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＜項目＞

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する事項について

１．地域活性化の中核としての機能強化

２．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

３．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

４．研究開発成果の社会への普及

５．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

に係る指標の達成状況
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産総研は、イノベ－ションに関わる多様な人材や組織・機関（大学・産業界・行政など）の結節点を担う

イノベ－ションの要素となる「人・技術・情報」の出会いと流れを促進し、相乗させる役割を推進

世界の拠点とのネットワークを効果的に活用しながら、産業界に魅力的なプロジェクトを推進

総合性（幅広いＲ＆Ｄ分野）

拠点性（大規模な施設・設備）

組織性（研究マネジメント）

産総研による結節

産学官が結集して
研究・技術評価・標準化
を行うために

産総研の「人」「場」を活用

オープンイノベーションハブ機能の強化

持続的発展
可能な社会

発見・萌芽 死の谷 実現・産業化

産業・社会
への貢献

企 業大 学

産総研の「本格研究」

イノベーション創出に向けた基本的考え方



Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項

１．地域活性化の中核としての機能強化

（１）地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進

（２）中小企業への技術支援・人材育成の強化

4



地域のオープンイノベーションハブ機能の強化を目指して、地域センターの重点化分野にお
ける最高レベルの研究成果の創出と、地域ニーズや地域特性に応じた、地域企業への橋渡
し、を重点的に実施。２４年度の主な取り組みは、次の通り。

地域活性化の中核としての機能強化

☆地域経済に貢献する最高水準の研究開発
地域毎の重点技術分野の強化。必要に応じて、地域センター間で技術連携を強化。

☆産学官連携ネットワークの維持と展開
経済産業局や地方自治体、商工会議所等との協力のもと、地域中小企業等への総合的な
支援体制として公設試験研究機関、大学、産業支援機関等とのネットワークを推進。

☆実用化を目指した研究開発や実践的な人材育成
地域センターの有する技術分野については地域企業や公的試験研究機関の人材を積極的に
受け入れ、最先端設備の供用やノウハウを活かした共同研究等を実施。

①地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発

②中小企業への技術支援・人材育成の強化

☆産業技術連携推進会議地域部会等を通じた中小企業への技術支援
公設試験研究機関と連携した巡回技術相談や地域産業が必要とする技術の研究会などを実施。

☆共同研究を通じた中小企業への技術支援
中小企業と共同で外部資金プロジェクトの獲得やグローバル展開への貢献など、共同研究を通じて
技術開発を支援。
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つくばセンター

◆重点事業
・植物工場を活用した農商工連携
・微生物による物質生産プラット

フォームの開発
・バイオテクノロジーを応用した

生産性向上 他

関西センター： ユビキタスエネルギー技術、
医工連携技術、組込み情報技術

◆重点事業
・製品検査・プロセス管理計測

技術開発
・水素社会構築への貢献
・太陽電池信頼性評価への

産学官連携拠点形成 他

九州センター： 生産現場の問題解決のた
めの計測技術および水素エネルギー社会
構築に向けた水素エネルギー技術

太陽電池信頼性評価
拠点の形成

東北センター：
低環境負荷化学プロセス技術

◆重点事業
・東北地域企業における製造

技術の環境ブランド化 他

超臨界二酸化炭素を利用する
VOC低減塗装装置

臨海副都心センター： ライフ・IT融合技術

◆重点事業
・ライフ・IT技術による高度医療

関連産業の振興 他個人差を人工的に
創り出すバイオチップ

中国センター： 木質系原料の
バイオマスリファイナリー技術

◆重点事業
・林工一体型バイオマス利用

ビジネスモデルの構築 他

木質系バイオマス利用
液体燃料製造プラント

中部センター： ものづくり産業の基
盤となる先進材料プロセス技術

◆重点事業
・部材軽量化技術やパワー関連技術による

次世代自動車産業の育成
・ＣＦＲＰ関連技術を核とした航空機関連

産業の振興
・医療機器関連産業の育成
・材料・プロセスの基盤技術に基づく

素形材産業の高度化 他

◆重点事業
・健康関連産業の創生
・ものづくり産業の

競争力強化
・食品分析フォーラム活動の

推進

四国センター： バイオ技術と材料・
システム開発技術の融合による健
康工学技術

生活習慣病
マルチマーカー計測システム

北海道センター： 遺伝子組換え技術を駆使し
た最高水準のバイオものづくり技術

イヌインターフェロン
生産システムを実用レベルで確立

◆重点事業
・新材料開発支援での蓄電池

産業の育成
・バイオ医薬産業などの健康

関連産業の育成
・組込み産業の高度化支援 他

歯科医院向けに口臭
測定装置を販売開始
（H24年6月）

地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（1/2）

～ 最高水準の研究開発分野と地域事業計画の重点事業 ～

評価用リチウム
イオン電池
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地域センター名 重点分野 地域事業計画の重点事業 ２４年度の主な取り組み

北海道センター バイオものづくり技術 ・植物工場システムを活用した農商工連携

・微生物による物質生産プラットフォームの開発

・バイオ利用による農業問題解決

・植物工場技術の商業応用を目指し、動物薬としての製造販売承認を申請中。

・植物工場技術の実証研究を行うグリーンケミカル研究所（ノーステック財団）が北海道センタ
ー内に平成24年12月に竣工し、企業５社が研究開発に活用している。

・組換え微生物の遺伝子設計技術が国プロジェクトに採択。

東北センター 低環境負荷化学プロセ
ス技術

・東北地域企業における製造技術の環境ブランド化 ・粘土膜利用技術を環境・エネルギー分野からエレクトロニクス分野へ、二酸化炭素塗装技術
の二次電池製造分野応用へ展開。

・有力企業100社あまりとの連携をシステム化する「東北コラボ100」により連携活動を強化し、
地域中小企業との共同研究７件を実施するなど、東北地域産業の復興・振興に貢献。

臨海副都心

センター

ライフ・ＩＴ融合技術 ・ライフ・IT技術による高度医療関連産業の振興 ・バイオテクノロジー作業に最適化した双腕ロボットの開発に成功。平成２４年度に慶應義塾
大学、九州大学、理化学研究所、味の素等に導入。

・関東経済産業局の東京区部・神奈川臨海部広域基本計画と連携し、ライフ・イノベーション産
業と文化産業育成に関わる各種調査等を実施。

中部センター 先進材料プロセス技術 ・次世代自動車産業育成

・ＣＦＲＰ関連技術を核とした航空機関連産業振興

・部材やデバイス開発による医療機器関連産業育成

・素形材産業の高度化

・次世代自動車用のパワーデバイス実装技術、並びに重稀土類を用いない磁石の開発を目
的としたファインセラミックス技術研究組合、高効率モーター用磁性材料技術研究組合の集中
研が活動を開始。

・CFRPに関して、中部地域の9公設研と機械特性や機械加工技術に関するラウンドロビン試
験を実施。

関西センター ユビキタスエネルギー
技術、医工連携技術、
組込み情報技術

・新材料開発支援での蓄電池産業育成

・バイオ医薬産業の育成

・組込みシステム産業の育成

・蓄電池産業育成では化学素材産業の技術を蓄電池開発に生かす取組みを技術研究組合と
連携・推進し、新たに５種の標準電池評価法を組合員（化学・素材産業１８社）に提供。

・つくば・北海道と連携、分子複合医薬研究会を通じて、核酸・抗体医薬品開発を加速。新たに
３件（企業２社、鹿児島大学）の共同研究を開始。

中国センター バイオマスリファイナリ
ー技術

・林工一体型バイオマス利用ビジネスモデルの構築 ・間伐材等の高度利用技術として、「セルロースナノファイバー」を利用する高性能複合材料製
造、自動車用プラスチック原料製造技術の開発及び製品化を推進。セルロースナノファイバー
強化樹脂開発の中間目標値25MPa以上の引っ張り強度物性を達成。

・真庭市と木質バイオマスの有効利用や人材育成、新産業の創出に向けた連携・研究協力を
推進。

四国センター 健康工学技術 ・健康関連産業の創生
・ものづくり産業の競争力強化
・食品分析フォーラム活動の推進

・マラリア感染の初期診断が飛躍的に向上するチップを開発するとともに、デバイス及び検出
装置の特性評価につき企業との共同研究も実用化に向け進展中。

・食品分析フォーラムを立ち上げるとともに、アンセリンについてフォーラム標準化を達成。

九州センター 生産計測技術、水素エ
ネルギー技術

・製品検査・プロセス管理計測技術開発

・水素社会構築への貢献

・太陽電池信頼性評価への産学官連携拠点形成

・半導体関連マイスター型連携課題において、従来検出できなかった微小欠陥をデバイス量
産現場で再現性良く検出することに成功。

・太陽電池パネル評価関連では、電圧誘起劣化を解消可能なモジュール構造の試作に成功。

地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（2/2）
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地域産業活性化支援事業：公設試から研究人材を受け入れ、地域中小
企業の課題解決をめざす。

→ 平成24年度実績： 9公設試から13名受入

中小企業共同研究スタートアップ事業：
中小企業の新製品創出や製造プロセスの大幅な改善等に繋がる
外部資金を活用した共同研究のためのスタートアップを支援。

→ 平成24年度実績：34テーマを実施。23年度実施テーマの約
半数が外部資金を獲得、本格的な共同研究を実施。

研究連携支援事業：公的研究資金や実証事業への提案を目指す公設試
及び企業と共に提案課題の設計を行うワーキンググループ（WG）活動
◎平成２４年度から、地域ニーズの変化に対応して新分野に挑戦するた
めの助走期間としての「準備WG」を新たに設置した。

→ 平成24年度実績： 10WGが活動（内、準備WGは6）

技術向上支援事業：公設試職員の技術向上のための研修やラウンドロビ
ンテストを行うワーキンググループ（WG）活動

→ 平成24年度実績： 3WGが活動

産業技術連携推進会議等を通じた中小企業への技術支援・人材育成

中小企業と共同での外部資金プロジェクトの獲得

中
小
企
業

産
総
研

国プロ等の外部研究資金
（サポイン、A-STEP等）

応募へと発展

フィージビリティスタディを実施

産
総
研

公
設
試

企
業

・共同研究
・人材交流
・評価技術等の研修

中小企業への技術支援・人材育成の強化（1/5）
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23年度採択 32件

●：一次公募 13件(被災地4件)

○：二次公募 5件(被災地5件)

◎：三次補正 14件(被災地6件)
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（被災地向け)

24年度採択 ■：22件

■

－産総研が参画するサポインの、都道府県別実施状況－

産総研の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）への取り組み

中小企業への技術支援・人材育成の強化（2/5）

産業技術指導員と地域センターのイ
ノベーションコーディネータの連携に
より、各地域の中小企業をオール産
総研の研究者が支援

・地域センターの作成した有力企業リスト
を元に、訪問企業を選定

・訪問企業の技術ニーズに対応する産総
研研究者をマッチング

・サポインへの共同提案課題を策定、
提案書をブラッシュアップ
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中小企業グローバルトップ性能製品の評価手法の開発（H24年度～）

事業の内容事業の内容 グローバル展開イメージ

○産総研の技術シーズを元に、優れた特徴により世界市
場で競争力を有する製品 （グローバルトップ性能製品）
を中小企業との共同研究で開発する。

○しかし、従来にない性能は、それを評価する指標や評価
手法が無いことが多いため、産総研はグローバルトップ
性能製品の性能を証明するための評価手法を確立し、
他製品との差別化を客観的に示す。

○加えて、産総研は、グローバルトップ性能製品・技術及び
評価手法を海外に向けて発信する（海外展示会、国際
学会での紹介、ユーザー説明等）ことで、中小企業のグ
ローバル展開に貢献する。

○これにより、優れた製品の実用化として産総研の技術を
世界に普及する。

事業予算規模： 約3000万円/年
テーマ数（新規開始テーマ）： 3 ～ 4/年
各テーマ実施期間： １～３年

中小企業のねらい: 自社製品で海外展開

中小企業 産総研

製品開発
（グローバルトップ性能製品の製品化）

製品・技術のグローバルな発信
・産総研職員が海外ユーザーへ直接説明
・学会や展示会などで広く紹介
・パンフ掲載 等

製品の差別化
（グローバルトップ性能製品の性能証明） 評価手法の確立

産総研
技術シーズ

共同研究

グローバル市場の
シェア確保

平成２４年度 ３テーマ実施

中小企業への技術支援・人材育成の強化（3/5）

産総研技術で、中小企業の世界トップレベル製品の開発、海外展開を支援

産総研技術の普及
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精度向上

テ
ー
マ

化学物質安全評価の標準化の
ための多色発光測定装置の標
準発光プレートの開発・製品
化

回転軸ぶれ検出機能を有するイ
ンテリジェント・ロータリーエ
ンコーダの性能評価方法の確立

高電圧直流給電に対応したスマー
トモニタリングシステム (DC-
Smart Energy Monitoring 
System(SEMS))

内

容

・校正指標としての標準多色発
光プレート開発

・3色発光技術による毒性評価
のOECDガイドライン化の推進

・軸ぶれ検出機能（SelfA+）の評価
指標

・APMP（太平洋計量計画）での
WS開催、普及活動

・EURAMET（欧州国会計量標準

機関協会）と連携した世界標準
化推進

・インプロセス校正指標確立
・知財戦略
・国家標準を通じたSI単位系へのト
レース

中小企業グローバルトップ性能製品の評価手法の開発（H24年度実施テーマ）

校正

標準多色発光プレート
産総研標準光源によ
る
値付け

３色発光測定装置 分光放射照度
標準電球

商用電源

電力量計 空調機

サーバ

サーバ

バッテリー

校正用
基準信号

無遮断遠隔校正

DC-SEMS

直流給電
ライン

AC/DC
変換

故障予知
効率・燃費向上快適性

発光細胞代替
試験法

電力変換ロス、空調電力削減

中小企業への技術支援・人材育成の強化（4/5）
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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（5/5）

開催日 開催地 (センター) ワークショップのテーマ 参加人数(民間企業)

9月10日 札 幌 （北海道） 技術で支える北海道の食産業 －食の高付加価値化を目指して－ 214名 （ 63名）

11月19日 秋 田 （東 北） 持続可能社会を支える東北の精緻なものづくり技術 156名 （ 35名）

11月26日 広 島 （中 国） 中国地域のものづくり技術のオープンイノベーション 210名 （ 66名）

12月10日 名古屋 （中 部） ものづくりとサービスの融合 －新たな価値づくり(快適・安心・満足･･･）－ 211名 （ 69名）

12月18日 大 阪 （関 西） 健康で楽しい人間生活を実現するための産業技術
－礼節の国の新しいものづくり－

206名 （103名）

1月15日 熊 本 （九 州） オープンイノベーションで地域産業に貢献する半導体および有機薄膜関連技術 221名 （ 70名）

1月29日 高 松 （四 国） 世界に羽ばたく技術の四国 236名 （ 92名）

会場（高松）

技術セミナー 企業の基調講演、オール産総研・企業の講演

パネル展示 産総研・企業・自治体が出展

技術相談 展示会場に技術相談窓口を併設

平成24年度の取り組み

サポイン採択など地元企業との連携拡大に向けた動きが加速。
また、他地域センター研究者の発表により地域を超えた連携が促進。

12



Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項

２．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

（１）新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実

（２）研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開

13



新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実

標準化戦略会議

所内外の委員により標準化活動の大枠の方針を議論

国際標準化推進戦略シンポジウムを開催し、

標準化・認証支援の取り組みを対外的に発信

平成24年度国際標準推進戦略シンポジウム

「新技術の認証を視野に入れた標準化推進」

（平成24年8月22日、イイノホール）

平成23年度国際標準推進戦略シンポジウムを書籍化

→「未来をひらく 国際標準国際ルールづくりに自ら参加する日本へ」

国際標準を推進するための体制強化と普及活動

14

プリンテッドエレクトロニクス、ＩＴセキュリティ等のフィージビリティスタディを通じて、

認証を視野に入れた国際標準化活動を推進

基準太陽電池セルの校正等７件の依頼試験を実施するとともに、

「LED照明の測光量の測定等に関する国際試験所間比較」等４件の試験所間比較等を試行

わが国の認証体制強化への貢献

→
「未来をひらく国際標準

国際ルールづくりに
自ら参加する日本へ」

産業技術総合研究所【編著】
白日社 （2012/08/22 出版）

198p / 21cm / A5判
ISBN： 9784891731328

↑平成24年度国際標準推進戦略シンポジウム



研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開 (1/2)

15

セミナー、ＷＳ等の開催によるアジアへの展開

第9回バイオマス・アジアワークショップ（24年12月3日-12月
4日）を東京イイノホールで開催。
11カ国から研究、行政、企業関係者約300名が参加。再生可能
エネルギーとしてのバイオマスの役割に関して討議を行なった。
引き続きバイオマス・アジアのネットワークの更なる深化および
東南アジアでのバイオマスの利活用の実証に向けた取り組
みを続けていくことを確認。 第9回バイオマス・アジアワークショップ集合写真

（平成24年12月、東京）

標準提案

継続的な標準化研究開発事業により、国内外の標準化機関へ３４件の提案等を実施。

国内提案１９件、国際提案１５件（平成２３年度：国内２３件、国際１６件）

（２００１年からの累計提案国内１３４件、国際１１９件）

産総研の研究成果に基づく標準化

バイオマス炭素含有率の測定法の標準化（ISO 16620-1～3） 平成24年度提案

太陽電池用ポリマーフィルムに関する国際標準化（ISO 15106-5～7） 平成24年度提案

地質図 の記号、色、模様、用語及び凡例表示の標準化（JIS A 0204） 平成23年度提案、平成24年度制定

燃料用ジメチルエーテル（DME）の標準化（JIS K 2180-1～6） 平成24年度提案、制定

可視光応答形光触媒材料の空気浄化性能試験方法の標準化（JIS R 1751-1～6） 平成24年度提案、制定

など



外部有識者を含む標準化戦略会議において、国際標準化推進の大枠の方針を議論。

研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開 (2/2)

＜委員名簿＞ 議長 野間口 有 独立行政法人産業技術総合研究所 理事長

副議長 武田 貞生 財団法人日本規格協会 専務理事（ISO副会長）

安西 祐一郎 独立行政法人日本学術振興会 理事長（前慶應義塾長）

一村 信吾 独立行政法人産業技術総合研究所 副理事長

大橋 守 社団法人日本鉄鋼連盟 標準化センター事務局長

長我部 信行 株式会社日立製作所中央研究所 所長

小野 晃 独立行政法人産業技術総合研究所 特別顧問

田中 充 独立行政法人産業技術総合研究所 フェロー

藤田 俊弘 IDEC株式会社 常務執行役員

三木 幸信 独立行政法人産業技術総合研究所 理事（国際標準化推進担当）

森川 智 ヤマト科学株式会社 代表取締役社長

フィージビリティスタディ（FS）：戦略的な標準化計画立案と協力体制づくり

• 太陽光発電関連部材に関する信頼性
• 生活支援ロボット
• 人間中心デザインガイドライン
• プリンテッドエレクトロニクス など

標準化・認証検討委員会：研究開発と標準化・認証の一体的推進に関する方針を検討

• 試験方法、評価方法の研究開発をコアとした活動
• リスク対応研究を強化し、体系的標準化の推進と認証実施体制の設計を図る
• （知財と標準の一体的戦略の事例構築）
• パイロット認証の実行とその技術移転の推進
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３．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

（１）産学官が結集して行う研究開発の推進

－ オープンイノベーションハブ機能強化のための戦略的取組 －

①オープンイノベーション推進拠点の形成

②技術研究組合の活用

（２）戦略的分野における国際協力の推進

（３）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

17

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項



産学官が結集して行う研究開発の推進 （1/12）

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
界的な課題解決に貢献することを目的とする。

・平成21年6月に（独）産総研、（独）物材機構(NIMS)、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1：世界的な価値の創造：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 ：Under One Roofの実現：産学官が結集・融合する「共創場（”Under One Roof”）」を提供
理念3：自立・好循環の実現：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 ：Win-Win連携網の構築：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5：次世代人材育成：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

18

①オープンイノベーション推進拠点の形成 Ⅰ

平成24年度のトピックス
関係機関協力によるTIA-nano拠点運営の拡大

•KEKがTIA-nanoに新規参加
•パワエレ寄附講座を筑波大学に設置（平成25年4月開講）
•TIA-nanoインターンシップ制度を整備

産業界との連携の加速
•オープンイノベーション民活型共同研究体「つくばパワーエレク
トロニクスコンステレーション（TPEC）」が発足（H24年4月）
•単層CNT量産実証プラント施設を企業に貸与

産総研TIA-nano運営体制の強化
•つくばイノベーションアリーナ推進本部を設立（H25年4月より）

平成24年度実績
事業規模：約253億円（民間資金割合15%）
外部研究者：832人、連携企業：119社
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【パワーエレクトロニクス研究拠点】
１．産業界にとって魅力ある拠点形成（インフラに加え、参加企業がビジネスで勝つ技術開発の展開）
２．我が国のパワーエレクトロニクス人材輩出の場
３．研究開発コストを拠点参加者でシェアし、自立した拠点経営

SBD量産試作品

産総研つくば西事業所内パワーエレクトロニクス研究拠点

TIAパワーエレクトロニクス拠
点に産業界と大学を集積

産総研インフラを拠点とした産業界とのパワエレ民活型共同研究体
(TPEC) 参加25社、民間資金9億円/年、常駐民間研究者75人

パワエレ研究拠点を活用した人材育成
TIA大学院連携パワエレ寄附講座

①オープンイノベーション推進拠点の形成 Ⅱ

産学官が結集して行う研究開発の推進 （2/12）

ＴＩＡ代表例
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【カーボンナノチューブ研究拠点】
１．産学官一体の研究体制により、我が国発のカーボンナノチューブの実用化を促進
２．我が国発の単層CNT産業の創成を促進

ＴＩＡ代表例

20

①オープンイノベーション推進拠点の形成 Ⅲ

産学官が結集して行う研究開発の推進 （3/12）

商業プラント

炉幅 1m

合成炉全長 20m

反応炉長 5-10m

・全世界の単層ナノチューブ生産量
７トン/年（ＷＴＥＣレポート）
･商業炉一台で全世界の生産量を
上回る。

生産量 １０トン/年

ナノチューブ連続合成装置

補正予算事業（２００９） 構想：商業プラント

･生産量0.6kg/day
･キログラム単位でサンプル提供
･用途に適したCNTを合成し、適合するCNT
の部材を製作する。

日本ゼオンに装置を貸与、市場販売へ。事業性を判断
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ナノデバイスセンター（廃止）

つくばイノベーションアリーナ推進本部（新設）

つくばイノベーションアリーナ推進部（廃止）

ＴＩＡ企画室（廃止）

ＩＢＥＣセンター（廃止）

研究推進組織

本部組織

つくばイノベーションアリーナ連携推進室（新設）

つくばイノベーションアリーナ企画室（新設）

共用施設調整室（新設）

スーパークリーンルーム運営室（新設）
事業推進室（廃止）

設計評価室（廃止）

集積実証室（廃止）

本部組織

西研究業務推進部

つくば西事業所

研究業務推進チーム

研究環境安全チーム（新設）

西研究業務推進部

つくば西事業所

研究業務推進チーム

イノベーション推進本部

知的財産部

イノベーション推進企画部

イノベーション推進本部

知的財産部

イノベーション推進企画部

【従来】 【今年度】

情報通信・エレクトロニクス分野研究企画室

・・・ ・・・

・・・
・・・

●TIA推進本部を設置（4/1）。企画力強化、大型研究インフラの効率的運営を目指す

産学官が結集して行う研究開発の推進 （4/12）



【太陽電池開発拠点 （つくば＆九州センター） 】

太陽電池の開発と信頼性を長期的・継続的に評価する拠点を整備。また、コンソーシアムや
国際基準認証フォーラムを組織し、太陽電池モジュールの高性能化・高信頼化・高耐久化を目指す。

大型モジュール試作・
評価設備（九州）

成果 ・高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム（70機関以上参加）において、
高信頼性化・恒久化に資するモジュール部材を開発。

・太陽光発電技術研究組合（PVTEC）を中心に企業6社と次世代多接合薄膜シリコン太陽電池

の研究開発を実施。

・結晶系シリコン太陽電池の製造プロセス全般の研究開発を行う次世代結晶シリコンPV
コンソーシアム（20機関以上参加）を設立。
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （5/12）

①オープンイノベーション推進拠点の形成 Ⅳ

【蓄電池材料の評価拠点 （関西センター） 】

共通的評価手法の確立を通して、電池メーカーと材料メーカー等との摺り合わせ期間の短縮
および高性能蓄電池に関わる開発期間の短縮に貢献。

評価拠点の外観成果 ・技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（LIBTEC）の電池評価設備で
民間企業等18機関から持ち込まれる新材料の充放電特性等の評価を実施。

【ロボットの安全性評価のための研究開発拠点 （つくばセンター） 】

機能安全などの国際規格に適合したロボット安全の国際基準を定め、この国際基準に合ったロボット
の安全認証事業を可能とするため、ロボットの安全性を試験・評価する技術開発拠点を整備。

成果 ・生活支援ロボット安全検証センターにおいて、ＮＥＤＯ生活支援ロボット実用化プロジェクト

により、プラットフォームとして各種試験設備を整備。

・企業の開発した複数のロボットを題材に、ロボットの安全性を評価するためのリスクアセスメント
手法、試験手法、検証手法を開発し、国際標準化(ISO TC184/SC2)を推進。

生活支援ロボット安全検証
センターの外観



「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して、20の技術研究組合に参画

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１つ

産総研が参画する技術研究組合の体制●20の技術研究組合に参画
●17の技術研究組合の主たる研究拠点を産総研内に設置

して集中研究を実施

●7の技術研究組合のプロジェクトリーダーとしてプロジェクト

全体のマネジメントを担当
●16の技術研究組合の理事、専務理事などに就任
●技術研究組合等の外部機関が産総研内で研究開発等を

行うために必要な各種連携手続きをマニュアル化し、受入

体制を強化

平成２４年度活動概要（H25.3.31現在）

産総研の貢献
●技術研究組合の研究拠点として、産総研の「場」を活用

●産総研職員が理事やプロジェクトリーダー、技術部長として

技術研究組合事業を実施

●研究装置等のインフラを整備し、組合員機関へ提供

●組合員機関からの出向研究員に対し、技術や装置使用の

ノウハウ等を提供
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （6/12）

②技術研究組合の活用 Ⅰ



技術研究組合事業の実施例

●2011年7月設立、組合員企業17社・1大学・1財団及び
産総研

●NEDOプロジェクト「グリーンセンサ・ネットワークシス
テム技術開発」を実施。

●グリーンセンサ端末の開発
及びグリーンセンサネットワ
ークシステムの構築に関す
る研究開発に係る事業を遂
行する。

技術研究組合NMEMS技術研究機構

産総研の貢献

・産総研職員がPLとして
プロジェクト全体をマネジメント。

・産総研のコア技術であるMEMS技術及び無線センサ
ネットワーク技術における先導的な研究と実証研究と、
それに基づいた技術開発の方向性等の指導。

・つくば東事業所の8/12インチMEMSラインを活用。
・産総研に集中研を設置し、クリーンルーム、実験装置
を整備。

24

産学官が結集して行う研究開発の推進 （7/12）

②技術研究組合の活用 Ⅱ

●2012年5月設立、組合員企業
21社及び産総研

●経済産業省プロジェクト「革新
的製造プロセス技術開発（ミニ
マルファブ）」を実施。

● 0.5インチウェハに対応した装
置の開発と局所クリーン化技術
により、設備投資や運用経費を
大幅に削減する超小型製造システムを構築する。

ミニマルファブ技術研究組合

産総研の貢献

・産総研職員がＰＬとしてプロジェクトをマネジメント。
・ミニマルファブコンセプトを提案、広く発信。
・ファクトリーシステムの中核となるウェハ搬送系を独自
開発、コア技術として提供。

・ミニマル製造装置を用いる半導体プロセス技術の開発
と実証。

・ミニマルファブを、様々な研究成果を注入するイノベー
ションプラットフォームへと発展させ、産業界へ提供。

平成25年3月31日現在
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②技術研究組合の活用 Ⅲ ー平成24年度に参画した技術研究組合一覧（１）ー

産学官が結集して行う研究開発の推進 （8/12）

技術研究組合名（略称） プロジェクト名 ※ 関係研究ユニット 研究実施事業所

太陽光発電技術研究組合（PVTEC） NEDO「太陽光発電システム次世代高性能技術の開発」
METI「アジア基準認証推進事業費補助金(太陽電池加速試験開発)」

○ 太陽光発電工学研究センター つくば第2事業所
九州センター

技術研究組合BEANS研究所（BEANS) NEDO「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」 集積マイクロシステム研究センター、ナノシステム研究部門、
先進製造プロセス研究部門

つくば東事業所

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価
研究センタ－（LIBTEC）

NEDO「次世代蓄電池材料評価技術開発」 ユビキタスエネルギ－研究部門 関西センター

技術研究組合FC-Cubic（FC-Cubic） NEDO「固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発」 ユビキタスエネルギ－研究部門 つくば第2事業所
つくば第5事業所
臨海副都心センター

技術研究組合次世代レーザー加工技術研
究所（ALPROT）

NEDO「次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト」 電子光技術研究部門、環境化学研究部門、
先進製造プロセス研究部門

つくば第5事業所
つくば東事業所

技術研究組合次世代パワ－エレクトロニク
ス研究開発機構（FUPET）

NEDO「低炭素社会を実現する次世代パワ－エレクトロニクスプロジェクト」 ○ 先進パワーエレクトロニクス研究センター
先進製造プロセス研究部門

つくば第2事業所
つくば西事業所

技術研究組合名（略称） プロジェクト名 ※ 関係研究ユニット 研究実施事業所

ファインセラミックス技術研究組合（FCRA) NEDO「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト」 先進製造プロセス研究部門 つくば第5事業所
つくば東事業所
中部センター

ミニマルファブ技術研究組合 METI「革新的製造プロセス技術開発(ミニマルファブ）」 ○ ナノエレクトロニクス研究部門、先進製造プロセス研究部門、
ナノシステム研究部門、計測フロンティア研究部門、
集積マイクロシステム研究センター

つくば第2事業所

高機能遺伝子デザイン技術研究組合
（TRAHED)

METI「革新的バイオマテリアル実現のための高機能化ゲノムデザイン技術開発」 生物プロセス研究部門、
生命情報工学研究センター

北海道センター
臨海副都心センター

高効率モーター用磁性材料技術研究組合
（MagHEM）

METI「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発」 ○ サステナブルマテリアル研究部門、
ナノシステム研究部門

つくば第2事業所
中部センター

【平成24年度中に設立・加入した組合】

【平成23年度以前に設立・加入した組合①】

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当

平成２４年度に参画した技術研究組合一覧（1）

平成25年3月31日現在

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当
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②技術研究組合の活用 Ⅳ ー平成24年度に参画した技術研究組合一覧（２）ー

産学官が結集して行う研究開発の推進 （9/12）

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当

技術研究組合名（略称） プロジェクト名 ※ 関係研究ユニット 研究実施事業所

技術研究組合単層CNT融合新材料研究開
発機構（TASC）

NEDO「低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ融合材料開発プロジェクト」
NEDO 「革新的ナノカーボン材料先導研究開発プロジェクト」

○ ナノチュ－ブ応用研究センタ－、ナノシステム研究部門
安全科学研究部門、計測標準研究部門
コンパクト化学システム研究センター、エネルギー技術研究部門

つくば第4事業所
つくば第5事業所
つくば東事業所
つくば西事業所

エピゲノム技術研究組合（EPiRA） NEDO「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発プロジェクト 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 臨海副都心センター

基準認証イノベーション技術研究組合
（IS-INOTEK）

METI「アジア基準認証推進事業」 新燃料自動車技術研究センター、エネルギー技術研究部門
環境管理技術研究部門、ヒューマンライフテクノロジー研究部門
情報技術研究部門

つくば第2事業所
つくば東事業所
つくば西事業所

幹細胞評価基盤技術研究組合(SCETRA） NEDO「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発」 幹細胞工学研究センター つくば第2事業所
つくば第4事業所

技術研究組合光電子融合基盤技術研究
所（PETRA）

最先端プログラム「フォトニクス・エレクトロニクス融合基盤技術開発」 ナノデバイスセンター、ナノエレクトロニクス研究部門、お
電子光技術研究部門

つくば第2事業所
つくば西事業所

次世代化学材料評価技術研究組合
(CEREBA)

NEDO「次世代グリーン・イノベーション評価基盤技術開発」 環境化学技術研究部門、
フレキシブルエレクトロニクス研究センター、ナノシステム研究部門

つくば第5事業所

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術
研究組合（JAPERA）

NEDO「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 フレキシブルエレクトロニクス研究センター つくば第4事業所
つくば第5事業所

次世代天然物化学技術研究組合 NEDO「ゲノム創薬加速化支援バイオ産業基盤技術開発」 ○ 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

臨海副都心センター

技術研究組合NMEMS技術研究機構
（NMEMS）

NEDO「グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発」 ○ 集積マイクロシステム研究センター つくば東事業所

技術研究組合制御システムセキュリティ
センター（CSSC）

METI「IT融合による新産業創出のための研究開発事業（サイバーセキュリティテスト
ベッドの構築）」

セキュアシステム研究部門 臨海副都心センター

平成２４年度に参画した技術研究組合一覧（2）

【平成23年度以前に設立・加入した組合②】



民間企業への研究施設等の貸与

研究成果と先端的インフラを利用した事業化の促進

27

産学官が結集して行う研究開発の推進 （10/12）

【平成２４年度の成果】

（１）「完全密閉型遺伝子組換え植物工場」を利用した遺伝
子組換イヌインターフェロンα発現イチゴの生産・調整及びそ
れを原料とする動物用医薬品の製造（平成２３年４月～）

・農林水産省への動物用医薬品製造業申請書
等の提出

（２）「イオン注入装置」を利用した単結晶ダイヤモンドの供給
（平成２４年４月～）

・１インチウェハの商品化に、世界で初めて成功

（３）「スーパーグロース法ＣＮＴ合成実証プラント」を利用した
単層ＣＮＴ試験サンプルの配布（平成２４年１１月～１２月）

・３．３㎏のサンプル製造
・１３０社よりサンプル提供依頼あり
（各社へのヒアリングを開始）

【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、産総研独自の先
端的研究施設等を民間企業等が利用することにより事業
化（製造販売）を促進し、研究成果の社会普及を加速

完全密閉型遺伝子
組換え植物工場

イオン注入装置
（
研
究
施
設
等
の
使
用
料
）

（
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
）

研
究
成
果
の
社
会
普
及

「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

民間企業等
事業化

製造販売（収益事業）

イチゴを用いた
イヌインターフェロン製造

１インチサイズ
ダイヤモンドウェハ

産総研の研究施設等を民間企業が利用して、次の３事業
を実施（うち1事業（完全密閉型遺伝子組換え植物工場）
は23年度からの継続実施）

スーパーグロース法
ＣＮＴ合成実証プラント

スパーグロース法に
よるCNTの大量生産
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共同研究
契約

研究費

所有権の移転

企業などと産総研が連携内容に応じて、共通のテーマについて協力して研究を行う制度。

人材移籍型共同研究

ＦＳ連携制度
本格的な共同研究の前に、
技術開発の可能性を検討・
確認するための連携。

通常の実施期間は６ヶ月以内。

研究装置等提供型共同研究

資金提供型共同研究

共同研究
契約

研究費

ＦＳ連携
契約

試行的な
連携

共同研究実施

企業等が研究費(間接
経費を含む)を提供して
行う共同研究。

企業等が産総研に人件
費等を提供し、企業研究
者が身分を産総研に移し
て行う共同研究。

企業等が研究装置等を産
総研に提供して行う共同
研究。

共同研究
契約

研究費

人材移籍に係る
覚書の締結

平成24年度：
実施件数：1,118件
提供金額：3,462百万円

平成24年度：
実施件数：4件
移籍研究者：5名

平成24年度：
実施件数：95件

平成24年度：
実施件数：9件

・平成24年度共同研究実績
共同研究件数 ：3,260件 （資金提供型：1,118件）

うち企業 ：1,906件 （資金提供型：1,063件）
うち中小企業： 675件 （資金提供型： 254件）

＊資金提供型の件数は、FS連携の一部、人材移籍型、および
研究装置等提供型の件数を含む。

企業の研究活動を支える産総研の共同研究

28

産学官が結集して行う研究開発の推進 （11/12）

企業等 産総研

産総研企業等

企業等 産総研

きうfどう
研究者の

移籍

きうfどう共同研究実施 きうfどう共同研究実施

企業等 産総研

きうfどう
研究装置等

の提供

きうfどう共同研究実施 きうfどう共同研究実施

28
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （12/12）

イノベーションコンソーシアム型共同研究の推進

H24年度の実績

産総研をハブとしてコンソーシアムを形成し、民間資金を主体とした共同研究を実施

上流から下流までの幅広いレイヤーの企業が垂直連携と水平連携を効果的に実現し、

研究成果の創出とその実用化を加速

次のイノベーションコンソーシアム型共同

研究を推進

1. つくばパワーエレクトロニクスコンステ

レーション（30機関以上参加）

2. 高信頼性太陽電池モジュール開発・評

価コンソーシアム（70機関以上参加）

3. 次世代結晶シリコンPVコンソーシアム

（20機関以上参加）

4. ゴム・エラストマーにおける理論・シミュ

レーション基礎研究会（8機関参加）

新たなイノベーションコンソーシアム型共

同研究の立ち上げを支援する体制を産

学官連携推進部に構築

Principle member （H24年度）

特定用途向け電力変換器の開発等のSiCパワー半導体の応用を意識した
研究開発プロジェクトを実施

事例：つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)

素材メーカー、製造/検査装置メーカー、デバイスメーカー、モジュールメーカー、
最終製品メーカー、大学・公的研究機関等の30機関以上、民間資金約8億円、
常駐民間研究者52人

活 動

体制等

産総研内パワエレ拠点

SBD量産試作品

29
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■ 海外研究ポテンシャルと連携した研究開発
先進国・・・双方の強みを生かした相互補完的研究連携

・ フランス国立科学研究センター（CNRS）とロボティクス分野で連携。経済担当大臣等も来訪し、
トップレベルの交流も実現。

新興国・・・現地の資源を生かした互恵的研究連携
・ タイ国立研究機関と非食糧系バイオマスの燃料化技術を開発。成果として得られた

バイオディーゼル燃料を用いた実車走行試験を、いすゞ現地法人と共同して実施。

■ 産総研のネットワークを活用した企業のＲ＆Ｄ活動支援
・ 在タイ日系企業を対象に「産総研イノベーション・ワークショップ in タイ」を開催。計量標準技術の普及や

グリーンイノベーションを目指した研究協力などの成果を紹介。
・ インドネシア技術評価応用庁（BPPT）と産総研との共同研究に、(株)ブリヂストンが参画。天然ゴムの

生産性向上に関して三者が共同研究を推進。

■ 政府ミッションへの貢献
・ 米国エネルギー省傘下の国立研究所と環境・エネルギー分野を中心とする研究協力を推進。

H25年3月に米国再生可能エネルギー研究所(NREL)において開催。
・ ブラジル鉱産局（DNPM）、南アフリカ地質調査所（CGS）等と資源探査の調査を実施。

■ MOU等の締結による組織連携の強化 （包括MOU：新規4件、更新3件）

■ トップセールスの推進

・１２カ国から１６の研究機関の長が参加した第1回世界研究機関長会議を開催。

戦略的分野における国際協力の推進 （1/6）

産総研のグローバル戦略

国際連携強化に向けた取り組み



在タイ日系企業を対象に、計量標準技術の普及やグリーンイノベーションを目指した研究協力など、
産総研とタイ研究機関との連携による成果を示した。また、産総研のタイにおけるネットワークが日系
企業等に有効に活用されることを目指す。

在タイ日系企業、関連企業等、タイ国立研究機関、大学から約230名の参加があった。

■産総研を介した日本企業のグローバル化支援
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政策的要請を受け、米国エネルギー省傘下の国立研究所と環境・エネルギー分野を中心とする研
究協力を推進。H25年3月にワークショップを米国再生可能エネルギー研究所(NREL)で開催。これま
での成果および今後の方針を確認。

■第1回世界研究機関長会議を開催
H24年10月に京都にて、理研と共同開催。欧米、アジア、豪州の12カ国から、16の研究機関の長が
参加。国際連携推進のため、トップレベルの交流を実現。

産業界との連携や頭脳循環、研究費用等の、公的研究機関が持つ共通の課題が議論され、今後も
機関長間の連携を強化していくことを確認。

続いて開催されたSTSフォーラムにおいて、産総研理事長が機関長会議の概要を報告。

戦略的分野における国際協力の推進 （2/6）

■「産総研イノベーション・ワークショップ in タイ」をバンコクで開催

海外の天然資源を活用した日本企業のビジネス展開を推進する観点から、インドネシア技術評価応
用庁（BPPT）と産総研との包括MOUに基づいた共同研究に、(株)ブリヂストンが参画。天然ゴムの生
産性向上に関する三者共同研究契約を締結し、共同研究を推進。

地球規模課題の非食糧系バイオマス（ジャトロファ）の輸送用燃料化基盤技術プロジェクトを基に、タ
イ国家科学技術開発庁（NSTDA）およびタイ科学技術研究院（TISTR）と研究協力。成果として得られ
たバイオディーゼル燃料を用いた実車走行試験を、H24年7月にタイでいすゞ現地法人と共同で実施。

■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



研究協力覚書（ＭＯＵ）に基づいた国際連携

平成24年度実績：
米国・オークリッジ国立研究所（ORNL）、
サバンナリバー国立研究所（SRNL）と包括MOUを締結

アメリカ・カナダ （全9件）
国立再生可能エネルギー研究所（NREL）等と

環境・エネルギー分野を中心に、幅広い研究協力のために締結

平成24年度実績：
上海交通大学と包括MOUを締結。
中国科学院、インド科学技術省バイオテクノロジー局（DBT）、
インド科学産業研究機構（CSIR）との包括MOUを更新

アジア・オセアニア （全14件）
タイ・国家化学開発技術庁(NSTDA)、インドネシア・技術評価応用庁（BPPT）
オーストラリア・連邦科学産業研究機構（CSIRO）等と、

環境・エネルギー分野・ライフ分野・ナノテク分野等の研究協力のため締結

平成24年度実績：
ドイツ・ フラウンホーファー研究機構と包括MOUを締結

ヨーロッパ・アフリカ （全12件）

フランス・国立科学研究センター（CNRS）、
ドイツ・ヘルムホルツ協会等と、

ロボット技術などの先端科学技術の研究協力のため締結
アフリカ・南アフリカ地質調査所と、

地質分野の研究協力のため締結

包括MOU：35機関
個別MOU：35機関

戦略的分野における国際協力の推進 （3/6）
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平成24年度実績：
米国・国立再生可能エネルギー研究所、
ドイツ・ フラウンホーファー研究機構と

太陽光発電の標準化に関する
三者間の個別MOUを締結
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アジア・BRICs諸国の有力研究機関との互恵的なパートナーシップ構築
－ 産総研のポテンシャルと相手国の天然資源・人材を有効活用した研究連携を推進 －

タイ等の東アジア諸国、南アなどとの研究協力・連携
タイ国家科学開発技術庁（NSTDA）・科学技術研究院（TISTR）と共に、地球規模課題対応国際科学技術協力事業
（SATREPS)として、非食糧系バイオマス（ジャトロファ）の輸送用燃料化基盤技術プロジェクトを推進。いすゞ現地法人を
含めた実車実証試験を開始し、バイオ燃料の標準化のための技術開発を実施。

東アジア・ASEAN経済研究センター（ＥＲＩＡ）事業に参画。H23年度に策定した「バイオディーゼル燃料ハンドブック」を

新たに得られた研究結果、調査結果に基づき改訂中。研究者交流、技術支援にも貢献。

南アフリカ地質調査所（CGS）とレアメタル等の資源探査を実施。
レアアース資源ポテンシャル評価等の研究協力を推進。

タイ、ベトナム、中国などでワークショップを開催
「産総研イノベーション・ワークショップ in タイ」をタイ・バンコクで開催。約230名が参加。

計量標準やグリーンイノベーションに関する日タイ協力の成果を紹介。

ベトナム科学技術研究院（VAST）と、ハノイで第6回VAST-AISTワークショップを共同開催。

両機関で重視している水分野における研究連携を今後推進していくことを確認。

中国・上海交通大学（SJTU）および中国科学院（CAS）とのシンポジウムを開催。

ブラジル、中国などとMOUを新規締結・更新
ブラジルにおける資源探査を促進するため、ブラジル鉱産局（DNPM）と個別MOUを締結。

中国・上海交通大学（SJTU）との包括MOUを締結。

中国科学院（CAS）との包括MOUを更新。

インド科学技術省バイオテクノロジー局（ＤＢＴ）との包括MOUを更新。

インド科学技術省科学産業研究機構（ＣＳＩＲ）との包括MOUを更新。

産総研イノベーション・ワークショップ inタイ

上海交通大学とのMOU調印式

戦略的分野における国際協力の推進 （4/6）



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
－ 共同研究、人材交流、研究協力覚書更新等による連携の推進、ネットワークオブエクセレンスの構築 －

フランス、ノルウェーと研究協力・連携

ロボット工学研究連携体 (JRL) では、フランス・ペルラン経済担当大臣、
シュバイツァー特使等の来訪により、トップレベルの交流を実現。
引き続き日仏のロボティクス分野における研究交流の促進を確認。

ノルウェー 産業科学技術研究所(SINTEF)、ノルウェー科学技術大学
(NTNU)、エネルギー技術研究所(IFE)と、H24年7月にナノテクノロジー、
環境・エネルギー分野のワークショップをつくばで開催。

ドイツ研究機関と包括MOUを締結

ドイツ フラウンホーファー研究機構と、H24年7月に包括MOUを締結。双方の関心が
高い環境・エネルギー分野、ライフサイエンス、バイオテクノロジ―分野における研究
協力の推進に合意。
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フラウンホーファーとの包括MOU調印式

戦略的分野における国際協力の推進 （5/6）

欧州から44件の要人来訪実績

H25年2月の運営諮問会議では、フランス国立科学研究センター（CNRS）のアラン・フックス総裁が
海外委員として来訪。会議前後には、フックス総裁が議長を務める世界研究機関長会議やSTS
フォーラム等について幅広く意見交換を実施。

H24年7月にグルノーブルにおいて開催されたフランス原子力庁（CEA）主催のハイレベルフォーラム
に参加。世界中の産学官連携拠点の代表者とイノベーション推進に関する意見交換を実施。



－ 産総研を窓口とした日米研究協力体制の強化に貢献 －

米国 エネルギー省（DOE）傘下の11研究所と研究協力を実施。

■ クリーンエネルギー技術開発に関する25テーマの研究協力

H22年5月より経済産業省委託事業として、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）を実施。人工光合成、燃料電池、バイオマス利活用などの環境・エネルギー分野の技術
を中心に研究を推進。

Ｈ25年度は、エネルギー変換システムの研究やバイオ燃料の高度利用技術開発など、23の研究テーマを
重点的に推進することを確認。
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■ 日米クリーン・エネルギー技術協力ワークショップ

H25年3月に日米クリーン・エネルギー技術協力ワークショップを国立再生可能エネルギー研究所（NREL）で
開催。日米両国から50名近い研究者が参加。

今後省エネルギー、再生可能エネルギーの研究開発に注力して取り組んでいくことを確認。

■ DOE研と新規２件の包括ＭＯＵ締結、および１件の共同研究契約を締結

H24年4月、5月には、さらにDOE傘下の2国立研究所と包括MOUを締結（合計7機関）。研究連携を強化。

本事業の成果として、燃料電池に関する共同研究契約1件をロスアラモス国立研究所(LANL)と締結。他の
ＤＯＥ傘下の5つの研究所とも、人工光合成、バイオ燃料などの環境・エネルギー分野の共同研究契約締結
に向けて調整中。

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

戦略的分野における国際協力の推進 （6/6）
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215名 31名計

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（1/5)

産総研が有する本格研究など多様なポテンシャルを有効に活用し、産業界を始め広く社会で活躍
できる若手博士人材を育成するため、「産総研イノベーションスクール」（平成２０年度開始）を実施

300人
以上

13%

100人
以上

13%

20人
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12%

1,000人
以上

35%

20人
未満

18%

10,000人
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1～６期生のOJT先企業分類（150社）

大～中堅・
中小までの
各種規模の
企業と連携

（従業員数別）
特徴的なカリキュラムの充実

・本格研究講義、構成学演習を
核とした講義演習、視野の拡大、
コミュニケーション能力等の向上

・産総研OJTによる本格研究の実践
・企業OJTによる産業界ニーズ把握、

コスト・スピード意識等の向上
・交流会等による産学官連携

産業界へ若手博士人材を積極的に輩出
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ポスドクの異動先

人材育成 産総研が育成したポスドクの社会的活動

・ポスドクを積極的に受け入れ、産総研における研究活動において育成。

・産業界・大学等に多数輩出。

（H24年度、128名）

（名）

ポスドク雇用の推移

（H17-H24年度、各年度10月1日の人数）

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 （2/5）
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ポスドク人材、専門技術者の育成

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、産業界で即戦力となる
高度な実用化研究のスキルを持った人材を供給するため、「産総研イノベーションスクール」（平
成２０年度開始）及び「専門技術者育成事業」 （平成１７年度開始）を実施
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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 （3/5）

目的： 研究開発における分析・解析・実験技術等の研
究支援体制の整備を図るため、高い研究支援技術・スキ
ルを有する専門技術者を育成し、社会へ供給
成果

6回の採用で合計207名を育成
育成対象者はのべ457の資格を取得
207名中168名が就業

専門技術者育成事業 （平成１７年度～平成２４年度）

産業界
４４

産総研
103

大学等 １１

国研・独法 １０

就業した育成対象者の就業先

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

１期生 ２期生 ３期生 ４期生 ５期生 ６期生

研修生人数 10 67 71 23 22 22

うち正規就業者数
7

(70%)
57

(85%)
54

(76%)
17 

(74%)
15  

(68%)
11  

(50%)

大学 0 19 17 3 5 1

民間 5 33 26 12 6 7

その他 0 0 4 0 0 0

独法・公的機関 2 5 7 2 4 3

うち産総研 1 5 3 1 3 3

平成24年度の実績状況

6期生： ポスドク 22名

博士大学院生 11名

正規就業者
実績(H25.4.1)

産総研の他のポスド
クに比べ、スクール
生の産業界への輩出
率が高い

・目的： ポスドクを対象に産総研内OJT、本格研究講義、
企業OJTを実施し、企業を始め広く社会で活躍でき
る人材を育成。

産総研イノベーションスクール （平成２０年度～）
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産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、既存教育メカニズム
では養成が困難な新規かつ融合的最先端技術を持った研究人材を育成

◆マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成

産業技術人材育成（MEMS）

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 （4/5）

MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、
MEMSの基礎知識（マイクロマシニング、パッケージング）、
新しい手法（ナノインプリント、センサネット）、様々なMEMS
の解説、MEMSビジネスモデル等に関する集中講義を行った
（3日間、226名）。
産総研で研究開発を行っている先端的なMEMSに関する

セミナーを開催した（15回、300名程度）。
経産省の産学連携製造中核人材育成事業（平成19～

21年）の成果物（テキスト、カリキュラム等）を基にナノインプ
リント、マイクロ流体デバイスの基礎と作製、MEMS実装（ウ
エハ接合技術）の講習およびプロセス実習を行った（4日間、
5名）。
この他、マイクロシステム融合研究会（2回、120名）、国際

シンポジウムなども開催した。 図１ MEMSプロセス実習風景
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HPCI人材養成プログラム
（ High Performance Computing Infrastructure ）

• 人材養成の豊富な実績が高く評価され、H23より
スーパーコンピュータ「京」のHPCI戦略プログラムに参画

• これまでに蓄積したノウハウを活用

• 文部科学省 科学技術振興調整費 H17-21 （事後評価：Sランク、5年間

で446名受講）

• 生命情報科学人材養成コンソーシアム H22-23 （2年間で444名受講）

H24年度実績 受講者 内容

HPCI e-ラーニング 311 インターネットで講義ビデオ視聴 H24年度末現在52本のコンテンツ

HPCI チュートリアル 175 実習付き講習会 1人1台のPCを使用、先端的テーマから基礎まで幅広く

HPCI セミナー 324 最新研究セミナー 毎週開催 TV会議システムで遠隔地への配信も

HPCI ワークショップ 80 招待講演 広く一般にも公開し最新情報を共有

計 890

産総研が有するバイオと情報分野のポテンシャルを有効に活用し、
既存教育メカニズムでは養成が困難な、バイオインフォマティクス技術を持った研究人材を育成

セミナーはビデオ撮影しe-ラーニング教材に

40

産業技術人材育成（バイオインフォマティクス）

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 （5/5）



４．研究開発成果の社会への普及

（１）知的財産の重点的な取得と企業への移転
（２）研究開発成果を活用したベンチャー創出支援
（３）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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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項
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●CNT関連特許情報を整理、
研究コアに情報提供

●拠点活用プロジェクトの知財取扱いガイドラインを策定

●各研究コアと知財戦略等に
関する意見交換会を開催

●拠点活用プロジェクトの知財取
扱いに関するアンケート調査を
実施

●中核４機関の知財担当者連絡会を設置・８回開催

・プロジェクトのホスト側の立場から実務的な検討を推進

・知財WGの検討の土台として機能

・プロジェクトの現状把握

・ガイドライン策定の参考資料に

・今後のプロジェクトにとっての参考指針としての位置付け

0 2 4 6 8 10 12

評価方法、評価装置

製造方法、製造装置

システム

装置（製造装置を除く）

デバイス

中間材料（混合物、配合）

新規材料（素材、組成）

図１ 目標としている成果物

（優先順位２位まで）(n=14)

BGIP

・今後は、４機関の知財取扱いの調和やワンストップライセンスについて
議論を行うことで合意

技術全体の動向

・技術全体の動向と、バックグラウンドIP
（BGIP）について整理

・両者の特許マップを比較

・全７回開催

・原則として研究コ
アのオフィスを訪問
して議論

・２０１３年度に公開予定

・これまでの知財WGでの議論を踏まえて策定

会場は持ち回り
（２巡）

○TIA における知財WGとしての取組

知的財産の重点的な取得と企業への移転 (1/2)



平成２４年度は、産総研が参加する技術研究組合に、INPITから８名の知財プロデューサが派遣。
オープンイノベーションハブ実現のためには、産総研内で個別プロジェクト毎に最適な知財戦略を構築できる人材の
育成が急務。
協定締結により、INPITが有する知財戦略や知財人材育成に係る知見やノウハウを産総研で吸収・蓄積すること
で、産総研内の知財人材育成に資することを期待。

協定について

１．概要
•産総研とINPIT間で、連携・協力に関する協定書の締
結（有効期間：平成２５年３月２７日から平成２６年３月
３１日まで。協議により延長可）。

•研究開発成果の産業利用の促進及び人材育成の相
互支援等の実現に向け取り組む。

２．締結のメリット
•研究開発プロジェクトにおける知財に関するサポート
機能を他機関に先駆けて強化。

•プロジェクト関係者や研究ユニットにおける知財に対
する意識の向上。

• INPITの有する知財に関するノウハウを、産総研に収
集・蓄積し、各プロジェクトに適した知財戦略を立案で
きる人材育成を加速。

具体的取組について

１．知財人材の育成に資する成功モデルの構築
•知財プロデューサと一体となって行動する知財担当
者を産総研内に設置。

•イノベーション推進本部において、知財プロデュー
サ派遣をうけるべき技術研究組合等を選定し知財
担当者を指名。

•産総研とINPITが協力して、知的財産マネージメン
トの成功モデルケースの構築を目指す。

２．その他の取り組み
•総括担当知財プロデューサの設置。
• INPITから産総研への各種研修の提供（特許分析、
知財規程作成、特許検索等の研修）

知財
PD

知財担
当者

特許マップを用いた特許情報分析、知財規
程の作成、知財管理体制の構築、出願戦
略の支援等

産総研の制度や技術につい知財プロデュー
サをサポート。また、知財プロデューサと一体
となって行動することで、OJTで各種ノウハウ
を取得

○産総研と工業所有権情報・研修館（INPIT）との協定締結及び具体的取り組み方針

知的財産の重点的な取得と企業への移転 (2/2)

43



研究開発成果を活用したベンチャー創出支援 (1/2)

平成24年度実績

ベンチャー企業３社を新規に創出（いずれもＴＦ発）
・サイトセンシング（株）：カーブアウト事業で初の創業、顔認識技術によるデモグラフィック分析
・（株）グリーン・パイロランド：環境にやさしい花火
・（株）ライフセム：SEMで生態透過顕微観察ができる試料ホルダー
知財、産総研入居、外部機関への紹介等の支援を実施
・平成２４年１１月３０日に（株）ジーンテクノサイエンスがＩＰＯ：産総研技術移転ベンチャーで初
ベンチャー創出支援事業に関する検証
・外部委員会を設置しこれまでの活動の検証を実施、検証結果を基に今後の方針を策定
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活性化
（新たな事業の流れ）
日本の競争力向上

産業界
（社会）

産総研
技術シーズ

産総研カーブアウト事業

ビジネス経験
者（SA）

専門家（法律・
財務・経営等）

開発資金
（A-STEP等）

企業等の
技術シーズ・

人材 事業資金
（ＩＮＣＪ、ＶＣ等）

事業パートナー
共同開発パートナー

スタートアップ開発戦略
タスクフォース（TF）

ベンチャー創業

産総研ベンチャー
技術移転促進措置

Ｍ＆Ａ、ＩＰＯ、
ユニークな中小
企業等

ベンチャー創出・
支援プラットフォーム

イノベーション
推進本部

イノベーション
コーディネータ

等（IC等）



研究開発成果を活用したベンチャー創出支援(2/2)

産総研中期計画に基づき、過去10年間にわたる「ベンチャー創出支援事業」の検証を実施

平成24年12月14日及び平成25年1月18日に検証委員会を開催

検証委員の構成：委員長 渡部俊也 東京大学 教授 他 5名 （起業家、ベンチャー学会会長、VC、公認会計士ら）
委員会準備：平成24年5月から検証WG（イノ推進本部内に設置）を9回開催

・施策（タスクフォース*等）は相応の効果

・ただしマーケットインの発想に欠ける

・戦略的にイノベーション創出を目指すべき

＊「ハイテク・スタートアップス開発戦略タスクフォース」

外部有識者による検証結果

・発展が期待できるベンチャーを重点支援

・カーブアウト事業を積極的推進

事例： 旭化成（株）の顔認識技術の事業化→サイトセンシング（株）

・外部機関等と連携した支援策を強化 等

今後の方針
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464646

Web、SNS、出版物を使った情報発信

－トップメッセージの増大－

外部メディアを使った情報発信
・取材等外部媒体を用いたメッセージの発信

産総研レポート

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (1/6)

日刊工業新聞

オープンラボ開催報告

平成24年10月31日掲載

日本経済新聞

｢経済教室｣

平成25年2月11日掲載

産総研TODAY

日刊工業新聞 つくろう！日本

「再生可能エネで復興に貢献」

平成25年3月15日掲載
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マスメディアを通じた情報発信

プレス発表、取材（平成24年度）

新聞やテレビなどを通した研究成果の報道は計4,582件

※新聞2,458件、テレビ・ラジオ350件、雑誌230件、Web1,544件

新聞各社との連携強化

【プレス発表件数の推移】 【報道件数の推移】

101 

68 71 74 

8581 

58 61 
66 

78

45 
36 38 

22 

41

0
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研究成果

3社以上掲載

2,841 
3,057 

3,955 
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5,000
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WEBその他

TV/ラジオ

雑誌等

新聞

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (2/6)



産総研主体の取組
一般公開

･つくばセンターおよび地域センター（9拠点）で開催
･全体の来場者数 15,534人(昨年度15,006人)

サイエンスカフェ
･研究者との直接対話を重視
･つくば市内にて7回開催、地域センターで2回開催

出前講座・実験教室
・119回実施
・6分野すべてからの講師の登録
を求めて 幅広いテーマを提供し
産総研の知名度upを目指す

外部との連携
･科学・技術フェスタやサイエンスアゴラへの出展等、他機関が主催するイベントへ
10回協力

サイエンスカフェポスター

一般公開 チャレンジコーナー

科学・技術フェスタ

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化（3/6)

オープン
ラボ

一般公開
産総研キ
ャラバンな

ど

サイエン
スカフェ

実験教
室

出前講
座

計

平成23年度 1 9 10 7 28 45 100

平成24年度 1 9 11 9 30 89 149

出前講座
実験教室

「燃える氷メタンハイドレート」
メタンハイドレート研究センター 天満・小笠原

7件

「活断層と地震の科学」
活断層地震研究センター 近藤 他

6件

主な協力者

ライフ 情報・エレ 環境・エネ 地質 計測・標準

3 1 2 2 1

チョロメテ実演（東北センター）
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共同研究の発掘、及び産学官連携の推進

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 Ⅰ

開催目的と概要

•産総研の研究成果や実験装置・共用設備などの研究リソースを企業の経
営層、研究者・技術者、大学・公的機関に公開し、連携拡大の契機とす
る。

•産総研つくばセンターを会場として、昨年度に引き続き、平成24年10月
25〜26日の2日間実施。

•約420の研究成果や活動紹介（パネル展示）、約100の研究室や共同利
用施設などを公開（ラボ見学）。

オープンラボ告知ポスター

49

パネル展示会場

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (4/6)

ラボ見学風景 講演会会場

平成24年度企画
•企業社長による「トップ講演会」、研究者と語らう「イブニングカフェ」（平成25年度も継続）
・日本を元気にする産業技術会議やイグ・ノーベル賞特別講演など



来場者内訳（4494人）

民間企業 3696人（82%）、大学公的研究機関 329人（7.3%）、行政機関 233人（5.2%）、
その他法人 156人（3.5%）、その他 80人（1.8%）

・アフタヌーンカフェ、イブニングカフェ等を企画し、企業技
術者と産総研研究者との交流を促進。

・産総研の技術に興味をもつ企業に対し、イノベーション
コーディネータ（成果活用人材）がフォローアップを実施。

・開催１ヶ月後の出展者アンケート調査により、オープンラ
ボを契機とした連携の進展（共同研究２件、受託研究１
件など）を確認。

連携促進への取り組み

・来場者数 ４，７６１名（両日のべ数、昨年度比５００名増）
・来場者構成 民間企業が約８割で、関東を中心に国内のほぼ全域から参加

来場者の３分の１以上が、来場２回以上のリピーター

開催実績

50

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (5/6)
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 Ⅱ

イブニングカフェ
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「日本を元気にする産業技術会議」提言・産総研行動計画を発表

産業技術会議の概要

日本経済新聞社の後援の元、平成２３年１０月１日に発足。日本の主要企業や主要大学からの参加、協力
や支援を受けながら、日本経済の閉塞感を打破するための提言および産総研行動計画をまとめ、広く日本の
関係各界に向けて発表した（平成２４年１２月１３日）。今後も提言内容をフォローアップすると共に、新たな課
題について議論を続ける。

•平成２４年度にシンポジウム等を１４回開催して、各分野における課
題や方向性を議論。のべ３，７２６名が参加。

提言冊子

提言メッセージ

①エネルギー・資源 〜日本の危機克服、世界に貢献〜

②革新的医療・創薬 〜豊かな高齢化社会へ技術力結集〜

③先端材料・製造技術 〜ものづくり王国復活へ〜

④ＩＴ・サービステクノロジー 〜データ革命で価値づくり〜

⑤人材育成 〜創造力は多様な個性から〜

⑥国際標準化 〜知財大国へ「技術外交」強化〜

分野別提言・産総研行動計画

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (6/6)

有識者による
パネルディスカッション

シンポジウム会場



５．国民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する事項に係る指標の達成状
況

（１）地域活性化の中核としての機能強化
（２）産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備
（３） 「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築
（４）研究開発成果の社会への普及
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項



第３期中期目標期間中に、３，０００件以上の中小企業との共同研究を実施

地域活性化の中核としての機能強化 （1/2）

中小企業との共同研究に係る指標

平成24年度実績
●中小企業との共同研究件数は、６７５件。

年度 H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY Ｈ22FY Ｈ23FY Ｈ24FY

中小企業との
共同研究件数

463 549 613 631 672 611 644 675

463
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672
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644
675

0

100
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件
数

H24FY

中小企業との共同研究数

53



1,733

1,887
1,854 1,884

1,841
1,878

2,274

2,179
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1,800
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2,200
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件
数

H24FY

地域活性化の中核としての機能強化 （2/2）

第３期中期目標期間中に、１０，０００件以上の技術相談を実施

中小企業から技術相談件数

中小企業との技術相談に係る指標

平成24年度実績
●中小企業からの技術相談件数は、２,１７９件。
●技術相談から連携（共同研究等）へ発展したのは、５１件。

年度 H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY

中小企業との
技術相談件数

1733 1887 1854 1884 1841 1878 2274 2179
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平成２４年度において、のべ１７９名が国際標準化委員会へエキスパートとして参画し
た。また、のべ４８名が議長、幹事、コンビーナとして参画した。

＊エキスパート数には、同様の役割がある提案者：プロジェクトリーダを含める。

第２期 第３期

産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備（1/2）

第３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。

国際標準化活動に係る指標
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産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備（2/2）

平成２４年度において、国内標準１９件、国際標準１５件、計３４件を提案した。

56

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１００
件以上、うちアジア諸国との共同で１５件以上を目標とする。

国際標準の提案に係る指標

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 平成23年度 平成24年度

国内標準 8 11 12 11 19 12 16 19

国際標準 11 16 7 9 7 10 23 15

計 19 27 19 20 26 22 39 34

第２期 第３期



産総研リソースの活用（２／２） 外部資金による研究規模

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３期中期目標終了時までに産総研運営費交付金の５０％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、外部資金による研究規模は58.0％から59.2％に拡大。主な要因としては、技術研究組合参画による研究が31.7
億円増加したことが挙げられる。

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

Ｈ24Ｈ22
603.9億円運営費交付金 614.１億円

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

Ｈ23
600.8億円

（億円）

111.1億円

28.8億円

32.3億円

36.3億円

344.1億円

33.6億円

153.5億円

31.9億円

29.4億円

41.0億円

49.1億円

350.5億円

39.2億円

139.3億円

32.8億円

27.4億円

82.3億円

356.2億円

34.2億円

22年度実績
５６．０％

23年度実績
５８．０％

24年度実績
５９．２％

34.5億円

114.0億円
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（論文：原著論文＋国際誌総説・解説
＋国際会議プロシーディングス）

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

産総研の世界ランキング

トムソン・ロイター社プレスリリースより引用
データ源は同社Essential Science Indicators

論文に係る指標

世界ランキング ： 生物学・生化学で初の国内トップ１０入り。
年間論文数： 減少傾向。研究所の課題と認識。

現在、要因を分析中。

論文発表件数の推移

対象期間 H07-H17 H08-H18 H09-H19 H10-H20 H11-H21 H12-H22 H13-H23 H14-H24

総合 199 190 182 171 151 152 146 150

材料科学 5 5 4 4 4 6 7 9

化学 26 25 23 19 14 13 13 14

物理学 47 47 50 50 47 47 45 55

生物学・生化学 - - - - - - - 151

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

年間論文総数 5579 5508 5190 5094 4813 4473 4183 3857
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「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

ワークショップ等開催回数の推移

H24年度においては、ベトナムVASTとのワークショップや産総研イノベーション・ワークショップ in タイ、
バイオマス・アジアワークショップおよび米国DOE傘下の国立研究所とのクリーン・エネルギー技術協力
ワークショップなど、計17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。
H24年度は包括MOUを4件新規締結、3件更新。ワークショップ開催時には調印式を実施。

包括研究協力覚書締結機関との研究ワークショップ等を開催
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

－関係各国との国際連携を進展・強化－

開催年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

回数 8 13 7 5 4 7 7 17

国際連携に係る指標
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外部機関との人材の相互交流

第３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
５,０００名以上を目指す。

人材受入数と供給人数の合計の推移（人）

H22 H23 H24

受
入

企業から 1,343 1,507 1,745

大学から 2,039 2,045 2,063

その他法人から 890 890 904

ポスドク 349 318 274

技術研究組合 266 507 609

供
給

役員兼業 38 32 29

民間、大学、公設試等への出向 14 12 10

連携大学院 客員教員委嘱 317 336 344

年度別合計 5,256 5,647 5,978

平成２４年度においても、５,０００名以上の外部機関との受入・供給を目標を達成した。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H22 H23 H24

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３期中期計画を策定した平成２２年３月時点の仮集計値で
は受入人数が５，０００名を超えていなかったため、受入目標を
５，０００名と設定。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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研究開発成果の社会への普及 （1/2）

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

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。

第３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。
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知的財産活動の実績
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研究開発成果の社会への普及 （2/2）

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24年度 149回実施（前年比49％増）

・学校教育において専門家の協力を得て総合学習を積極的に実施する機会が増加

・産総研の認知度向上に伴ない、地震・津波、再生可能エネルギーの出前講座要請が増加

H19 H20 H21 H22 H23 H24

オープンラボ 1 1 1 1 1

一般公開 8 7 8 8 9 9

産総研キャラバン 11 9 7 24 10 11

サイエンスカフェ 6 6 6 6 7 9

実験教室 6 10 11 20 28 30

出前講座 0 13 12 6 45 89

計 31 46 45 65 100 149

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
10 31 46 45 65 100 149
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広報に係る指標
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