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研究環境の再構築

後 算

＜背景＞

東日本大震災後の状況（電力供給、予算等）を鑑み、震災により被災した研究施
設・設備の「復旧」ではなく、筋肉質・効率的な研究実施体制の構築と研究能力の向
上を目指す「研究再構築」を実現する。

一過性の対策ではなく、エネルギー原単位の低減による電力利用の効率化やス
ペース利用効率の向上を指向。
個別事項及び分野ごとにタスクフォースを設置し 研究再構築を実施個別事項及び分野ごとにタスクフォースを設置し、研究再構築を実施。

＜成果＞

研究スペースの有効活用を主眼とした「再配置」により、モザイク状態の解消と
新たな研究スペースを確保

→ 返納スペースを分野戦略及びスペース有効活用の観点から再配分。また、新規研究拠点に活
用可能な研究スペースを確保

研究施設や研究設備の削減及び共用による集約化を実施

→ クリーンルーム及び恒温・恒湿室（36％削減）、動物飼育施設（40%削減）、RI施設（66%削減）な
どの削減・集約化やNMR等の大型装置の共用化を推進

省エネ機器の導入を推進省エネ機器の導入を推進

→ 電力消費が少ない実験機器への転換を推進
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東日本大震災に係る産総研の活動

産総研の研究成果とポテンシャルを活用し、技術支援、情報提供、産総研 研究成果 を活用 、技術支援、情報提供、
メンタルケア等の形で社会貢献
（ 2011年3月12日から2012年4月20日まで、支援活動 ４９件、相談対応 １０５件、情報発信６３件）

① 放射線計測に関する研究能力を活用した支援
技術支援(２３件、継続中1件)、
相談対応（２２件）、情報発信(11件、継続中1件)

② 地質調査等に基づく震災関連情報発信、知見の活用
相談対応（６４件）、情報発信(５２件）

③ 放射能汚染、除染に関する研究能力を活用した支援
除染に関する技術支援（３件） 相談対応(１９件）除染に関する技術支援（３件）、相談対応(１９件）

④ 被災者、被災企業等へ支援活動
支援活動(２３件 継続中３件）支援活動(２３件、継続中３件）

⑤ 支援活動につながる研究開発及び拠点整備への取り組み
福島再生可能エネルギー研究開発拠点（仮称）
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福島再生可能エネルギー研究開発拠点（仮称）、
セシウム除染技術の実証試験、携帯型放射線検出器の開発 等



東日本大震災に関する産総研の対外的活動（放射線計測関連）

支援種別 主な支援活動

専門家 人材派専門家・人材派

・福島県のいわき技術支援センターに派遣。工業製品の放射線計測を支援。
（４～７月、延べ１０２人、経済産業省原子力安全・保安院の要請）。

プ

放射線計測の
研究能力を

・福島県ハイテクプラザ（郡山）に派遣（4月、延べ6人）。

・南相馬市放射線計測所に派遣（５～８月、延べ１１人）

放射線計測に関する講演・講習会・技能向上研修
研究能力を
活用した主な
支援活動

・放射線計測に関する講習会（１４件、継続中）。

・放射線計測及びその信頼性に関する講演会（９件、継続中）

・公設試を対象とした放射能計測に関する技術力向上研修（産技連）（２件）・公設試を対象とした放射能計測に関する技術力向上研修（産技連）（２件）

・（財）日本適合性認定協会等による技能試験の整備へ協力

放射線計測の信頼性に関する情報発信
産総研公式ＨＰ上で解説を公開 同 般向け問い合わせ窓口をHP上に設置し産総研公式ＨＰ上で解説を公開。同 一般向け問い合わせ窓口をHP上に設置し、

問い合わせに対応（継続中）。報道による情報発信 ５８件。
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放射線事前測定場所放射線事前測定場所 放射線計測作業放射線計測作業 放射線計測作業放射線計測作業



支援種別 主な支援活動

地震関連情報の発信

東日本大震災に関する産総研の対外的活動（地質関連）

地震関連情報の発信

今回の地震に関連した地質情報（過去の巨大津波の研究成果、
地震後の内陸の地震活動等の情報）を収集し、３月１９日よりＨＰにて公開。
報道による情報発信（ 件）

地質の調査等に
係わる情報発信、

報道による情報発信（２１１件）。

津波堆積物の現地調査

地震発生直後より、緊急調査対策本部を立ち上げ、千葉、茨城、宮城の沿岸
知見の活用 部における現地調査を実施し、調査結果の一部をＨＰにて公表。

衛星観測技術による震災関連マップの公開

地球観測グリッド（GEO Grid）災害対応タスクフォースを設置地球観測グリッド（GEO Grid）災害対応タスクフォ スを設置。
被災地全域を観測した衛星画像による被害把握や地震動マップ等のハザード
情報をＨＰ上で提供。

ププ 津波堆積物の現地調査津波堆積物の現地調査地面の揺れの伝播状況を地面の揺れの伝播状況を
アニメーションで公開アニメーションで公開

地震動マップ地震動マップ
即時推定システム即時推定システム
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東日本大震災に関する産総研の対外的活動

支援種別 主な支援活動

放射能汚染 除 放射能汚染に関する技術相談放射能汚染、除
染に関する研究
能力を活用した
支援

放射能汚染に関する技術相談
自治体からの講演依頼等に対応（１９件）

除染に関する技術支援
茨城県阿見町放射能対策室へ技術協力支援 茨城県阿見町放射能対策室へ技術協力

被災者へ支援

・つくば市内の避難所（洞峰公園体育館）にパロ２体を持ち込み、避難者とふ
れあう機会を 定

被災者、被災企
業等へ支援活動

れあう機会を設定。

・気仙沼 絆プロジェクトの立ち上げ。 気仙沼市五右衛門ヶ原仮設住宅脇にト
レーラハウス拠点を構築。パロとのふれあいイベント等開催。

被災企業への支援
全国 公設試、経産省、産総研で構成する産技連により、被災した公設試や企
業への依頼試験・技術相談に関する情報を集約し、支援を実施。

放射能汚染調査放射能汚染調査 パロとのふれあいパロとのふれあい トレーラーハウストレーラーハウス
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活動種別 活動内容

東日本大震災からの復興活動を支援する研究開発 例（１）

活動種別 活動内容

復興活動を支援

セシウム除染技術の実用化プロジェクト

プルシアンブル ナノ粒子を利用したセシウム除染技術の開発及び実用復興活動を支援
する研究開発

プルシアンブルーナノ粒子を利用したセシウム除染技術の開発及び実用
化。産総研を中核として、部材、プラント、エンジニアリング等の民間会社と
の実用化プロジェクトチームを組織。除染技術適用自治体との連携体制を
確立 現在は 実証試験に向けた調整段階確立。現在は、実証試験に向けた調整段階。

セシウム除染技術 産総研を核にした企業間連携（R&D Partnership）セシウム除染技術

プラントE社プラントE社

プ ト 社プラントF社

p
による実用除染プロセス開発促進 除

染
技
術

除
染
技
術

産総研産総研

部材C社部材C社

部材D社部材D社
プラントF社プラントF社

エンジニアリングG社エンジニアリングG社

プラントG社プラントG社

術
適
用
自
治

術
適
用
自
治

ゼネコンK社ゼネコンK社

材料B社材料B社 エンジニアリングH社エンジニアリングH社

ゼネコンL社ゼネコンL社
ゼネコンM社ゼネコンM社

治
体

治
体

材料A社材料A社
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活動種別 活動内容

東日本大震災からの復興活動を支援する研究開発 例（２）

個人向け携帯型放射線積算線量計の開発

ＭＥＭＳ（微小電気機械システム）技術を用いた携帯型放射線積算線量計
を開発 パソコンなどを通して 日々 個人の放射線被ばく量を知ることが

復興活動を支援
する研究開発

を開発。パソコンなどを通して、日々、個人の放射線被ばく量を知ることが
できる。現在、ＧＰＳ機能搭載、性能実証試験を準備中。

空間放射線量データ統合マッピングシステムの開発空間放射線量デ タ統合マッピングシステムの開発

多くの市町村等が個々のデータ形式で公開している空間放射線量を簡単
に統合して地図上に表示できる、放射線量マップシステムを開発。ＨＰ上で
公開中 今後 携帯型放射線積算線量計と組み合わせる計画公開中。今後、携帯型放射線積算線量計と組み合わせる計画。

携帯型放射線積算線量計携帯型放射線積算線量計
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福島再生可能エネルギー研究開発拠点の概要

福島再生可能エネルギー研究開発拠点

福島再生可能エネルギ 研究開発拠点の概要
• 世界に開かれた再生可能エネルギー研究開発の推進

• 産業集積と復興への貢献• 産業集積と復興への貢献

• 再生可能エネルギー利用と省エネルギーの実践

• 再生可能エネルギー関連人材の育成

平成26年2月竣工予定

研究本館実験別棟

福島

郡山

会津若松

福島空港

いわき

会津若松

白河

○立地場所
郡山西部第二工業団地（福島県郡山市待池台二丁目）

○立地規模
郡山西部第二工業団地内 55,000㎡（有効敷地面積 約50,000㎡）
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○工業団地内の既立地企業（28社）
三菱樹脂（株）、（株）小松製作所 、（株）山王 、冨士ダイス（株） 、パナソニック電工郡山（株）など



再生可能エネルギー技術の研究開発

福島再生可能エネルギー研究開発拠点

再生可能エネルギ 技術の研究開発

• 太陽光発電

地熱 地中熱利用
個別技術開発

• 地熱・地中熱利用

• 風力発電

• バイオマス利用バイオマス利用

• ・・・

貯蔵 輸送技術 人材育成
システム技術開発・実証

• 貯蔵・輸送技術

• パワーエレクトロニクス

• エネルギーマネージメント

人材育成

• エネルギ マネ ジメント

・標準化標準化
・関連産業の振興
・再生可能エネルギーの導入促進
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再生可能エネルギー技術の研究開発の一例

福島再生可能エネルギー研究開発拠点

能 技術 研究開発
（太陽光発電）

厚さ100 以下のシリコンウエ ハの開発

産業集積のイメージ

•厚さ100μ以下のシリコンウエーハの開発、

そのデバイス、モジュール化までの半量産一
貫ライン技術を開発実証し、民間企業へ技術
を移転を移転。

•薄型ガラスを用いた軽量モジュールも開発。
信頼性を屋内外 評価信頼性を屋内外で評価。

•太陽電池・素材・製造装置メーカ等民間企業陽 製 装 民
20社程度とコンソーシアムを形成し、産学官
一体となって研究開発を推進。

•文科省事業（革新的エネルギー研究開発拠
点形成事業、地域イノベーション戦略支援プ
ログラム）と連携。グラム）と連携。

コンソーシアムで利用している
結晶シリコン系太陽電池モジュール配線装置
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人材育成について

福島再生可能エネルギー研究開発拠点

人材育成に いて

①福島県内大学との連携による人材育成

 福島県 福島県内大学が応募した「地域イノベーション戦略支援プログ 福島県、福島県内大学が応募した「地域イノベ ション戦略支援プログ
ラム事業」（公募元：文科省）において、再エネ拠点を利用した福島県内
大学との共同研究を提案中。

 連携 協力協定に基づく共同研究の実施や各大学より再エネ拠点 研 連携・協力協定に基づく共同研究の実施や各大学より再エネ拠点へ研
究員・学生を受け入れを予定。

②文科省事業との連携による人材育成
 再エネ拠点における経産省と文科省との連携として、文科省が実施

する「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業」を再エネ拠点で実施する「革新的エネルギ 研究開発拠点形成事業」を再エネ拠点で実施
すべく検討中。

 事業実施機関より、再エネ拠点へ研究員を受け入れる予定。
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