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施設や設備の外部利用促進

研究成果と先端的インフラを利用した事業化の促進

【平成22年度の成果】

民間企業への研究施設等の貸与
に関わる事務手続きの確定と定型
業務化

〔 施設活用例 〕
完全密閉型遺伝子組換植物工場でのイヌインターフェロンの原料製造＇Ｈ１２－３月～（
ＳｉＣパワーデバイスチップの供給のための生産ラインの供給＇Ｈ１２－５月～＇予定（（

【研究成果の社会普及】

研究成果物等を円滑に事業化す
るために必要な産総研独自の先
端的研究施設等を企業等に貸し
付けて事業化＇製造販売（を促進
し、研究成果の社会普及を加速 完全密閉型植物工場

＇医薬品・食糧生産（

SiC高性能パワー
デバイスの試作装置
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「産総研研究
成果活用製品
マーク」の例

先端研究施設等研究成果物等

・特許
・ノウハウ
・研究試料
・機器
・著作物
など

一体化

企業等

事業化
製造販売＇収益事業（

イヌインターフェロンの原料

SiCパワーデバイス

H22年度実績No. 141020
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知的負産権に関する方針の策定

研究成果のマネジメントに基づく知的負産権の基本的考え方の策定

○研究成果について最大限の知的
負産権化＇≒特許化（を図る。
※ノウハウについては記載なし。

○論文と知的負産権＇特許（とを同じ
位置付けで扱う。

パ テ ン ト ポ リ シ ー
（平成１３年度策定）

○研究成果の戦略的な知的負産権化＇特許化・ノウハウ化（
を図る。

○技術移転を見据えて効率的な特許の取得・維持を図る。
○特許出願の質をより一層の向上を図る。

知 的 財 産 ポ リ シ ー
（平成２２年度策定）

具体的には、

○研究成果の戦略的な知的負産権化
特許出願前にイノベーション推進本部のイノベーションコーディネータが
出願戦略シートを作成し、研究ユニット＇研究ユニットのイノベーション
コーディネータ（に提示することにより、研究成果の戦略的な知的負産権化
を進める。

○効率的な特許の取得・維持
特許審査委員会において、技術移転の可能性、権利の強さ、侵害立証性、
権利の取得・維持にかかるコスト等を考慮して、総合的に判断。

○特許出願の質の向上
イノベーションコーディネータの指導、支援のもとで、特許情報の活用を
促進し、特許出願を検討する際などの先行技術調査の充実を図る。

技術移転可能性を見据えた戦略的な特許
出願、重要特許出願の海外出願の充実

選択と集中により、技術移転を見据えた
効果的な特許の取得・維持

特許出願の質の一層の向上及び研究初期
からの特許情報の活用

ユニットイノベーションコーディネータ会議
などにおいて、研究ユニット等に周知

H22年度実績No. 141020
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組織を越えた連携拠点の構築

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
界的な課題解決に財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拠点を活用した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

H22年度実績No. 141030
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組織再編によるオープンイノベーション推進体制の強化
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イノベーションコーディネータ、連携主幹

上席イノベーションコーディネータ

産学官連携、知的負産、国際標準、ベンチャー創出・支援、国際化などの

業務を一体的かつ密接に連携して実施

◆イノベーションコーディネータをイノベーション推進本部、地域センターおよび

研究ユニットに配置

産総研リソースの活用＇０（ 体制の強化

地
域
セ
ン
タ
ー

H22年度実績No. 141040
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技術研究組合とは、産・学・官が産業技術に関する試験研究を協同して行うことを目的とし

て、技術研究組合法＇昭和36年法律第81号（に基づいて設立される法人組織

法人格があるため、法律関係を明確にすること
ができる。

組合員から独立した法人格を有するため、競合
関係にある企業等が参加しやすい。

組合員は、技術研究組合に支払う賦課金を費
用処理でき、課税優遇措置を受けることができ
る。

研究開発終了後、研究成果を円滑に事業化す
ることができる。

技
術
研
究
組
合
の
メ
リ
ッ
ト

技術研究組合(法人)

共同研究

プロジェクト

成果管理

組織運営

オープンイノベーションを実現する
組織形態の０つ

組合員が研究者・研究費・設備等を提供し、共同

研究・研究開発プロジェクトを実施

研究成果を共同で管理し、組合員相互で活用

活
動
概
要
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産総研リソースの活用＇１（ 技術研究組合事業への参画

産総研
＇組合員（

大学C

＇組合員（

企業A

＇組合員（
企業B

＇組合員（

０３の産総研参画技術研究組合との連携支援

＇H23.3.31現在（

METI、NEDOの大型プロジェクトを技術研究組合

に参画して実施

平
成
22
年
度

の
成
果

H22年度実績No. 141040
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産総研リソースの活用＇２（ 外部資金による研究規模

H22年度実績No. 141040
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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
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誌上発表における成果の発信実績

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

世界ランキングは前年のレベルを維持。

H22年度実績No. 141050

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
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Ⅰ-３-＇１（戦略的分野における国際協力
の推進
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国際的研究競争力強化のための人材交流の促進＇０．１（

H22年度実績No. 142010

研究者の国際交流および外国人を含む研究者への研究・生活支援

 国際的な人材交流による研究活動の活性化・イノベーション創出

JICA研修生の修了式

 国際競争力を持つ人材育成のための海外派遣

 若手研究者を海外研究機関に長期派遣９平成22年度11名 ＇産総研フェローシップ制度、
JSPS派遣制度（

 JSPS機関補助金を獲得し、平成22年3月より3年間の派遣事業を開始９平成22年度12名
＇長期6名、短期6名（

 戦略的研究者ネットワーク構築のための研究者招へいおよび技術研修

 研究協力覚書等に基づき海外から研究者を招へい９ 平成22年度 8カ国10名

 JICA研修制度による積極的な人材育成を促進９ 集団研修１コース10名、個別研修4名

 JSPSサマープログラムなどの制度により若手研究者を研修生として受入９ 計77名

 米国研修生受入事業＇ＡＩＳＴインターンシップ（を米国国立科学負団＇NSF)東京事務所と連
携の上、 募集対象を全米に拡大し企画・立案・実施９平成22年度 4名採択
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研究者の国際交流および外国人を含む研究者への研究・生活支援

国際的研究競争力強化のための人材交流の促進＇１．１（

 人材交流の円滑な実施のための研究者の研究・生活支援

 研究環境向上に向けた取組

 所内重要規程の英語化に向けて関係方面と協働９ 平成22年度に57件の
規程の英訳化を実施

 各種支援活動を継続的に実施

 入国管理局、市役所手続き、在留資格、学校、病院、国保加入等の支援
および相談

 日本語講習会、華道、空手等の体験講習会の実施

 民間アパート等への入居時に、産総研が組織として保証人を引き受ける
制度を整備

 派遣研究者への渡航支援に向けた取組

 派遣する若手研究者に対して、海外出張に係る所内手続及び注意事項を
マニュアル化。派遣研究者が手続きを円滑に進められるよう支援

生活支援ハンドブック

外国人研究者の空手講習会

H22年度実績No. 142010
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産総研の国際的プレゼンス向上

H22年度実績No. 142010

海外の国家要人の来訪対応による産総研の国際的プレゼンスの向上

 多数の海外要人の訪問

海外の国家要人等の来訪に積極的に対応＇123件、836人（、
産総研への高い評価を獲得

アースランド科学高等教育大臣＇ノルウェー（、ハン博士＇韓国
元サムスンCEO（、タウィサック長官＇タイNSTDA（など、世界

の産・学・官のトップとの面談を実施。

ＮＳＴＤＡタウィサック長官と野間口理事長

H17年

度

H18年

度

H19年

度

H20年

度

H21年

度

H22年

度

人数 528 577 738 806 1025 836

件数 77 81 102 109 118 123
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■ 人数国際部対応 見学件数・人数 推移

国家要人

21%

政府機関

25%

研究機関・

大学

39%

企業

12%

研修生等

3%

来訪者役職別割合

アジア・

大洋州

42%

欧州

34%

北米

7%

中南米

6%

中東・

アフリカ

7%

その他

(国際機関（

4%

来訪者エリア別割合

ｚ
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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

 22年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

 22年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
マの創出に財献

 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（を米国国立科学負団
＇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

H22年度実績No. 142020
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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資源探査の研究協力覚書に基づく協力の推進＇レアアース鉱徴知の共同調査・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

H22年度実績No. 142030
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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

 22年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)

 22年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（、及び
ベルギーIMECとの研究協力覚書を締結

 ノルウェー SINTEF、NTNU

 22年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

H22年度実績No. 142040
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国際連携に係る指標

ワークショップ等開催回数の推移

 平成22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

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

- 研究協力からマネジメントまで幅広いトピックにおいて情報共有・交換を実施 -
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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 H17 H18 H19 H20 H21 H22

回数 8 13 7 5 4 7

H22年度実績No. 142050
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Ⅰ-３-＇２（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
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産総研イノベーションスクール

第4期生としてポスドク23名を受け入れ、産総研内OJT、本格研究講義、企業OJTを実施し、
広く社会で活躍できる若手博士人材を育成した。また、第1期から第3期までの修了者の進路
等について追跡調査を行った。

産総研イノベーションスクール
実施状況

H22年度

H21年度

H20年度 1
期
生
10
名

2
期
生
67
名

3
期
生
71
名

4
期
生
23
名

H23年度 5
期
生
22
名

「*産総研」は産総研に正規職員として就業した者

・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・産総研のポスドクから転出者の異動先

大
学
院
生
10
名

大
学
院
生
10
名

0%
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60%

正
規
就
業
率

0 1 2

1期生

2, 3期生

4期生

正規就業率のフォローアップ調査

実
施
年
度
ご
と
に
正
規
就
業
率
が
向
上

修了後年数

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（

H22 ポスドク
非研修生
＇転出者127名（

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（

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

H22年度実績No. 143010
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博士学生の受入

産総研内外の

ポスドクを広く公募

連携大学院生等

を対象に公募

ポスドク 23名

大学院生コース 10名

産総研イノベーションスクールに入校

産総研イノベーションスクールにおける他機関との連携

産総研イノベーションスクールのノウハウを広く普及するため、大学院生を対
象に産総研イノベーションスクール研修プログラムを提供する新たな試みを開
始し、10名の博士課程大学院生を受け入れた。

大学院コースの新設

ポスドクの人材育成で培ったノウハウを適用し、国内８大学の大学院生＇総数０／名（に対
し、産総研OJT、本格研究講義・演習を実施して育成を行い、プログラムの普及を行った。

4期生から

新規開始
従来の
スキーム

H22年度実績No. 143020
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外部機関との人材交流による研究水準の向上と研究成果移転

H22年度実績No. 143030, 143040

○ 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
○ 外部機関との人材交流の推進

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
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外部機関との人材の相互交流

H22年度実績No. 143030, 143040

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・供給を目標を達成した。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

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

※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-４－研究開発成果の社会への普及
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Ⅰ-４-＇０（知的負産の重点的な取得と
企業への移転
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知的負産に関する連携体制の構築＇０．１（

H22年度実績No. 151010

○知的負産権に関する方針の策定

○研究成果について最大限の知的
負産権化＇≒特許化（を図る。
※ノウハウについては記載なし。

○論文と知的負産権＇特許（とを同じ
位置付けで扱う。

パ テ ン ト ポ リ シ ー
（平成１３年度策定）

○研究成果の戦略的な知的負産権化＇特許化・ノウハウ化（
を図る。
○技術移転を見据えて効率的な特許の取得・維持を図る。
○特許出願の質のより一層の向上を図る。

知 的 財 産 ポ リ シ ー
（平成２２年度策定）

具体的には、

○研究成果の戦略的な知的負産権化
特許出願前にイノベーション推進本部のイノベーションコーディネータが
出願戦略シートを作成し、研究ユニット＇研究ユニットのイノベーション
コーディネータ（に提示することにより、研究成果の戦略的な知的負産権化
を進める。

○効率的な特許の取得・維持
特許審査委員会において、技術移転の可能性、権利の強さ、侵害立証性、
権利の取得・維持にかかるコスト等を考慮して、総合的に判断。

○特許出願の質の向上
イノベーションコーディネータの指導、支援のもとで、特許情報の活用を
促進し、特許出願を検討する際などの先行技術調査の充実を図る。

技術移転可能性を見据えた戦略的な特許
出願、重要な国内特許出願に係る外国出願
の充実

選択と集中により、技術移転を見据えた
効果的な特許の取得・維持

特許出願の質の一層の向上及び研究初期
からの特許情報の活用

ユニットイノベーションコーディネータ会議
などにおいて、研究ユニット等に周知
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知的負産に関する連携体制の構築＇１．１（

H22年度実績No. 151010

○技術移転機能の内部化
＜H１１－２－２０以前＞ ＜H１１－３－０以降＞

産 総 研産 総 研

リエゾン室

知的負産コーデ ィネータ

知 的 負 産 企 画 室

知的負産高度化支援室

知的負産管理室 リエゾン室

技術移転マネージャ技術移転室外部 T L O

知 的 負 産 部 門 長 知的負産部門長

＇ 負 （ 日 本 産 業 技 術 振 興 協 会
＇産総研イノベーションズ（

知的負産コーデ ィネータ

知 的 負 産 企 画 室

知的負産高度化支援室

知的負産管理室

一体的な活動

■保有する技術、ノウハウ等の知的負産について、産総研が直接技術移転活動を行うため「技術移転室」を設置。
■技術移転室は、技術移転戦略の策定、技術移転に関する契約締結及び管理、事業者への技術移転の促進、技術移転に資
する情報の収集、分析、調査及び提供に関する業務を行う。＇組織規則第２７条（
■知的負産コーディネータ、技術移転マネージャなどが一体的な活動を行い、更に産学官連携コーディネータとの分野ごとの密
接な連携を図った。
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効果的な技術移転と成果移転対価の受領

H22年度実績No. 151020

産業技術力強化法の改正※を踏まえ、研究成果の積極的な社会還元を推進する
ため、産業界への研究成果の移転の対価として、金銭以外の負産の受領の可能
性について検討を開始

＜具体的な取り組み＞

＇０（イノベーション推進本部＇イノベーション推進企画部・知的負産部・産学官連

携推進部・ベンチャー開発部（、負務部からなるタスクフォースを設置

＇１（以下の点について現在、検討中

・ 対象とする企業＇資力が乏しいと思われるベンチャー、中小企業を想定（

・ 成果移転対価の対象＇知的負産権に係る契約一時金、実施許諾料等（

・ 受領する金銭以外の負産

第五条の二 産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究及び開発の実施並びに
研究及び開発における事業者との連携並びに研究及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ
積極的に努めるものとする。

１ 産業技術研究法人は、前項の研究及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転
を受ける者の産業技術力を強化することの必要性及びその資力、当該成果を企業化する能力その他
の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の負産での受領その他
の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。

※産業技術力強化法＇抜粋（
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技術移転収入 契約件数 国内出願件数

知的負産活動の実績

H22年度実績No. 151030

第２期中期目標期間終了時までに800件以上の実施契約件数を目指す。

産総研のミッションに沿って成果を社会に広く還元している。

国内特許出願件数・技術移転契約件数および技術移転収入額の推移
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Ⅰ-４-＇１（研究開発成果を活用した
ベンチャー創出支援
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競争力あるベンチャー創出を目指して

H22年度実績No. 152010

 第2期はベンチャー創業100社を目標＇平成21年度に達成（
 スタートアップ開発戦略タスクフォースは産総研独自モデルとして高い評価
 第3期は、ベンチャー企業の成功確率を高めることが課題
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０社あたりの平均売上高の推移

TF発

TFを経ない創業

スタートアップ開発戦略タスクフォースの運営の改革
⇒事業化のマイルストーンの達成度を厳格にチェック、支援の継続可否を決定

産総研ベンチャー技術移転促進措置の改革
⇒審査の強化、受入人材に係る見直し

外部支援機関とベンチャー支援の連携強化
⇒外部支援機関による、投資元やパートナー企業の紹介、研究開発資金の提供、問題解決等

第3期平成22年度のアクションプラン

量より質へ
内から外へ

*当該年度10月末を基準にした
直近の決算による
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スタートアップ開発戦略タスクフォースの運営の改革

 運営方法等の見直し９ステージゲート方式を導入し、半年経過時点のマイルストーンを設定し
進捗管理

 採択方法等の見直し９研究者による提案からスタートアップ・アドバイザー＇SA（による提案へ
変更＇イノベーション推進本部内で課題ごとに最適な技術移転方策を一元管理（

ベンチャー開発センター

研究者

SA タスクフォース
実施

タスクフォース
運営委員会

提案 採択

イノベーション
推進本部

研究者

SA

タスクフォース
実施

提案

採択

平成22年度実績

実施TF９ベンチャー創出・支援研究事業7件＇うち新規3件（、ベンチャー支援任用制度1件＇継続（、カーブアウト事業1件＇継
続（、計9件

外部予算プロジェクト９JST A-STEP側面支援3件

 TF成果報告会９2月8日秋葉原にて想定顧客企業やパートナー企業、銀行、VC等の関係者を招き開催、83機関97名参加

 TFから創出したベンチャー企業９ ＇株（ D3基盤技術、 ＇株（ TESニューエナジー、BURSEC ＇株（ 、フリッカーヘルスマネー
ジメント＇株（ 、＇株（グリーン・パイロラント、計5社

これまでのTFの採択方法 見直し後のTFの採択方法

調整

参加

SAが事業化の
リーダーである
ことを明確化

H22年度実績No. 152010
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産総研ベンチャー技術移転促進措置の改革

 創業前・創業後相談、ヒアリング等によるビジネスモデル、資本政策等のチェックの充実
 専門家相談によるベンチャー企業の課題解決実施

 ベンチャー企業の状況調査による経営状況の把握や問題点の抽出、ベンチャー支援制度の
運営や改善に反映
事業進捗状況に合わせた技術移転促進措置解除に係る手続きを規定
ベンチャー創業における兼業・倫理に関する留意事項の策定

知負,
26

税務,
29

起業・
経営,
38

法務,
149

専門家相談の専門別件数

ベンチャー企業から産総研への要望例

・販路拡大・資金調達手段の紹介

・NEDO等公的機関との橋渡し等

・職員による株式取得の制限の撤廃

・公的資金の公募等に係る情報提供

＇事業実施状況ヒアリングによる（

H22年度実績No. 152010

平成22年度実績

創業前・創業後相談９73件

専門家相談９242件

定款作成支援・定款認証・登記申請代行９5社

産総研技術移転ベンチャー称号付与９6社、技術移転措置の追加・解除９21社

ベンチャー企業事業実施状況ヒアリング９19社、ベンチャー企業経営状況調査９有効回答数65社
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外部支援機関とベンチャー支援の連携強化

■ＡＩＳＴスタートアップスクラブ
 多数の支援機関が参加、相互交流促進、企業間の協業・連携等を企図

■ベンチャー支援機関との連携
 支援制度や公的研究開発資金などの情報を提供、連携してベンチャー企業を支援

平成22年度実績

 ＡＩＳＴスタートアップスクラブ９平成１１年６月１５日に秋葉原において開催

外部機関との連携９中小企業基盤整備機構、ＶＣ等＇＇株（産業革新機構等（との連携のもと、インキュベーション施設等の紹
介、VCや支援制度とのマッチング、公的研究資金獲得のための情報提供並びに獲得支援等を実施

講演者
産総研
ベンチャー

支援機関等 参加者

H20年度
第1回

創業支援推進機構 紺野大介理事長 13社 4機関 35名

H20年度
第2回

グローバル・インベスターズLLC 村井 勝氏 15社 1機関 50名

H21年度
第1回

＇株（TSUNAMIネットワークパートナーズ 呉 雅俊社長
IPトレーディング・ジャパン＇株（ 清松久典氏

17社 11機関 61名

H21年度
第2回

＇株（産業革新機構 佐藤太郎氏
イノベーションデザインラボ 橋本昌隆氏
田口税理士事務所 田口哲也氏
つくば未来経営コンサルティング事務所 横田 透氏

15社 16機関 86名

H22年度
第1回

システムインテグレーション＇株（ 多喜義彦社長
高橋雄一郎法律事務所 高橋雄一郎氏
＇株（イプロス 岡田登志夫社長

11社 12機関 75名

スタートアップスクラブの開催状況

スタートアップスクラブ

H22年度実績No. 152010
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事業化へ向けた調査と人材育成

■ビジネスプランの策定・検証
 先行技術調査、特許調査 → ベンチャー事業化に適した知負戦略
 市場調査・展示会出展等 → マーケッティング・製品・サービスの開発にフィードバック

■ベンチャー創出活動へ向けた人材育成
 創業を目指している研究者に向けたビジネスプランの作成演習、必要な知識習得のための研修を実施

平成22年度実績

 TF候補課題の特許調査・周辺技術調査９3件

展示会出展９5展示会＇2TF、9ベンチャー企業（

研修９「研究成果の実用化のための事業戦略研修」1回、19名参加、「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」4回、延べ72名参加。

より成功確率
の高いベン
チャー創出

開催日 講演内容、講師 参加者数

第1回 11月19日
「創業から今までの歩み シナジーメディアの場合」

佐藤正一シナジーメディア株式会社代表取締役
22名

第2回 12月3日
「日本発知的ビジネスの挑戦と役割」

並木幸久＇株（国際総合知負ホールディングス代表取締役
13名

第3回 1月17日
「産学官連携・ベンチャー企業と利益相反マネジメント」

竹岡八重子弁護士＇光和総合法律事務所（
22名

第4回 3月29日
「国境なき起業の進め」

藤村道男ATA Ventures共同設立者・マネージングディレクター
15名

平成22年度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

研究成果の実用化のための事業戦略研修

H22年度実績No. 152010
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ベンチャー企業からの収入増加に資する取組

■株式等の取得

 ベンチャー企業からの収入を増加させる方法として、成果移転の対価として株式等を取得することにつ
いて検討

平成22年度実績

所内に株式等の取得に関するタスクフォースを設置、取得する株式の種類、取得後の管理等について検討

課題
• 成果移転対価の対象
• 株式取得に際しての審査体制の構築
• 取得時における株式等の評価方法
• 発明補償金の取扱い
• 取得後の管理体制・評価方法
• 株主としての権利行使範囲
• 株式の売却

・
・
・

研究開発の成果の事業者への移転について、その対
価の代わりとして株式等金銭以外の負産での受領を
可能とする【産業技術力強化法の改正＇H21.4.30（、
産業活力再生特別措置法の改正＇H21.6.22（】

産総研技術移転ベンチャーからの実施料収入年次推移＇累積（

所内にタス
クフォースを

設置

＇参考（

ベンチャー企業 AIST
0.2 2.6 4.4

14.0
21.1 25.3 30.2 34.1 37.7

0.1 0.5 1.2

18.0

28.2
35.2

43.9

59.7

69.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
暦年

実
施
料
収
入
．
百
万
円

タスクフォース発

タスクフォースを経ない創業

H22年度実績No. 152020
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Ⅰ-４-＇２（企業や一般国民との直接対話
を通じた広報の強化
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マスメディアを通じた情報発信

◆産総研の特徴ある研究成果について、積極的にプレス発表することで、産総研が持つ多
様で総合的な研究開発能力がイノベーション推進に重要であることを、産業界と国民に向け
て発信

対象とした全国紙＇一般紙・専門紙（
読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、

産経新聞、日本経済新聞、日経産業新聞、

化学工業日報、日刉工業新聞、

フジサンケイビジネスアイ

○プレス発表

プレス発表総件数

研究成果発表件数

２社以上掲載件数プレス発表の推移

H22年度実績No. 153010
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H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

89 87
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101

68 7174 73

49

81

58 61
48

64

45 45
36 38

○日刉工業新聞へ連載記事

◆平成21年10月から毎週1回、研究者と研究成果を紹介する記事の連載を開始
平成21年度の連載回数は21回、平成22年度は36回
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マスメディアへの懇談会等による情報提供

◆積極的な情報提供を行い、産総研の活動が報道される機会を増やす

○記者会との懇談会

◆話題性の高い情報素材をNHKや民間制作会社へ個別に説明

「先端技術と人のつながり＇ロボット（」、「映像に触る、映像を押す、映像を引っ張る＇触れる立体テレビ（」、
「資源評価、分離回収、代替素材＇レアメタル（」等々
※レアメタルを紹介したものはテレビ朝日「奇跡の地球物語」「レアメタル，宇宙からの贈り物，」で放送

○テレビメディアへの直接的な売り込み

第22回＇H22/4/8（ 『新たな時代を担う産総研の取組』

第23回＇H22/5/24（
『介護動作支援ロボット及び実用化技術の開発』
『熱環境が睡眠時の人体に及ぼす影響の評価技術』

第24回＇H22/8/3（
『SI単位再定義へのNMIJの挑戦，質量、時間、温度』
『未来を照らすLED照明用全光束標準の開発，信頼できる明るい未来に向けて』
『マンモグラフィ線量標準の確立，乳がん検診の一層の安心・安全を目指して』

第25回＇H22/11/30（

レアメタル対策における産総研の役割
『資源探査の役割』
『リサイクル技術開発の役割』
『サステナビリティの実現に向けた代替・省使用技術の役割』

第26回＇H23/3/4（ 『幹細胞研究の発展と産業化への加速を目指して』

・筑波研究学園都市記者会＇つくばセンター（ ４回実施

・中部経済産業記者会＇中部センター（ ０回実施

H22年度実績No. 153010
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一般向け対話型広報活動＇０（

◆研究者との直接対話を重視した「サイエンスカフェ」＇つくば市内で6回（

◆小中高校生から一般市民対象の研究者による出前講座・実験教室を実施し、科学技術
の理解増進に財献

平成21年度９23回 → 平成22年度９26回

＜サイエンスカフェ＞
2010年6月25日

第22回「環境を数字にする
～都市ヒートアイランドについて語ろう～」

＜実験教室＞
2010年7月27日

「変化っておもしろい」
つくば市竹園西小学校＇茨城県（

＜出前講座＞
2011年2月22日

「電子商取引を題材とした探究体験学習」
岩槻商業高校＇埼玉県（

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

H22年度実績No. 153010

◆サイエンスキャンプ＇ＪＳＴ主催（において、つくばセンターで3コース20名の高校生を受け入

れ、科学技術への理解増進に取り組んだ。

○サイエンスキャンプ
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一般向け対話型広報活動＇１（

来場者数＇名（

21年度 22年度

北海道センター 970 1,000

東北センター 1,470 540

つくばセンター 6,007 5,250

中部センター 1,321 1,550

関西センター 535 291

四国センター 907 445

中国センター 1,605 434

九州センター 803 936

ポスター＇つくばセ
ンター（

各センターの一般公開実施状況
HRP-2デモの様子＇つくばセンター（

サイエンス実験ショー

◆つくばセンターおよび地域センターにおいて、オール産総研として一体感を持って開催

来場者数＇全体（ 平成21年度 13,618名 → 平成22年度 10,446名

○一般公開

H22年度実績No. 153010

○他機関が主催するイベントへの出展

◆サイエンスアゴラ＇主催９科学技術振興機構＇JST（、11月20日-21日、江東区青海（

◆科学・技術フェスタin京都＇主催９内閣府、経済産業省他、6月5日、京都市（

筋電を体験＇サイエンスアゴラ（

パロを体験＇科学・技術フェスタ
in 京都（
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産業界向け対話型広報活動

◆第２回産総研オープンラボを平成22年10月に開催
• 企業との連携を強化するきっかけになることを目指す
• 産業界を中心に来場者数3,520人＇平成21年度3,233人（
• 公開したラボ数142 室、全国8ヶ所の地域センターからのポスター展示等も含めて合計

336の展示

○産業界などへのアプローチ

「ポスター展示」 「ラボツアー」

研究カタログ

H22年度実績No. 153010
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成果公開や広報誌、ウェブサイトからの情報発信＇０（

◆定期的なメールマガジンの配信＇月１回配信（
・創刉号＇平成15年6月2日（から通算193回。
・平成23年4月現在の配信数は5240件、
発行当初の388件から約13倍となった。

◆ホームページから産総研全体の「見える化」を推進
①研究分野紹介ページを更新、研究ユニット長などを紹介するコンテンツを新設
② トップページ上部のバナーから時季折々のイベント案内やトピックスなどを発信
③ Google検索エンジンの導入により検索機能の向上 → ユーザーが欲しい情報にたどり着ける

○インターネットを通じた情報発信

産総研公式HP トップページ
③

①

H22年度実績No. 153010

◆ホームページリニューアルによる産総研全体の「見える化」を推進
① トップページの項目を整理し、項目名を一般的な名称にして、ユーザーに使い易くした。
② ホームページ全体をシンプルな階層構造となるように見直し、全容を把握し易くした。
③ 全体イメージを一新し、他部署管轄部分も含めイメージを統一化するようにした。
④ Youtubeを使って積極的に動画配信をおこない、ホームページからも視聴できるようにした。

旧産総研公式HP

④
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成果公開や広報誌、ウェブサイトからの情報発信＇１（

○学術誌「Synthesiology」和文版及び英文版の季刉発行

◆ 「第2種基礎研究」と「製品化研究」のプロセスと成果を記述した学術誌「Synthesiology」
を和文版と英文版で発行＇各季刉で4回発行（

広報誌「産総研TODAY」

◆広報誌＇年12回（、単行本「産総研ブックス」＇産総研の研究
課題をわかりやすい形で紹介（を1巻発行

○各種出版物による情報発信

産総研ブックス 学術誌「Synthesiology」

H22年度実績No. 153010
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常設展示施設を活用した広報活動

H22年度実績No. 153010

 展示施設のレイアウトを改修し、特別展を1回実施
平成21年度47,929名→ 平成22年度48,104名

 地質標本館
子供向けパンフレット作成、特別展を4回、朗読会形式の普及講演会を2回実施
平成21年度48,287名→ 平成22年度48,266名＇震災の影響で前年度より微減（

○サイエンス・スクエアつくば

○地質標本館
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コーポレイト・アイデンティティー＇CI（活動

◆CI の整備と活用の推進
役職員からのCI基本素材の利用相談＇37件（に対
応、「CIマニュアル」により助言

○CI活動

◆専門的に支援
所内各部門からの各種印刷物・イベントツールや、
マーク等のデザイン作成要請＇167件（に対応

○クリエイティブ活動

◆「産総研dex」の発行
研究内容の理解促進と認知のために、一般向けに
“専門用語集”を発行＇10,000部（ 産総研dex

TIA-nano「SiCマーク」

Nanotech2011ブースを全面的にデザイン

H22年度実績No. 153010
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外部有識者から広報活動への意見聴取

◆広報部が抱える課題を整理して広報委員に意見を募り、次年度の運営方針やアクションプラ
ンへ反映

○23年度運営方針に反映させた主な意見
産総研TODAYで良い記事をたくさん掲載しているのに、プレス発表件数が尐ない。

→プレス発表を昨年度以上にする。

産業界向けにサイエンスカフェを開催してほしい。
→新たに産業界向け及び地域センターにおいても「サイエンスカフェ」を企画する。

ホームページの入口は同じでも要望に沿った情報を提供できる構造にするとよい。
→外部からの情報アクセスを容易にするために機動的かつ迅速にホームページの改訂、改善を継続
的に進める。

○外部専門家による「広報委員会」を０回開催

H22年度実績No. 153010

射場 英紀 トヨタ自動車株式会社 電池研究部部長

上野 保 東成エレクトロビーム株式会社 代表取締役社長

餌取章男 科学ジャーナリスト

小岩井忠道 独立行政法人科学技術振興機構 広報ポータル部編集長

杉田芳夫 元松下電器産業株式会社 広報担当部長

高柳雄一 多摩六都科学館館長

中島林彦 株式会社日経サイエンス 編集長

中村雅美 江戸川大学情報文化学科教授

森 健一 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授

由利伸子 サイテック・コミュニケーションズ

広報委員

＇敬称略 五十音順（
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広報に係る指標

対話型活動の内訳対話型活動数の推移

○第3期中に、対話型活動を累計で200回以上を実施

◆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９15,089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

H22年度実績No. 153020
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H17 H18 H19 H20 H21 H22

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
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Ⅰ-５－その他
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特許生物の寄託の遂行

H22年度実績No. 160010

【実績＇平成１１年３月～平成１２年２月（】

・ 特許庁からの委託を受け、また、ブダペスト条約に基づく国際寄託当局として、各種法令や規程・要領
類を遵守しつつ、寄託業務を適切に行う。

・ 安全管理体制や緊急時対応の強化に努めるとともに、寄託動向を踏まえた業務の高度化や効率化、
補完体制の整備、サービスの向上等に取り組む。

・ 過去に受託した1,500株の遺伝子解析を行い安全度レベルを判定するなど、保管株取扱業務の適正化
をさらに進める。保管終了株については利用に向けた取組を行う。

・ 微生物の培養・保存技術や動物細胞、微細藻類、種子等の保存・検査技術の開発を行うなど、寄託業
務支援のための調査・研究を行う。

【計画】

○ 特許生物寄託業務
・新規総寄託件数 218 件 ＇国内寄託 118 件、国際寄託 100 件（
・総分譲件数 89 件 ＇国内寄託株分譲 15 件、国際寄託株分譲 74 件（

○ 業務活動
・業務改善

・保管株取扱業務

・寄託業務支援

全保管株を対象に安全管理体制や緊急時対応の強化に努めた。各担当業務のマニュアル化
や相互補完体制の整備、保管株の培養・保管条件確認等に取組んだ。

平成22年4月～12月期において、当初計画通り1,500株以上の保管株の安全確認解析ならび

に判定作業を終了させた＇通知等一部継続実施（。寄託者の意向等に基づき、保管終了株の
利用、返却および/または廃棄の処理を実施した。

寄託業務を支援するため、微生物の培養・保存技術や動物細胞、微細藻類、種子等の保存・
検査技術に関する調査・研究を実施し、関連技術の開発、改良に財献した。



138

Ⅱ－業務運営の効率化
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Ⅱ-０－業務運営の抜本的効率化
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＇０（管理費、総人件費等の削減、見直し
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一般管理費及び業務経費の効率化

H22年度実績No. 211010

【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１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＇消費者物価指数及び
人件費調整係数（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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給与水準の適正化及び管理費削減に向けた取組

H22年度実績No. 211020～40

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%

総人件費については、「行政改革推進法」等に基づき運営費交付金に係る人件費を平成１１年度
までに、平成０６年度比４％以上削減する。平成１２年度においても引き続き削減等の取組を行う。

・通勤手当の支給限度額を国の支給基準＇注（に合わせて、職員給与規程の改正を行った。
注. 国の支給基準９一般職の職員の給与に関する法律＇昭和１４年法律第８４号（

・法定外福利厚生費について、国及び他の独法との比較において適正な水準であるかの検
証を行い、運動施設等の管理は職員による自主管理体制とし、経費の支出を取り止めた。

平成１１年度の人件費の削減目標は達成。給与等の水準についても、政府方針に基づき公表予定。
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アウトソーシングの推進

H22年度実績No. 211050

■ 研修業務のアウトソーシング

■ 施設維持管理業務の見直し

• 平成１２年度から実施するため、企画競争によりアウトソーサーを決定した。

• 平成１２年１月以降、先行的に一部の業務についての契約を締結し業務移管を開

始した。

• 業務の効率化、コスト削減を図ることを目的として、平成１３年度からの見直しに向

け、関係部署が連携した業務見直し検討会を発足させ、単一業務を包括した契約

の導入、より最適な施設維持管理業務についての検討を開始した。
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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

知的負産部門

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

負務会計部門

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

H22年度実績No. 211060
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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

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】

H22年度実績No. 211060
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業務品質の向上

H22年度実績No. 211060

■ 抜本的な業務改善による労働時間縮減及びコスト削減の推進

• ワーク・ライフ・バランスの実現及びイノベーションを創出する働きやすい研究を目指すため、

全所的に労働時間縮減及びコスト削減を図るための取り組みを行った。

＇主な取り組み（

 会議時間の短縮及び出席者の厳選

 会議終了後のタイムリーな情報共有

 業務用アプリケーションソフト利用スキルの向上

 イントラなどを活用した情報の見える化

 不要になった消耗品のリユース

• 超過勤務が２／時間/月を超える職員について、チーム長等は理由を確認するとともに指導

を行い、チーム内の業務分担や業務遂行方法等の原因を検証して解決に務めた。

• 毎週水曜日をノー残業デーとし、巡視などにより、労働時間管理の意識向上を図った。

■ 業務効率化に関する人材育成＇研修等（

• 職員階層別研修の中で企画力向上などを目的としたカリキュラムを実施し、業務効率化に

資する人材育成を行った。

• 各部門で独自に業務効率化に係るセミナー等を実施。
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所内リユースの促進

【第２期指標】リサイクルシステムを活用し、第２期中期目標期間終了までに
年間５／／件以上の資産の再利用を目指す。

H22年度実績No. 211070
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 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、負務会計シス
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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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。

○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

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

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＇０（
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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を及び技術移転
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。

○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

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

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＇１（
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○直方サイトは、経済産業省へ平成１２年２月に「国庫納付申請書」を提出。

○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

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

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＇２（
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＇１（契約状況の点検・見直し



152 H22年度実績No. 212010～40

契約の適正な執行＇０（

適切な公告期間の設定
・事業者が余裕を持って計画的に提案を行え
るよう、事業内容に応じて適切な公告期間を設
けると共に、可能な限り説明会を実施し、説明
会から提案締め切りまでの期間を十分に確保。
【平成21年度から継続実施】 従来、入札公告期間の扱いは、契約事務取扱要領において「入

札公告は入札期日の前日から10日以前に掲示」と規定されている
のみであったが、調達内容に応じて、公告から提案締め切りまでの
具体的な期間を定めて運用している。

適切な調達情報の提供
・入札公告には、適切な入札件名により公告すると
共に、併せて仕様概要を記載することにより、調達情
報を分かりやすく、より詳しく公表。

【掲載様式】
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

契約担当職
独立行政法人産業技術総合研究所

調達部長○○○○
０－競争入札に付する事項
＇０（調達件名及び数量 ○○○○○○装置一式
＇１（特 質 等 仕様書による

＇２（履行期間 平成１１年○月○日
＇３（履行場所 独立行政法人産業技術総合研究所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【装置＇作業（概要】
200字程度

入札公告の例

・産総研の調達情報を、他機関のHPを通じて提供。
【平成21年度から継続実施】

＇つくば地区における情報提供依頼機関（
(1)つくば研究支援センター
(2)つくば市商工会
(3)筑波研究学園都市交流協議会

公告掲載の概要は、仕様書の「装置
＇作業（概要」を引用して記入する

調達内容 公告～説明会 説明会～提案締め切り 合計

イ（研究開発 10日間 20日間 30日

ロ（その他高度な技術・知識・設備
等が必要な事業
＇例　調査、広報等（

7日間
＇※必要に応じて説明会を実施（

15日間 22日

ハ（イ及びロ以外の事業
＇例　印刷、物品購入等（

7日間
＇※必要に応じて説明会を実施（

7日間 14日
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契約の適正な執行＇１（

H22年度実績No. 212010～40

・「平成22年度の特定調達案件に係る契約の発注見込み」をホームページで公表し、事業者への事前の
情報提供を行った＇特定調達案件17件（。 また、ホームページに掲載された調達情報をRSS方式により
情報配信を行っている。

適切な仕様書の作成
・請求元である研究ユニット等の長に対して、負務会計部
門長及び調達部長が面談し、契約監視委員会からの指摘
や産総研の契約を取り巻く現状を踏まえて、複数者による
競争の確保ができる仕様書の作成に努めた。

平成22年9月7日から10月5日にかけて、全研究ユニット長等＇43ユニット（に対して実
施。

・事業の実施方法等、事業者の提案を受けることでより良
い事業の実施が可能となる「企画競争案件」については、
その手続きフローを定め所内周知を図ると共に、フローに
沿って可能な限り、関連情報を提供する公募説明会を実施
するよう努めている。
【平成21年度から継続実施】

RSS経由による情報発信件数
総アクセス数 約 1,449,000件 【約 11,000件．日】
うち、RSS経由でのアクセス件数 約 29,000件 【約220件．日】

※ 各公告案件に対する延べアクセス件数 ＇落札公告も含む（
※ ０ 日あたりの件数は土日を除く

企画競争フロー

ユーザー RSSリーダー
（ＰＣ）

AIST入札公告
Webサイト

1)RSSリーダーに
　webサイトを登録

2)AIST入札公告更新
情報を自動収集3)RSSリーダーで

　更新情報をチェック

企画競争案内
及び要領の作成

企画競争の公募

説明会の実・
企画書の受領

調達請求

技術審査及び契
約者選定

契約締結

●企画競争によることの決定
●企画競争の案内及び要領の作成

●企画競争案内を産総研ホームページに掲載

●企画競争説明会の実施
●応募者からの企画提案書を受領

●審査委員会を設置し、企画提案書の審査
●契約者の選定、審査結果の通知

●仕様書及び選定理由書の作成
●負務会計システムより調達の請求

●選定理由書と契約額の審査
●選定業者と契約手続き
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契約の適正な執行＇２（

H22年度実績No. 212010～40

適切な事業期間の設定
・開札日から役務履行開始までの期間については、業務内容に応じて、落札した者が必要な準備期間を確保
することができるよう、研究計画に支障のない範囲内で履行期間の決定を行う等の配慮をしている。
【平成21年度から継続実施】

その他
・他機関における「契約監視委員会での指摘事項」については、できる限りその機関のHP等から情報収集を
行い、その指摘されている内容を分類整理した。

・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
時まで応札参加者が分からない手法を講じ、契約の競争性の確保に
努めている。
【平成21年度から継続実施】

従来 改善後

入札公告 入札公告

開札前日

開札当日 入札書提出

入札書投函 開札当日
開札

開札

(落札（ (落札（

前日までに入札書の提出
＇応札参加者数が判らない（

入札書投函と開札を同日に実施
＇応札参加者数が判る（

回答数

スペックが合わない 888

発注ロットが大きすぎる 36

仕様書内容その他 57

入札までの期間が短かい 124

納期まで履行期間が短かい 151

受注の可能性について 参加しても見込みがないと判断 137

参加資格について 資格要件が厳しい 180

事業内容等が不明瞭 44

その他 83

合計 1,700

アンケート項目

仕様書内容について

入札公告等の期間について

その他

288

36

57

124

151

137

180

44

83

0 50 100 150 200 250 300 350

スペックが合わない

発注ロットが大きすぎる

仕様書内容その他

入札までの期間が短かい

納期まで履行期間が短かい

参加しても見込みがないと判断

＇理由（

資格要件が厳しい

事業内容等が不明瞭

その他

項目毎の件数比較

＇件数（

＇項目（

888

900850 950・平成21年9月から、入札辞退者に対して辞退理由のア
ンケートを実施。平成22年度においても継続して辞退理由
のアンケートを徴取し、約1,300社からの回答を得ている。
【平成21年度から継続実施】

・平成23年度以降は、より的確な回答が得られるようアン
ケート項目の見直しを行う等を検討中。
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契約の適正な執行＇３（

H22年度実績No. 212010～40

契約審査委員会における審査内容等の拡充
・政府調達協定の対象となる契約案件を適切に把握し、契約審査委員会によって調達スケジュール・仕様書
等の法令への適合性を厳正に審査。

・つくばセンターにおいては、平成22年6月から新たに雇用している、契約審査役を加えた契約審査委員会

において、請求者が要求する仕様内容・調達手段について、必要最低限の仕様や条件となっているかを厳
正に審査。＇93件（

企画副本部長

調達部長

調達第一室長
その他委員長が指名する者

委員長

副委員長

委員

管理監

業務推進部＇室（長

チーム長＇会計担当（
その他委員長が指名する者

委員長

副委員長

委員

事業所

契約審査役

・平成22年10月の研究関連・管理部門の本部組織及び事業組織への改組に当たっては、各事業所の契約
担当職毎に委員会を設置することと改め、各事業所の研究分野の特殊性に応じた審査を可能とした。

企画副本部長

調達部長

調達第一室長
その他委員長が指名する者

委員長

副委員長

委員

契約審査役

つくばセンターにおける
契約審査体制の変遷

平成22年6月 平成22年10月従前

つくばセンター

つくばセンター

つくばセンター
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Ⅱ-１－研究活動の高度化のための取組
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Ⅱ-１-＇０（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
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機動的な組織体制の見直し＇０．３（

H22年度実績No. 221010

■ 「本格研究」実施の場
「研究センター」 ９社会的なニーズの高い研究を集中的に実施するための時

限的な研究ユニット＇設置年限９２～６年間（
「研究部門」 ９産総研の研究を実施する上での基盤的な組織であり、研究

センターを生み出すとともにセンター廃止時の吸収母体とな
る研究ユニット

「研究ラボ」 ９弾力的、かつ、迅速な立ち上げプロセスにより、将来のセン
ターの設立に向けての先駆的な役割を果たす研究ユニット
＇設置年限９最長２年（

■ 組織体制の最適化
産総研の取り巻く環境に柔軟に対応した、戦略的視点に立つ組織体制の強化

→ 研究ユニットの新設・廃止・再編による組織体制の最適化

研究ユニットの新設・廃止・再編ポリシー

アウトカムの視点から総合的に評価



159 H22年度実績No. 221010

機動的な組織体制の見直し＇１．３（

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

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４、再編強化７、廃止００（

【新設した研究ユニット】

①幹細胞工学研究センター

② ナノスピントロニクス研究センター

③ 先進パワーエレクトロニクス研究センター

④ 集積マイクロシステム研究センター

⑤ ダイヤモンド研究ラボ

＜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＞
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機動的な組織体制の見直し＇２．３（

H22年度実績No. 221010

 産業界と連携した産業競争力の強化
 太陽光発電の性能・信頼性評価と規格標準化を推進
⇒ 太陽光発電工学研究センター

① 環境・エネルギー分野 ＇再編強化０、廃止０（

太陽光発電研究センター

設立諮問委員会＇H23.2.21（

太陽光発電工学研究センター

【H１２－２－２０廃止】 【H１２－３－０設立】

効果的・効率的な研究実施を実現するため、３研究ユニットの廃止、０研究ユニットの新設、

２研究ユニットの再編強化を実施。＇研究ユニット数は、３２ユニットを維持（

＜平成23年4月1日に行った研究推進組織の見直し＞
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機動的な組織体制の見直し＇３．３（

H22年度実績No. 221010

② 情報通信・エレクトロニクス分野 ＇設立０、再編強化１、廃止２（

 シリコン系材料の微細化を中心に半導体産業に近い研究を強化
⇒ ナノエレクトロニクス研究部門

 新材料・新構造デバイス研究を強化 ⇒ 電子光技術研究部門
 印刷エレクトロニクス研究を強化 ⇒ フレキシブルエレクトロニクス研究センター

フレキシブルエレクトロニクス研究センター

ナノ電子デバイス研究センターの一部 再編強化

ナノエレクトロニクス研究部門

設立諮問委員会＇H23.2.24（

電子光技術研究部門

【H１２－２－２０廃止】 【H１２－３－０設立】

再編強化

設立

エレクトロニクス研究部門

光技術研究部門
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■太陽光発電工学研究センター＇平成１２年３月０日設立 つくばセンター （

● 設立目的

，太陽光発電の普及促進と産業競争力強化のために，

● 概要

エネルギーの安全保障と低炭素社会化、経済発展、国内雇用創出を同時に実現する太陽
光発電の持続的発展を目的として、太陽光発電に関連する技術分野に体系的かつ包括的
に取り組む。

● 研究課題

， 民間企業とのコンソーシアムを通した

デバイス、システムの技術開発

， 産業基盤となる一次基準セルの校正や

デバイス、システムの中立評価

， 長期的視点からの革新的基礎技術

の開発

新設研究ユニット概要９環境・エネルギー分野

高性能太陽電池開発

信頼性評価・国際標準化
基準セル校正・性能評価

H22年度実績No. 221010
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■フレキシブルエレクトロニクス研究センター ＇平成１２年３月０日設立 つくばセンター （

● 設立目的

，フレキシブルデバイスおよび印刷デバイス製造技術の早期実用化，

● 概要
ディスプレイやセンサーなどの情報入出力端末機器の高度普及のため、薄い、軽い、壊れない、
形状自由度が高いという使用感の高い端末機器の提供を目指して、フレキシブルデバイスの早
期実用化を促進する技術開発を行う。また、これらのデバイスの高生産性製造技術として印刷
デバイス製造技術を開発し、省電力、省資源、高生産性デバイス製造技術の開発を行う。これら
を通して、国際競争力の高い大面積デバイスおよびその生産技術の確立を目指す。

● 研究課題
， 超薄型、軽量、大面積の耐衝撃性に優れた

フレキシブル情報入出力インターフェースデバイスの開発
， 印刷プロセスに立脚した「フレキシブルデバイス」の

省エネ・省資源・高生産性製造プロセスの開発
， フレキシブルエレクトロニクス用材料の基礎物性、

寿命、効率にかかる標準評価計測技術の開発

グリーンイノベーション＇省電力省資源（

情報端末機器の産業競争力強化

新設研究ユニット概要 ９情報通信・エレクトロニクス分野＇０．２（

フレキシブル情報端末デバイス
＇薄い、軽い、耐衝撃性（

印刷デバイス製造技術
＇省電力省資源高生産性生産（

H22年度実績No. 221010
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■ナノエレクトロニクス研究部門＇平成１２年３月０日設立 つくばセンター （

● 設立目的

，ナノエレクトロニクスのコア技術を創出して

半導体産業の競争力強化へ，
● 概要

産総研のシリコン系ナノエレクトロニクス研究リソースを集結し、材料開発から設計・製造システ
ム開発まで統合的に研究開発を行う体制を構築し、低炭素化など社会の抱える課題解決につ
ながるグリーンイノベーションを可能とするナノエレクトロニクスにおいて産業競争力強化や新産
業の創出を目指す。

● 研究課題

， シリコンナノデバイスの研究開発

， 新材料・新構造のンョシーレグテンイ研究開発

， 半導体設計・製造技術の研究開発

， ノナ計測のスクニロトクレエ研究開発

， 超伝導集積のスクニロトクレエ研究開発

ナノエレクトロニクスにおける産
業競争力強化、新産業創出

ナノエレクトロニクスにおける
コア技術の創出

デバイス
構造

材料 プロセス 設計

評価

G1 G2
S

D

S D S D

nMOSFET pMOSFET

BOX

Si wafer

GeIII-V

Logic 
Block

SRAM

(FP)2GA

Switch 
Block

Circuit 
Conf. 
Mem.

Power 
Conf. 
Mem.

ひずみ、不純物原子のばらつき

シミュレー
ション

グリーンイノベーションの実現

ナノエレクトロニクス研究部門のミッション

H22年度実績No. 221010

新設研究ユニット概要 ９情報通信・エレクトロニクス分野＇１．２（
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■電子光技術研究部門＇平成１２年３月０日設立 つくばセンター （

● 設立目的

，理論・材料から素子・システムまで、電子と光で未来の可能性を拓く，

● 概要

安全・安心で持続可能な社会の実現に向けて、電子と光の特性を最大限に活かした情報処理・
通信技術の高度化に加えて、新たな電子と光の可能性を追求していく。特に、生体情報センシ
ングなどの電子と光が融合する領域の新技術、量子情報処理や強相関電子系、など新しい電
子・光技術に関する理論や材料、素子、および計測や加工システムの研究開発を推進する。

● 研究課題

， 近距離情報伝送を中心とした光情報技術

， 省エネルギー型レーザー加工システムの開発

， 生体情報の高感度センシング技術の開発

， 極限省エネを目指す革新的電子デバイスの開発

電子光技術が拓く、イノベーションの拡がり

グリーン ライフ

産
業
技
術

基
盤
技
術

④新原理
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

③高感度
センシング②省ｴﾈﾙｷﾞｰ型

ﾚｰｻﾞｰ加工

①光情報
技術

電子と光の
新たな可能性

S D

基板
強相関酸化物

G

H22年度実績No. 221010

新設研究ユニット概要 ９情報通信・エレクトロニクス分野＇２．２（
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運営諮問会議＇０．１（

産総研の運営全般について、外部の視点から助言を得るため、
国内外の指導的有識者をメンバーとする第6回運営諮問会議を開催

H22年度実績No. 221010

【第6回運営諮問会議委員】

メインテーマ９「持続可能社会の実現に向けた公的研究機関への期待と役割」

第２期及び野間口理事長就任以
降、最初の運営諮問会議
＇平成23年2月7日開催（

濱田 純一＇議長（ 東京大学 総長

山田 信博＇副議長（ 筑波大学 学長

木村 博彦 ㈱木村鋳造所 代表取締役

榊原 定征 東レ㈱ 代表取締役

関口 和一 日本経済新聞社
産業部編集委員兼論説委員

竹中 登一 アステラス製薬㈱ 代表取締役会長

馬田 一 JFEホールディングス㈱ 代表取締役社長

羽入 佐和子 お茶の水女子大学 学長

山田 英 アンジェスMG㈱ 代表取締役社長

Alain Fuchs 国立科学研究センター＇CNRS（ 会長, 仏

Makoto Hirayama ニューヨーク州立大学 教授, 米

Thaweesak Koanantakool

国家科学技術開発庁＇NSTDA（ 長官, タイ

Jürgen Mlynek ヘルムホルツ協会 会長, 独

＇敬称略（
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運営諮問会議＇１．１（

第５回運営諮問会議における主な意見

【21世紀型課題の解決に向けての公的研究機関の役割】

① ネットワークの構築
・役割を一言で言えば、ネットワークの構築。様々な人や機関
のオープンなネットワーク構築に期待。 ＇濱田議長（

・１０世紀型課題は、関係省庁、企業、諸外国の力を集大成
し、効率的に解決することが重要。産総研には、繋ぎ役とし
ての機能や人材提供に期待。＇馬田委員（

② 本格研究の実施
・基礎研究の成果を社会に橋渡しする本格研究が重要。大学
で眠りそうな技術が産総研によって生き返る、といった役割
を期待。 ＇竹中委員（

・大学の様々な研究が、目的を設定した際にどう役立つかを
サーチし、シーズとして認めていく機能に期待。 ＇羽入委員（

③ 標準化等の推進
・標準化活動にニュートラルな立場で参加し、日本の方向性を
出していくことが重要。 ＇関口委員（

・関係機関と連携し、０企業ではできない、標準化・規格化・安
全性能の確認方法などの素早い確立に期待。 ＇馬田委員（

④ 中小企業支援
・ 日本全国に広がる地域センターを活用した、複合的な中小
企業支援に期待。 ＇木村委員（

【オープンイノベーションハブの実現に向けた取り組み】

①他機関との交流・連携
・オープンイノベーションの実現には、様々な機関と交流を深
め、双方向に実質的に人が動く仕組みが重要。 ＇山田副議
長（

・オープンイノベーションの対象をアジアに広げ、アジアの機関
とも積極的に協力してほしい。 ＇Thaweesak 委員（

・オープンイノベーションには企業との共同研究が重要であり、
その拡大に向けた一層の努力に期待。 ＇馬田委員（

・オープンイノベーションは、産総研と大学が役割分担する０つ
のきっかけ。大学の研究の具体化する際に、ハブ機能を担う
ことを期待。 ＇羽入委員（

② 人材育成・移転
・オープンイノベーションに一番重要なのは人材。特許やライセ
ンスだけではなく、民間向けに養成した有用な人材の移転も
重要な活動の一つ。 ＇Mlynek 委員（

③ 環境整備
・産総研の研究環境をより国際化していくことが重要。
＇Hirayama委員（

・研究成果を外に広めてくれそうな海外のユーザー企業を積極
的に呼び込むことも重要。 ＇関口委員（

H22年度実績No. 221010
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産総研技術シーズの発信＇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

•来場者アンケート調査９オープンラボを契機として共同研究へ進展＇実施予定０件、
準備中１件、協議・調整中３３件（

• イノベーションコーディネータが来場した企業等へのフォローアップを実施。

・１日間の延べ来場者数２４１／名＇昨年度比２／／名増（
・来場者構成９来場者の８／％が民間企業から＇昨年度とほぼ同様（
・国内のほぼ全域から参加

オープンラボ告知ポスター

H22年度実績No. 221020
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産総研技術シーズの発信＇１．１（

産学官連携推進会議など外部イベントでの成果の発信

文部科学大臣賞
事例名９「超ハイブリッド材料」の開発
受賞者９東北大学

＇負（化学技術戦略推進機構
＇独（産業技術総合研究所計測フロン
ティア研究部門

日本経済団体連合会会長賞
事例名９電気絶縁性と柔軟性を両立させた

超長寿命絶縁材料の開発
受賞者９＇独（産業技術総合研究所

環境化学技術研究部門、
昭和電工＇株（

• 2010年6月5日、国立京都国際会館にて、「科学・技術フェ
スタ in 京都−平成22年度産学官連携推進会議」 にて、研
究成果の発信を行った。

• さらに、産学官連携活動における成功事例として「産学官連
携功労者表彰＇１件（」を受賞した。

H22年度実績No. 221020



170

「産総研研究戦略」の策定

H22年度実績No. 221030, 221040

○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 産総研が財献するべき四つの重要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やアクションを記載
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

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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オープンイノベーション推進のための戦略

オープンイノベーションハブの実現のため

組織・制度・人材の２つのインテグレーションを総合的に推進

オープンイノベーションハブ機能のスパイラルアップ

１.  産総研の「人」と「場」を活用した開かれた研究拠点の形成と大型

連携の推進

２. 生じた成果のより円滑な産業化に向けた取り組みの推進

３. 新たな企業の参加などを通して、さらに広いネットワークの構築を

組織的に推進

産業界

大学等

行政

H22年度実績No. 221030
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重要課題の「産総研研究戦略」への位置づけ＇０．１（

○経産省技術戦略マップ上の実現・達成時期
●産総研が取組む課題の数値・技術目標

ロードマップ

技術指標

○重要課題毎にロードマップを作成

○中期目標期間の目標と長期的な
目標の明示

○経済産業省の「技術戦略マップ」
との関係を明示

○特に注目すべき課題について、
技術指標を作成

○産業界と共有する長期的な
目標値や機能性を明示

太陽光発電変換効率の目標値

＇「技術戦略マップ2009」経済産業省＇2009（から抜粋（

実
用
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＇
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（
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H22年度実績No. 221040
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知的基盤の整備

先端的技術開発の推進

ライフ・イノベーションの推進

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

環境・エネルギー分野

地質分野

標準・計測分野

・太陽光発電の高効率化
・パワーエレクトロニクスの革新
・高エネルギー密度蓄電デバイス

・バイオプロセス活用による高効率的な高品質物質の生産技術
・失われた機能の回復のための幹細胞工学技術と人工臓器開発
・脳と体を気づかうメディア機器

・高速、低消費電力情報通信機器デバイスの開発
・安全な生活支援ロボット
・コンテンツサービス

・基盤となるナノ材料と部材
・製造技術の低コスト化、高効率化、低環境貟荷
・高機能ユビキタスマイクロセンサシステム

・生産現場計測技術の開発
・グリーンイノベーションの実現を支える計量標準
・ライフイノベーションの実現を支える計量標準

・地質基盤情報の整備と利用拡大
・地圏の環境と資源に係る評価技術
・地質災害の将来予測と評価技術

研究推進戦略 研究分野 重要課題例

重要課題の「産総研研究戦略」への位置づけ＇１．１（

グリーン・イノベーションの推進

H22年度実績No. 221040
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外部からの研究評価の充実

H22年度実績No. 221050

○各地域センターでは事業計画及びロードマップ作成において、その原案に
対して各地域の経済産業局や産業界、公設試験研究機関、大学等から、意見
や評価を受け、いただいた意見や改善すべき点を踏まえて作成を進めた。

○さらに事業計画等について、外部有識者を交えた「地域活性化評価委員会」
の評価を受け、その評価結果をもとに今後見直しを図っていく。

地域センター

地域産業界
行政 大学 等

地域事業計画
地域活性化活動
評価委員会

評価

事業計画の原案について
○地域産業の振興や新産業の
創出への財献
○地域の大学及び企業等を
巻き込んで産学官の緊密な
連携やオープンイノベーション
の推進
○大学と企業をつなぐ役割や
地域の中小企業等の技術
開発や製品化の取り組みへ
の寄与
などの観点からの意見・評価
を受け計画策定に反映

意見・評価を
反映して作成
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産総研イノベーションスクール【再掲】

第4期生としてポスドク23名を受け入れ、産総研内OJT、本格研究講義、企業OJTを実施し、
広く社会で活躍できる若手博士人材を育成した。また、第1期から第3期までの修了者の進路
等について追跡調査を行った。

産総研イノベーションスクール
実施状況

H22年度

H21年度

H20年度 1
期
生
10
名

2
期
生
67
名

3
期
生
71
名

4
期
生
23
名

H23年度 5
期
生
22
名

「*産総研」は産総研に正規職員として就業した者

・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・産総研のポスドクから転出者の異動先

大
学
院
生
10
名

大
学
院
生
10
名
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率
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4期生

正規就業率のフォローアップ調査

実
施
年
度
ご
と
に
正
規
就
業
率
が
向
上

修了後年数

その他

産業界

産業界

大学等

大学等
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＊

産
総
研

国
研
等

＊

産
総
研

H22 ポスドク
研修生
＇転出者13名（

H22 ポスドク
非研修生
＇転出者127名（

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（

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

H22年度実績No. 221060
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ベンチャー創出・育成・支援事業の検証

H22年度実績No. 221070

■検証の対象および検討手法の選定

 検証対象をスタートアップ開発戦略タスクフォースとその結果創出したベンチャー企業とし、いくつかの事
例を分析

平成22年度実績

ベンチャー開発検討会９「成功事例を創出する」ための検討会をSAのOBをメンバーとして開催＇平成23年3月7日、11日（

課題発掘 事前調査 TF実施 創業

創業に至らず

成長・発展

安定

停滞・下降

廃業・休眠

現状

技術
オリジナリティー、完成度、
知負確保、展開力、時代の
ニーズ・・・

人
アントレプレナーシップ、本
気度、資質と相性、経験に
裏付けられた能力・・・

資金
TF期間、VCの関与、出資者・・・

支援措置
知負、場所、装置、期間・・・

マネージメント
ビジネスモデル・プラン、販路、
事業継続性、突破力、事業サイ
ズ、創業タイミング・・・

現状を過去の経緯から分析

P

D

CA
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研究ユニット（研究センター、研究部門、研究ラボ）

報
告

組織設計、資源配分等

研究ユニット
活動総括・提言*

研究ユニット評価フォ
ローアップ

(意見交換等（

報告

評価の
信頼性
向上

評価
結果

資料 評価結果 質問・説明

第3期は、研究ユニット評価、研究ユニット活動総括・提言および研究ユニット評価フォローアップにより
実施する。 H22年度は、29研究ユニットで研究ユニット評価を、 2研究ユニットで研究ユニット活動総括・
提言を実施。

業務実績評価

中期計画
中期目標

理事長

評価部

報
告

経済産業省

経済産業省

独立行政法人
評価委員会
＇産総研部会（

研究ユニット評価

* 第2期における研究評価機能を第3期では研究ユニット評価に一本化。研究ユニット活動の総括・提言機能
を独立させた。

第２期の組織評価システム

H22年度実績No. 221090, 221100
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アウトカムの視点からの評価＇０．１（

H22年度実績No. 221090, 221100

研究ユニット評価委員会

＇評価項目（ アウトカムの視点からの評価の継続

○評価委員は、外部4~7名と内部2名で構成
＇研究部門当たり平均1外部委員増（ 。

○外部委員は、研究ユニット等の行う業務または活動に高
い見識を有し、技術・学術的視点、産業化のための経営的
視点、社会的視点の委員で構成し、2:2:1の割合とする。

○評価委員による評価対象の把握・理解の機会の拡大
・事前説明、研究現場見学会、ポスターセッション等。
・十分な討議時間の確保。

○外部委員は、ユニット戦略課題およびイノベーション推進
への取り組みを評点付け。

＇内部委員は、研究ユニット全体のシナリオ・ロードマップ、イ
ノベーション推進への取り組み、研究ユニット運営の取り組
みを評点付け。（

○外部委員の評点の重みを高める。
外部委員９内部委員=7:3 ＇以前は6:4（

①研究ユニット全体の
シナリオ・ロードマップ

②ユニット戦略課題 ＇・・（
ロードマップ・アウトプット

②ユニット戦略課題 ＇１（

③イノベーション推進
への取り組み

④研究ユニット運営
の取り組み

②ユニット戦略課題 ＇０（
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インプット
＇資源投入（

アウトプット
＇成果（

直接アウトカム
＇成果の活用（

最終アウトカム
＇波及効果（

技術移転
連携活動

・新物質、新知識
・ソフトウェア
・標準供給、地質図幅など

・新製品
・新生産プロセス
・知識の波及など

・新産業の創出
・社会経済的価値の
創成
・安全・安心社会の
実現
・文化の向上など

・企業連携、ベンチャー
・学会活動
・産業人材育成
・政策遂行支援など

波 及

＇企業等の活動（ ＇社会への波及（

インフラ 蓄積技術、知識、装置、設備など

（産
総
研
の
活
動
）

アウトカム創出の視点からの評価

・予算
・人員
など

研究開発

計画・実行
マネジメント

想定したアウトカム＇経済的・社会的な価値・効果（の実現に向けて、ロードマップやアウトプットは
妥当か？十分なポテンシャルを有するか？

アウトカムの視点からの評価＇１．１（

H22年度実績No. 221090, 221100
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政策財献の事例＇０．１（

H22年度実績No. 221100

グリーン・イ
ノベーション

＇０（ 車載水素高圧容器標準化＇水素材料先端科学RC（

燃料電池自動車搭載高圧容器の疲労き裂進展解析とLBB＇破壊前漏れ（解析を根拠とした試験
法がSAEJ2579委員会で採用され、国際的な標準化へ財献。

＇１（メタンハイドレート開発促進＇メタンハイドレートRC（

石油天然ガス・金属鉱物資源機構と研究コンソーシアムを組織し、世界でも有数の生産挙動予
測と、生産域の地層力学挙動予測の１つのシミュレータを開発し、減圧法による生産手法確立に
財献。

＇２（産業技術の普及＇先進製造プロセスRI（

加工技術データベースの構築とものづくりプラットフォームの普及に取り組み、利便性の高い製
造情報や高効率・低環境貟荷の加工技術の普及に財献。

ライフ・イノ
ベーション

＇０（アクセシブルデザインの国際標準化＇ヒューマンライフテクノロジーRI)

支援が必要となる高齢者や障害者などの感覚・身体特性データの大規模収集および海外機関
と連携して国際比較を行い、アクセシブルデザイン技術の国際標準化に財献。

＇１（生活支援ロボット安全検証センターの設立＇知能システムRI（

生活支援ロボットを対象に、本質安全および機能安全に関する各種試験を行い、安全認証を実
施できる安全検証拠点施設を設立し、国際標準化に向けて活動。

先端的技術
開発

オープンイノベーションハブ形成への財献＇ナノ電子デバイスRC、ナノチューブ応用RC（

つくばイノベーションアリーナ＇TIA（のナノエレクトロニクス、カーボンナノチューブなどの領域を
創設し、低消費電力ナノデバイス開発や先端材料開発のプラットフォームとして、外部への技術
提供や産業人材育成など産業振興に向けた積極的な財献。

研究ユニット評価において政策財献として評価された活動の事例
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計測評価の
基盤

＇０（イノベーションを加速する計測標準の活用評価技術の開発＇計測標準RI（

研究開発の過程で蓄積された計測データ情報をデータベースとして公開した。また、性能評価
や基準認証に計測標準のトレーサビリティ制度を活用する形で、国際的に通用する基準認証シ
ステムの立ち上げを支援した。

＇１（先端技術の開発と国際標準化へ財献＇計測フロンティアRI（

光量子ビームを用いた先端計測・分析機器などの先端技術開発に成功し、わが国の分析機
器開発に資するとともに、これら技術の国際規格化にも積極的に対処した。

地質の調査 ＇０（国の資源戦略への財献＇地圏資源環境RI、地質情報RI（

レアアース資源に関する国際共同研究の推進やメタンハイドレート資源の地圏環境評価、将
来の資源の確保に不可欠な大陸棚延伸国連申請後の対応による財献
＇１（国民の安全・安心向上への財献＇活断層・地震RC、地質情報RI（

防災および産業立地・原子力安全規制に資する長期的な地震・津波・火山噴火・沿岸域地質
に関する基礎情報の提供

計量の標準 ＇０（社会の安心を支える計量標準の設定＇計測標準RI（

食の安全に欠かせない分析用標準物質の開発を、国際度量衡局＇BIPM)等と協力し、国際的
整合性を持たせつつ、規格化を含めた多角的取り組みを実施した。

＇１（新エネルギー源や省エネ技術に資する計量標準と評価技術の整備＇計測標準RI（

水素ステーションに必要な超高圧標準の整備や、LED照明の明るさ評価とその信頼性確保の
ため、新たな光標準＇分光全放射束標準（の絶対値校正技術を開発した。

研究ユニット評価において政策財献として評価された活動の事例




