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産業技術総合研究所の沿革

日本の省庁再編に伴う
国立研究所等の独立行
政法人化*

○旧通商産業省の16の研究所等を統合して
1つの研究所とし、研究所内に6つの研究分
野を置く形で、分野内外の連携を推進
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1913

1900

研究分野

環境・エネルギー環境・エネルギー

ライフサイエンスライフサイエンス

野を置く形で、分野内外の連携を推進

２００１年４月
独立行政法人化

1900

1891

ナノテクノロジー・材料・製造ナノテクノロジー・材料・製造

情報通信・エレクトロニクス情報通信・エレクトロニクス

計測・計量標準計測・計量標準

独立行政法人化

1920
1882

1918

地質地質1968

1952

○実用化につなげるための研究に重点を置
きつつ、基礎から実用化までを一体的かつ

2001 2005 2010

技術の複雑化、融合化
等による研究分野内外

1993 連続的に実施する「本格研究」を実施

2015
＊「独立行政法人」：公共上確実に実施されることが必要
な事業であって 国が自ら実施する必要ないもののうち 2001 2005 2010

第１期
中期目標期間

第２期
中期目標期間

第３期
中期目標期間

等による研究分野内外
での連携の必要性

2015な事業であって、国が自ら実施する必要ないもののうち、
民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれ
があるものを効率的かつ効果的に行わせるために、法
律により設立される法人
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全国１０つの研究・連携拠点
予算・人員目的

産業技術総合研究所の概要

北海道センター
（札幌市豊平区）

全国１０つの研究・連携拠点

■2012年度予算総額 ７９７．３億円（当初予算）

運営費交付金 ６００．８億円
施設整備費補助金 ８．４億円
自己収入 １８８ ２億円

鉱工業の科学技術に関する研究及び
開発等の業務を総合的に行うことに
より、産業技術の向上及びその成果
の普及を図り もって経済及び産業の

東北センター
（仙台市宮城野 ）

自己収入 １８８．２億円

■常勤職員数 ２，９４９名（2012年4月現在）

研究職員数 ２，２８８名
事務職員数 ６６１名

の普及を図り、もって経済及び産業の
発展並びに鉱物資源及びエネルギー
の安定的かつ効率的な供給の確保に
資すること

（仙台市宮城野区）

中国センタ

関西センター
（大阪府池田市）九州センター（佐賀県鳥栖市）

成果等

■論文
・発表件数 ３，８３１報 （2011年度）
・世界ランキング

福島再生可能エネルギー
研究センター（仮称）

（平成26年度より）（福島県郡山市）

中国センター
（広島県東広島市）

つくばセンター
（茨城県つくば市）

■特許
・出願件数 ９６０件（2011年度）

世界ランキング
材料科学…7位、化学…13位、物理学…45位

（トムソン・ロイター社2012年度研究機関論文ランキングより）

臨海副都心センター
（東京都江東区）

中部センター
（名古屋市守山区）

四国センター
（香川県高松市）

出願件数 件（ 年度）
・特許資産規模ランキング ５年連続日本１位
（㈱パテント・リザルト
2011年度大学・研究機関特許資産の規模ランキングより）

■標準化提案件数

人材受入実績

・提案件数（2011年度） 国際23件、国内16件
（2001年度からの累計…国際104件、国内117件）

■31の外国主要研究機関（タイ国家科学技術
開発庁 フランス国立科学研究センター ドイ

研究協力覚書締結

■企業から 約1,500名 ■大学から 約2,000名
■その他法人から 約 900名 （うち外国籍約500名） ※2011年度受入延べ数

開発庁、フランス国立科学研究センタ 、ドイ
ツ研究センターヘルムホルツ協会等）と包括的
研究協力覚書を締結（2012年4月現在）
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第３期中期目標期間（2010～2014年度）における産総研の柱（ミッション）

２１世紀型課題の解決２１世紀型課題の解決 オ プンイノベ シ ンハブ機能の強化オ プンイノベ シ ンハブ機能の強化

大 学大 学 民 間民 間

２１世紀型課題の解決２１世紀型課題の解決 オープンイノベーションハブ機能の強化オープンイノベーションハブ機能の強化

「新たなイノベーションシステムの構築」「新たなイノベーションシステムの構築」

○再生可能エネルギー 第１期 第２期に

「グリーン・イノベーション」「グリーン・イノベーション」

大 学大 学
研究資源

民 間民 間
研究資源

「人「人 「場「場

○再生可能エネルギ
・太陽光発電、バイオマス

○省エネルギー
・蓄電池、燃料電池、SiCパワーデバイス

○資源確保

第１期、第２期に
おいても、大学、
公設研、企業と
の１対１の連携
又はコンソーシア

連携
研究・技術評価・標準化

「人」「人」 「場」「場」

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

標準化を促進

・メタンハイドレード、レアメタル等の省使用化・代替技術

○産業の環境負荷低減、安全性評価
・産学プロセスでの負荷低減、化学物質管理

ムによる連携、
共同研究組織形
成による連携、
データベース連
携・公開を実施

標準化を促進「ライフ・イノベーション」「ライフ・イノベーション」

「オープンイノベーションハブ機能」としての取り組み「オープンイノベーションハブ機能」としての取り組み

○産学官結集による研究開発の推進
・「技術研究組合」への積極的な参加

○創薬、医療への貢献
・安全なｉＰＳ細胞の作成効率向上

○生活安全

携 公開を実施

「「安全・安心」を支える産業基盤の整備」「「安全・安心」を支える産業基盤の整備」

・「技術研究組合」への積極的な参加
・１対１の連携、コンソーシアムによる連携等の拡大

○生活安全
・生活支援ロボットの安全、乳幼児・高齢者の傷害予防

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

○地質情報の整備
・5万分の1地質図幅作成、地圏資源・地圏環境評価

○計量標準の設定・供給
・新技術・産業の国際展開を支援する計量標準

○計測技術

相談、技術移転等を、公設試験研究機関等と連携しつつ推進

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

○人材の育成、交流の推進
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○計測技術
・高感度・高分解能透過電子顕微鏡

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



平成２３年度の成果
１．２１世紀型課題の解決１．２１世紀型課題の解決１．２１世紀型課題の解決１．２１世紀型課題の解決

○「グリーンイノベーション」の推進
・スーパーグロース法の実証プラントを立ち上げ、単層カーボンナノチューブ（SWCNT） 600g/日の生
産能力を実現 企業への試料を提供を開始産能力を実現、企業への試料を提供を開始
・世界 高水準の炭化ケイ素（SiC）素子の実現とデバイス応用の為の試作品の提供を本格化
・高い磁気抵抗比と低抵抗を兼ね備えた磁気トンネル接合素子（MTJ素子）により、10 Gbit級不揮発
性メモリに道筋

○「ライフ・イノベーション」の推進
・高品質のヒト幹細胞を長期かつ安定に培養可能な自動培養装置を開発
・生活支援ロボットの機能安全の試験方法と、認証プロセスを整備活支援 機能安 試験方法 、認証 を 備

○○産業・社会の「安全・安心」を支える基盤の整備
・23年度に５種類の計量標準を開発､うち５種類を供給開始（第３期は62種類を目標。23年度まで９種類開発）

・５万分の１地質図幅を５区画作成（第３期は２０区画を目標 ２３年度までに１０区画開発）・５万分の１地質図幅を５区画作成（第３期は２０区画を目標。２３年度までに１０区画開発）

・産総研が協力した大陸棚延伸申請に基づき、2012年4月、国連「大陸棚の限界に関する委員会」の
勧告があり、日本の国土の約8割に当たる約31万平方キロメートルの大陸棚が拡大
・国際標準化活動におけるエキスパート登録数１７０名（第３期中に年間１００名を目標） 、標準化素案作成数３９
件（第３期は１００件を目標。２３年度までに６１件作成）

○論文総数
２３年度 ３，８３１報
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・総合１４６位（昨年１５２位）、材料科学７位（同６位）、化学１３位（同１３位）、物理学４５位（同４７位）

○論文被引用数に基づく世界ランキング（２０１２年）



平成２３年度の成果

２ オ プンイノベ シ ン ブ機能の強化２ オ プンイノベ シ ン ブ機能の強化２．オープンイノベーションハブ機能の強化２．オープンイノベーションハブ機能の強化

○○産学官結集による研究開発の推進

・産総研が参加する研究組合数（２３年度末） １７ （２１年度末時点では ３）
・福島大学、国立高等専門学校機構等、２３年度新たに８機関と連携のための協定を締結
・外部資金による研究規模３５０．５億円（運営費交付金の５８．０% （第３期中に５０％を目標））

○○地域におけるイノベーションハブ機能の強化

・中小企業との共同研究数６４４件（第３期合計で３,０００件を目標。２３年度までで１、２５５件実施）

・中小企業との技術相談数２，２７４件（第３期合計で１０,０００件を目標。２３年度までで4，152件実施）

○国際協力の推進

・包括研究協力覚書機関との研究ワークショップ等を7回開催（第３期合計で５０回を目標。２３年度までに

１４件実施）件実施）

○人材の育成、交流の実施

民間企業 大学等 人材供給数と外部から 受入数は 合計 名
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・民間企業･大学等への人材供給数と外部からの受入数は、合計で５，６４７名
（第３期中に年間５,０００人を目標）



平成２３年度の成果

第 期 を実行 支援するため 機能第 期 を実行 支援するため 機能３．第３期ミッションを実行・支援するための機能３．第３期ミッションを実行・支援するための機能

○○研究組織及び事業の機動的な見直し

・業務体制：福島県の再生可能エネルギー研究拠点整備等業務のために「福島拠点設立
準備室」を、経済産業研究所、情報処理推進機構との統合準備のために「法人
統合準備室」を設置するなどの見直し

研究組織 既存 ３研究 トのうち ３研究 トを廃止し２研究 トに再編強化・研究組織：既存４３研究ユニットのうち、３研究ユニットを廃止し２研究ユニットに再編強化

○○知的財産の重点的な取得と企業への移転

知的財産の実施契約件数は２３年度７８１件 第 期 年 件を 標・知的財産の実施契約件数は２３年度７８１件（第３期中に年間８００件を目標）

○○企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化

・オープンラボ 出前講座 実験教室等の対話型活動を２３年度は１００回開催・オープンラボ､出前講座､実験教室等の対話型活動を２３年度は１００回開催
（第３期合計で２００回を目標。２３年度までに１６５回実施）

○○産総研における人材の確保・育成・流動化

・女性研究者の採用比率の向上（２３年度比率１４．６７％ （第３期中に１５％を目標））
・職員の専門性向上のための研修の実施（２３年度受講数９６８名（毎年度３００名を目標））

○○管理費等の削減

7

○○管理費等の削減

・研究機器等の所内リユースの推進（２３年度件数５３２件（第３期中に年間６００件を目標））



東日本大震災を踏まえた対応

産総研研究施設の復旧・再構築

○東日本大震災で被害を受けた研究施設の再構築を優先して実施

○併せて 優先順位の低いものの廃却 スペ スの節減 電力不足対応策等を実施○併せて、優先順位の低いものの廃却、スペースの節減、電力不足対応策等を実施

○現在は、研究活動に専念できるレベルにまで回復

産総研による被災地支援産総研による被災地支援

○放射線測定関係

・福島県への測定機器の提供と職員派遣による計測支援 等福島県への測定機器の提供と職員派遣による計測支援 等

○被災者等への支援活動

・気仙沼絆プロジェクト 等

○除染 放射線計測等に関連する研究開発○除染、放射線計測等に関連する研究開発

・プルシアンブルー、ナノ粒子を利用した除染技術開発 等

今後の新たな活動今後の新たな活動

○福島再生可能エネルギー研究センター（仮称）

・福島県郡山市周辺地域を立地予定として建設に向け検討中
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福島県郡山市周辺地域を 地予定 建設 向け検討中

・今年中に設計を終え、来年工事開始予定



我が国への一層の貢献に向けて

本を元気にする産業技術会議本を元気にする産業技術会議日本を元気にする産業技術会議日本を元気にする産業技術会議

○日本の技術開発戦略を総合的に議論するため、２３年１０月１日に発足（後援・日本経済
新聞社）

○産総研理事長の他、相澤益男・総合科学技術会議常勤議員、長島徹・帝人会長、村上
輝康・野村総合研究所シニアフェローが有識者メンバーとして参加

○本年５月８日に中間取りまとめを報告

○２２年度の会議に引き続き ２３年度は「グローバル化時代の公的研究機関の役割」を

第３期運営諮問会議第３期運営諮問会議

○２２年度の会議に引き続き、２３年度は「グロ バル化時代の公的研究機関の役割」を
テーマにして議論

○会議では、世界規模のイノベーション競争の激化や地球規模の課題への対応のために
は、国際的な広がりを持つオープンイノベーションが不可欠であり、そのハブ機能として機
の公的研究機関の役割が重要との認識を共有

経済産業研究所及び情報処理推進機構との統合経済産業研究所及び情報処理推進機構との統合

○「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（２４年１月２０日：閣議決定）で、
産総研は、２６年４月１日に経済産業研究所及び情報処理推進機構との統合が決定

○統合による相乗効果をあげるため、経済産業研究所及び情報処理推進機構との情報交
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○統合による相乗効果をあげるため、経済産業研究所及び情報処理推進機構との情報交
換を開始


