの整備９
国内で最大規模の産学官連携ナノエレクトロニクス研究拠点を構築

 最新の研究試作機能

・45nm テクノロジー集積実証スーパークリーンルーム :

3000m2, class3, 300mmウエファープロセスライン

・新探求材料・新探求素子研究クリーンルーム:

1500m2, class5, 100mmウエファープロセスライン

 65/45nm CMOS テクノロジープラットフォーム

 新材料導入に対応した化学汚染に対する十分な対策

 CMOS テクノロジープラットフォーム上で、新材料・新素子
を300mmウエファーで実証が可能

 新探求材料・新探求素子を100mmウエファーラインでの
実証が可能

H22年度実績No. 141010
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太陽光発電評価拠点化による実用化研究開発の加速

安全保障

太陽電池の性能・信頼性・価格競争力向上を目的とするオープンイノベーション拠点を整備。

国内の主要な材料メーカー等も含んだ研究体制を組織し、分野をまたぐオールジャパン体制

で開発を推進。

分析・測定・評価

大学

産業団体 企業

性能・機能向上
コスト低減
信頼性向上

国際標準

競争力向上

協力・
競争

知負
確立

・企業連携例９
・「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」９
共同研究先＇２２社（は国内主要化学メーカーをほぼ網羅。ライバル企業同士も含み、コンソーシアム内部での協力・競争を促進

・大学・高等専門学校等との連携９
・東京工業大学、東京農工大学、東北大学、東海大学、九州大学など全国の大学・教育機関とも共同研究＆人材受け入れ

・性能評価の標準測定技術も併せて開発、規格化と世界標準への提案を推進。日本の強みを活かす、新たな産業基盤の形成を促進。

研究所

開発・試作・試験

H22年度実績No. 141011
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革新的な電池材料や評価技術の開発拠点構築

高性能蓄電池の電極に関わる材料について、評価技術の開発に着手。相対評価を可

能とする電極製造条件を見出すとともに、材料の評価結果を国内材料メーカーにフィー

ドバックし、材料改良指針の立案に役立てた。

技術研究組合
「リチウムイオン電池材料評価センター＇LIBTEC（ ＇関西センター（
旭化成イーマテリアルズ(株)、石原産業(株)、(株)カネカ、ＪＳＲ(株)、住友ベークライト(株)、ダイキン工業(株)、(株)田中化学研究所、チッソ(株)、
東レ(株)、戸田工業(株)、凸版印刷(株)、日本板硝子(株)、(株)日本触媒、日本ゼオン(株) 、富士フイルム(株) 、三菱化学(株) 、(独)産業技術
総合研究所、(株)クラレ、住友ベークライト(株)  (18社・1機関（

NEDO 「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」
京都大学、東北大学、東京工業大学、早稲田大学、九州大学、立命館大学、＇独（産業技術総合研究所、＇負（ファインセラミクスセンター＇静
岡大学（、高エネルギー加速器研究機構、三洋電機＇株（、＇株（ジーエス・ユアサコーポレーション、新神戸電機＇株（、トヨタ自動車＇株（、＇株（
豊田中央研究所、日産自動車＇株（、パナソニック＇株（、＇株（日立製作所、日立マクセル＇株（、＇株（本田技術研究所、三菱自動車工業＇株（、
三菱重工業＇株（

H22年度実績No. 141012
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認証可能なロボット構築のための安全技術と実証試験

生活支援ロボット安全共同研究棟を本格稼動し、NEDO生活支援ロボット実用化プロジェクトの
参画企業と連携して、安全技術のためのリスクアセスメント手法を検討

汎用グラフィカルモデリング言語＇SysML*（をベースとした高信頼なソフトウェア開発による、認証
可能なロボット開発プロセスの実証

高信頼なソフトウェア開発のプロセスを活用した既存システムの再構築

試行錯誤的に開
発されたロボット

重要事項

非重要事項

安全要求事項を洗い出しSysMLで記述

プロセス開発

妥当性検証

マネージメント

ロボット開発のツールチェーン**開発

○認証のための文章の半自動生成
○認証可能なロボット開発を容易に実現

安全にとって重要
な部分の洗い出し
＇リスクアセスメント（

認証に必要なV字開発プロセス

H22年度実績No. 141013

SｙｓML）９OMG＇Object Management Group（によって公開されている、システムをモデリ
ングするための記述言語。
ツールチェーン））９製品を開発するためのプログラム集合体のこと。一つのツールの出力
が他のツールの入力となり、連鎖的に使われることからツールチェーンと呼ばれる。

http://mizuuchi.lab.tuat.ac.jp/img/NEDO-RH.jpg



