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産総研の概要

■２０１３年度予算総額 ７６８．３億円（当初予算）

運営費交付金 ５９１．１億円
施設整備費補助金 ６．４億円
自己収入 １７０．８億円

■常勤職員数 ２，９３８名（２０１３年４月１日現在）

研究職員数 ２，２８１名

事務職員数 ６５７名

東北センター

臨海副都心センター
中部センター

中国センター

関西センター

四国センター

北海道センター

（つくば本部）
つくばセンター

九州センター

予算・人員

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。

目的

福島再生可能エネルギー
研究センター（仮称）

（平成26年４月開所予定）
（福島郡山市）

茨城県つくばに本部を設置。また、地域イノベー
ションに貢献するために、全国８箇所（北海道、
東北、臨海副都心、中部、関西、中国、四国、九
州）に地域拠点を配置。

さらに、再生可能エネルギーに関する世界に開
かれた研究開発を推進する新拠点を、平成２６
年４ 月に福島県郡山市に設置する予定。

研究拠点
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（２）組織

１）研究ユニットの構成と変遷
２）平成２４年度における研究ユニットの機動的な見直し
３）平成２５年４月現在の研究分野別の研究ユニット
４）平成２４年度における本部組織体制の機動的な見直し
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項
２．研究活動の高度化のための取り組み
１）研究組織及び事業の機動的な見直し
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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１期 第２期 第３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、「研究部門」、「研究センター」、「研究ラボ」の３種類の研究ユニットで構成。

○ 研究部門： 中長期的視点から継続的に研究を実施
○ 研究センター： 時限を定めて集中的に特定課題を解決
○ 研究ラボ： 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、３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。



第1期 第２期 第３期
～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜
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研究ユニットの構成と変遷（環境・エネルギー分野）
第２期

①水素材料先端科学研究センターを設立し、燃
料電池自動車用水素貯蔵技術の開発や高圧水
素利用に資する材料強度データーベース構築な
ど、水素技術の実用化に貢献した。

②バイオマス研究センターは、バイオマス利用促
進に貢献することを目的として設立され、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。

③安全科学研究部門は、フィジカルハザード評
価・リスクトレードオフ評価・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設立され、
化学物質やナノ材料などのリスク評価書等を策
定・公表している。

第３期

④先進パワーエレクトロニクス研究センターは、
2010年に設立され、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
能とすることを目指している。

⑤太陽光発電工学研究センターは、2011年に設
立され、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いる。

⑥バイオマスリファイナリー研究センターは、
2012年に設立され、木質系バイオマスから、化
学品原料、高性能複合材料、液体燃料を製造す
る技術開発を目指している。

⑦触媒化学融合研究センターは2013年に設立

され、革新的触媒を用いた機能性化学品の開発
や製造プロセスの環境負荷低減を目指している。

再生可能
エネルギー・
省エネルギー

資源の確保
と有効利用

環境の評価・
管理技術

フィジカルハザード、リスクトレードオフ、ライフサイクル評価

各種太陽電池、システム、評価・標準

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

SiCパワーデバイス、電力変換エレクトロニクス

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

産業の
環境負荷
低減技術

ユビキタスエネルギー研究部門

太陽光発電研究センター
太陽光発電工学
研究センター

⑤

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

④

循環バイオマス
研究ラボ

バイオマス研究センター
バイオマス
リファイナリー
研究センター

② ⑥

蓄電池、固体高分子形燃料電池、光材料

コンパクト化学システム研究センター

高温高圧化学プロセス技術、無機材料プロセス技術、融合的反応場技術

グリーン・サステイナブル ケミストリー

環境診断・保全、物質循環・リサイクル

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

① 水素材料先端科学研究センター

エネルギー技術研究部門

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

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

環境管理技術研究部門

メタンハイドレート研究センター

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

③ 安全科学研究部門

触媒化学融合
研究センター

⑦

環境化学技術研究部門
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第1期 第２期 第３期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜

88

研究ユニットの構成と変遷（ライフサイエンス分野）

幹細胞工学研究センター

生物プロセス研究部門
密閉型組換え植物生産システム

心身機能測定評価

環境の負
荷低減技
術の開発

健康を

守る技術
の開発

健康な
生き方を
実現する
技術の
開発

④

②
ゲノムファクトリー研究部門

生物機能工学研究部門

年齢軸生命工学研究センター

脳神経情報研究部門

人間福祉医工学研究部門

セルエンジニアリング研究部門

健康工学研究センター

ヒューマンライフテクノ
ロジー研究部門

③BMI

機能性食品開発

バイオセンサー

細胞機能計測・生体適合材料

幹細胞基盤技術

疾患バイオマーカー

糖鎖バイオマーカー

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

器官発生工学研究ラボ

①
健康工学研究部門③

第２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３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」の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、研究体制を強

化している。

⑤創薬効率化に向けて高度な計測・IT基盤技術

を融合した創薬分子プロファイリング研究センター

を設立した。

糖鎖医工学研究センター①

バイオメディカル研究部門③

① バイオメディシナル情報研究センター

生命情報工学研究センター①
⑤
創薬分子

プロファイリング
研究センター



第1期 第２期 第３期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜

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２期

① 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。

② 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３期

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ セキュアな社会実現のためのITの研究開発と

産業に安全の価値を付加することを目指して、

セキュアシステム研究部門を設立した。

デジタルヒューマン工学研究センター

グリーンナノエレクトロニクス
連携研究体

エレクトロニクス研究部門

ナノスピントロニクス研究センター⑤

電子光技術研究部門光技術研究部門

フレキシブル
エレクトロニクス
研究センター

③ ナノエレクトロニクス
研究部門

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）

セキュアシス
テム研究部門情報セキュリティ研究センター

ネットワークフォトニクス研究センター

ナノデバイスセンター
③

③

情報技術研究部門

①

④

⑥

99

TIA拠点化

光ネットワーク超低
エネルギー化拠点

データセンタ、ネットワーク
の消費エネルギー増大

科学的サービス

AIST-CNRS ロボット工学連携研究体知能システム研究部門

ナノ電子デバイス
研究センター

近接場光応用工学研究センター

強相関電子技術研究センター

デジタルヒューマン研究センター

システム検証研究センター

次世代半導体研究センター

グリッド研究センター

ウィルス、HP改竄、
2001年問題、金融システム障害

製品安全、事故予防、人間機能
モデル、サービスの生産性

⑦

サービス工学研究センター②

社会知能技術研究ラボ



第1期 第２期 第３期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜

MZプラットフォーム
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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２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３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。

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

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

ナノ材料、ナノデバイス創製

ナノシステム研究部門

有機ナノチューブ合成

省エネルギー
と資源有効
利用技術

産業の環境
負荷低減

革新的材料、
デバイスの

開発

計算科学研究部門

ナノテクノロジー研究部門

ナノチューブ応用研究センター

界面ナノアーキテクトニクス研究センター

ナノカーボン研究センター

ダイヤモンド研究ラボダイヤモンド研究センター

サステナブルマテリアル研究部門

先進製造プロセス研究部門

デジタルものづくり研究センター

集積マイクロシステム研究センター

先進製造プロセス研究部門

ものづくり先端技術
研究センター

①

②

③

④

⑤



第1期 第２期 第３期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜

標準整備計画（欧米並みの標準基盤整備）

国際展開(日米工業標準化Prjなど)

九州イノベーション創出促進事業

計量標準
の整備・

開発

計測技術
・

評価技術
の開発

① 計測標準研究部門 ④

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）

SI基本単位の再定義に向けた研究

② 計測フロンティア研究部門 ⑤

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

【先端計測分析機器を公開】
・つくばイノベーションアリーナへ参画

・ナノテクプラットホーム事業へ参画

研究ユニットの構成と変遷（計測・計量標準分野）
第２期
①計測標準研究部門では、知的基盤整備計画※に基づき、
国家計量標準の整備を推進し、第2期中に目標を上回る
543種類の計量標準を整備した。また、日本企業が多数進
出するタイ王国の計量標準機関に対し、設立段階から技術
協力を行い、積極的なアジア展開を推進した 。
②計測フロンティア研究部門では、最先端科学技術・産業
技術を支える計測・分析技術の開発を推進し、非破壊評価
技術研究開発の展開も進めた。
③生産現場での計測ソリューション提供型研究の推進を加
速する目的で、実環境計測・診断研究ラボを改編し、生産
計測研究センターを設立した。

第３期
④計測標準研究部門では、計測クラブなどの活動を通じた
産業界との対話に基づき、利用現場の要望によりマッチし
た計量標準の整備計画を策定し、新たに62種類の標準供
給を開始する。第２期に続き、日米工業標準化プロジェクト
をはじめとした国際展開の推進と、2015年度以降に予定さ
れている計量標準のSI基本単位再定義に向けて、次世代
の計量標準の研究開発を実施する。
⑤計測フロンティア研究部門では、計測技術のフロンティア
を開拓し、それを分析技術まで仕上げることを推進する。さ
らに開発した先端計測機器と技術を公開して、先端計測・
分析支援を行う。
⑥多様な生産現場での計測課題への対応とソリューション
提供の取り組みを強化する目的で、２つの研究部門を取り
込んで、生産計測研究センターに新たな研究体制を構築す
る。

※知的基盤整備計画： 計量標準に関しては、産総研発足当時、2010
年までに欧米先進国並みの計量標準を整備する目標（国際的整合性
が担保された物理系標準250種類以上、化学・材料系標準物質250種
類以上）が設定された。

ナノテクノロジー研究部門

実環境計測・診断研究ラボ

サステナブルマテリアル研究部門

産総研第3期
標準整備計画

11

③ 生産計測技術研究センター ⑥



第1期 第２期 第３期

～2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013〜
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第２期

①地球科学情報研究部門と海洋資源環境研究部門

が一体となり、陸海の地質情報の知的基盤構築を総

合的に推進する部門として地質情報研究部門を新設

した。

②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

わる安全規制の支援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が研究を継続している。

第３期

③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。

④地質の調査に基づいた地質情報だけでなく衛星情

報を含めた知的基盤の整備を行うため、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。

⑤地圏資源環境研究部門では、地圏環境リスク評価

システムの公開普及を進め、さらに環境・エネルギー

分野と連携して地中貯留の安全性評価、震災後の再

生可能エネルギーの開発研究を進める。

⑥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、地質情報利用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。
GERAS：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ます。

活断層・地震研究センター

地質情報研究部門

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

地質情報
の提供と
普及

活断層調査 最新知見に基づいた活断層データベースの更新

地球科学情報研究部門

海洋資源環境研究部門

活断層研究センター

鉱物・燃料資源評価

土壌汚染評価 生態系リスク評価

地層処分の安全支援研究 技術資料公開

レアアース・レアメタル・地熱

地圏資源環境研究部門

GERAS-1,2の公開 GERAS-3の公開

深部地質環境研究センター

全国完備20万分の１地質図幅

地震調査研究推進本部
主要98断層完了

地質標本館

地質調査情報センター

重要インフラ立地・防災等の重点化５万分の1地質図幅

火山活動評価

海洋の地質調査と大陸棚延伸への貢献 国連への申請

GEO Grid

噴火推移予測の高精度化

国連の承認

20万分の1地質図幅改訂と次世代
20万分の1日本シームレス地質図

③

⑤

①

研究ユニットの構成と変遷（地質分野）

深部地質環境研究コア

⑥

②

地質調査総合センター ④ナショナルセンターとしての機能強化



① ライフサイエンス分野

② 環境・エネルギー分野

高精度生体分子計測技術（バイオ計測）と多層的生命情報解析技術（バイオIT）を融合することによ
り、分子プロファイリングを高度化し、それに基づく医薬品候補化合物の合理的設計を強化する基盤
技術の開発を推進するため、創薬分子プロファイリング研究センターを新設。

バイオメディシナル情報研究センター

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H25.1.22）

創薬分子プロファイリング研究センター

【Ｈ２５．３．３１廃止】 【Ｈ２５．４．１設立】

平成２５年３月３１日をもって３研究ユニット(水素材料先端科学研究センター、バイオメディシナ

ル情報研究センター、ダイヤモンド研究ラボ)を廃止し、平成２５年４月１日に以下の２研究ユ

ニットを新設。（４２研究ユニット→４１研究ユニット）

＜平成２５年度に向けた研究ユニットの見直し＞

わが国の化学産業の競争力を支える機能性化学品製造技術のさらなる発展のため、クリーンで省
資源・省エネルギーな触媒プロセスを開発し、触媒化学技術の体系化を目指すべく、触媒化学融合研
究センターを新設。

環境化学技術研究部門の一部 触媒化学融合研究センター

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H25.2.4）

【Ｈ２５．４．１設立】

平成２４年度における研究ユニットの機動的な見直し

13
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平成25年4月1日 現在
研究ユニット数：41

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

計測・計量標準

研究部門 (21) 研究センター (20)

糖鎖医工学、生命情報工学、
幹細胞工学、
創薬分子プロファイリング

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

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、
セキュアシステム

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

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、
バイオマスリファイナリー、
触媒化学融合

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

生産計測技術

地圏資源環境、
地質情報

研究ラボ (0)

（12ﾕﾆｯﾄ）

（8ﾕﾆｯﾄ）

（10ﾕﾆｯﾄ）

（5ﾕﾆｯﾄ）

（3ﾕﾆｯﾄ）

地質
（3ﾕﾆｯﾄ）

計測標準、
計測フロンティア

活断層・地震

研究ユニット

※赤字は平成25年

４月に新設した研究
ユニット

平成２５年４月現在の研究分野別の研究ユニット



平成２４年度における本部組織体制の機動的な見直し

つくばイノベーションアリーナ推進本部

理事長直属の本部組織とし、「つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点（TIA-nano）」事業
の推進を強化する。
スーパークリーンルーム産学官連携研究棟の運営体制を強化し、研究開発のスピード向上のため
企業などがスーパークリーンルームで24時間研究できるようにする。
スーパークリーンルーム産学官連携研究棟での国家プロジェクト活動の支援とともに、ファンドリー型
の研究開発の支援も充実させる。

イノベーション推進本部
つくばイノベーションアリーナ推進部

つくばイノベーションアリーナ推進本部

【Ｈ２５．３．３１廃止】

【Ｈ２５．４．１設立】

つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点（TIA-nano）事業の推進強化のため、平成

２５年３月３１日をもってイノベーション推進本部つくばイノベーションアリーナ推進部及びナノ

デバイスセンターを廃止し、平成２５年４月１日につくばイノベーションアリーナ推進本部を新

設。

＜平成２５年度に向けた本部組織の見直し＞

ナノデバイスセンター

【Ｈ２５．３．３１廃止】

つくばイノベーションアリーナ推進本部

15
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（３）平成２４年度収入概要
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平成２４年度収入概要（１／２）

平成23年度(1026.0億円) → 平成24年度(903.7億円)

主な収入源として、運営費交付金578.3億円、自己収入228.9億円

平成２４年度収入額
903.7億円

運営費交付金
578.3億円

施設整備費補助金
96.6億円

自己収入
228.9億円

※平成２４年度収入額は決算確定前暫定額

※四捨五入により合計額が一致しないことがある。

当初 ： 600.8億円
補正 ：△22.5億円

・運営費交付金（当初）：603.9億円
運営費交付金（補正）：96.0億円

・施設整備費補助金：77.2億円
・自己収入：248.9億円

・運営費交付金（当初）：600.8億円
運営費交付金（補正）：△22.5億円

・施設整備費補助金：96.6億円
・自己収入：228.9億円

※主な減少要因は、補正予算（運営費交付金）によるものである。

17



平成２４年度収入概要（２／２）

主な収入項目として、受託収入124.5億円、共同研究収入33.6億円

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

６７．４億円

文部科学省からの
受託収入
４．７億円

環境省他からの
受託収入
８．３億円

国、民間企業以外
からの受託収入 ６２．３億円

外部グラント６．４億円

民間企業からの
受託収入９．５億円

民間企業からの共同
研究収入 ３０．５億円

経済産業省からの受託収入
３９．７億円

平成２４年度自己収入
額 228.9億円

※平成２４年度収入額は決算確定前暫定額

※四捨五入により合計額が一致しないことがある。

18



自己収入について

平成23年度自己収入額：248.9 億円
運営費交付金(当初)： 603.9 億円

自己収入の割合（平成23年度） 自己収入の割合（平成24年度）

※平成２４年度収入額は決算確定前暫定額

自己収入
29.2%

運営費交付金
70.8%

自己収入
27.6%

運営費交付金
72.4%

平成24年度自己収入額：228.9 億円
運営費交付金(当初)： 600.8 億円

19
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（４）人員
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2121

● 研究職員………………………2,281名（2,288名）
［ うち任期付］ ［271 名（242名） ］
［ うち外国籍］ ［ 80 名（82名）］
［ うち女性］ ［192 名（184名）］

● 事務職員 ……………………….657 名（661名）
職員合計 2,938名（2,949名）

● 役員 ………………………………13 名（13名）
● 招聘研究員 …………………….156 名（177名）
● ポスドク …………………………259 名（274名）
● テクニカルスタッフ ……………1,602 名（1,553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1,700 名（約1,500名）
● 大学から…………………………..約2,000 名（約2,000名）
● その他法人等から* …………………約900 名（約900名）

［ うち外国籍］ ［約400名（約500名） ］

（平成24年度受入延べ数（平成23年度実績））

*その他法人：独立行政法人、特殊法人、国立研究所、公設試、公益法人など。

常勤職員数の変遷

研究分野別の研究職員構成

環境・エネルギー

分野

25%

ライフサイエンス

分野

17%

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%

計測・計量標準

分野

16%

地質分野

10% H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY
研究職員 2,508 2,505 2,487 2,408 2,348 2,365 2,337 2,288 2,281
事務職員 717 704 704 695 690 690 683 661 657
合計 3,225 3,209 3,191 3,103 3,038 3,055 3,020 2,949 2,938

産総研の人員

（平成25年4月1日現在（平成24 年4月1日現在））

（平成25年4月1日現在）
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（５）産総研研究戦略について
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「産総研研究戦略」の策定

○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： 産総研が貢献するべき四つの研究推進戦略を記載
第二部： 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プランを記載
第三部： 研究分野別の研究推進戦略、最近の取り組みを記載

○出口の明確化
第一部では各重要課題毎に中期目標期間（５年間）を大きく越える最長２０３０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25年度版

研究戦略とは

目的

研究戦略の内容

23



24

（６）国の取組みへの貢献

・国設置の委員会への人的貢献
・国の施策への貢献

24
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平成２４年度における国の設置する委員会等への貢献（抜粋）

25

委員会 省庁
人数
（名）

委嘱の役職

日本学術会議 内閣府 28 委員長、委員、連携委員

科学技術・学術審議会 文科省 7 専門委員、臨時委員

薬事・食品衛生審議会 厚労省 1 臨時委員

総合資源エネルギ－調査会

経産省

5 委員、臨時委員

日本工業標準調査会 13 委員、専門委員、臨時委員

計量士国家試験委員会 36 幹事、委員

地震予知連絡会
国交省

2 委員

火山・噴火予知連絡会 2 座長、委員

中央環境審議会
環境省

2 専門委員

原子力規制委員会 1 有識者



国の政策への貢献

26

○グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（革新的触媒）
実施研究ユニット：触媒化学融合研究センター

○超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
実施研究ユニット：ナノエレクトロニクス研究部門

○次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発
実施研究ユニット：サステナブルマテリアル研究部門

（１） 未来開拓研究プロジェクト（経済産業省）

○ 「日本再生戦略」に示されたグリーン成長戦略を実行に移し、エネルギー供給体制の
脆弱性を抜本的に克服。「創エネ・蓄エネ・省エネ」を展開。

○ ①リスクの高い中長期的なテーマ、②省庁の枠を超えた本格的な各省連携、③産学
官のドリームチームを構築。基礎研究から実用化まで一気通貫で研究開発を推進。

（２） 福島再生可能エネルギー研究開発拠点整備事業

○ 東北地域において、地元大学、産業技術総合研究所、公設試験研究機関、地場企
業等が連携し、最先端の太陽光発電、風力発電、スマートコミュニティ等の技術開発・実
証を行うための研究開発拠点の整備等を推進。 （平成２６年４月開所予定）
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（７）「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

１． 「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針（平成２２年１２月７日 閣議決定） 」
への対応状況

２．「独立行政法人が支出する会費の見直しについて（平成２４年３月２３日 行政改革実
行本部決定） 」等への対応状況

３．「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平成２４年４月３日 行政改革実行本部決
定） 」等への対応状況



○新規テーマ設立及び見直しを審査する諮問委員会に、関連する他独法の研
究者等を参加させ、これに重複排除・連携強化を徹底した。

事務・事業の見直し
・鉱工業等に関する科学技術の研究開発等の重複排除・連携強化

１．「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針（平成２２年１２月７日 閣議決定） 」への対応状況
（平成２４年度）

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（１／２）

○直方サイトについては、土壌調査等の必要な作業を実施し、平成２５年２月に国庫納
付を完了。

○小金井サイトについては、平成２３年度末で共同研究終了し、国庫返納に向けて、必
要な手続きを開始。

資産・運営等の見直し
・不要資産の国庫返納、事務所等の見直し
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※資料２－７関係



２．「独立行政法人が支出する会費の見直しについて（平成２４年３月２３日 行政改革実行本部決
定） 」等への対応状況（平成２４年度）

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（２／２）

○公益法人等への支出は、会費以外の支出も含め極力行わない。
○特に会費支出については、監事が精査する仕組みを導入。
○１０万円以上/年となる支出について、四半期毎に公表。

公益法人等への会費等支出の見直し

３．「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平成２４年４月３日 行政改革実行本部決定） 」等への
対応状況（平成２４年度）

○借上宿舎規程改正（施行日：平成２５年５月１日）し、借上宿舎に入居できる者を「頻度
高く転居を伴う転勤等をする職員」に相当する者のみとし、入居期間を７年以内に限定。

独法職員宿舎（借上宿舎）の見直し
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