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Ⅰ-１．「課題解決型国家」の実現に
向けた研究開発の重点化



9

Ⅰ-１-（１）世界をリードする「グリーン・
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【平成24年度実績】

・校正技術高度化、新評価技術開発、発電量評価および発電量予測技術の開発。

・産業界等からの基準セル校正2件、性能評価約80件を実施。

・ CIGS太陽電池の製造技術を高度化し、フレキシブルサブモジュールで変換効率16.2%を実現。

・格子整合しない材料系同士の積層を可能にするスマートスタック技術を開発し、変換効率22.5%を
実現。

太陽光発電の性能向上と低コスト化、性能・信頼性評価技術の開発

【第３期中期計画期間における目標】

・基準セル校正、高精度性能評価、屋外性能評価、信頼性評価の技術を開発し、産業界に供給。

・太陽光発電システムの低コスト化に直結する発電効率の向上（相対値で10%効率向上）。

H24年度実績No. 111010

世界で認可された4校正機関の一つ CIGSフレキシブル太陽電池太陽光発電の屋外性能
評価・信頼性評価技術の開発
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高エネルギー密度蓄電池材料の開発

【第３期中期計画期間における目標】

・次世代自動車普及の鍵となる蓄電池について、安全・低コストを兼ね備えた高エネルギー密

度（単電池で２５０Wh/kg以上）を設計可能な電池機能材料（正極材料、負極材料等）を開発

する。

【平成24年度実績】

・酸化物正極材料において、Fe、Mn、Ti比の最適化およびFeの価数制御により、初期放電容

量２５１mAh/gで２０サイクル後の容量維持率８８%を示す材料を開発。

・負極材料においては、高強度のポリイミドバインダと高強度のSUS箔集合体を用いることで、

高容量（３０００mAh/g）かつ長寿命で耐熱性に優れたシリコン系負極を開発。１００サイクル以

上でも初期容量に対する維持率約５０%を実証。

マンガン-鉄系酸化物（正極材料）

H24年度実績No. 111011
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高い貯蔵量と優れた繰り返し特性を有する水素貯蔵技術の開発

【第３期中期計画期間における目標】

・燃料電池自動車用水素貯蔵技術として、高い貯蔵量（５重量％、 ５０g/リットル）と優れた繰り返

し特性を有する材料の設計技術を開発する。

【平成24年度実績】

・添加元素が劣化を抑制し繰り返し特性を向上させる一因は、格子欠陥の導入抑制であること
を発見。

・放射光X線による観測の結果、水素吸蔵、放出過程の連続的な構造変化のなかで合金相から
1水素化物相へ変化するプロセスを初めて捉えた。

H24年度実績No. 111011
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カーボンナノチューブの量産技術の開発

【背景】

単層カーボンナノチューブは、多層カーボンナノ

チューブにはない種々の機能を発現するため、軽

量・高強度部材用材料や、キャパシタ用材料等とし

て社会・産業界から高い期待が寄せられている。こ

れまでに産総研では、スーパーグロース法による

高純度単層カーボンナノチューブの合成技術の開

発に世界に先駆けて成功している。

【平成24年度実績】

スーパーグロース法の実証プラントを運営し、用
途開発を進めている。
•高伝熱ゴム： 低ダメージのCNTの乱流分散技術
を開発し、分散体をフッ素ゴムと複合化することに
より、熱伝導率が真鍮に匹敵する95 W/mKまで向
上。
•導電性樹脂： 樹脂と複合化することで0.01%の低
添加で伝導率10-3 S/mを実現。
•マイクロキャパシタ： 微細加工で平面上にキャパ
シタの配列構造を作成し直列および並列の駆動に
成功。

さらに、実証プラントの試料を用途開発企業に100
件以上提供した。

高出力・高エネルギー
密度キャパシタ実現

軽量・高強度部材
の実現

チタン並みの熱伝導率をもつ
単層カーボンナノチューブ高伝熱ゴム

単層カーボンナノチューブへの期待

H24年度実績No. 111012
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情報通信機器の省エネルギーを可能とする不揮発性メモリ技術の開発

【平成24年度実績】

DRAMやSRAMを不揮発性メモリ（スピンRAM)で置き換えるために、磁気トンネル接合素子
（MTJ素子）の性能を向上

記憶層材料の改良により、SRAMの置き換えに必要な１ナノ秒の高速動作を可能とするMTJ素
子を開発

垂直磁化材料の飽和磁化(Ms)の低減

【第３期中期計画期間における目標】

情報通信機器の省エネルギー（記憶素子の置き換えによりパソコンの待機電力を約１／５に

削減）を可能とする不揮発性メモリ（電源オフでのメモリ保存）技術を開発する。

量産用成膜装置

H24年度実績No. 111013

従来の垂直磁化材料

新開発の垂直磁化膜-1
新開発の垂直磁化膜-2
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再生医療支援技術の開発

・ヒトiPS/ES細胞を生きたまま可視化できるレクチンプローブを開発し、移
植用細胞から腫瘍化の原因となる残存iPS細胞を除去する技術を確立。
幹細胞の標準化にも貢献。平成２５年度早期に製品化予定。

・血液中に少量しか存在しない抗ガン活性を持つＴリンパ球など、医療応用
に重要だが従来は利用できなかった特殊な細胞を、産総研の技術でiPS
細胞に転換し、大量生産することに成功（東大、北大との共同研究）。

・ヒト脂肪組織中のマクロファージに間葉系幹細胞と同様の分化能を示す
新規な幹細胞集団を発見。

平成24年度実績

・幹細胞の標準化に向けた分子マーカーの開発。

・iPS 細胞の作製効率を10倍（10 ％）程度に向上。

・間葉系幹細胞を用いた細胞治療への技術開発。

・安全で均質な分化細胞・組織の、医薬品の毒性
評価や再生医療への供給。

今後の展開（第３期）

ヒト幹細胞樹立効率の向上や分化細胞の誘導技術、樹立した細胞の評価技術の開発に取り組む

腫瘍化の危険性のない安全な細胞治療に貢献

レクチンプローブ（rBC2LCN、別名AiLec-S1）の開発

蛍光を検出して移植用細胞から、
腫瘍形成細胞（iPS細胞）を除去

蛍光標識したrBC2LCN

iPS細胞 純粋な移植用細胞
iPS細胞が残存した
移植用細胞作製

フローサイ
トメーター

効率と安全性の高いiPS細胞作製技術の開発

再生医療技術を使ったガン治療に貢献

H24年度実績No.111020
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遠隔医療システムの基盤技術開発

遠隔地にいる医療機器の指導者が、学習者に操作技術を伝達可能にする

技術を開発する。

・手術室-教育ラボ間の遠隔手術指導システムを
改良し、高難度症例1例の遠隔指導実験を実施。
初級者だけでなく上級者向け希少症例共有にも
有用であることを確認。

・本研究がシミュレーション教育の新しいパラダ
イムとして評価され、国際学会 IMSH2013 にて
2nd Place Abstract Award 受賞。

平成24年度実績 今後の展開（第３期）

画像合成
によって遠
隔地間の
マンツーマ
ン手技指
導を可能
にする
技術

手術中の患者のモデル

指導医

執刀医
（学習者）

H24年度実績No.111020

手術室内で安全にOJT指導可能な隣接型手技指導システム

モデル対モデルに
よる基本手技の遠
隔研修システム

研修医

患者モデル

指導医見学者

手術室-ラボ間での
プレOJT遠隔手技

指導システム

筑波大学(2012)

関西医科大学(2011)

・将来のトレーニングのサービス化・産業化を視野に、
標準化・普及のための研究開発を進める

・設置・運営が容易なシステムに改良→現場への普及

・指導症例を蓄積・分析し、研修段階ごとの学習目標・
評価方法を明確化 → 研修内容の標準化へ
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つくば都市圏のロボット
企業・研究所・大学

電波暗室全天候再現可能試験路

対人安全技術の確立に必要な
施設一体型の装置等

生活支援ロボット実用化ＰＪ

各場所へ
フィードバック

共同研究・コラボ知
の共有

安全データの集積

産総研

「ロボット安全拠点」
人・技術・情報が集約する場

網羅的な試験設備の集約

全国のロボット
企業・研究所・大学

国際標準化 ISO TC184/SC2

調査研究機関
（一財）製造科学技術センター

他独法、試験研究機関
（独）労働安全衛生総合研究所

安全性試験機関
（一財）日本自動車研究所

標準化提案機関
（一社）日本ロボット工業会

（ロボットビジネス推進協議会）

安全性認証機関
（一財）日本品質保証機構

試験研究機関
名古屋大学

ロボットの安全性認証のための安全基準構築と国際標準化活動

H24年度実績No. 111020

国際標準化提案に向けた課題抽出
試験設備を使った試験方法・認証プロセス整備

○ シミュレーション可能なロボットユーザーの数を２タイプ増やし、使用環境について１場面増や

すことで、シミュレーション要素の数を175に拡充

○ 機能安全の認証に要する試験方法について関係各機関と協議して国際標準原案を作成し

ISO国内対策委員会で採択

全国から生活支援
ロボットが持ち込まれる

ISO 13482日本原案
国内承認 → ISO提案
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ロボットの物体把持技術等の開発

直観的な扱い方知識の物体シーンへの
埋め込み

○ 昨年度と合わせて100種類の日用物品について日用物品を構成するパーツと扱い方の観点

から分類・モデル化

○ 日用物品の主要な用途に関連するパーツを主要パーツと定義し、主要パーツが容器である

場合について、主要パーツとそれに付属するパーツの接続関係から階層ツリー構造で表現

○日用物品の直観的な扱い方の知識に基づいて多種多様な物品を扱うことができる
生活支援ロボットの実現

多様な日用物品のモデル化日用物品の直観的な扱い

パーツ接続による容器の階層表現

日用物品の扱い方知識の継承

知識モデル 物体シーン

衛生の観点
から掴んでは
いけない領域

把持可能領域

H24年度実績No. 111020
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高効率なエネルギー利用のためのネットワーク技術の開発

【第３期中期計画期間における目標】

・民生部門での温室効果ガス削減に貢献するため、住宅地域ネットワークにおけるエネルギー

マネジメントシステムを開発する。

【平成24年度実績】

・一般住宅のエネルギー消費（電気、給湯）を模擬する実験および解析により、温水需要の少

ない夏期における省エネルギー効果を検証した。

・太陽光発電逆潮流による配電線電圧上昇、インバータの無効電力制御に関する実験設備の

動作検証を行い、 H25年度以降の実験のための準備を完了した。

H24年度実績No. 111030

4戸を対象に開発した基礎技術 大規模へ拡張可能

分散制御をベースとしたエネルギーマネジメント技術の開発
（スケーラブル・柔軟）

東日本柱上変圧器下流

・これまでの開発技術によるCO2削減効果は約8%
・周波数調整のための火力発電が不要

・電力系統周波数に応答可能な，CO2ヒートポンプ給湯器の制
御技術を実証(北海道で17万台の温水器を活用すると，風力
発電連系可能量を最大で3倍増可能)



20

Ⅰ-１-（２）他国の追従を許さない
先端的技術開発の推進
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省エネルギー型発光ダイオードの開発

【背景】

化合物半導体発光ダイオード（LED）は省エ

ネ光源として高い期待が寄せられている。
LEDの発光効率を向上させるには、半導体内

部で発生した光を高い効率で空気中に取り出
さなければならない。これまでに、
GaAs/AlGaAs系半導体基板の表面にナノサ

イズのリッジ（うねり）構造を作製することに
よって、エバネッセント光の干渉現象による光
取り出し効率の向上に成功している。

【平成24年度実績】

光取出し面に微小リッジ構造、裏面に銀ミ
ラーを備えるAlGaInP 薄膜型赤色LEDの試作
を行った。光取出し効率を平坦表面デバイス
より4.4倍（絶対効率推定40 50%）向上させる

ことに成功した。これはランダムな粗面化処理
やフォトニック結晶などの従来技術と比較して
も2〜3倍高い効率である。

また、青・緑色のGaN系LEDの実現に必要な
微小GaNリッジ構造の作製にも成功した。

H24年度実績No. 112010

作製した薄膜型赤色LEDの断面電子顕微鏡像

リッジ構造

室温、I=20mA

平坦表面

室温、I=20mA

平坦表面LEDとリッジ構造LEDの発光イ
メージの比較
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消費電力を最適化するグリーンセンサ・ネットワークシステム技術の開発

【背景】

地球温暖化や環境汚染への対策に加え、
東日本大震災に伴う電力不足への対策とし
て、省エネの推進が求められている。店舗、
製造現場、オフィス、家庭等での利便性を維
持しつつ省エネを推進するには、簡便に設置
できる無線電力モニタリングシステムなどを
用いた消費電力の最適化が有効な手段であ
る。

【平成24年度実績】
無線センサ端末を低コストかつフレキシブ

ルに作製するために、MEMSセンサなどを部
品内蔵基板を用いて集積化し、5mm角の無
線温湿度(オフィス環境）センサ端末プロトタ
イプを試作・評価した。

コンビニ1700店舗に開発した無線電力セン
サを実装した。個店ごとの消費電力をリアル
タイムにモニタリングできる大規模な実証実
験システムを実現した。その結果、消費エネ
ルギーを5%削減した。 コンビニへの環境センサの実装

無線センサ端末プロトタイプ

H24年度実績No. 112020

世界最小クラス無線セ
ンサ端末(5x5mm)

フレキシブルア
ンテナと実装

無線温湿度センサ端末
(2nd Prototype)
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Ⅰ-２．地域活性化の中核としての
機能強化
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Ⅰ-２-（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
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①地域経済に貢献する
最高水準の研究開発
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最高水準の研究開発分野と事業計画の重点課題

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

H24年度実績No. 121010, 221050

歯科医院向けに口臭
測定装置を販売開始
（H24年6月）

評価用リチウム
イオン電池
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（北海道センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

重点事業１．植物工場を活用して農商工連携による新たな産業振興

植物工場システムが、従来法に比べ高効率な医薬原料生産法であることを実証
（例えば、イチゴによるイヌインターフェロンの大量生産技術では、共同研究先企業が薬事法上の動物薬の製

造販売申請を完了（H23.10末）

地域の関係機関が一丸となって、植物工場システムを用いた高付加価値植物生産の実証用“グリーンケミ
カル研究所”を北海道センター内に建設（H24.12竣工） → 植物バイオ研究の世界的な研究拠点を形成

自治体

経済団体

金融機関

農業団体

有力企業

地域の関係機関が一丸と
なって建設・運営費用を支援 新

た
な
産
業
振
興

産総研完全密閉型遺伝子組換え植物工場
（産総研植物工場）

グリーンケミカル研究所
（ノーステック財団）

◆「バイオものづくり」による新たな産業基盤構築

北海道が他地域に対し優位性を持つ農林水産業との連携を進め、「バイオものづくり」による新たな産業
基盤構築に資することを目指す。その為に以下の重点事業計画（地域イノベーションプラン）を策定した。
重点事業1 完全密閉型遺伝子組換え植物工場システムを活用した農商工連携による、北海道地域に

とって新しい産業の振興
重点事業2 組換え微生物による物質生産プラットフォーム開発
重点事業3 北海道の基幹産業である農水産業の問題解決に、最新のバイオテクノロジーを応用し、その

生産性を向上

北海道センターの事業計画

基礎研究 実証研究

産総研植物工場を用いた医薬原料生産システムの研究開発 植物工場による医薬品原料の生産可能性を初めて実証
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（北海道センター）（２／２）

重点事業３．農水産業の問題解決に最新のテクノロジーを適用 （オール産総研での取り組み）

重点事業２．微生物による物質生産プラットフォームの開発

バイオ情報処理技術と遺伝子解析技術を統合した「
バイオCAD」の研究開発により、効率的に機能を発

揮させるための組換え微生物の遺伝子設計技術の
基礎を開発。

経産省プロジェクト「革新的バイオマテリアルを実現
するための高機能ゲノムデザイン技術開発」（H24
年度～H28年度、総額３５億円）に採択され、北海道
センターにも集中研を置き研究開発を実施。

経産省プロジェクトの全体概要

農水産物の高い鮮度保持を可能にするシャーベット氷製造装置の開発

農水産物を鮮度良く保つ保冷技術に対する地域ニーズへの対応
従来大型装置が必要であった微細氷（シャーベット状）を、漁場で
迅速かつ連続的に安定して製造できる漁船搭載型の高性能小型
海水氷製氷機を開発。
オール産総研体制で研究開発を支援（つくばのエネルギー技術
研究部門が有する製氷技術を活用）。
H24.9末にものづくり基盤技術事業が終了し、道内１ヶ所に納入さ
れ事業化が進む。

高性能製氷
用熱交換器

氷結晶の剥離容易
シャーベット状海水氷

＊氷含有量 0～50％
＊塩分濃度 0～飽和塩水濃度

鮮度保持

大量ゲノム時代に即応した遺伝子情報解析技術の開発

（北海道センターがつなぎ役を務める）

H24年度実績No. 121010, 221050

計算による遺伝子設計技術を初めて示す

漁船搭載型で連続製氷可能な小型装置は世界初
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（東北センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

◆環境を重視したものづくり技術開発ならびに先端技術支援の推進
研究拠点としては、「低環境負荷型の化学プロセスイノベーション（分散適量型・地産地消型生産方式、

環境対応先端製造技術）」に関する重点研究を行い、世界的研究拠点としての機能を強化する。

「ものづくり」に限ることなく東北地域の各産業の要望に合わせて、全産総研の研究成果を的確に展開で
きる産学官連携ネットワーク体制をさらに充実させ、連携拠点としての機能を強化する。

重点事業１．東北地域企業における製造技術の環境ブランド化 研究拠点事業
重点事業２．連携と人材育成を図る３つのコンソーシアム活動の強化： 研究拠点・連携拠点事業
重点事業３． 「東北コラボ１００」、「新技術セミナー」による全産総研の東北地域展開 ：連携拠点事業

東北センターの事業計画

重点事業１．東北地域企業における製造技術の環境ブランド化

◆研究拠点としての重点事業

二酸化炭素塗装技術

地域企業をコアとする実用化展開へ

2011.2 東北経済産業局から新連携計画認定

M電子に実用塗装装置を納入

産総研

宮城県産業技術
総合センター

コア企業
加美電子工業（株）
（宮城県加美郡）

（株）岩沼精工
（宮城県岩沼市）

（株）コスモテック
（東京都）

連携体

天然粘土鉱物合成粘土 素材物性の最適化

粘土膜技術を核とする地域イノベーションハブ形成

ガスケット

水素タンク

製品展開

LED照明カバー 粘土を主成分とし耐熱性、ガスバリア性などに優
れた膜材料「クレースト」は、低環境負荷社会に資す
る素材として、国内はもとより海外からも高い評価を
得ている。

多くの民間企業との共同研究により、水素シール
膜、太陽電池用素材などへの様々な実用化研究を
実施
○平成２４年度ＪＳＴ復興プログラム採択

VOC 排出の低減・省エネルギー化が計られると
ともに、樹脂以外も含めあらゆる溶剤系スプレー塗
装を置き換えるポテンシャルを有している。

現在、東北地域の企業を含め、家電製品等の中・
大型樹脂部、さらには自動車車体などへの適用を
めざして共同研究を実施中。
○平成２４年度ＪＳＴ復興プログラム採択
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（東北センター）（２／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

重点事業２．連携と人材育成を図る３つのコンソーシアム活動の強化

◆連携拠点としての重点事業

重点事業３．「東北コラボ１００」、「新技術セミナー」による全産総研研究シーズの東北地域展開

研究成果を、速やかに産業界に技術移転し実用化
を進展すること、技術関係人材育成への貢献を目的
に、３つのコンソーシアム活動（グリーンプロセスイン
キュベーションコンソーシアム：企業会員７０社、
Clayteamコンソーシアム：企業会員５３社、東北分

析・計測科学技術コンソーシアム：企業会員１６社）を
組織運営し、会員企業との共同研究３６件を実施。

第３期における地域貢献を進展するため、地域会
員企業の発掘を進め、技術移転による地域産業の
振興と技術人材育成を推進する。

「東北コラボ１００」として東北地域の研究開発型有力
企業１００社余を抽出し、企業訪問等を実施して（訪問
実績：９６社）企業ニーズを詳細に把握することにより、
産総研研究成果の的確な技術移転と共同研究の実施
を図る（共同研究６件、補助金採択１件）。

企業訪問等による
ニーズ把握

共同研究提案

「産総研・新技術セミナー」として産総研の最新の研
究成果を東北地域企業等に迅速に紹介することにより
シーズ発信を効果的に行い、新たな共同研究の実施、
技術移転、人材育成に寄与する（補助金採択１件）。
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（臨海副都心センター）

H24年度実績No. 121010, 221050

臨海副都心センターの事業計画
「ライフ（ゲノム、人、社会）とＩＴ（情報処理技術）の融合技術」

臨海副都心センターは情報処理分野を専門とし、生命の根幹であるゲノムから個々の人間、その
集合である社会を対象とする先導的かつ基盤的な研究開発を推進している。「ライフ（ゲノム、人、
社会）とＩＴ（情報処理技術）の融合技術」に重点化し、第三期研究戦略の中で特にライフ・イノベー
ションの創出に貢献する。

重点事業．バイオ・IT技術による高度医療関連産業
の振興

地域経済に貢献する最高水準の研究開発の実施例：

バイオテクノロジー作業に最適化した双腕ロボット「まほろシステム」
を企業と共同で開発に成功。腕当たり7自由度で実作業環境で動作

可能で７．５マイクロリッターの超微細試薬の操作が可能。安定した
精度でヒトに不適な危険な環境でも長時間動作可能。この分野で比
肩するロボットシステムは無く、国内大手製薬会社と研究機関等への
導入を実現。国内外からの引き合い多数。

バイオメディシナル情報研究センター夏目徹研究チーム長と企業と
の共同研究成果。

まほろシステム

連携研究実績
共同研究（平成２３年度１５２件、平成２４年度１０１件） ＊１０月３１日時点

受託研究（平成２３年度２１件、平成２４年度３８件）
外部資金獲得（平成２３年度１１億円 平成２４年度１１億円）
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（中部センター）（１／２）

◆ものづくりの基盤となる材料の部材化に関する研究開発・連携の総合的な拠点化

地域展開の核となる４つの重点事業に加え、グリーンイノベーションに資する部材の
高度化技術開発、材料技術の国際競争力強化に資する標準化研究、材料開発ハブ機
能の強化等を推進。

重点事業１．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
パワーデバイス実装用材料やハイブリッド電源、高効率モーター用磁石の開発や、車両軽量化を目指す

マグネシウム合金の加工技術開発などの次世代自動車関連技術開発による自動車産業の振興。

重点事業２．CFRP関連技術を核とした航空機関連産業振興
熱可塑性樹脂CFRPの開発、CFRP加工技術の開発、並びに公設研のCFRP加工・評価能力の向上支

援による中小企業の航空機関連産業への転入障壁の低減により、我が国の航空機産業の国際競争力の
強化を推進。

重点事業３．医療用部材やデバイス開発による医療機器関連産業の育成
数ppmの検知下限でH2、CH4、CO等を一度に計測可能なマルチセンサ部材の開発と早期診断機器へ

の組み込みや高性能生体材料の開発など、医療機器関連産業に向けた技術開発の推進。

重点事業４．材料・プロセス技術に基づく素形材産業の高度化
自動車、航空機、工作機械関連の産業集積地で、加えてエネルギー・環境産業の形成を目指す中部地

域において、ものづくりの基盤となる材料の部材化に関する研究開発・連携の拠点化を推進。

中部センターの事業計画

H24年度実績No. 121010, 221050
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（中部センター）（２／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

従来品（左）及びステレオファブリックによる開発品（右）

アルミ溶湯搬送用の断熱容器として、セラミッ
クス中空ユニットを組み合わせた球体構造を
開発し、従来品に比べて60％の軽量化と放熱
量の58%低減を実現。

ヘルスモニタリング用の高感度・高速応答が可能な
ガスセンサを開発し、測定時間の飛躍的な改善を実
現。その成果はメーカにより歯科医院向け口臭測定
装置として製品化。

5 mm

開発した酸化セリウム系
の高感度ガスセンサ

「ブレストロンⅡ」の名称で全国の歯
科医院向けに販売開始（H24年6月）

（重点事業3．に関連した成果） （重点事業4．に関連した成果）

難加工性材料（CFRP、超硬合金）の加工に向け、WC-FeAl超硬合金
に高密着性コーティングを施した工具を開発。レアメタル（Coレス)資
源を有効活用した高耐久性工具を実現。企業と共同研究を展開。

ダイヤコート市販超硬工具

欠け
20μm

ダイヤコートWC-FeAl工具

20μm

ダイヤコートWC-FeAl工具は、ダイヤコート超硬工具よりも刃先エッジの欠損（ダイヤ膜の

剥離）が少ないことを確認

（重点事業2.に関連した成果）（重点事業1.に関連した成果）

次世代自動車関連の技術開発
を行う２つの技術研究組合が中
部センターにおいて集中研究を
開始。
１）ファインセラミックス技術研究

組合
２）高効率モーター用磁性材料

技術研究組合
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（関西センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

◆関西の産業集積と先端知を活用して産業技術革新を先導する

関西センターでは次の3つの重点領域に事業を集中させる。

①環境と調和する豊かな社会を目指す技術（グリーン・イノベーションを担うエコ家電技術）、快適性を犠
牲にしないグリーン化技術（電池等の小型・移動型電源、エコ照明技術、情報家電の省エネ化等）。

②健康に暮らせる社会を目指す技術（ライフ・イノベーションを担う健康工学技術）、医療機器、健康・福
祉機器（再生医療技術とそれに関連する機器、診断機器、治療機器等）。
③安全･安心な経済社会の基盤技術（生活セキュリティを担う情報技術）、システム検証技術。

関西センターの事業計画

重点事業１．新材料開発支援による蓄電池産業の育成

【目的】電池システム開発・製造・検証・標準化の中心としての地
位を確立する。

【内容】研究部門（ユビキタスエネルギー研究部門）と技術研究組
合LIBTECの協力により、材料開発から電池性能評価まで一貫し

た研究開発を進め、成果を蓄電池産業界および化学・素材産業
界に移転する。

【成果】平成24年度は、従来のLiイオン電池の黒鉛系負極の5倍

以上の高容量で、かつ、100回以上のサイクル寿命を有するシリコ
ン系負極等を開発し、電気自動車や大型蓄電池開発を目指した
企業との共同研究を３５件以上実施した。さらに、文科省ナノテク
プラットフォーム「蓄電池基盤拠点」（共同提案）に採択された。
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（関西センター）（２／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

重点事業３．ソフトウェア認証技術開発による組込みシステム産業の育成

重点事業２．地域連携開発によるバイオ医薬産業の育成

研究開発連携

体内動態・薬効評価計測技術

関西センター

次世代アプタマー開発

つくばセンター

北海道センター
核酸封入技術

つくばセンター
核酸構造修飾安定化技術

事務局（関西センター）

産学官連携センター

総括 関西産学官連携センター長
補佐 イノベーションコーディネータ

【目的】関西地域に集積する創薬関連企業と連携して、分子複合医
薬（核酸医薬品、抗体医薬など）の開発拠点を形成する。

【内容】分子複合医薬研究会の運営（毎回平均４０社、１００人参加）
、北海道センター・つくばセンターと連携した産総研内プロジェクト遂
行、国プロ提案準備等を通して、関西企業の創薬研究開発に貢献
する。

【成果】平成24年度は、合成が容易（低分子化）かつ安定性が高い

抗体医薬の実用的な規模の生産に目途を付けた。これらの成果は
企業や大学との３件の共同研究に結びついた。

【目的】関西を組込みシステム産業拠点にする

【内容】製品開発の「フロントローディング化」のための設計検証技術を開発
すると共に、関経連および組込みシステム産業振興機構と連携し、先進的
組込みソフト産学官連携プログラム（組込み適塾）を進める。

【成果】独自の先端的研究開発を進め、テスト設計のためのFOT（Feature 
Oriented Testing）技法の開発に成功すると共に、２件の共同研究に結び

ついた。組込み適塾のプログラムに実践力強化パッケージを新設し、内容
を拡充した。

核酸医薬品開発のための基盤技術プロジェクト
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（中国センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

中国センターの事業計画

◆林工一体型バイオマス利用ビジネスモデルの構築
森林のCO2 吸収源としての機能の保全・強化に貢献する間伐材や林地残材等の高度利用技術として

、次の２つの課題に取組み、森林再生と林業の活性化に貢献する。

重点事業１． 「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
森林のCO2吸収源機能の保全・強化に貢献する間伐材や林地残材等の高度利用技術として

、環境・機能性の高いバイオマス製品である「セルロースナノファイバー」の連続製造技術の
開発を推進。

重点事業２．リグノセルロース系バイオマスからの自動車用プラスチック原料製造技術

バイオエタノール製造技術として開発した水熱・メカノケミカル処理と酵素糖化を改良するととも
に、効率の高い化学変換、微生物変換技術を開発することで、自動車用プラスチック原料とし
てリグノセルロース由来のバイオプラスチックの実用化を目指す 。
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セルロースナノファイバー製造セクション
（１）ナノファイバー樹脂複合ペレット製造技術の開発

（２）微粉砕システムの開発

１μm以下に微粉砕

中間目標達成

テスト機によるヒノキ処理物の
電子顕微鏡写真

６室連続の実機製作

ポリプロピレン（ＰＰ）

木粉

１．押出 加 工

ＰＰと木粉を練り合わせ
シート形状に加工

3．プ レス 加 工 ４．製品 検 査

成型品形状、外観等

５．出 荷

基材

＜平成２４年度の成果＞

開発した新型粉砕試験機を活用してセルロースナノ
ファイバー強化樹脂を試作し、ナノファイバー０.５wt%
添加により引っ張り強度１ . ５倍を達成した。

＜平成２４年度の成果＞

微粉砕の高規格木粉を開発して
ポリプロピレンと複合し、自動車
用内装材の製品化を実現した。

H24年度実績No. 121010, 221050

地域経済に貢献する最高水準の研究開発（中国センター）（２／２）
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洗浄

赤血球展開・
染色：10分

検出：5分

マラリア

マラリア

地域経済に貢献する最高水準の研究開発（四国センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

◆健康関連産業の創生とものづくり産業の競争力強化

四国では多様で個性ある食文化と特産品が存在すること、高齢化の進行や生活習慣病の高罹患率が「食と健康」
にかかわる関心を高めていることなどを考慮して、研究拠点として健康工学研究部門のポテンシャルを生かした「健
康関連産業の創生」に取り組む。

また、集積度は低いがニッチ分野で高度な技術力を有するものづくり企業が存在し、元気で客先の求めに対応す
るため多様な技術課題にチャレンジしていることから、連携拠点として全産総研のポテンシャルを活用した基盤技術
力のさらなる向上および先端技術の導入による「ものづくり産業の競争力強化」をめざす。

四国センターの事業計画

重点事業１．健康関連産業の創生

（事例）マラリア迅速診断用細胞チップの研究開発

マラリア原虫の感染を初期段階での診断で可能とする技術開発と安価で
簡易な高感度キットの商品化に向け研究開発を続けている。

従来主流の顕微鏡観察による検出方法では、検査者の経験と技量に左
右されたり、検出感度の問題、時間と労力が必要であるが、赤血球を一層
に展開する細胞チップを用いた診断方法・技術を開発し、平成24年度は、
わずか15分で270万個の赤血球中のマラリア感染赤血球の有無を検出す
ることに成功した。

アフリカという使用環境を考慮し、より安価（3万ドル）、頑健 （高温・多湿）
、易操作 (半自動）、かつ、高機動（バッテリー駆動）の検出機器開発を企
業と連携して進めている。

また、平成24年度は、ＷＨＯの認定を受けるため、アフリカの医療機関と
も協力してフィールド調査にも着手した。

細胞チップ細胞チップ

細胞チップ用
蛍光スキャナー

細胞チップ

健康工学研究部門と企業との共同研究の促進をはかり、生活習慣病早期診断用マルチマーカーの開発、臭素酸イオンを大幅に低減で
きる層状複水酸化物の開発、エンドトキシンの活性化と存在量を単一分子計測する分光装置の開発、レーザー光圧力とマイクロ流体チッ
プによる多種類の細胞を分取することが可能な光圧駆動型マルチ細胞ソーターの開発を行った。
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○食品中の機能性成分分析法標準化と食品表示推進
四国における「オープンイノベーション・ハブ」として

機能することを目指し、平成24年度に、産技連四国
部会に食品分析フォーラム分科会をスタートした。
平成23年度に引き続き、テストマテリアルの選定、製
作、配布を行うとともに、80品目の分析法をマニュア
ル化して公開したほか、メカジキ食品粉末中のアンセ
リン分析法について、室間共同分析を行い、食品分析
フォーラムとしての標準化を達成し、公開した。

また、地域の公設研を通じて四国４県の食品企業
60社に機能性成分分析データの提供等を実施した。

現在、17の公設研を合わせ25の機関が参画している。

１．企業等との連携推進
四国センターの健康工学研究部門が有する組換え酵母技

術を活かし、平成24年度は、香川県のプラントメーカーと公
設試との連携により、「廃棄うどんを原料としたバイオエタノ
ール生産技術の開発」について、ＮＥＤＯ新エネルギー革新
技術支援事業を獲得した。

また、愛媛県のエンジニアリング企業と香川県内大学との
マッチングを図り、共同研究に向けた準備を進めた。

２．産総研の技術成果の普及
本格研究ＷＳ四国では、「世界に羽ばたく技術の四国」をテ

ーマに２３６名（企業92名）の参加を得て開催した。企業参加
は倍増（23年度41名）し、技術相談も15件を受付けた。

四国センターの組換え酵母技術を活用 本格研究ＷＳ四国（高松市）

地域経済に貢献する最高水準の研究開発（四国センター）（２／２）

重点事業２．ものづくり産業の競争力強化

重点事業３．食品分析フォーラム活動の推進
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（九州センター）（１／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

◆ 「九州成長戦略アクションプラン」のプレーヤーとして地域貢献を果たす

研究拠点機能としての事業
重点事業１．多様な生産現場に適用可能な製品検査・プロセス管理計測技術の開発
重点事業２．安心・安全と経済性が両立する水素社会構築への貢献

連携拠点機能としての事業
重点事業３．太陽電池モジュール信頼性評価のための産学官連携拠点の形成
重点事業４．九州ものづくり企業支援のためのオープンイノベーション拠点形成

九州センターの事業計画

重点事業１．多様な生産現場に適用可能な製品検査・プロ
セス管理計測技術の開発

地域の基幹産業の生産現場で発生する課題の解決を目
指し、半導体関連マイスター型連携課題では、昨年度まで
の成果を基に微小欠陥検査の実用装置を量産現場へ導
入し、データの取得・解析と、現場での実際の製造品を用
いた欠陥検出手法の改良を進めた。その結果、従来の装
置では検出できない微小欠陥を半導体デバイスの実際の
量産現場で再現性良く検出する技術の開発に成功した。

生産計測技術研究センター 生産現場

ﾏｲｽﾀｰ
製造ﾌﾟﾛｾｽ・現場計測の専門家ﾏｲｽﾀｰｾﾝﾀｰ研究員

現場ﾆｰｽﾞ・情報

共通課題解決

u製造ラインに係わる計
測技術を中心とした課題
u課題の抽出、問題点の
掘り出し、実証の場

u科学技術に裏付け
られたソリューション

異なる視点
協働作業
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地域経済に貢献する最高水準の研究開発（九州センター）（２／２）

H24年度実績No. 121010, 221050

重点事業４．九州ものづくり企業支援のためのオープンイノ
ベーション拠点形成

九州センターがオール産総研との結節点となり、九州地域
産業界の活性化を推進する中核プレーヤーとして様々な産
学官連携活動を実施した。とくに半導体分野では産総研ミニ
マルファブ構想と連動したミニマル3DICファブ開発研究会に
加えて、プラズマ技術研究会内にミニマルファブ用プラズマ
プロセス開発WGを組織し、ミニマルファブ用プラズマ源の開
発等に着手した。

重点事業３．太陽電池モジュール信頼性評価のための産学
官連携拠点の形成

第II期高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシア
ム、アジア基準認証推進事業等により、モジュールの特性劣
化を支配するメカニズムの解明と信頼性向上に資する部材
設計指針の明確化、近年大きな問題となっている電圧誘起
劣化を解消可能なモジュール構造の試作に成功した。

重点事業２．安心・安全と経済性が両立する水素社会構築
への貢献

各種試験・評価技術を開発・確立し、昨年度までに構築した
各種水素材料に関するデータベースを安全性確保のための
基本データとして376件提供し、高圧水素規制の見直し作業

に活用するとともに、国際標準への日本案の科学的根拠と
して活用して国内自動車産業界の標準化対応に貢献した。
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②地域における産学官連携ネットワークの
維持と展開
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（北海道産学官連携センター）

北海道センターが事務局を務めるR&Bパーク札幌大通サテライト（HiNT）を中心に、出自の異なる協議会メ
ンバーと協力して、地域の中小企業を対象に、技術相談のワンストップ相談窓口を運営している。本サテラ
イトは、北海道のほぼ全域をカバーする技術支援ネットワークを形成しており、毎年３５００名以上の来場者
があり、毎年150件以上の技術相談が行われている。バイオものづくり産業基盤構築の要となっている。

H24年度実績

年間来場者数：３，５８７名
年間相談件数： １６９件

H24年度の参画機関

H24年度は、企業との共同研究
事業18件につながる

H24年度：2機関増、1機関減

H24年度実績No. 121020
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（東北産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

○ 「東北イノベーション・ネットワーク事業」 における活動
平成24年度は、平成20～21年度に実施した「地域イノベーション創出共同体形成事業」の後継事業で

ある「東北イノベーション・ネットワーク事業」に国公設試験研究機関の取り纏め中核機関として参画。金
融機関も参加した産学官金連携ネットワークへと展開。

○ 産技連活動に加えて新たな連携活動を開始
・技術相談ネットワーク「KCみやぎ」に新たに協力機関として参画。
・国立高専機構東北地区６高専との連携を強化（連絡会、見学会、セミナーを開催）。

東北各県市
産業支援機関

金融機関
地銀、第２地銀、

信金、信組、ＶＣ等

大学ＮＷ
東北大、弘前大、岩手大、
山形大、秋田大、高専等

国公設研ＮＷ
６県７公設研、

産総研東北センター

ＪＳＴ

中小機構
東北

東北６県・
仙台市

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

東経連
ＪＥＴＲＯ

東北イノベーション・ネットワーク
（東北インテリジェントコスモス研究機構の受託事業）

（東北地域の産学官金40機関が参画）

東北経済
産業局

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

全国イノベーション推進
機関ネットワーク

山形 岩手

秋田宮城

福島 青森

●東北リエゾン機関ネッ
トワーク会議

●東北地区国公私立大
学等研究推進協議会

産業技術連携推進会議

産技連 KCみやぎ 高専連携

東北大学等
１１研究機関

七十七銀行等
１１支援機関

産総研東北センター

産総研
東北センター

東北地区
６高専新たな

連携



45

地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（臨海副都心産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

東京区部・神奈川臨海部広域基本計
画に基づく関東経済局・東京商工会
議所との連携（DHRCなど、産学官
連携センター）

ライフ・イノベーション,文化産業分野の
中小企業支援

臨海副都心センター

子供の障害防止システム(DHRC)

関東経産局による臨海部中小企業支援施策との連携
〜東京区部・神奈川臨海部広域基本計画〜

• H23年度から5年間
• ライフイノベーション関連産業＋文化産業
• 当該産業の市場規模増加と企業立地件数増加が計画目標

日本的なライフスタイルを反映した
クール・ジャパン製品 (DHRC+都産技研)

科学的
デザイン

デザイン
支援技術

臨海副都心センターは上記施策を積極的に支援・
H23東京区部・神奈川臨海地域産業活性化協議会に加盟

・H23、 H24具体的支援のために独自予算を措置
H24銀座路面店舗を用いたファッション受容性の実証実験を実施
H24利用者評価を反映した製品開発システム研究会を開始
H23.H24連携推進のためのコーディネータ・研究者の人的支援
H23.H24連携調査・調整・周知広報活動等のための資金的支援
H23マッチング支援情報システムの予備的 設計など技術的支援

H24 足入れの良い革靴プロジェクト

足、靴型、革靴と履き心地評価の関係

日本皮革産業連合会と産総研の連携

美しさ、機能性、コストを考慮しつつ、履き
心地、歩きやすさにすぐれた革靴設計ガ
イドラインを科学的に構築

設計した革靴の安定した製造販売には、
設計、製造、販売の過程全体にわたるガ
イドラインが必要。このガイドラインを合意
形成のもとに構築していく
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（中部産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

◯名大や名工大との包括協定に基づき、相互にマッチングファンドを与えるFS共同研究
を新たに5テーマ実施した。

◯産総研コンソーシアム「名古屋工業技術協会」により研究会や見学会等を開催し、会
員企業訪問から共同研究に結びついた。

◯産総研シーズの北陸地域での展開を目指して、北陸産業活性化センターとの共催で
技術普及講演会を富山で開催した。

支援機関

企業

大学
名大・名工大

北陸産業活性化センターとの共
催による技術普及講演会の例

FS共同研究を
5テーマ実施

名古屋工業技術協会
（見学会、見学会）

コンソーシアムを通じ
た企業との連携

技術の普及

地域の支援
・名駅前イノベーションハブ（8機関）
・中部イノベネット（57機関）中部センター

名大グリーンモビリティ連携研究センター
客員教授2名の派遣



47

地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（関西産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

◯平成23年度の産技連近畿地域部会、ナノテクノロジー分科会、環境調和型ナノコン
ポジット連携WGの活動により、平成24年度は5件の外部資金（A-STEP(JST)）を獲
得した。

◯フラウンホーファー生産技術・オートメーション研究所（IPA）との高分子アクチュエー

ターに関するシンポジウム等を通して連携を強化し、関西センターでの研究拠点化
に関する調整を開始した。

●ＡＩＳＴ関西懇話会： 129会員機関（109企業、20機関）に産総研成果普及 （年3回イベント実施）
●池田泉州銀行主催の技術フェアへ中核機関として参画 （H24.12.05~06）
●総合特区活動への連携： 彩都、神戸、播磨、うめきた、咲洲、けいはんな、など
●近畿地域イノベーション創出協議会改組： 産総研、公設研、大学等が結集する機動的協議会開催
●大学連携：大阪大学とのイベント相互協力実施

京都大学とのプロジェクト実施（ＲＩＳＩＮＧプロジェクト、革新型蓄電池）
大阪府大との包括協定締結＆記念シンポ（H24.07.17）、連携協議会開催（H24.11.20）
鹿児島大学・産総研関西センター研究シーズ連携発表会開催（H25.01.28）

●高専連携：第10回全国高専テクノフォーラム出展
●国際連携：大阪大学・フラウンホーファーOPER・産総研関西センターによる3機関連携セミナー開催、

ドイツでのEAP国際シンポの共催、
組込みシステム技術でベトナム連携（関経連と協力して推進）

●記者懇談会： 1回（テーマ：ダイヤモンド）
●本格研究WS： H24.12.18 健康で楽しい人間生活を実現するための産業技術（企業の技術展示も併設）

●日本を元気にする産業技術会議シンポジウム： 1回 （次世代電池）

その他の主な活動
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（中国産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

◯中国経済産業局、経済団体、支援機関、自治体、大学、公設研等と連携し、地域の企業の技術課題を解決
すべくオール産総研のシーズとのマッチングを図りながら、中国地域のイノベーションハブとして地域経済
の活性化に資する活動を展開した。

【主な成果】
①産技連中国地域部会に「炭素繊維複合材料研究会」及び「環境発電研究会」の立ち上げ ②産技連研究連携支援事業（２件）の立ち上げ
③中国地域との連携プロジェクトからサポイン提案（４件） ④中小企業スタートアップ支援事業（５件）の立ち上げ
⑤岡山大学との研究交流会活動を通じて、科学技術振興機構のA-Step （２件）を獲得 他

（１）中国経済産業局との連携
①中国地域産学官コラボレーション会議を運営
・「イノベーションシンポジウム」開催

・「インテレクチャルカフェ」開催

②地域産技連活動連携 等

（２）地域公設研との連携：産技連地域部会
①研究会活動

・炭素繊維複合材料研究会
・環境発電研究会

②分科会活動

（３）大学・国立高専機構との連携
①広島大学との包括協定

・共同研究、科学研究費補助金獲得 等
②岡山大学との包括協定

・共同研究、競争的資金獲得 等
③近畿大学工学部との連携

・ロボット分野での連携強化
④国立高専機構との連携

・懇談会、共同研究提案

（４）中小企業の直接支援
産友会：
産総研中国センターから中国地域に
拠点をもつ企業に様々な情報を随時
提供して、産総研とのネットワークを
形成するための仕組み。
平成２４年１月に発足。
会員８３社（４月１日現在）

活動内容
・メールマガジン発行（月１回程度）
・技術相談
・共同研究等の実施
・外部資金等への応募の支援
・技術セミナー、講習会等の開催

（５）一般公開 ：広島サイエンスパーク施設公開
（６）東広島市寄付講座の講義、ＦＭ東広島の生出演
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（四国産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

①四国センターが組織する四国工業研究会や健康ものづくり研究会参加企業との連携ネットワー
クの深化を図り、サポイン事業等において、地域企業への支援を行った。

②四国の６大学と産総研の連携協力・推進協定に基づく四国研究プラットフォーム事業を平成２３
年度から継続して運営し、平成25年度の外部資金獲得に向け準備している。

③地域の３１機関からなる四国地域イノベーション創出協議会の副事務局として、地域プロジェク
トの推進に寄与した。また、伊予銀行との協定に基づき、相談会等開催し、２７社に対応した。

①の事例

１：サポイン事業（平成23年度～25年度事業）
「加工最適化機能を有するＣＦＲＰ（ＣＦＲＴＰ）高精度加工システムの開発」
全産総研支援【四国センターが提案支援、つくばセンター研究者が参画】
２：イノベーション拠点立地支援事業「先端技術実証・評価設備整備費補助金」
「大型特殊機器の高精度製作技術の実証・評価」
【四国センターは共同申請者】

②四国研究プラットフォーム事業

四国の６大学と産総研四国センターの四国研究プラットフォーム
事業として、四国まるごと「食と健康」イノベーション2012（研究シー
ズ、イベント情報を共同発信）するとともに、四国の将来像を想定
したＷＧ検討会を３回開催し、中間報告１としてとりまとめた。

CFRP（CFRTP）切削加工技術開発

③四国地域イノベーション創出協議会の活動協力
及び伊予銀行との協定に基づく活動

関係機関とのネットワークを活用した企業支援
を実施した。

産総研四国センターのネットワーク
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地域における産学官連携ネットワークの維持と展開（九州産学官連携センター）

H24年度実績No. 121020

九経局、各県公設試等と共に開催した「九州・沖縄 産業技術オープンデー 」に377名が参加
九州イノベーション創出戦略会議の共同事務局として、65機関の産学官連携ネットワークを
維持、地域企業の技術相談対応を推進
佐賀県と連携・協力に関する協定を締結し、県内の産業振興に関する各種取り組みを実施

ＫＩＣＣ

第2回九州・沖縄 産業技術オープンデー開催 （11月29日）

「経営力・技術力を持つ中小企業が集積した足腰が強い九州」の実現を目指し、昨
年度に引き続き九州経済産業局、九州・沖縄各県工業系公設試験研究機関等と一
体となって「第2回九州・沖縄 産業技術オープンデー」を開催。参加者377名（うち企
業から154名）を得て、地域企業、産業支援機関等の様々な関係者に対し最新の技
術や情報交換等を提供する交流の場を実現。

九州イノベーション創出戦略会議（KICC）
地域イノベーション創出の促進を目指し、（一財）九州産業技術センター、（独）中小
機構九州本部と共同で、地域の大学・高専、公的試験研究機関、産業支援機関、経
済団体等65機関からなる広域連携を組織・運営（九州センターのイノベーションコー
ディネータをKICCの統括コーディネータとして配置）
従来の構成機関ネットワークを活用した技術相談に加え、訪問型技術相談等を実施

佐賀県と協定を締結し、産業振興に関する連携をさらに強化
太陽光発電の信頼性・品質試験方法に関する国際標準化を目指すアジア基準認証
推進事業を佐賀県、電気安全環境研究所、太陽光発電技術研究組合と共同で推進
し、認証試験に合格しているモジュールでも信頼性に差異があること等を明確化
県内企業向けの「産学官連携技術力高度化支援セミナー」（2回計49名参加）、「出
前シンポジウム」（1回55名参加）を共催。また県関係者と共に企業40社以上を訪問



51

③地域センターにおける実用化を目指した
研究開発および実践的な人材育成
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（北海道センター）

H24年度実績No. 121020

○ 北海道センターでは、大学、企業等から１２５名の人材を受け入れた。このうち企
業との共同研究に基づく研究者は４４名で、北海道センターの設備やノウハウを活
かした研究を進め、「バイオものづくり技術」の商業応用につながる人材を育成。

産総研植物工場技術
の商業応用等に貢献

研修生受入

７４名

教官派遣
１２名 バイテクノロジー

研究人材の育成

地域のバイオテ
クニシャンの養成

共同研究契約に基
づき４４名の企業研
究者を受入

研修生受入

７名
「バイオものづくり技術」

の橋渡し

産総研
北海道センター

大学等
（北大、阪大、香川大、

東京農大、等）

北海道ハイテクノロジ
ー専門学校（バイオテ

クノロジー学科）

地域企業等

受入総数125名
（H24年度実績）

商業応用につながる人材を育成
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（東北センター）

◯3つのコンソーシアム活動（GIC、Clayteam,TCAST)による研究成果の実用化支援と
人材育成（合計、年8回の研修セミナー、基礎講習会を開催、競争的資金も獲得）

◯「東北コラボ１００事業」による企業訪問、及び「産総研・新技術セミナー事業」による研
究シーズの発信（延べ１９８名の参加）を行い、人材育成と実用化研究を推進。

東北分析・計測科学技術
コンソーシアム TCAST

Clayteam
コンソーシアム

グリーンインキュベーション
コンソーシアム GIC

研修セミナー

共同研究

技術講習会

効果と実績

○共同研究 ３７件 （競争的資金採択 ２件）
地域企業が「水蒸気バリア膜用粘土」を製品化
○研修セミナー

企業参加者 延べ９７名
○分析講習会等

企業参加者 延べ１４名

研究開発型有力企業
約１００社を抽出

東北コラボ１００

企業訪問等

ニーズ把握

共同研究提案

訪問実績：９６社

産総研・新技術セミナー

東北サテライトを会場に
産総研の新技術を直接紹介

企業、公設研、大学を対象両事業の効果と実績

共同研究６件（前年度比４件増）
競争的資金３件採択
コンソーシアム新規加入２社（合計７３社）

開催１０回（H24)
参加者１９８名

継続して毎月実施

H24年度実績No. 121020
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（臨海副都心センター）

H24年度実績No. 121020

人材育成コースの運営や共同研究による企業・大学等からの人材受入れと人材育
成の実施

•バイオインフォマティクス人材養成を生命情報工学研究センター(CBRC) が継続実施中。
平成17年度から文科省科振費で、平成23年度から生命情報科学人材育成コンソーシア
ムを設立し有料で実施。平成24年度からは再び外部資金で実施（下記）。

•平成24年度からHPCI（革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）戦略プロ
グラム 戦略分野1「予測する生命科学・医療および創薬基盤」の人材養成プログラムを担
当。次世代シーケンサーをテーマとしたワークショップおよびチュートリアルコースを開催。
またCBRC研究員による最先端研究セミナー（全12回）を一般にも公開、また東京大学大
学院の講義として配信した。一部の講義はe-learning化した。平成24年度の講習会および
ｅ‐ラーニングの受講者数はのべ486名に達した。

•臨海副都心センター全体として、100名以上の技術研修生を受け入れ、人材育成に貢献
した。
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（中部センター）

H24年度実績No. 121020

◯地域において強いニーズのあるCFRPに関して、愛知、岐阜、石川等の公設研との連

携を進め、部材強度試験、機械加工などをテーマとしたラウンドロビン試験、研究会・
見学会を実施。

◯中部センターでは公設研と連携して若手研究者合同研修を実施し、8県1市から28名
参加を得て地域の人材育成に貢献。

中部地域

技術移転、実用化技術
、応用展開の検討○知の拠点（愛知）

○ぎふイノベーションセンター（岐阜）
○いしかわ次世代産業創造センター（石川） 等
〇宇宙航空研究開発機構 JAXA

若手研究者合同研修 8県1市16機関から28名参加

中部の航空機産業
○三菱重工業
○川崎重工業
○東レ など公設試験研究機関

のCFRP関連拠点

◆産技連東海北陸地域部会

共通試験片を用
いた強度や機械加工
のラウンドロビン試験
開始（9機関）

研究会・見学会

中部センター



56

実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（関西センター）

◯技術研究組合LIBTECを支援し、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）に提供するとともに、組合員技術者４０名以上に実践的な蓄電池評価技術を教
育した。

◯組込みソフトの設計・開発・検証を対象とした、先進的組込みソフト産学官連携プログラ
ムである「組込み適塾（計２６コース、受講期間約４カ月）」によるシステムアーキテクト養
成事業を推進し３３名（ＴＶ会議システムを活用した遠隔受講には２３名）の参加を得た。

●実践的人材育成 共同研究による派遣研究員の受け入れ（企業人材の教育）
研修制度による大学院生・学部大学生・高専学生受入（実践的高等教育貢献）

●科学志向人材育成 所内公開 （池田 1500人以上、尼崎530人以上）、サイエンスキャンプ実施、
6500人以上を対象に科学教室の実施（東日本大震災被災地でも実施）

●共同研究の積極推進 H24年度：共同研究 207件、受託研究 41件、技術研修 84件、技術相談 390件、
受託研究費 7.9億円、資金提供 2.1億円

●最先端設備供用 OSLを活用した企業連携 （LIBTEC研究組合、バイオベンチャー）
クラスターコンピューター「さつき」を活用した組込みシステム産業振興機構と連携
GMP準拠クリーンルームを活用した創薬事業支援
最先端電子顕微鏡整備と外部連携活用

●実用化を目指した研究開発
◎ナノカーボン高分子アクチュエーターの高性能化に成功 （健康工学研究部門）
◎BDNFサブタイプ型新規うつ病モデルマウス作出 （健康工学研究部門）
◎リチウムイオン電池用コバルトフリー酸化物正極の開発 (ユビキタスエネルギー研究部門）
◎高い耐酸化性を有するPEFCカソード触媒開発 （ユビキタスエネルギー研究部門）
◎テスト設計のためのFOT技法開発 （組込みシステム技術連携研究体）

その他の主な活動

H24年度実績No. 121020
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（中国センター）

H24年度実績No. 121020

参画メンバー：岡山県、真庭市、産総研、岡山大学、倉敷芸科大学、真庭木材事業組合、モリマシナリー(株
) 、ヤマハリビングテック(株) 、三菱化学(株) 他 計12機関

コア技術：連続超微粉砕装置の開発
経済性・環境性能
社会的影響評価技術
経済性・環境性能
社会的影響評価技術

森林再生
林業活性化

真庭バイオマス集積基地 ナノファイバー製造 高性能複合材料

＜平成２２年度科学技術振興調整費＞
気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革プログラム

林工一体型バイオマス利用ビジネスモデルの構築

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証」（平成２２～２６年度）

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証事業を通じて、民間主導による「真庭バイオマス集積基地
建屋」を整備し、平成２３年８月、真庭市との包括協定の締結を契機に、人材育成セミナー等の開催強化
や新たな共同研究の創出（５件）等の成果を上げた。

加えて、バイオマス利用技術について、東アジアでの国際協力を推進し、海外からの研修生（２４年度
は６名／５年間で８４名）を受入れた。
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（四国センター）

H24年度実績No. 121020

共同研究・受託研究を推進するとともに、四国ものづくり企業におけるプロジェクト提案への
支援や参加により、実用化を目指した企業の開発力アップ、及び、各種制度に基づき、実践
的な人材育成をサポートした。

具体的には、健康ものづくり研究会等参加企業との連携活動を強化し、平成24年度は、中
小企業との共同研究21件（前年度比+２件）、技術相談516件（前年度比+127件）と増加した。

・中小企業との共同研究
平成２３年度 １９件<０．８>
平成２４年度 ２１件<１．０>

・技術相談
平成２３年度 ３８９件<１９>

平成２４年度 ５１６件<２５>

四国域内 四国域外

企業 大学 公設研
財団・
独法等

企業 大学 公設研
財団・独
法等

平成２３年度
計７０件

１５
（１）

８
（０）

１１
（０）

３
（２）

１７
（１）

１０
（１）

０
（０）

６
（３）

平成２４年度
計７４件

１６
（０）

６
（０）

９
（０）

１
（１）

２０
（１）

１１
（１）

１
（０）

１０
（６）

共同研究及び受託研究の内訳（カッコ内は受託研究数）

上記、カッコ< >内数字は研究者一人当たり。
○公設研研究者合同研修会の開催（平成２４年９月２４日、２５日）

四国と中国の産技連地域部会が共同で、公設研の製品開発のあり方
や地域資源の活用方法をテーマとして実施。

○技術研修制度の活用
地域大学の学生を平成２３年度４名、平成２４年度７名、企業からは平

成２３年度に１７名を受け入れ研修を実施。
○産総研イノベーションスクール事業

若手のポスドク及び博士課程在籍者を積極的に受け入れ、ＯＪＴを通し
て将来産業界に欠かせない優れた人材の育成を遂行、四国センターに平
成２３年度１名、平成２４年度３名を受け入れ。

○来訪研究者の受け入れ
共同研究における企業からの来訪研究者も平成２３年度４名、平成２４

年度５名を受け入れ。 合同研修会 左：ＳＷＯＴ分析 右：地元企業研究

実績値
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実用化を目指した研究開発および実践的な人材育成（九州センター）

H24年度実績No. 121020

九州工業大学および北九州市との包括的協力協定に基づく合同セミナーに103名が参加
オール九州とつくばとの地域間連携を加速する「ミニマルファブ用プラズマプロセスWG」を組織

「第Ⅱ期高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」の取り組みを本格化

加速試験による太陽電池モジ
ュール劣化要因の解析

加速試験による太陽電池モジ
ュール劣化要因の解析

合同セミナー「環境エレクトロ
ニクス分野の現状と展開」

合同セミナー「環境エレクトロ
ニクス分野の現状と展開」

北九州市および九州工業大学との包括的協力協定に基づく連携を推進
研究開発と人材育成を推進するために、北九州学術研究都市第11回産学連携
フェア（平成24年10月17～19日）に共同出展するとともに、同フェア内で合同セミ
ナー「環境エレクトロニクス分野の現状と展開」を開催（参加者103名）。
九州工業大学次世代パワーエレクトロニクスセンター （北九州学研都市）内に環
境エレクトロニクスに関する共同研究室を設置し人材育成に貢献。

プラズマ技術研究会にミニマルファブ用プラズマプロセス開発WGを設置
地域企業を含むオール九州とつくばのミニマルファブPJの連携によりミニマルフ

ァブ用プラズマ装置・プラズマ源を開発するため、産総研コンソーシアム「計測・
診断システム研究協議会」の「プラズマ技術研究会内に「ミニマル3DICファブ開
発研究会」と協力して「ミニマルファブ用プラズマプロセス開発WG」を設置。
その他、同協議会の出前シンポジウムを2回（佐賀県との共催1回を含む）、5研
究会の講演会をのべ14回（講演数計60）、記念講演会を1回開催し、のべ700名
以上が参加。

「第Ⅱ期高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」の活動
企業・公的機関等78機関からなる本コンソーシアムの取り組みとして、モジュー

ル内への水蒸気浸入が信頼性に及ぼす影響を調査した。その結果、バリア性の
高いバックシートの場合、EVAの加水分解で生成した酢酸がモジュール内に滞
留し、かえって劣化を促進することが明らかになり、信頼性向上に資するバックシ
ートおよび封止材の設計指針が得られた。
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Ⅰ-２-（２）中小企業への技術支援
・人材育成の強化
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中小企業への技術支援・人材育成の強化

地域中小企業の課題解決を行う公設試との連携研究事業

公設試名 実施テーマ

愛媛県産業技術研究所 製紙スラッジを利用した保水性タイルの開発

栃木県産業技術センター 産業用Ｘ線ＣＴ装置による高精度寸法測定手法の開発

長野県工業技術総合センター 微細加工技術を応用した微小切削抵抗検出センサ開発

長野県工業技術総合センター
超音波非接触フィルタリングによるスラリー中のレアアース（酸
化セリウム粒子）抽出方法の開発

長野県工業技術総合センター 熱可塑性コンポジット材の熱伝導性と成形因子の関係について

北海道立総合研究機構 木質材料を利用した健康増進に効果のある機能性家具の開発

和歌山県工業技術センター 静電気モニタ装置の安全性検証

愛媛県産業技術研究所 エレクトロスプレー技術を用いた糸・生地の加工手法の研究

熊本県産業技術センター
エネルギー効率性・運転安定性・ハンドリング性に優れた省エネ
型MBRの構築とその実廃水処理実証試験のための
Comparative SIP 、次世代シークエンサー解析の最適化試験

岡山県工業技術センター
未利用の廃プラスチックを利用した高強度再生プラスチック製品
の開発
－プラスチック複合体における界面の性質、接合状況の検討－

山形県工業技術センター ＤＬＣ皮膜の水系溶液中における物性評価

埼玉県産業技術総合センター
使用済み無電解ニッケルめっき液からのニッケル溶媒抽出系の
最適化

栃木県産業技術センター
鋳造シミュレーション解析技術、凍結鋳型鋳造技術を用いた低
環境負荷かつ高付加価値鋳造品の開発

中小企業

連携して研究
産
総
研

調
査
・
研
究
開
発

技
術
課
題

技
術
支
援

公設試
外来研究員 ＜メリット＞

●地域の重要ニーズを一
定期間集中して検討

●ネットワークの形成
●新規分野への進出の足

がかり

●外部資金への共同提案
へ発展（プロジェクト化促
進プログラム）

H24年度実績No. 122010, 122030

＜受入実績＞ ★は、Ｈ24年度招へい人数

年度
招へい

人数

派遣元

公設試

Ｈ１８ １４ １２

Ｈ１９ ３１ １９

Ｈ２０ １８ １１

Ｈ２１ １４ ９

Ｈ２２ １２ ７

Ｈ２３ １４ １３

Ｈ２４ １３ ９

計 １１６ ８０

累計人数(内H24)
長野 17( 3)
栃木 15( 2)
茨城 4
埼玉 2( 1)
山梨 2

累計人数(内H24)
宮城 6
山形 3( 1)
福島 2

★

累計人数(内H24)
北海道 7( 1)

累計人数(内H24)
岐阜 6
愛知 5

累計人数(内H24)
沖縄 8

累計人数(内H24)
広島 6
岡山 4( 1)
島根 2
山口 1

累計人数(内H24)
和歌山 5( 1)
京都 2
兵庫 1
滋賀 1

累計人数(内H24)
福岡 1
大分 1
長崎 1
熊本 1( 1)
鹿児島 1

累計人数(内H24)
高知 7
愛媛 3( 2) 
香川 1
徳島 1

★

★
★
★ ★

★
★

★

★

★

★

★
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国プロへ共同提案等を目指す 公設試との共同研究事業

産技連を活用した支援事業（1／２）

H24年度実績No. 122020

★：製造プロセス部会
【新設】メカトロ試験装置ＷＧ（６公設試）

◆：四国地域部会

【継続】吸着材料技術による有用金属回収、
および有害物質除去に関するＷＧ（３公設試）
◇：四国地域部会

【新設】食品中の機能性成分の分析法のフォ
ーラム標準化の広域連携（展開）ＷＧ
（５公設試）

☆：東北地域部会、環境・
エネルギー部会

【準備】東北再生可能エ
ネルギー事業化推進ＷＧ
（７公設試）

●：近畿地域部会

【継続】環境調和型ナノコンポジット連携ＷＧ（
８公設試）
○：近畿地域部会
【準備】クリエイティブ支援ＷＧ（６公設試）
◎：近畿地域部会
【準備】次世代色素・顔料技術ＷＧ（４公設試）

□：中国地域部会
【準備】カスタマイズ生産対応技術ＷＧ（２公設試）
■：中国地域部会
【準備】プラスチックリサイクルＷＧ（３公設試）

▼：九州・沖縄地域部会

【準備】革新的センシング
デバイス研究開発ＷＧ（
２公設試）

研究連携支援事業

地域及び各分野の共通的課題の解決や
都道府県を越えた研究成果の移転を目的
とし、公的資金及び民間資金による研究開
発プロジェクト及び実証事業への提案を目
指す公設試・産総研・地域企業の連携活動
を支援する。

国プロ等
プロジェクト化

連携の形態
◇ 企業・公設試
◇ 企業・産総研
◇ 企業・公設試・産総研

プロジェクト提案課題の設計

産
総
研

企
業

企
業

企
業

公
設
試

公
設
試

公
設
試

準備WG：課題抽出や連携体制構築などの準備段階の活動
新設WG：翌年の国プロ等への応募を目指す活動
継続WG：新設WGからの継続で更なる発展を目指す活動
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★：知的地盤部会、東北地域部会

放射能分析に関する技術力向上研修
（１３公設試）

●：製造プロセス部会

ものづくりに向けたＤＬＣコーティング評価法の検討（
１９公設試）

◆：ナノテクノロジー・材料部会

プラスチックの曝露試験に関する共同研究
（２６公設試）

技術向上支援事業

公設試の職員等に対し、依頼分析や技術
相談に不可欠な分析・測定・評価技術の維
持・向上や、今後の研究開発に有効な新し
い技術の習得を目指すための活動を支援
する。

公設試職員の計測・評価技術向上のための研修やラウンドロビンテスト

産技連を活用した支援事業（２／２）

H24年度実績No. 122020

サンプル

計測値

原因究明・指導
公
設
試

公
設
試

公
設
試

公
設
試

産
総
研
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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（１／２）

H24年度実績No. 122010, 122030

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。
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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（２／２）

H24年度実績No. 122010, 122030

○各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

・ビジネス交流会 in つくば（10/16）＠つくば国際会議場

・新技術説明会 in 浜松 –加工技術編-（2/15）＠浜松商工会議所

・新技術説明会 in 浜松 –成長産業編-（3/7）＠浜松商工会議所

・浜松・産総研技術相談会（毎月第３水曜日）@浜松商工会議所 or TV会議

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ in Hamamatu2012（7/24-25）@ｱｸﾄｼﾃｨ浜松

・産業交流展2012（11/20-22）@東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ

・第13回ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ from TAMA（11/15）@新宿NSﾋﾞﾙ

・第16回いたばし産業見本市（11/15-17）@東板橋体育館

・彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2013（1/30-31）@さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

・第6回つくば産産学連携促進市 ｉｎ アキバ（2/19）@秋葉原ﾀﾞｲﾋﾞﾙ

・第34回荒川区産業展（3/9-10）@荒川総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

○展示会等に出展し、中小企業との接点を設けると共に産総研のプレゼンス向上
新技術説明会 in 浜松

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ from TAMA
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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（北海道センター）

各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

展示会等に出展し、中小企業との接点を設けると共に産総研のプレゼンス向上

地域における人材育成支援

技術動向・専門知識の収集・把握を中小企業が行える場の提供

北海道産学官プラットフォーム会議 （H24.12.11）

第5回北海道地区高専テクノ・イノベーションフォーラム （H25.1.25）

旭川高専・産総研研究交流会＠旭川（H25.2.27）

苫小牧高専・産総研研究交流会＠苫小牧（H25.3.22）

産業技術連携推進会議 北海道地域部会合同分科会（製品＆技術開発事例報告会） （H25.2.18）

ビジネスEXPO（来場者約17,000名）への出展・研究成果の展示 （H24.11.9～11）

北洋銀行ものづくりテクノフェア（来場者約3,800名）への出展 （H24.8.7）

第1回北海道センター講演会：「事業創造を唯一の目的とした国際標準化と知財の

戦略マネジメント」 参加者22名 （H24.7.12）

第2回北海道センター講演会：「温故知新：歴史が支える生薬と健康」 参加者48名 （H24.11.26）

第3回北海道センター講演会：「医薬品の承認審査について」参加者22名（H25.2.26）

第4回北海道センター講演会：「温泉発電の可能性について」参加者30名（H25.3.27）

企業研究者の受入により、技術の橋渡しとなる人材を育成（H24年度44名）

バイオテクニシャン育成事業（専門学校生の1～2年間の長期受入による技術研修）（H24年度７名）

大学（北大、阪大、香川大、東京農大）等との人材交流（H24年度：派遣12名、受入７４名）

H24年度の新規事業

10年間で36名のバイオテクニシャンを育成

酪農業から排出される高負荷排水の洗浄システムの開発

⇒ 第23回中小企業新技術・新製品優秀賞（H23.5）を受賞、道内6か所に納入し事業化が進む

水産物加工のための全周３次元形状計測システムの開発

⇒ 北海道新技術・新製品開発大賞企業・ものづくり部門大賞（H23）を受賞、事業化準備中

農水産物の高い鮮度保持を可能にするシャーベット氷製造装置の開発

⇒ H24.9末にものづくり基盤技術事業が終了し、道内１ヶ所に納入し事業化が進む

共同開発による中小企業支援 中小企業の2件の事業化につながる

H24年度実績No. 122010, 122030
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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（東北センター）

H24年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

• 産総研・新技術セミナー（ほぼ毎月、計10回開催、延べ198名参加、JSTプロジェクト採択）
• 産技連地域部会東北再生可能エネルギー研究会新規設立第1回講演会（8/6）＠東北サテライト

• 産技連地域部会東北再生可能エネルギー研究会 第1回見学会（10/2）＠岩手

• 第１回産技連地域部会東北航空宇宙産業広域連携フォーラム2012 （11/1）＠青森

• 環境ビジネスセミナー山形（11/9）@山形

• 産技連地域部会プラスチック成形加工技術研究会講演会（11/9）＠東北サテライト

• 産技連地域部会東北再生可能エネルギー研究会 第２回講演会（12/20）＠東北サテライト

• 産技連地域部会東北再生可能エネルギー研究会 第３回講演会（2/20）@秋田

• 産技連地域部会第２回東北航空宇宙産業研究会広域連携フォーラム201（3/6）@秋田

• 学都「仙台・宮城」サイエンスディ2012（7/15）＠仙台 （参加者：6311人）

• エコプロダクツ東北２０１２（12/13-15）＠仙台（参加者：27316人）

• こおりやまビジネスフェア（10/20-21）新規出展＠郡山

• 2012国際航空宇宙展（10/9-14）＠名古屋（参加者：141131人）

• おおさき産業フェア（11/2-3）＠大崎

• ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア2012（11/7-8）新規出展＠郡山

• 産学官連携フェア2013winterみやぎ（1/17）＠仙台

展示会等への出展により中小企業との接点を設ると共に産総研のプレゼンス向上

• 仙台まちなかサイエンス（ほぼ毎月、計8回開催、延べ70名参加） ＠東北サテライト

上記以外の人材育成事業として下記を実施
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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（臨海副都心センター）

H24年度実績No. 122010, 122030

五連表（エクセル）の整理番号１２２０１０を基に
本格ワークショップ以外の取り組みについて
スライド１枚の作成をお願いいたします。

（次スライドに参考例、このとおりに作成する必要はありません）

公設試での職員の講演・シンポジウムの共同主催はH24年度が初
平成24年度都産技研研究成果発表会（6/14-15） 都産技研 （基調講演１ 一般講演２）

震災復興技術推進シンポジウム
「復興から未来を創るデザインイノベーション」（11/13) 都産技研 （講演１）
「ものづくり企業の医療・福祉機器分野への参入」（3/11) 都産技研 （産総研共同主催 講演１）

「最近の蓄電池・燃料電池の研究開発動向」(2/13) 秋田工業技術センター (招待講演1)

各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

展示会等への出展による中小企業との接触機会の増加と、
産総研のプレゼンス向上

BIO tech  2012 (4/25-27) 東京ビッグサイト

日本を元気にする産業技術会議シンポジウム 「サービス工学」(9/28)日経ビル

BioJapan2012 （10/12-15）パシフィコ横浜

BiWO 2012 (10/30-11/2) 臨海センター

サイエンスアゴラ2012 (11/10-11) 東京お台場地域 [参加者１５００人達成はH24が初]
革新的バイオマテリアル実現のための高機能化ゲノム

デザイン技術開発キックオフシンポジウム (11/30) 臨海センター

日本を元気にする産業技術会議シンポジウム
「“もの”、“こと”、“ひと”づくりで日本を元気にしよう！」 (2/28)日経ビル

第3回こどもを事故から守る市民公開講座 (3/3)長崎インターナショナルホテル

デジタルヒューマン・シンポジウム2013 (3/8) 日本科学未来館

サービス工学コンソーシアム 第1-6回会合
(5/25,6/28,9/4,10/6 12/3, 2/28）臨海センター

デジタルヒューマン
シンポジウム

日本を元気にする
産業技術会議
シンポジウム
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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（中部センター）

産総研中部センター

１）CFRP共通試料の曲げ試験、共通試料の引張試験
→ 力学的評価技術の向上

２）CFRP穴開け加工（工具、CFRP材のラウンドロビン試験）
→ 加工技術の向上

名古屋市工業研究所、富山県工業技術センター、三重県工業研究所
静岡県工業技術研究所、広島県立総合技術研究所、宇宙航空研究開発機構

あいち産業科学技術総合センター

いしかわ次世代産業創造支
援センター

ぎふ技術革新センター

地域中小企業の
航空機部品産業への参入支援

地域連携：公設研コンソーシアム

H24年度実績No. 122010, 122030

外部参加者（２日間）

研究発表会： 373名
オープンラボ： 165名

・CFRP評価、加工に関する研究会活動

・中部センターオープンラボ

〇各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

• 若手研究者合同研修会（8県1市16機関、参加者17名から28名に）
• CFRP評価、加工に関する研究会（9機関）
• 駅前イノベーションハブ（8機関：シーズ発表会、技術相談、実務者サロン）
• 中部イノベネット(57機関：ベータベース公開、技術相談）

〇地域におけるプレゼンス向上

• 研究発表会・オープンラボ(6/26-27）
• 一般公開（8/4)（来場者はH13の350名から2932名に）
• 展示会（Tech Biz、メッセ名古屋、他）

・一般公開

サイエンスパーク
合同開催

来場者：2,932 名
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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（関西センター）

H24年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

展示会等への出展、シーズ発表会

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｴﾝｶﾚｯｼﾞ・ﾌｪｱ2012

研究支援アドバイザー（中小企業支援型）

◯産総研の研究支援アドバイザー制度を利用して、中小企業のニーズを近畿の公設研
から組織的に獲得するための仕組みを確立した。平成２４年度は滋賀県から電池評
価技術の指導に関する要望を得たので講演会を実施した。

◯ビジネス・エンカレッジ・フェア2012（池田泉州銀行）＠大阪国際会議場
◯鹿児島大学・産総研関西センター研究シーズ連携発表会＠OSTEC
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○産総研オープンラボに中国地域の企業、大学、公設研、中国経済連合会等のメンバー（１９社・団体３２名）を
案内して、地域の課題と産総研シーズとのマッテイングを展開した。

○本格研究ワークショップで事例発表した企業と産総研の研究ユニットとの共同研究（３件）に繋げた。

●産総研オープンラボへのツアー企画
平成２３年度から「産総研オープンラボ」の開催に併せて、中国地域の企業、大
学、公設研等へ「地域ニーズに応じたテーマ」を設定し、ツアーを企画している。
産総研全体のポテンシャルを把握する絶好の機会として好評を博している。
平成２４年度は、「中部センターオープンラボ」へのツアーも企画した。

産総研技術セミナー： 中国５県でそれぞれ開催（参加者；岡山市 48名、東広島市 38名、米子市 38名、山口市 94名、松江市 38名）
公設研と連携し、産総研の研究シーズと企業のニーズのマッチイングの場として活用。

基調講演：
（株）ヒロテック 鵜野相談役
「ものづくりの今後と産総研への期待」

産総研オープンラボへのツアー企画

１．中国地域公設研所長会議（プレ企画）
・公設研所長
・中国経済産業局課長等

２．オープニングセレモニーへのＶＩＰご案内
・山下中国経済連合会会長
・京極近畿大学工学部長

３．産総研オープンラボツアー
（中国センター独自企画）

・知能システム研究部門
・バイオメディカル研究部門

４．中国地域企業関係者と産総研研究者と
の交流会

５．中国地域支援団体と産総研幹部との交
流会

１９社・団体（３２名）の参加

連携事例 ① 「ものづくりを支えるセンサー計測技術」
シグマ（株） （広島県呉市）
産総研 生産計測技術研究センター （九州センター）

連携事例 ② 「ものづくりを支える微細加工技術」
（株） 化繊ノズル製作所 （岡山県井原市）
産総研 コンパクト化学システム研究センター （東北センター）

連携事例 ③ 「ものづくりを支えるセンサー計測技術」
（株） レクサー・リサーチ （鳥取県鳥取市）
産総研 サービス工学研究センター （つくばセンター）

中国地域のものづくり技術の
オープンイノベーション

地域経済を支える製造業の持続的
発展を実現する基盤技術であるもの
づくり技術（特に、センサー計測技術
、微細加工技術、製造プロセス技術）
に光をあて、中国地域の企業の課題
解決に対して、産総研がいかにオー
プンイノベーションハブとして貢献す
るかを企業、大学、支援機関、自治
体、金融機関等と共有した。

・日時：平成２４年１１月２６日（月）
１３：００～１７：００

・場所：メルパルク広島

２１０名の参加

中小企業への技術支援・地域における人材育成支援（中国センター）

H24年度実績No. 122010, 122030
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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（四国センター）

地元企業と協調して企画したイベントの開催

・インテレクチュアル・カフェ（偶数各月６回）@四国センター

・四国工業研究会特別企画セミナー（11/7）@ホテルパールガーデン（高松市）

インテレクチュアル・カフェ展示会への出展、中小企業との接点確保等による
産総研のプレゼンス向上

・四国センター一般公開（8/23）＠四国センター

・徳島ビジネスチャレンジメッセ2012（11/11-13）@アスティ徳島（徳島市）

・中学生の四国センター見学会（3/5）@四国センター

・四国地域産業技術大賞表彰式（3/8）@かがわ国際会議場（高松市）

産業技術大賞表彰式

革新技術賞最優秀賞企業
（ダイオーエンジニアリング(株)）

に所長表彰状を授与

一般公開（和凧づくり） チャレンジメッセ 四国センター見学会

H24年度実績No. 122010, 122030
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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（九州センター）

H24年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携し、中小企業への支援を展開

・合同セミナー「環境エレクトロニクス分野の現状と展開」（10/18）@北九州学術研究都市

北九州市および九州工業大学との協定に基づき平成24年度に初めて開催

・産学官連携技術力高度化支援セミナー（11/8、11/15）@伊万里市、鹿島市

佐賀県との協定に基づき平成24年度に初めて開催

・SAGAテクノ2012 ～産学官連携技術交流会～ （11/20）@佐賀市

・第2回九州・沖縄 産業技術オープンデー（11/29）@鳥栖市文化会館・産総研九州センター

・計測・診断システム研究協議会「出前シンポジウム」（12/21、3/25）@佐賀市、北九州市

・MZプラットフォーム導入事例紹介セミナー（2/26）@佐賀市

・産学官交流研究会 博多セミナー（毎月第1金曜日）@中小機構九州本部

・佐賀県地域産業支援センター関係者等との県内企業訪問（6/14-3/15）@佐賀県内

佐賀県との協定に基づき平成24年度より実施

・北九州学術研究都市第11回産学連携フェア（10/17-19）@北九州学術研究都市

北九州市および九州工業大学との協定に基づき平成24年度に初めて共同出展

・セミコン・ジャパン 2012（12/5-7）@幕張メッセ

・PV Japan 2012（12/5-7）@幕張ﾒｯｾ

・再生可能エネルギー先端技術展（11/11-14）@北九州市

・西日本国際福祉機器展（11/9-11）@北九州市

展示会等に出展し、中小企業との接点を設けると共に産総研のプレゼンス向上
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中小企業との共同研究

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

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

H24年度実績No. 122040
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中小企業との技術相談

第３期中期目標期間中に、１０，０００件以上の技術相談を実施

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

H24年度実績No. 122040
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中小企業との共同研究の実施及び支援（１／２）

中小企業と共に外部資金獲得を目指す連携を支援

中小企業共同研究スタートアップ事業

これまで培った中小企業とのネットワークと実
績を基に、優れた中小企業と本格的な共同研
究を行い、新製品創出や製造プロセスの大幅
な改善等企業の売上に繋がる研究課題に対し
てのスタートアップを支援する。

中
小
企
業

産
総
研

公的研究資金（サポイン、A-STEP等）

応募

フィージビリティスタディ（FS）を実施
（中小企業共同研究スタートアップ事業）

＜実施内容＞
● 研究開発資金に余裕の少ない中小企業が本格的

な研究開発を行うためには、国等の公的研究開発資
金による研究開発プロジェクトへの提案が不可欠。
また、平成23, 24年度は、研究機関の特色を生かし
た被災地支援も実施。

● イノベーションコーディネータ(IC)や産業技術指導
員(TA)に、有望案件を募集。また、東日本大震災被
災地企業については、有望企業を絞り込んでICや
TA等が企業ヒヤリング、このニーズについて研究者
とのマッチングにより案件を選定。

● 上記案件から①中小企業の実績、②狙う市場の大
きさ、③産総研シーズの技術移転度などを踏まえて
選定した34課題（連携企業42社）について、中小企

業共同研究スタートアップ事業として、提案準備を行
うためのフィージビリティスタディ（FS）（※）を実施。

（※）予備実験データの取得、特許情報、市場調査、研究計画作成 等

H24年度実績No. 122040
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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 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

中小企業との共同研究の実施及び支援（２／２）

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

H24年度実績No. 122040
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Ⅰ-３．産業・社会の「安全・安心」を
支える基盤の整備
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Ⅰ-３-（１）国家計量標準の高度化及び
地質情報の戦略的整備
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国家計量標準の新規整備及び高度化（１／２）

【第３期中期計画】

・必要な計量標準62種類を新たに開発し、供給を

開始する。また、第１期、第２期を通じて開発した

計量標準約530種類を維持、供給し、トレーサビリ

ティの普及を促進する。

【平成24年度計画】

・平成23年度に整備が遅れた5種類の計量標
準を含む12種類以上の計量標準を新たに整
備する。また、既存の計量標準では、平成23
年度に高度化を達成できなかった7種類の標
準を含む14種類以上の標準に関して、供給範
囲の拡大や不確かさの低減等の高度化を行う。

【平成24年度実績】
・平成23年度に整備が遅れた5種類の計量標準

を含む12種類を新たに整備した。また、既存の計
量標準では、平成23年度に高度化を達成できな
かった7種類の標準を含む14種類の標準に関して
供給範囲の拡大や不確かさ低減等の高度化を
行った。

整備計画に基づく物理標準と標準
物質の供給(H21年度末：549)

的確な既存標準供給の継続と高度化、
新しい戦略的な標準の開発

国
家

計
量

標
準

の
数

国家計量標準の整備

H24年度実績No. 131010

平成24年度実績

計量標準の新規開発：12種類
計量標準の高度化：14種類

[年度]
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食品の安全性確保
安全な国民生活の実現

○ LED照明評価の信頼性確保に資する測光放射標準の開発

○ 電気抵抗の信頼性確保に資する超高性能小型標準抵抗器の開発

○ 迅速な標準物質供給に資する定量NMR技術による革新的トレーサビリティの実現

○ 食品の安全性確保に資する放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質の開発

国家計量標準の新規整備及び高度化（２／２）

グリーン・イノベーションの
実現を支える計量標準の整備

ライフ・イノベーションの
実現を支える計量標準の整備

放射性セシウムを
含む玄米の標準物質

高強度全光束用
標準LEDと測光放射標準

超高性能小型
標準抵抗器

産総研 定量NMR技術による
革新的トレーサビリティ

認証標準物質
の迅速な供給

分析用校正機器
の精度向上

LED照明の普及促進

LED照明の測定・試験
のための評価技術

分析装置内
への実装

検査機関での
信頼性確保

1 0

FLOW

4 0

1 0

FLOW

4 0

1 0

FLOW

4 0

1 0

FLOW

4 0

環境条件によらず
高性能を発揮

H24年度実績No. 131010

H20年度より実用化
を開始し、H24年度末
までに148個の実用
標準物質を開発。 放射能濃度

～85 Bq/kg
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社会の要請に応えた地質情報の戦略的整備

資源：
海外における有望レアアース
鉱床の発見

地震・防災：
過去の巨大海溝型地震の履歴
及び規模の解明

社会の要請に応える調査・研究

H24年度実績No. 131020

国土と周辺域における地質調査実施と国土の基本情報の整備

防災、インフラ整備など、社会の要請に応えた地球科学基本図の作成及び関連情報の整備

利用者のニーズに応じた各種地質情報データベースを整備・統合し、国際標準形式による
配信・ポータルサイトとして公開

火山・防災：
火山噴火予測の高度化

地質情報：
防災・都市計画・インフラ整備
等に活用

日本の火山（第3版）

５万分の１地質図幅（京都東南部）

地 球 科 学 情 報 及 び デ ー タ ベ ー ス の 整 備

環境水中の放射性Cs
モニタリングシステムの開発

地圏環境：
福島県における環境水中の放射
性Csのリスク評価

最新知見の反映・高機能化 日本の第四紀火山データベース日本の第四紀火山データベース

活断層データベース活断層データベース

連
携

連携

南アフリカでの地化学
探査結果

高度化：
地質図と各種データ
の重ね合わせ

利便性の向上
地質情報の標準化利用促進：

知 的 基 盤 計 画 へ の 対 応

津波堆積物調査
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Ⅰ-３-（２）新規技術の性能及び安全性の
評価機能の充実
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標準化戦略会議

・外部有識者を含む標準化戦略会議において、産総研における標準化活動方針の方向性を
議論。

・第２回国際標準化推進戦略シンポジウムを開催し、産総研における標準化・認証支援の取り
組みを対外的に発信。

H24年度実績No. 132010

＜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

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」
日時：平成24年8月22日（水）
場所：イイノホール

→
「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、1,400円＋税）

平成23年度国際標準推進戦略シンポジウムを書籍化

←
平成24年度
国際標準推進戦略シンポジウム
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標準化への取組み

標準化提案実績数

標準化研究テーマ数

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

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

標準基盤研究
（運営費交付金） 15 18 23 27 26 20 25 28

公募
（経済産業省）

8 11 16 9 13 15 12 15

第２期

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。

H24年度実績No. 133010

第３期
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データベースの整備及び供給

産総研データバンク構築に向けて、地質系、物質材料系、ライフ系の統合に向けた
取組みとクラウド化に向けた作業を開始。

研究開発の過程で蓄積された研究成果、実験・計測データ、関連科学情報等をデータ
ベース化し、インターネットを通じて幅広く国内外に発信・普及

研究情報公開データベースとして１００以上テーマをオープンアクセスで公開中

H24年度実績No. 132030

データベースの整備
中期計画大項目「IV-2.知的基盤としてのデータベースの
構築」の重点化テーマを含む６テーマを支援 ６０百万円

アクセス数と公開データベース数の年度推移
※ただし、平成２４年度は４月-２月分

公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
数
（
折
れ
線
）
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Ⅰ-３-（３）研究開発成果の戦略的な
国際標準化、アジアへの展開
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国際標準化セミナー等を通じ、標準化活動の意義や標準化に対する産総研の取
り組みについてアピール。

平成24年度国際標準化セミナー
・所内職員の標準化活動に対する理解を図り、

その活動において産総研に期待される役割を共有する
目的で開催。

・平成24年7月27日産総研つくばセンター、参加 ８０名
・テーマ：技術を社会に広げる標準化戦略と

知的財産戦略の一体的推進
・内容：

「戦略的な国際標準化による市場拡大」
（IDEC株式会社 常務執行役員技術戦略本部長 藤田俊弘）

「標準化戦略に連携した知的財産マネージメント」
（経済産業省 基準認証政策課 課長補佐 永野志保）

国際標準化セミナーの様子

工業標準化表彰

・工業標準化貢献者 産業技術環境局長表彰受賞 ： ２名

工業標準化表彰

標準化活動の普及

H24年度実績No. 133010
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国際標準化活動に係る指標

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。

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。

＊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。

H24年度実績No. 133020

第２期 第３期
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バイオマス・アジアの推進

バイオマス・アジアの推進、国際共同研究・協力事業への積極的参画

－政策要請に貢献、アジア諸国との連携を強化－

東アジアサミット・セブ宣言を受け設立された東アジア・
ASEAN経済研究センター（ERIA）事業への積極的参画

アジアを中心としたバイオマスエネルギー利用技術の研究開発とその実証・実用化について意見交換を行うため、
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名が参加し、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。

ERIA WG会合等に参加し、研究交流促進に貢献。

バイオマスアジアワークショップなどの国際ワークショップの企画運営にも
携わり、バイオ燃料の標準化及びバイオマス利活用の持続性評価に関す
る規格・ガイドライン策定、実市場での品質管理手法のための研究を促進。

バイオマス国際共同研究の展開

インドネシア技術評価応用庁（BPPT）と日本の民間企業とで、

インドネシアの主要生産物である天然ゴム生産性向上のための技術開発等を目的と
する3者共同研究を開始。

「バイオマス・ニッポン総合戦略」を背景としたバイオマス・アジアのネットワークの強化

ERIA バイオマス利活用の持続性評価WG会合

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において、
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）と密接に研

究協力を実施。さらに日本の民間企業とも連携し、実車による路上走行試験を開始
。

H24年度実績No. 133030
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国際標準化におけるアジア諸国との連携

H24年度実績No. 133010,  133040

基準認証イノベーション技術研究組合（IS-INOTEK）
・ 国際標準規格の開発から認証制度まで、アジア太平洋諸国との協力を視野に入れた研究

開発事業を推進することを目的として、平成２３年１月に設立。
・ 当初から参画し、「アジア基準認証推進事業」（経済産業省）への技術的サポートを実施。

・ 理事長 津田信哉（パナソニック株式会社）、 １８社、１大学、７機関が組合員 (3月末現在)。

・小野晃特別顧問が理事として参画。

産総研が参画する事業
○パーソナライズド人工関節の機能・安全性評価基準開発

共通の骨格構造（モンゴロイド）を持つアジア各国と協力して、
骨形状データの標準化や承認審査に必要な力学的試験方法
の開発を実施。

○次世代自動車用バイオＤＭＥ評価方法等の開発
産総研において、自動車用バイオＤＭＥ(ジメチルエーテル)の
品質規格のための各種検証試験や規格案策定等を実施。

○人材育成委員会への参画 非破壊試験による
簡便な計測・評価方法の確立

基準認証イノベーション技術研究組合に参画、太平洋諸国と連携した国際標準化
活動を推進。
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Ⅰ-４．「知恵」と「人材」を結集した
研究開発体制の構築
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Ⅰ-４-（１）産学官が結集して行う
研究開発の推進
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最先端ナノテク研究拠点構築

つくば西事業所スーパークリーンルームの整備：
国内で最大規模の産学官連携ナノエレクトロニクス研究拠点を構築

最新の研究試作機能

・45nm テクノロジー集積実証スーパークリーンルーム :
3000m2, class3, 300mmウエハプロセスライン

・新探求材料・新探求素子研究クリーンルーム:
1500m2, class5, 100mmウエハプロセスライン

65/45nm CMOS テクノロジープラットフォーム

新材料導入に対応した化学汚染に対する十分な対策

CMOS テクノロジープラットフォーム上で、新材料・新素子
を300mmウエハで実証が可能

新探求材料・新探求素子を100mmウエハラインでの実証
が可能

H24年度実績No. 141010

加えて、以下のナノテク研究拠点を構築
•SiCデバイス量産試作ライン
•N-MEMS 200/300mm ウエハプロトタイプ試作ライン（右図）

平成24年度のトピックス
•TIA連携棟の建設に伴う振動の影響などを避けながら、年間を

通してフル稼働し、利用PJの研究開発支援を実施
•秋から光エレ実装のPJを迎え、開発支援を強化
•昨年度に引き続き、夏期の電力使用ピークカットに対応した装置運転を実施
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太陽光発電評価拠点化による実用化研究開発の加速

太陽電池モジュールの信頼性向上に資する部材の設計指針を明確化。現行の認証試験

の5倍程度の厳しさの信頼性試験を経ても劣化が観測されない極めて信頼性の高い太陽

電池モジュールを実現。認証試験に合格しているモジュールでも信頼性に差異があること

や、最近市場で課題となっている電圧誘起劣化の発生状況に差異があることを確認。

・企業連携例：
・「第Ⅱ期高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」：

共同研究先（80機関）は国内主要化学メーカーをほぼ網羅。ライバル企業同士も含み、コンソーシアム内部での協力・競争を促進

・大学・高等専門学校等との連携：
・東京工業大学、東京農工大学、東北大学、東海大学、九州大学など全国の大学・教育機関とも共同研究＆人材受け入れ

・性能評価の標準測定技術も併せて開発、規格化と世界標準への提案を推進。日本の強みを活かす、新たな産業基盤の形成を促進。

安全保障

分析・測定・評価

大学

産業団体 企業

性能・機能向上
コスト低減

信頼性向上

国際標準

競争力向上

協力・
競争

知財
確立研究所

開発・試作・試験

H24年度実績No. 141011
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革新的な電池材料や評価技術の開発拠点構築

正極活物質として鉄オリビン、改質マンガンスピネル＋Ni系、Ni-Co-Mn三元系を、負極

活物質として球形化人造黒鉛、球形化天然黒鉛、ハードカーボンを選び、この組合せに

よる4種類のリチウムイオン電池標準構成モデルについて、コイン型セル、ラミネート型

セルに適した電極製造条件を検討し、相対評価を可能とする標準セルを構築。

技術研究組合
「リチウムイオン電池材料評価センター（LIBTEC） （関西センター）
旭化成(株)、石原産業(株)、(株)カネカ、（株）クラレ、ＪＳＲ(株)、ＪＮＣ(株)、住友ベークライト(株)、ダイキン工業(株)、大日本印刷(株）、東レ(株)、
凸版印刷(株)、日東電工（株）、(株)日本触媒、日本ゼオン(株) 、富士フイルム(株) 、三井化学（株）、三菱化学(株) 、(独)産業技術総合研究所
(17社・1機関）

NEDO 「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」
京都大学、茨城大学、九州大学、東北大学、静岡大学、東京工業大学、立命館大学、早稲田大学、高エネルギー加速器研究機構、産業技術
総合研究所、日本原子力研究開発機構、高輝度光科学研究センター、ファインセラミックスセンター、三洋電機㈱、新神戸電機㈱、㈱GSユア
サ、トヨタ自動車㈱、㈱豊田中央研究所、日産自動車㈱、パナソニック㈱、㈱日立製作所、日立マクセルエナジー㈱、㈱本田技術研究所、三
菱自動車工業㈱、三菱重工業㈱

H24年度実績No. 141012
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認証可能なロボット構築のための安全技術と実証試験

トレーサビリティを導入した既存システムの再設計と妥当性試験

重要事項

非重要事項

安全要求事項を洗い出しSysML*で記述

プロセス開発

妥当性検証

マネージメント

ロボット開発のツールチェーン**開発

安全にとって重要
な部分の洗い出し
（リスクアセスメント）

認証に必要な
V字開発プロセス

H24年度実績No. 141013

SysML＊：OMG（Object Management Group) によって公開さ
れているシステムをモデリングするための記述言語

ツールチェーン＊＊：製品を開発するためのプログラム集合体

○ 本格稼働した生活支援ロボット安全共同研究棟を活用し、NEDO生活支援ロボット実用化プ

ロジェクトと連携して、リスクアセスメントと安全妥当性確認試験

○ 汎用グラフィカルモデリング言語（SysML* ）をベースに、安全文書間のトレーサビリティを確

保することで、認証可能なロボット開発プロセスを実証

安全文書間のトレーサビリティ確保
（ツール）

再設計して妥当性試験を
行った車椅子ロボット
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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２
４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

H24年度実績No. 141020

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



99

リエゾン相談、知財届出書
の内容を基に、先行技術調
査の状況、特許性等の確認
を行い、ノウハウ管理の必
要性、技術移転・出願前譲
渡等の可能性を考慮した出
願戦略を作成

○研究成果の戦略的な知的財産権化

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財産権化を進める。

知的財産権に関する方針の策定

H24年度実績No. 141020

・先行技術調査を行っているか？

・データの裏付けは十分か？

・特許性、侵害立証性は？

・技術移転可能性は？

出願戦略シートを踏まえて特
許出願の要否などを判断す
ることにより、特許出願の質
の向上、特許の利用率の向
上、重要特許出願の海外出
願の充実を図る

イノベーション推進本部 研 究 ユ ニ ッ ト

・特許出願をするか否か？

・出願分類は？

・研究発表はいつするか？

・ノウハウ化するのか？

三者のコミュニケーションツール

発 明 者 ／ 研 究 者

イノベーションコ
ーディネータ、連

携主幹

イノベーションコ
ーディネータ、ユ

ニット長

※試行の結果、ユニットイノベーションコーディネータなどからの意見・要望があり、これらを踏まえ本格運用に向け更なる改善を図る。

○知的財産ポリシーに基づく具体的な取組
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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
界的な課題解決に貢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(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

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

H24年度実績No. 141030



101

産総研リソースの活用（１／２） 技術研究組合事業への参画

「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

H24年度実績No. 141040
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産総研リソースの活用（２／２） 外部資金による研究規模

H24年度実績No. 141040

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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Ⅰ-４-（２）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

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

－世界各国の研究機関との研究協力を推進－

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

国際競争力を持つ人材育成、国際連携強化のための海外派遣

若手研究者の育成を目的に長期海外派遣事業（1年間）を実施：

平成24年度 10名

国際連携強化を目的に短中期派遣事業（3ヶ月以内）を実施 ：

平成24年度 12名

JSPS機関補助金を獲得し、平成22年3月より3年間の派遣事業を実施：

平成24年度 23名 （2ヶ月以上：16名、2ヶ月未満：7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

海外研究機関との連携強化、優秀な人材活用のため招へい事業（3ヶ月以内）を実施 ：

平成24年度 12名

JICA研修、JSPSサマー・プログラム、ウィンターインスティテュート制度により若手研究者を受入：

平成24年度 6名

人材交流の円滑な実施のための派遣研究者の生活支援
派遣研究者に対して、海外出張に係る所内手続き一覧の配布、また過去同じ研究機関に派遣され
た研究者の紹介を行う等、派遣研究者の生活支援を継続して実施。

H24年度実績No. 142010
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産総研の国際的プレゼンス向上

海外の国家要人来訪への積極的な対応

－産総研の国際的プレゼンスの向上に貢献－

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（118件、849人）、産総研への高い評価を獲得。
ペルラン・イノベーション担当大臣（フランス）、バンデホーブIMEC総裁（ベルギー）、

ヨンブット・科学技術研究所（TISTR）長官（タイ）など、世界の産・学・官のトップの来訪に対応。

国家要人

10%

政府機関

19%

研究機関・

大学

62%

企業

4%

研修生等

3%

その他

2%

来訪者役職別割合

アジア・

大洋州

47%
欧州

37%

北米

4%

中南米

3%

中東・ア

フリカ

9% その他

0%

来訪者エリア別割合

フランス イノベーション担当大臣来訪

来訪者のニーズに即して適切に実施。

H24年度実績No. 142010

国際部対応見学件数・人数推移
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件数 人数

件数 86 77 81 102 109 118 123 88 118

人数 763 528 577 738 806 1025 836 546 849

H16
年度

H17
年度

H18
年度

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
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H24
年度
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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
-日米研究協力体制の強化に貢献-

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

25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米
国で開催し、日米の研究協力の成果報告および意見交換を行った。
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。

上記事業およびワークショップにより、平成25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。

米国研修生受入事業（ＡＩＳＴインターンシップ）を米国国立科学財団
（NSF)東京事務所と連携の上、全米で公募。

平成24年度は、 3名が産総研でインターンシップを実施。 日米研究協力ワークショップ集合写真

H24年度実績No. 142020

米国 エネルギー省（DOE）

政策的要請を受け、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拡大

22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。環境・エネルギー分野を中心に多数の実施研究テー
マを展開。

24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）。クリーン・
エネルギー技術開発に関する研究連携の強化を推進。
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ベトナム科学技術研究院（VAST）

環境・エネルギー分野を中心としたワークショップを共同開催し、

連携協力について情報交換を行った。

今後、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。

■ インドネシア技術評価応用庁（BPPT）
グローバル戦略シンポジウムや、バイオマス燃料の事業化に向けた国際戦略シンポジウムで
トップ同士の連携強化を図った。（株）ブリヂストンを交えた3者の共同研究を着実に推進。

■マレーシア標準・工業研究所（SIRIM Berhad)
バイオマスの利活用の持続性評価・標準化研究について協力。

上海交通大学（SJTU）、中国科学院（CAS)
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。

共同シンポジウムを開催し、低温脱硝触媒の開発やMEMSに関する共同研究の成果報告および今後の

研究連携に関する意見交換を行った。

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
－ 産総研のポテンシャルと相手国の天然資源、人的資源を有効活用した研究連携を推進 －

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（１／２）

産総研イノベーション・ワークショップ in タイ

タイ 国家科学開発技術庁（NSTDA）・科学技術研究院（TISTR）、タイ国立計量研究所（NIMT）

24年10月に「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。

在タイ日系企業等に、タイ研究機関との連携による計量標準やグリーン

イノベーションに関する研究協力の成果を示した。

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の推進を支援。

H24年度実績No. 142030
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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。

CSIRと石炭クリーン技術に加え、水素エネルギー、レーザー科学、天然物の利活用技術分野
での交流強化に合意。

ブラジル鉱産局（DNPM）

ブラジルにおける資源探査を促進するため、24年12月にDNPMと個別MOUを締結。

韓国・産業技術研究会（ISTK）

ISTK、KIAT（NEDO相当）及び産総研で日韓研究連携に関する意見交換を行うため
の共同シンポジウム「Korea-Japan R&D Collaboration Day」を開催。
ナノテクノロジー分野での共同研究提案について議論が行われた。

■ オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）
包括MOUに基づき、クリーンコールテクノロジー・CO2貯蔵・再生可能エネルギーなどの
分野での研究協力を推進。

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
－ 産総研のポテンシャルと相手国の天然資源、人的資源を有効活用した研究連携を推進 －

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（２／２）

H24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
－ 共同研究、人材交流、研究協力覚書締結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 －

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）

ロボット工学研究連携体 (JRL) では、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した。

ドイツ フラウンホーファー研究機構

24年7月に包括研究協力覚書を締結。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、バイオテクノロジー分野における研究
協力の推進に合意。

ノルウェー 産業科学技術研究所(SINTEF)、エネルギー技術研究所(IFE)
AIST/SINTEF-IFE シンポジウムの開催やKIFEEワークショップへの参加

を通して、エネルギー、材料、ライフサイエンス各分野での研究連携を図っ
た。

フラウンホーファー研究機構との
包括MOU調印式

■ フィンランド技術研究センター(VTT)
✓ ものづくり分野等での研究連携に向けて意見交換を実施。

25年2月の運営諮問会議では、アラン・フックス総裁が海外委員とし
て来訪。会議前後にも個別に幅広く意見交換を行った。

H24年度実績No. 142040
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国際連携に係る指標（1/2）

ワークショップ等開催回数の推移

平成24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。
平成24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

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

回数

タイ TISTRとのミニワークショップ

H24年度実績No. 142050
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研究機関長会議およびSTSフォーラム第9回年次総会

■第1回研究機関長会議

（First Global Summit of Research Institute Leaders ）
・ 24年10月6日（土）に国立京都国際会館で理研と産総研が共催

。

・ 12カ国から16機関の研究機関長が出席。

・ 産業界との協力、技術移転、研究費用、頭脳循環等に関する

意見交換が行われた。

・ 研究機関を取り巻く諸問題を継続的に議論するため、機関長

同士の連携を促進していくことを確認。

国際連携に係る指標（2/2）―具体例：研究機関長会議およびSTSフォーラム―

第1回研究機関長会議

H24年度実績No. 142050

国名 機関名

フランス

フランス国立科学研究センター （CNRS）

フランス国立保健医学研究所（INSERM）

フランス原子力庁(CEA）

ドイツ マックス・プランク協会（MPG）

イタリア イタリア国立研究機構（CNR）

ロシア ロシア科学アカデミー（RAS）

トルコ トルコ科学技術研究会議（TUBITAK）

米国 オークリッジ国立研究所（ORNL）

日本
理化学研究所（RIKEN）

産業技術総合研究所（AIST）

韓国 基礎科学研究所（IBS）

シンガポール シンガポール科学技術研究庁（A*STAR）

インドネシア インドネシア応用技術評価庁（BPPT）

タイ
タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）

タイ科学技術研究所（TISTR）

オーストラリア オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）

第1回研究機関長会議 参加機関一覧

■STSフォーラム第9回年次総会
・ 24年10月7日（日）- 9日（火） に国立京都国際会館で開催。
・ 科学技術を適切に発展させていくことが目的。
・ 世界93の国・地域及び国際機関から約1000人の科学者、

政策立案者、企業関係者等が参加。
・ 日本からは、田中文科相、前原科技担当相、

米倉経団連会長等が参加。
・ 研究機関長会議での議論の概要を、産総研理事長が参加

機関を代表して報告。
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Ⅰ-４-（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
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1
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産総研イノベーションスクール
採用実績

「*産総研」
は、産総研
ポスドク継
続者以外

H24ポスドク
スクール生
（転出者20名）

H24ポスドク
スクール生以外
（転出者108名）

平成24年度・産総研のポスドクから転出した者の異動先
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

年
度

期

ポス
ドク

コース

博士
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２２名 １０名
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6
期

２２名 １１名

大学等

大学等

産業界

産業界

国研・

独法

国研・

独法

*産総研

*産総研 その他
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

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
以上

12%

1,000人
以上

35%

20人
未満

18%

10,000人
以上

9%

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

H24年度実績No. 143010, 221060
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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

大学・企業等と連携し、「企業と博士人材との交流会」、シンポジウム等への講師派
遣、スキル開発の枠組み関する協力等を実施し、スクールのノウハウの普及に努め
た。

筑波大学 ・「企業と博士人材との交流会」
(H24.11.27) 産総研、筑波大学共同開催
参加者83名（企業関係者26名）

・「筑波大学グローバルリーダー養成シン
ポジウム」(H24.11.7) 野間口理事長が「グ
ローバル人材の育成・活用」を講演

早稲田大学 ・人材育成シンポジウムへの協力：早稲田
大学「博士A to Z」報告会(H25.3.14) へパ
ネリスト派遣

東京大学 ・産業界向けトランスファラブル・スキル開
発のフレームワーク構築に関する、東大
（六川教授）との連携（企業、スクール生へ
のアンケート調査等）

北海道大学 ・カリキュラム連携の検討と北大URAセミ
ナー(H24.12.13-14)への講師派遣

産業競争力
懇談会
(COCN)

・産総研イノベーションスクール等に関す
る情報提供

大学等との連携
(スクール・ノウハウの普及）

H24年度実績No. 143011
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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

H24年度実績No. 143020, 143030

○ 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：平成24年度 1,205人 （第3期延べ数：6,480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：平成24年度 1,469人 （第3期延べ数：7,814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：平成24年度 73大学 344人 （H23：70大学 336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：平成24年度 2,034人 （H23： 1,699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：平成24年度 4件 （ 5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：平成24年度 29人（H23：32人）

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員：平成24年度 609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

H24年度実績No. 143020, 143030

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
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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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Ⅰ-５．研究開発成果の社会への普及
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Ⅰ-５-（１）知的財産の重点的な取得と
企業への移転
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リエゾン相談、知財届出書
の内容を基に、先行技術調
査の状況、特許性等の確認
を行い、ノウハウ管理の必
要性、技術移転・出願前譲
渡等の可能性を考慮した出
願戦略を作成

○研究成果の戦略的な知的財産権化

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財産権化を進める。

知的財産に関する連携体制の構築（１／２）【再掲】

H24年度実績No. 151010

・先行技術調査を行っているか？

・データの裏付けは十分か？

・特許性、侵害立証性は？

・技術移転可能性は？

出願戦略シートを踏まえて特
許出願の要否などを判断す
ることにより、特許出願の質
の向上、特許の利用率の向
上、重要特許出願の海外出
願の充実を図る

イノベーション推進本部 研 究 ユ ニ ッ ト

・特許出願をするか否か？

・出願分類は？

・研究発表はいつするか？

・ノウハウ化するのか？

三者のコミュニケーションツール

発 明 者 ／ 研 究 者

イノベーションコ
ーディネータ、連

携主幹

イノベーションコ
ーディネータ、ユ

ニット長

※試行の結果、ユニットイノベーションコーディネータなどからの意見・要望があり、これらを踏まえ本格運用に向け更なる改善を図る。

○知的財産ポリシーに基づく具体的な取組
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知的財産に関する連携体制の構築（２／２）

H24年度実績No. 151010

ライフ・環境・地質チーム

技術移転マネージャー ４名

（関西センター含む）

イノベーションコーディネータ３名

（連携主幹含む）

情報通信・エレクトロニクス・

エネルギーチーム

技術移転マネージャー ４名

（関西センター含む）

イノベーションコーディネータ５名

（連携主幹含む）

ナノテク・材料・製造・標準・計測
チーム

技術移転マネージャー ４名

イノベーションコーディネータ４名

（連携主幹含む）

○外部機関との意見交換
大学や研究機関等と共有知財の取扱、ライセンス活動方針等について意見交換を行う。

○技術移転に関する連携体制の強化

研究分野に対応した、技術移転マネージャー及びイノベーションコーディネータによる連携チーム制とすることにより、権利化
から出口戦略までの検討を一体的に行う。

○効率的な特許の取得・維持

権利登録後一定期間が経過した内外国特許については、権利維持の要否について審査を行い、技術移転の可能性が具体
的に見いだせない場合は、原則として産総研としては維持しない。

・平成２４年度 ： 筑波大学、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構等との意見交換を実施。

・国内特許権 ： 原則、４年目、７年目、１０年目、１３年目、１６年目、１９年目の維持年金支払い時期に特許審査委員会
において審査を行う。

・外国特許権 ： 原則、登録から３年経過以降の各年金支払い時期に特許審査委員会において審査を行う。

※平成２４年度体制



122

効果的な技術移転と成果移転対価の受領

H24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、金銭以外の財産の受領の可能
性について検討中

＜具体的な取り組み＞

イノベーション推進本部（イノベーション推進企画部・知的財産部・産学官連携推進

部・ベンチャー開発部）、財務部からなるタスクフォースにおいて、以下の点について

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（知的財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財産

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。

２ 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、金銭以外の財産での受領その他
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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知的財産活動の実績

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。

H24年度実績No. 151030

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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Ⅰ-５-（２）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

H24年度実績No. 152010

ベンチャー創出支援事業の検証
スタートアップ開発戦略タスクフォースの運営の改善
産総研ベンチャー技術移転促進措置の見直し

外部支援機関とベンチャー支援の連携強化

事業化へ向けた人材育成 （詳細は後述） 産総研技術の事業化状況

ベンチャー企業の成功確率を高めることが必要

累計112社を創業、うち31社が産総研技術の事業化を達成
最大年間売上高が1億円以上の企業は12社、うちタスクフォース発が8社、
タスクフォースを経ない企業が4社
Ｍ＆Ａ 10社

平成24年度に実施した対策

～平成23年度

平成24年度実績

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

子会社化1社：(株）バイノス
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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

第3期中期計画前期（平成22-23年度）までの見直し

イノベンション推進本部としてテーマ採択

スタートアップ・アドバイザー（ＳＡ）をリーダーに位置づけ

平成24年度実績

ＴＦ発ベンチャー企業を3社創業、累計115社

カーブアウト事業で初の創業：サイトセンシング（株）

H24年度実績No. 152010

ベンチャー開発センター

研究者

SA

タスクフォース
運営委員会

提案

採択

第3期中期計画以前

参加

タスクフォース
実施 研究者

SA

タスクフォース
実施

提案

連携・調整

イノベーション推進本部

ベンチャー開発
部

採択

成果活用人材

第3期中期計画期間

SA 研究者

平成24年度実施内容

イノベーションコーディネータ、技術移転マネージャーがタスクフォースに参画

タスクフォース

の知財サポート
を強化

参画
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産総研ベンチャー技術移転促進措置の見直し

平成24年度の実施内容

現状把握

事業実施状況ヒアリング：22社、企業経営状況調査：55社

成長期にある有望ベンチャーを把握し、今後の具体的支援策の
策定に活用

専門家相談

弁護士、経営コンサルなど創業後相談、経営相談等に対応する専門家を
配置し、その情報を周知した

企業の事業化、実用化における課題解消に貢献

平成24年度実績

創業前・創業後相談：108件

専門家相談：169件

H24年度実績No. 152010

課題

専門家相談の充実、施設入居期間の延長、資金、販路拡大に関する要望な
どベンチャー企業が求める支援内容はさまざま
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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
（平成20年度から実施）

ベンチャー支援機関との連携
支援制度（中小企業基盤整備機構、（株）産業革新機構、ＶＣ等による）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24年度実績

早稲田大・産総研ベンチャーフォーラム（平成24年6月29日：早稲田大学）を開催

支援機関の参加数は、昨年（14機関）の2倍となり、関係機関とベンチャーの新たな連携づくりに貢献

支援機関との連携
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

＜平成24年度AISTスタートアップスクラブ＞

早稲田大・産総研ベンチャーフォーラム

H24年度実績No. 152010

講演者
産総研

ベンチャー
支援機関等 参加者

平成24年度

（株） フレッシュネス 栗原幹雄社長

（株） 知能システム 柴田崇徳取締役

ＮＳマテリアルズ（株） 金海滎一代表取締役

（株） クオリティエクスペリエンスデザイン 太田啓路社長

（株） エーテル 礒辺洋平社長

6社 28機関 132名
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事業化へ向けた人材育成

創業を目指している研究者に向け、必要な知識習得のための研修を実施

平成24年度実績

「ベンチャー創業に関心を有する職員向けアラカルトセミナー」3回開催、延べ150名参加

「研究成果の実用化のための事業戦略研修」1回開催、6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

第1回 9月3日

研究成果を事業へ繋げるポイント－事業化企画案を投資家の目
線から整理・検証－(研究成果を事業へ繋げるマネジメント)
森本 晴久

（アストリアコンサルティング株式会社 マネジング・ディレクター）

第2回 12月10日
技術の見極め。「売れる技術を如何にみつけるか、どのように売
るか」
山本 貴史（株式会社東京大学TLO 代表取締役社長）

第3回 2月25日
技術系ベンチャーの難しさと面白さ
小林 雅之
（株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ 代表取締役社長）

平成24年度ベンチャー創業に関心を有する職員向けアラカルトセミナー

アラカルトセミナーの様子

H24年度実績No. 152011
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ベンチャー企業からの収入増加に資する取組

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24年度実績

ベンチャー企業からの収入を増加させる方法としての成果移転の対価としての株式等の取得について、産総研技術
移転ベンチャーに対しニーズ調査等を実施し検討を行った

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財
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）】

所内に
タスクフォースを

設置

ベンチャー企業 AIST

H24年度実績No. 152020
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Ⅰ-５-（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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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を、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、日刊工業新聞、

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

３社以上掲載件数

プレス発表の推移

○日刊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22年度は36回、平成23年度は41回、平成24年度は45回連載記事を掲載した

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
89 87 77 101 68 71 74 85
74 73 49 81 58 61 66 78
48 64 45 45 36 38 22 41
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H24年度実績No. 153010



133

マスメディアへの懇談会等による情報提供

◆積極的な情報提供により、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や民間制作会社へ説明
赤外線カラー暗視カメラ ： 民間製作会社がJSTサイエンスニュース（web版）に企画提案し採択され公開
音楽鑑賞システム ： BSジャパン「ビジネスブレイクスルー サクシーズ」の製作会社より出演要請を受けたが日程

合わず

○テレビメディアへの直接的な売り込み

第31回 （H24/6/13）
地球と共生できる社会に必要な地質情報
『沖縄周辺の海の地質調査』
『関東平野の地質基盤構造』

第32回 （H24/9/7）

期待される太陽光発電
『太陽光発電システムの発電量評価技術』
『太陽電池モジュールの信頼性向上と評価』
『CIGS太陽電池の最新動向』

第33回 （H25/1/22）
国際度量衡と原子時計
『国際度量衡について』
『光格子時計と秒の再定義』

・筑波研究学園都市記者会（つくばセンター） ３回実施

・大阪科学・大学記者クラブ（関西センター） １回実施

(H24/11/9) あなたの知らないダイヤモンド – 究極の半導体 -

H24年度実績No. 153010
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一般向け対話型広報活動（１／２）

◆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7回、地域で2回）

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

平成23年度：73回 → 平成24年度：119回

＜サイエンスカフェ＞
2013年3月8日

第38回「太陽の光で水から水素を
エネルギー問題解決を目指す人工光合成」

＜実験教室＞
2012年10月16日

「燃える氷メタンハイドレート」
石橋高校（栃木県）

＜出前講座＞
2012年8月16日

「色素増感太陽電池」
新島学園（群馬県）

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

H24年度実績No. 153010
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一般向け対話型広報活動（２／２）

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磁石スライムを作ろう！（つくばセンター）

チョロメテ実演（東北センター）

◆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23年度 15,006名 → 平成24年度 15,534名

○一般公開

○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：科学技術振興機構（JST）、11月10日-11日、江東区青海）

◆科学・技術フェスタ（主催：内閣府、経済産業省他、3月16日- 17日、京都市）

血管年齢測定（サイエンスアゴラ）

SpeechJammer体験
（科学・技術フェスタ）

来場者数（名）

23年度 24年度

北海道センター 1,250 503

東北センター 486 444

つくばセンター 5,495 5,659

臨海副都心センター 280 1,500

中部センター 2,370 2,932

関西センター
2,300(池田)

630(尼崎)
1,500(池田)

530(尼崎)

中国センター 648 878

四国センター 640 454

九州センター 907 1,134

H24年度実績No. 153010
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産業界向け対話型広報活動

◆第5回産総研オープンラボを平成24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4,761人（平成23年度4,224人）
• 組織再編による研究分野体制が機能し、各研究分野が戦略的に展示や講演会を実施
• 前年度に続き、対話を重視したアフタヌーンカフェ・イブニングカフェを企画し、5テーマを

実施

○産業界などへのアプローチ

「アフタヌーンカフェ」 「ラボツアー」

研究カタログ

H24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（１／２）

◆定期的なメールマガジンの配信（月２回配信）
・創刊号（平成15年6月2日）から通算235回
・平成25年4月現在の配信数は5678件

○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 ②①

◆使いやすさと社会の必要性を重視した発信を推進
① トップページの大型バナーにより、重要なお知らせやイベント案内などを発信した。
② 報告書類を電子ブック化することでよりアクセスし易くした。
③ YouTubeを使った動画配信を増やした。
④ Twitterを使い従来とは異なる層へ情報発信を開始した。

④

③

産総研ビデオライブラリ ページ

産総研Twitter ページ

電子ブック ページ

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
2,645 3,398 3,905 4,499 4,975 5,240 5,677
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H24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（２／２）

○学術誌「Synthesiology」和文版及び英文版の季刊発行

◆ 「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（各季刊で4回発行）

広報誌「産総研TODAY」

◆広報誌（和文版年12回/英文版4回） 、SAN-SO-KEN（一般向けパンフ
レット）、年報を発行

○各種出版物による情報発信
学術誌「Synthesiology」

○「産総研レポート2012」和文版及び英文版の発行

◆SR（社会的責任）に関する取り組みと環境活動関する報告を一体的に
編集して発行（平成22年度に創刊）

産総研レポート
（左：日本語版 右：英語版）○国際広報及び外国人研究者のための英文版資料の拡充

◆産総研の国際的な研究連携を推進するため産総研総合パンフレットの
英文版を発行、外国人研究者のためのコンテンツ拡充に向け産総研レ
ポート2012の英文版を発行

産総研総合パンフレット
（英語版）

H24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

○サイエンス・スクエアつくば

○地質標本館

H18 H19 H20 H21 H22 H23
30,413 36,580 43,702 47,929 48,104 21,133
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サイエンス・スクエアつくば入場者数

タイムリーな話題を取り上げ、特別展示を3回開催（「放射線をもっと知ろう」、「メートル原
器の重要文化財指定記念」、「イグノーベル賞受賞研究 Speech Jammer」）
年間来場者数は、平成23年度21,133人（震災の影響あり）→平成24年度42,370人
平成24年度の研究成果を紹介する展示4点を取り入れ、年度末に入れ替えを実施

H24年度実績No. 153010

2011年東北地方太平洋沖地震に関連する最新情報を盛り込んだ展示更新、日本-オ
マーン国交40周年記念等の特別展を3回、外部へのイベント出展を10回実施
平成23年度33,452名（震災の影響あり）→ 平成24年度40,910名（前年度より22%増）
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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（32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（312件）に対応

○クリエイティブ活動

Nanotech2013全体イメージディレクション

産総研オープンラボ2012
イメージディレクション

研究ユニット用シンボルマーク等デザイン、及び素材開発
産総研ブックス表紙
デザイン

平成25年度版研究戦略
編集・デザイン全面支援

H24年度実績No. 153010
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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

産総研キャラバン他 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

31
46 45

65

100

149

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H19 H20 H21 H22 H23 H24

H24年度実績No. 153020
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Ⅱ．業務運営の効率化
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Ⅱ-１．業務運営の抜本的効率化
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Ⅱ-１-（１）管理費、総人件費等の削減、見直し
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研究支援業務における管理費削減の取り組み

■「しごと効率化ガイドブック」の活用による業務効率化の推進。
⇒日々の業務を効率的に行うための様々な手法を集めた「しごと効率化ガイドブッ

ク」を作成し職員へ周知を行った。

■業務用アプリケーションソフトの活用による労働時間の削減。
⇒職員全般が使用するＥｘｃｅｌ、Ｗａｒｄ等、アプリケーションソフトの効果的な活用法

を身につけるためのマニュアルを作成し、職員への説明・周知を行った。

■学（協）会への職員個人会費の公費負担廃止による経費負担の削減。
⇒研究者個人としてのソサエティ活動の側面もあることから、公費による負担を廃止

し、経費削減を行った。

■公益法人への会費支出見直しによる経費削減。
⇒独立行政法人の業務の遂行のため真に必要なものを除き支出しないことにより

経費の削減を行った。

○研究支援業務のコスト構造の見直しと管理費の削減

H24年度実績No. 211040
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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

H24年度実績No. 211030

・ 「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成23年６月３日閣議決定）及び「公務員の
給与改定に関する取扱いについて」（平成23年10月28日閣議決定）の趣旨に沿って、役職
員の給与の見直しを平成24年４月１日から実施した。

①平成23年人事院勧告に係る給与改定
○俸給月額の引下げ（国家公務員と同様に俸給表を改訂）

役員：▲0.5% 職員：平均▲0.23%

②震災対策財源としての給与減額支給措置（実施時期：H24.4月～）
○俸給月額の削減（国家公務員と同様の対応）

国：平均▲7.8% 産総研：平均▲8.2%

役職員の給与の見直し

退職手当支給水準の引下げ

・「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について（平成24年8月7日閣議決定）」の

趣旨に沿って、役職員について、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」（平成24年法律第96号）と同様の措置を実

施した。
＜実施日＞○役員：平成25年３月31日

○職員：平成25年５月１日
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公共サービス改革(市場化テスト)

・サイエンス・スクエアつくば維持管理業務

・つくばセンター設備等維持管理業務

・つくばセンター自動車運転・維持管理業務

・つくばセンター植栽管理業務

・研究協力センター運営管理業務

・地質標本館運営管理業務

・つくばセンター建物等清掃業務

・つくばセンター警備業務

・つくばセンター施設管理等業務の総括管理業務

つくばセンターの施設管理等業務

「公共サービス改革等基本方針」に係る閣議決定(平成23年7月15日）に基づき、つくばセンターにおける施設管理等業務につい
て、関連する8業務を「つくばセンターの施設管理等業務共同企業体」が包括して事業を開始した。

公共サービス改革(市場化テスト)

実施事業体：つくばセンターの施設管理等業務共同事業体
事業総額 85.4億円 (平成24年度から3年間）

・実施期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日

市場化テストに関する今後の手続

事業実施・評価

・本業務の実施状況等の評価を毎年度実施

つくばセンター設備等
維持管理業務

つくばセンター警備
業務

つくばセンター植栽管
理業務

・
・
・

地質標本館運営
管理業務

つ
く
ば
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
等

業
務
の
総
括
管
理
業
務

つくばセンター設備等
維持管理業務

つくばセンター警備
業務

つくばセンター植栽管
理業務

・
・
・

地質標本館運営
管理業務

○一組織体としての機能
・総括管理業務を中心とした指揮命令の明確化
・緊急対応マニュアルの作成及び連携体制の構築
・業務監督職員への情報集約による事業全体の状況把握の迅速化
※平成24年12月震度４の地震発生時のマニュアルに基づく緊急事態対応

総括管理業務責任者からの統一指揮命令
施設・設備の巡回点検及び早期復旧（警備員、維持管理保守員の連携）

研究協力センター（さくら館）運営管理 ９６％ （指標９０％以上）
研究協力センター（けやき館）運営管理 ９９％ （指標８５％以上）
地質標本館運営管理 ９９％ （指標９０％以上）
サイエンス・スクエアつくば維持管理 ９４％ （指標９０％以上）

○サービス、質の向上
・業務連携体制の一層の強化（「共同事業体従事者勤務規程」の作成）
・相互業務の理解（業務報告会並びに定期集合研修の開催）
※施設利用者アンケートにおける平均満足度

H24年度実績No. 211050
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業務品質の向上

H24年度実績No. 211060

■ 労働時間縮減及び効率的な時間活用の徹底
• 毎週水曜日を「ノー残業デー」として位置づけ、19時以降業務を行う場合の事前届出制や、

管理監等による所内巡視等を実施し、労働時間の縮減の意識付けを行った。

• 夏期における節電、有給休暇取得促進の観点から、事業所・地域センター単位の輪番によ

る一斉休暇を実施、職員の効率的時間活用の意識醸成に貢献した。

■ 業務効率化に関する人材育成（研修等）

• 管理者向け労働時間管理説明会を事業所・地域センター毎に実施し、労働時間管理の重要

性への理解を深めることにより、労働時間の縮減、業務効率化への意識向上を図った。

• 階層別研修のうち、グループ長等研修、事務職員入所時フォローアップ研修、新規主査研修、

若手研究員研修において、「業務効率化」や「労働時間管理」に関するカリキュラムを実施し、

業務効率を上げるためのスキル等の向上、また、日常業務にかかせないタイムマネジメント

スキルの向上を図った。

• リフレッシュのための年次有給休暇取得

促進キャンペーンについてポスターによ

る周知、有給休暇に関するトピックスの

提供、取得実績の所内公表を行った。

期間
24年

4月～6月
24年

7月～9月
24年

10月～12月
25年

1月～3月

平均取得
実績

2.2日 3.2日 2.7日 3.0日

平成24年度年次有給休暇平均取得実績
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所内リユースの促進

リサイクル物品情報システムを活用し、資産の有効活用を積極的に推進

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 2,483 694 1,003 2,193 1,058 7,431
うち
リユース件数 112 66 52 172 98 500

＜平成２４年度所内リユース取引内容＞ ＜リユースされた主なもの＞

・ＯＡ機器 ：パソコン、プリンター等

・事務機器 ：机、椅子等

・計測機器 ：顕微鏡、デジタルマルチ

メータ等

・理化学機器：レーザー、分光光度計等

・その他 ：トナーカートリッジ、棚等

経費削減効果(百万円)(件) (件)登録件数 リユース件数

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。

平成２４年度は、全体で５００件の所内リユースが成立（経費削減効果額は約４．８１億円※）。うち、リサイクル物品情報
システムを活用したリユース件数は３８６件（経費削減効果額は約３．１２億円※）。

※資産（取得価格１０万円以上）の取得価格での見積額
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○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）

H24年度実績No. 211080

○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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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

H24年度実績No. 211080
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Ⅱ-１-（２）契約状況の点検・見直し
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①適切な公告期間の設定
・前年度に引き続き、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と
もに、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した。

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、事業内容に応じて、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。

②適切な調達情報の提供

・入札ないし公募公告には、仕様をイメージしやすい件名にす
るとともに「仕様概要」を記載することとした。
また、必要な資料の提出期限等を公告に記載した。

【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

調達室長 ○○ ○○
１．競争入札に付する事項
（１）調達件名及び数量 ○○○○○○装置 一式
（２）特 質 等 仕様書による

（３）履行期間 平成２４年○月○日
（４）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

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

契約の適正な執行（１／８）

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

産総研の「行政支出見直し計画」、「1者応札・1者応募に係る改善策」、及び契約監視委員会での点検・見直し
による指摘事項等を踏まえ、契約の適正化を推進するため、以下の取り組みを行った。

H24年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（２／８）

※RSS方式とは ：新たな入札案件の公告等のホームページの更新情報を、希望するユーザーのブラウザー等を用いて自動配信する仕組み。

・調達予定のある機器等に関して、産総研公式ホームページ上の「参考資料募集」ページに必要とするス
ペック等の情報を公表し、仕様書の作成の基となる参考資料（パンフレット等）を広く業者から募集する方式を
継続して実施した。

RSS方式による情報配信のイメージ

・産総研の調達情報に関しては、3機関（つくば市商工会、つくば研究支援センター、筑波研究学園都市交流協
議会）のホームページからのリンクを引き続き設置すると共に、RSS方式による情報配信を引き続き行った。

②適切な調達情報の提供 の続き

・規模の大きい什器類の調達について、経費節減、応札参加者の負担軽減及び応札参加者の拡大を図るた
め、産総研公式ホームページから仕様書がダウンロードできる取組を試行した。

RSS経由による情報発信件数

※ 各公告案件に対する延べアクセス件数 （落札公告も含む）
※ 1日あたりの件数は土日等を除く

総アクセス数 約 1,594,000件【約 6,506件／日】（平成23年度実績：約 1,426,000件 【約 5,820件／日】）
うち、RSS経由の件数 約 37,000件 【約151件／日】（平成23年度実績： 約 38,000件 【約155件／日】）

H24年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（３／８）

③適切な仕様書の作成

・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、可能な限り、関連情報を提供する公募説明会
を実施し、事業の規模等を把握するための現場説明
や、仕様書に添付することが困難な機器構成図等を開
示した。

企画競争フロー

企画競争案内
及び要領の作成

企画競争の公募

説明会の実施・
企画書の受領

技術審査及び
契約者選定

調達請求

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
●財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

・調達担当者は、調達請求者が調査した要求仕様
に基づくメーカー比較の結果である「調達事前調査
票」を基に、競争に参加できる可能性がある業者に
対して、入札公告がされている旨の情報提供を行っ
た。

H24年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（４／８）

・調達請求者において、購入予定製品の参考資料・見積を請求する業者の目安として利用されることを目的
に、販売代理店とメーカーの販売委託関係を一覧整理した「納入実績リスト」を引き続き、所内イントラ上で公
開した

④適切な事業期間の設定

③適切な仕様書の作成 の続き

研究装置が欲
しい！

参考資料の取得
事前調査票の

作成

仕様書の作成

調達請求

参考資料募集
（公式ＨＰ上）

納入実績リスト

参考資料の募集 （平成24年4月～25年3月）

募集ページに掲載した案件 12件（平成23年度実績：3件）
業者等からの問い合わせ実績 4件（平成23年度実績：1件）
業者からの提案があった実績 6件

※平成23年10月より実施

・役務等の契約において、落札した業者が開札日から履行開始までの間に必要な準備期間を確保できるよ
う、研究計画に支障のない範囲内で履行開始までに余裕を持った契約を行った。具体的には、4月当初に履
行開始となるような年間契約等で、人員や材料等の確保が事前に必要となる案件に関しては、3月初旬に契
約を締結し、十分な準備期間を確保できるよう配慮した。

H24年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（５／８）

⑤その他
・平成23年度契約分の点検内容を早期に反映させるべく、契約監視委員会を前倒しで6月に開催するととも
に、新たに平成24年度上期契約案件の審査を12月に実施した。
・ 入札参加事業者の新規参入を促すために事前公表案件を拡大し、入札公告前の平成25年2月8日に「平
成25年度年間契約予定一覧」を産総研公式ホームページにて公表すると共に、RSS方式による情報配信を
行った。

・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、当所において実施可能か検討を行った。

・入札辞退者に対して辞退理由のアンケートを継続実施し約2400社（昨年度：約1400社）からの回答を得た。
なお、9月から、入札参加の障害となった理由をより詳細に分析するためアンケート内容の細分化を行うなどの
見直しを行い、入札辞退理由の把握に努めた。

産総研の入札情報の入手先 （複数回答あり）アンケート
集計結果の一例 募集を知った方法 件数（合計） ％

官報(Ｈ24年度掲載件数　175件) 133 5%

産総研ＨＰ 1,406 54%

産総研公告掲示 346 13%

産総研から連絡があった 430 16%

その他 304 12%

合計 2,619

事前に入札予定を公表した案件 １０２件

平成25年度継続案件の公表時期 （平成25年2月～3月）

官報
5%

産総研ＨＰ
54%産総研公

告掲示
13%

産総研か

ら連絡が

あった
16%

その他
12%

産総研の入札情報の入手先

●産総研公式ホームページで継続契約案件の一覧を掲載
●産総研メルマガ及びRSS配信を使って継続契約案件の案内を実施

H24年度実績No. 212020
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平成22年9月から平成23年5月まで (複数回答あり) 平成23年6月から平成24年9月まで (複数回答あり) 平成24年10月から平成25年3月まで (複数回答あり)

件数（合計） ％ 件数（合計） ％ 件数（合計） ％

仕様書の内容について スペックが合わない 924 51% 仕様書の内容について スペックが合わなかった 530 31% 仕様書の内容について スペックが合わなかった 46 3%

仕様内容その他 57 3% スペックを満たす事が出来なかった 287 17% スペックを満たす事が出来なかった 261 19%

発注ロットが大きすぎる 37 2% 高スペックのため価格が高い 52 3% 高スペックのため価格が高い 28 2%

入札公告等の期間について 入札までの期間が短かい 129 7% 発注ロットが大き過ぎた 44 3% 発注ロットが合わない 21 2%

納期まで履行期間が短かい 158 9% 入札公告等の期間について 入札までの期間が短かった 75 4% 入札公告等の期間について 入札までの期間が短かった 64 5%

受注の可能性について 参加しても見込みがないと判断 159 9% 納期までの履行期間が短かった 119 7% 技術審査書類の準備期間が短い 68 5%

参加資格について 資格要件が厳しい 195 11% 受注の可能性について 受注の見込みがないと判断 187 11% 必要な資料の量が多く準備期間が短い 33 2%

その他 事業内容等が不明瞭 44 2% 参加資格について 実績・資格要件が厳しかった 131 8% 履行について 不慣れな業務のため履行が困難 26 2%

その他 109 6% 事業内容等が不明瞭だった 24 1% 必要な人材、資材の確保等が困難 83 6%

1,812 その他 その他 240 14% 他の業務(工事等)との調整が困難 55 4%

1,689 工期・履行期間が短く,履行が困難 40 3%

既設の改修業務のため、履行が困難 4 0%

業務が専門分野、得意な分野ではない 24 2%

受注の見込みがないと判断 153 11%

本件に関する営業活動を実施していない 64 5%

他社の値引率が高いと判断 85 6%

担当地域外のため 6 0%

メーカーからの仕入れが見込めない 10 1%

過年度からの継続的な業務のため 8 1%

当年度限りの受注であるため 7 0%

受注できるかリスクがあるため 16 1%

採算が合わない 38 3%

参加資格について 求められる業務実績が厳しい 46 3%

求められる資格が厳しい 24 2%

必要資格を有する技術者がいない 30 2%

競争参加資格がない 17 1%

事業内容等が不明瞭だった 33 2%

その他 その他 91 7%

1,381

合計

合計

【全体】

合計

【全体】 【全体】

受注の可能性について

仕様書の

内容に

ついて

26%

入札公告等の

期間について

12%

履行について
17%

受注の

可能性に

ついて

28%

参加資格

について

10%

その他
7%

契約の適正な執行（６／８）

アンケート集計結果の一例
平成２２年９月から平成２４年度末までの比較（入札参加辞退の理由）

⑤その他 の続き

アンケートの結果から

事業者からの入札参加辞退な理由として
・「スペックを満たす事が出来なかった」 19％
・「スペックが合わなかった」 3％

等の「仕様書の内容について」が全体の約２６％
を占めた。これに「履行について」の約１７％を合
わせると、全体の約４３％になり、購入を予定す
る装置や役務等について、先端的、専門的で高
度な仕様内容を求める案件が多いためと考えら
れる。

H24年度実績No. 212020

入平成24年10月以降の
入札参加辞退の理由
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契約の適正な執行（７／８）

・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、入札のより競争性の確保に努めている。
（平成21年9月以降）

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）

⑤その他 の続き

・事業者の利便性向上のため、入札等に参加するた
めに必要となる「入札書」、「委任状」などの書式を産
総研公式ホームページからダウンロードして利用で
きるようにした。（平成24年12月から）

入札書、委任状
証明書、納入実績調書

をダウンロード！

H24年度実績No. 212020
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⑥契約審査委員会における審査内容等の拡充

契約の適正な執行（８／８）

・各事業所の契約担当職毎に委員会を設置し、政府調達協定の対象となる契約案件を適切に把握し、調達ス
ケジュール・仕様書等の法令への適合性について各事業所の研究分野に応じて技術的な見地から厳正に審
査した。

契約審査役

⑦契約審査体制のより一層の厳格化
・つくばセンターにおいては、契約審査委員として民間企業での技術的な専門知識を有する契約審査役を
加え、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
審査し質的向上を図ると共に、事業所間での要求仕様の標準化を図った。（審査件数 152件）
(平成22年6月から）

・契約監視委員会の意見を踏まえ、地域センターで開催される契約審査委員会にも可能な限り契約審査役
が出席することとし、本年度は関西センターの契約審査委員会で審査を実施した。

管理監

研究業務推進部（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

第一事業所～東事業所

つくばセンター各事業所

地域センター所長

研究業務推進部（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

北海道センター～九州センター

地域センター

TV会議

H24年度実績No. 212030, 212040
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Ⅱ-２．研究活動の高度化のための取組
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Ⅱ-２-（１）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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機動的な研究推進組織体制の見直し（１／３）

H24年度実績No. 221010

■ 「本格研究」実施の場

「研究部門」 ：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

「研究センター」 ：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（設置期間：３～７年間）

「研究ラボ」 ：弾力的かつ迅速な立ち上げプロセスにより、将来の研究セ
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
（設置期間：最長３年間）

■ 組織体制の最適化
産総研を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
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機動的な研究推進組織体制の見直し（２／３）

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

以下の研究ユニットの改廃を実施。

４３研究ユニット → ４２研究ユニット （新設２、廃止３）

【平成２４年４月１日に新設した研究ユニット】

バイオマスリファイナリー研究センター

セキュアシステム研究部門

（参考）平成２４年３月３１日で廃止した研究ユニット

バイオマス研究センター

情報セキュリティ研究センター

社会知能技術研究ラボ

＜平成２４年度に実施した研究ユニットの見直し＞
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① ライフサイエンス分野

② 環境・エネルギー分野

機動的な研究推進組織体制の見直し（３／３）

H24年度実績No. 221010

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】
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■創薬分子プロファイリング研究センター（平成２５年４月１日設立 臨海副都心センター ）

● 設立目的

「バイオ計測とバイオITを融合することにより、合理的な創薬プロセスの構築を目指す」

● 概要
• バイオ計測とバイオITを融合することにより、医薬分子が、生体内においてどのようなメカニズ

ムで薬効を発揮しているかを明らかにする基盤技術を確立する。
• ドロップ薬の再開発と新規開発薬の臨床研究へのステップアップを効率化する。

• 医療機関や製薬企業などとの連携により創薬産業を活性化させ、産学官が一体となって取り
組む創薬を実現する。

新設研究ユニット概要：ライフサイエンス分野

H24年度実績No. 221010

● 研究課題

• 以下の研究課題を達成することにより、合
理的な分子プロファイリング・システムを
構築し、ドロップ薬の再開発、開発薬の臨
床研究へのステップアップを効率化する。
① 定量プロテオミクス
② 数理システム解析
③ データ管理統合
④ 理論分子設計
⑤ 分子間相互作用解析

創薬分子プロファイリング研究センター研究推進体制
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■触媒化学融合研究センター （平成２５年４月１日設立 つくばセンター ）

● 設立目的

「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」

● 概要
• 革新的触媒技術により、環境に優しい機能性化学品製造プロセスを開発する。
• 砂から有機ケイ素原料を製造する技術を開発し、情報電子産業などに貢献する。
• 異分野融合による触媒化学技術の体系化を目指す。

新設研究ユニット概要 ：環境・エネルギー分野

H24年度実績No. 221010

幅広い分野にまたがる触媒関連技術を融合し
機能性化学品製造技術へ展開

● 研究課題

• 触媒化学を基盤とする革新的な合成技術に取り組
み、経済性・環境性に優れた機能性化学品の開発
や、製造プロセスの環境負荷低減技術の開発を行
うことを目的として、以下の４つの中核的課題に取
り組む。
① ケイ素化学技術
② 革新的酸化技術
③ 官能基変換技術
④ 触媒固定化技術
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機動的な本部組織体制の見直し

H24年度実績No. 211060

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
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運営諮問会議（１／２）

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８回運営諮問会議を開催（平成25年2月8日）

H24年度実績No. 221010

メインテーマ：「日本産業を元気にするために強化すべき機能と産総研の役割」

【第８回 運営諮問会議委員】 （敬称略）

濱田 純一（議長） 東京大学 総長

木村 博彦 ㈱木村鋳造所 代表取締役会長

榊原 定征 東レ㈱ 代表取締役会長

庄田 隆 第一三共株式会社 代表取締役社長

関口 和一 ㈱日本経済新聞社
論説委員 兼 産業部編集委員

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

山田 信博 筑波大学 学長

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

Willie E. May 国立標準技術研究所（NIST）
研究担当副所長，米

会場

各研究分野の研究成果展示



170

運営諮問会議（２／２）

第８回運営諮問会議における主な意見

① 研究の方向性
・企業だけでは実現できない研究、あるいはそれを可能にす
る大きな仕掛けを作って頂きたい。（榊原委員）

・市場全体に目配りをしてどこに本当の需要があるかを捉え、
人々が必要とするものを作りあげる役割に期待。（関口委
員）

・産業界と一緒になってロードマップを作り、産業化に展開す
ることが大事。（庄田委員）

②分野間連携
・日本が得意とする精密工学、素材、バイオ、ＩＴと組み合わせ
ることによって、創薬だけでなく、診断、医療材料、医療機器
等の領域も伸ばしていくべき。（榊原委員）

③人材育成・確保・循環
・サポーティングインダストリー等の分野における技術伝承、
人材の確保が重要。（木村委員）

・女性、海外の人材の活用など、多角的な人材登用を、的確
に適時に実施していくことが必要。（山田委員）

・研究者の産学官間の循環の促進や科学技術に対する若者
からの関心の向上が重要。（ Fuchs委員）

・研究成果を、日本国内だけではなく、海外に対してもしっか
りアピールし、プレゼンスを高めていくため、産総研の研究
者の海外での積極的な活動が重要。（Hirayama委員）

④情報の発信
・積極的な論文発表の実施。 （木村委員）
・産総研の活動を広く一般に知ってもらうためのＰＲ機能が
重要。（山田委員）

⑤グローバル化
・海外機関といかに連携し、海外にどれだけ入り込んでいく
かが大きな課題。世界の社会・世界の企業を見ながら動く
産総研になってほしい。（濱田委員）

・海外進出した日本企業のアシストという重要な役割を担
い、日本と海外の間の循環のハブになることに期待。
（Thaweesak委員）

⑥研究資金、規制への対応
・オープンイノベーションの活性化を図り、民間及び海外の
資金と人材の更なる活用を検討すべき。（馬田委員）。

・科学技術に関する誤った規制の論証・見直しにより、ビジネ
スがより早く立ち上がるための貢献を期待。（馬田委員）

H24年度実績No. 221010

メインテーマ：「日本産業を元気にするために強化すべき機能と産総研の役割」
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産総研技術シーズの発信と活用（１／３）

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

• 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・公的機関の方に公開 → 連携拡大の契機

• 出展者アンケート調査：オープンラボを契機とした連携へ進展（開催１ヶ月後の調査
で共同研究2件、受託研究1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。

オープンラボ告知ポスター

平成24年10月25日～26日に開催

２日間の開催期間中の延べ来場者数4,761名（平成23年度4,224人）

来場者構成：来場者の82％が民間企業から

関東地方を中心に（79%）、国内のほぼ全域から参加

パネル展示会場風景 講演会会場風景

H24年度実績No. 221020
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産総研技術シーズの発信と活用（２／３）

「日本を元気にする産業技術会議」シンポジウム開催・提言発表

• シンポジウム講演：産総研内外から、のべ49名が登壇（平成24年度）

• パネルディスカッション：パネリストとして43名が参加（平成24年度）

⇒各分野における課題や方向性を議論

• 提言メッセージ：“もの”、“こと”、“ひと”づくりで日本を元気にしよう！

⇒５つの総括提言と、６分野16項目の分野別提言、および産総研行動計画

提言冊子

日本を元気にする産業技術会議：平成23年10月1日発足（後援：日本経済新聞社）

シンポジウム：平成24年度は14回開催（のべ3,726名参加）

新聞報道：平成24年度は26件（日本経済新聞4件／日経産業新聞22件）

提言および産総研行動計画：平成24年12月13日発表

シンポジウム会場風景 有識者によるパネルディスカッション

H24年度実績No. 221020
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産総研技術シーズの発信と活用（３／３）

産学官連携推進会議など外部イベントでの成果の発信

• 平成24年9月27日～28日、東京国際フォーラムで開催された「第11回産学官連携推進会議」
での展示ブースおよび若手研究者による科学・技術説明会にて、研究成果の発信を行った。

H24年度実績No. 221020

展示ブース 若手研究者による科学・技術説明会
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「産総研研究戦略」の策定

H24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： 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24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

H24年度実績No. 221030

成果活用人材育成研修の実施

平成24年度実績

計14回実施、 延べ585名参加

開催日 講議内容

6月18日 研究成果の見える化

7月23日 効果的な技術移転のために

7月27日 研究成果を国際標準に結びつけるために

9月3日
研究成果を事業へ繋げるポイント

－事業化企画案を投資家の目線から整理・検証－
(研究成果を事業へ繋げるマネジメント)

9月24日 ライセンス契約とは

10月15日 特許制度とは

10月29日 技術移転を成功させるために

開催日 講議内容

11月5日 課題解決型共同研究推進における留意点

11月22日 企業を知る

12月10日
技術の見極め。「売れる技術を如何にみつけるか、ど

のように売るか」

1月21日 効果的な研究体制のつくり方

2月4日
採択された提案書と不採択になった提案書100通の比

較

2月25日 技術系ベンチャーの難しさと面白さ

3月4日 特許の高度化と知財ポートフォリオ

技術の高度化、企業への技術移転（共同研究からの技術移転、知財の実施許諾）、ベンチャー
起業による事業化、国際標準化に関する講義を実施。

研究成果活用に携わる人材（イノベーションコーディネータ、技術移転マネージャ、等）に幅広い
成果活用の知識を身につけさせることにより、研究成果の効果的な活用を行うことを目的に、研
修制度を運用。
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重要課題の「産総研研究戦略」への位置づけ（１／２）

○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

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

2015 2020 2025 2030年2010
ロードマップ

H24年度実績No. 221040

○特に注目すべき課題につい
て、【概要】、【研究計画】、
【進捗状況】、【期待される成
果と今後の展開】を記載

○産業界と共有する長期的な
目標値や機能性を明示

バイオマスから
液体燃料製造

高効率バイオ
燃料製造 回収エネルギー/投入

エネルギーが2.0以上
ガス化経由合成
油製造効率向上

100円/L(木質系等から)
40円/L(資源作物等から)

【進捗状況】

BDFの高品質化のため、BDFの部分水素化処理

技術を開発しました。また、パイロットプラントにより、

東アジアサミット推奨品質のみならず、更に要求品

質の高い世界燃料憲章ガイドライン品質（低金属

含有量等）を満たす高品質BDFの製造技術を実証

（日タイJST-JICA国際共同研究）。

【概要】

非食糧系植物油（廃食用油を含む）及び食糧

系植物油から、東アジアサミット推奨品質並び

に世界燃料憲章ガイドライン品質を満足する、

自動車適合性の高い高品質BDFを製造する

技術を開発しています。

【研究計画】

タイの国立研究機関等との連携により、BDF中

に含まれる酸化劣化し易い成分を低減し、BDF
の貯蔵やエンジン利用の面から望まれる高酸

化安定性のBDFに変える技術を開発します。

【期待される成果と今後の展開】

高品質BDFの製造法の技術移転を通し、BDFの

利用拡大や高濃度利用を目指す諸国（タイ等）の

エネルギー政策等への貢献、また、BDFの品質

確保に不可欠なBDF規格の普及を支援します。
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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

・太陽光発電の耐久性向上・高効率化
・パワーエレクトロニクスの革新
・高性能蓄電池

・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
・バイオ技術と情報処理技術の融合

・不揮発メモリ、光ネットワーク
・脳と体を気づかうメディア機器
・安全な生活支援ロボット

・基盤となるナノ材料と部材
・ナノレベルで機能発現する革新材料、部材
・製造技術の低コスト化、高効率化

・生産現場計測技術
・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

研究推進戦略研究推進戦略 研究分野研究分野 重要課題例重要課題例

重要課題の「産総研研究戦略」への位置づけ（２／２）

グリーン・イノベーションの推進

H24年度実績No. 221040
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地域事業計画の見直し及び地域センターの取組の成果に係る検証

H24年度実績No. 221050

○東日本大震災からの産業復興等を踏まえ、地域事業計画の見直しを行った。

○また、地域センター活動検証委員会を設置し、地域活性化活動評価委員会
の評価結果を踏まえて、地域センターの研究機能と地域連携機能を活かした取
り組みについて総合的に検証を行う体制を整備、検討を開始した。

地域事業計画

東日本大震災に伴う地域のニーズや地域セ
ンターの取り組み等を追記し、平成24年4月
に改定
（取り組みの具体例）
・「東北コラボ100」の実施（H23～、東北各地の研究開発型
有力企業約100社をリストアップし、集中的に企業訪問、シー
ズ紹介等：東北センター）
・「産総研・新技術セミナー」の実施（H22～、震災後の研究
開発による復興を目指す企業への情報提供：東北センター）

地域活性化活動評価委員会

地域センター活動検証委員会

地域センター

研究機能 地域連携機能

平成25年3月
検討開始

評価結果を踏まえ取り組みの
成果を検証
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

産総研イノベーションスクール
採用実績

「*産総研」
は、産総研
ポスドク継
続者以外

H24ポスドク
スクール生
（転出者20名）

H24ポスドク
スクール生以外
（転出者108名）

平成24年度・産総研のポスドクから転出した者の異動先
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

年
度

期

ポス
ドク

コース

博士
課程

コース

企業
OJT
あり

企業
OJT
なし

H
20

1
期

１０名

H
21

2
期

６７名

3
期

７１名

H
22

４
期

２３名 １０名

H
23

５
期

２２名 １０名

H
24

6
期

２２名 １１名

大学等

大学等

産業界

産業界

国研・

独法

国研・

独法

*産総研

*産総研 その他
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【再掲】

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
以上

12%

1,000人
以上

35%

20人
未満

18%

10,000人
以上

9%

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

H24年度実績No. 143010, 221060
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ベンチャー創出支援事業の検証

H24年度実績No. 221070

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

8

21

54

89

1

4
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第３期の研究ユニット評価システム

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・説明 評価結果
評価結果への
対応状況

・ 第３期は、研究ユニット評価、研究ユニット活動総括・提言及びフォローアップにより構成。
・ 研究評価機能を第３期では研究ユニット評価に一本化。
・ 研究ユニット活動総括・提言委員会では、研究ユニット評価結果等を踏まえ、今後の研究及び

組織のあり方を審議。

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

H24年度実績No. 221090, 221100
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研究ユニット評価

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

○ 外部委員の強化
・ 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。

・ 外部委員は、ユニット戦略課題及びイノベーション
推進へ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：内部委員＝７：３（第２期は６：４）

○ 評価委員による評価対象の把握・理解の機会の拡大
・ 開始時意見交換会、評価委員意見交換の実施。
・ 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。

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 （２）

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 （１）

H24年度実績No. 221090, 221100
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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

（企業等の活動） （社会への波及）インフラ

（
産
総
研
の
活
動
）

アウトカム創出の視点からの評価

研究開発

・計画・実行
・マネジメント

・ 目的とするアウトカム（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

蓄積技術、知識、装置、設備など

・新物質、新知識
・ソフトウェア
・標準供給、地質図幅など

・予算
・人員など

波 及

H24年度実績No. 221090, 221100
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平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

対象研究ユニット数 対象研究ユニット数 対象研究ユニット数

評価委員会

２９
さらに、
現場見学会： １６
ポスター展示会等： ５

１３
さらに、
現場見学会： ７
ポスター展示会等： １

３０
さらに、
現場見学会： １０
ポスター展示会等：１０

開始時意見交
換会

９
さらに、
現場見学会： ８
ポスター展示会等： １

２
さらに、
現場見学会： １

１

評価委員意見
交換

４
【実施形式（のべ数）】
委員会形式： ３
ポスター展示会等： １
現場見学会： １
委員個別訪問： １

２８
【実施形式（のべ数）】
委員会形式： １４
ポスター展示会等： ９
現場見学会： ５
委員個別訪問： ５

１０
【実施形式（のべ数）】
委員会形式： ７
ポスター展示会等： ３
現場見学会： ２
委員個別訪問： １

研究ユニット評価委員会等の開催実績

・ 評価者による評価対象の把握・理解の機会の拡大を目的として研究ユニットと評価委
員との意見交換等を開催。

・ 研究ユニット評価委員会及び開始時意見交換会を実施しない年度には、多様な形式の
評価委員意見交換を実施。

H24年度実績No. 221090, 221100
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○ 外部委員数：第２期に比べ外部委員数を増やした

○ 外部委員の構成： “産業化のための経営的視点”と“社会的視点”の評価委員を６割としている

外部委員の強化

H24年度実績No. 221100

研究センター 研究部門 研究ラボ 全研究ユニット

第
３
期

平成２４年度
外部委員のべ数
研究ユニット数
（平均委員数）

１１４
２０

（５．７）

１３１
２１

（６．２）

０
０

（０．０）

２４５
４１

（６．０）

平成２３年度
外部委員のべ数
研究ユニット数
（平均委員数）

１１５
２１

（５．５）

１２５
２０

（６．３）

８
２

（４．０）

２４８
４３

（５．８）

平成２２年度
外部委員のべ数
研究ユニット数
（平均委員数）

１１１
２０

（５．６）

１２５
２０

（６．３）

８
２

（４．０）

２４４
４２

（５．８）

第
２
期

平成２１年度
外部委員のべ数
研究ユニット数
（平均委員数）

１０４
２０

（５．２）

１１８
２２

（５．４）

５
１

（５．０）

２２７
４３

（５．３）

区分
技術・学術的

視点
産業化のための

経営的視点
社会的視点 （全体）

第
３
期

平成２４年度
外部委員のべ数

（比率）
９５

（３９％）
１０３

（４２％）
４７

（１９％）
２４５

（１００％）

平成２３年度
外部委員のべ数

（比率）
９７

（３９％）
１１１

（４５％）
４０

（１６％）
２４８

（１００％）

平成２２年度
外部委員のべ数

（比率）
９６

（３９％）
１１１

（４５％）
３７

（１５％）
２４４

（１００％）

第2期の平成21年度は、所属別で、大学５６％、産業界３１％、公的機関８％、マスコミ４％
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Ⅱ-２-（２）研究機器や設備の効率的な
整備と活用
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経済性及び効率性を考慮した施設整備

中期施設整備計画の策定

■ 中期施設整備計画の位置付け

施設整備費補助金の減少、運営費交付金の逓
減など厳しさを増す予算の中で、効率的な施設
整備を図ることが必要

長期施設整備計画（改定マスタープラン）に

基づき、今後５年間に実施する具体的な計画

を策定し、施設整備を計画的に推進する。

■ 具体的な計画

計画対象期間：平成２４～２８年度（５年間）

（１）新棟建設

福島拠点、TIA連携棟、24年度補正予算で追加（拠点の再構築：5棟)

（２）集約化による支所・サイトの廃止

直方サイト、瀬戸サイト、小金井支所、尼崎支所

（３）建物の閉鎖・解体

今後5年間に30,000～50,000㎡程度を閉鎖・解体
閉鎖が確定している建物のうち6棟（北海道センター：1棟、
つくばセンター：4棟、九州センター：1棟）を解体・撤去
今後も、経済的な時期を検討した上で建物を解体

（４）プライオリティに基づく老朽化対策

石綿除去、耐震化、研究廃水処理設備、特高受変電設備、
空調設備、照明器具、消火設備などの改修

（５）その他

設備の共有化、省エネルギーの推進などによるコスト縮減
産総研の施設配置が全体最適化されるスペース配分の実施

H24年度実績No. 222010 
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施設・整備の有効活用

■ 耐震化対策 （平成１７～２５年度までに完了予定）

免震装置設置による改修
(つくば中央5-1棟地下免震層)

外付けフレームによる補強
（つくば中央3-1棟妻側）

対象建物数 ： 36棟
工事完了（閉鎖含） ： 29棟
工事実施中 ： 1棟
閉鎖予定 ： 6棟

良好な研究環境を提供するための計画的な耐震化対策・石綿除去
＜耐震対策実施状況＞

＜石綿除去完了率＞

■ 石綿除去 （平成１９～２５年度までに完了予定）

除去前 除去後

対象面積 ：78,554㎡
19FY実績： 6,938㎡
20FY実績： 9,285㎡
21FY実績：16,127㎡
22FY実績： 3,873㎡
23FY実績：17,818㎡
24FY実績： 11,188㎡
25FY予定： 13,325㎡

H24年度実績No. 222010

（耐震改修化の例）

免震装置
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先端機器共用イノベーションプラットフォーム(IBEC-IP)
IBEC: ICT, Biotechnology, Energy & environment technology, Converging technology
IBECの果たすべき役割

・最先端の機器・ノウハウを社会と共有することで、オープンイノベーションの協創場を提供。
・異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減。
・研究開発支援や技術移転によるソリューションの提供。
・常に最適なインフラを提供するための、人材育成・キャリアパス制度の整備。
・最先端研究インフラの整備と維持・更新に関する仕組みづくり。

IBECが提供する8つのサービス
1. 技術相談 2. 装置利用
3. 技術支援 4. 成果育成支援
5. 実地研修 6. 人材育成
7. 情報発信 8. 産総研内外の機関とのネットワーキング

最先端研究施設を社会と共有するための拠点（IBEC-IP）整備

H24年度実績No. 222020

平成24年度の主な実績

所内共用施設（旧テクニカルセンター）と所外公開共用施設（旧
IBEC-IP）の予算・課金の統括管理を行い、正確な運営状況の把
握と詳細な運営計画の検討が行えるようになった。

種々の機会を利用してIBEC-IPの宣伝を行い、所外利用の実
績向上に努めた。

KEKを含めたTIA中核4機関の共用施設による共用施設TFを
立ち上げ、施設運営の情報交換、共同広報活動、運用協力の検
討などを行い、さらに、各施設を網羅する共用施設データベース
の構築作業を開始するなど、TIAコアインフラとしての持続的な運
用を目指す活動を行った。
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Ⅱ-３．職員が能力を最大限発揮する
ための取組
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Ⅱ-３-（１）女性や外国人を含む優秀かつ
多様な人材の確保及び育成
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研究職員採用制度の見直し

パーマネント化審査

採用計画書にもとづく
フォローアップ

任期
満了

採用 １年 2年 3年 5年4年

採用委員会

応募者

研究ユニット

応募（第１回公募締切を新年度に設定）

推薦

推薦

採用審査

研究分野

若手研究員の採用可能性を拡充
• 博士課程在学者の採用拡大のため、

研究実績重視から将来性重視とする
博士型任期付研究員制度へ改定

• 学位取得見込み者の応募を促進する
ため第１回公募期間を延長して４月
に締切

学位取得見込み者の応募は 369名
中109 名(合格者60名中 26 名）

若手任期付研究員の育成
• 研究分野ごとに、任期付研究員の育

成状況のフォローアップを実施し、必
要に応じて指導する体制を構築

• 任期付研究員の適性を早めに見極
め、適切な指導を行うため、パーマネ
ント化審査時期を従来より半年前倒
しで実施

研究活動に活力を与える任期付研究職員制度を持続的に発展させる
ため、若手研究員の採用を促進する新たな制度を導入する。

H24年度実績No. 231010, 720020 
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優秀かつ多様な人材の確保（１／２）

H24年度実績No. 231050

第３期中期目標期間のダイバーシティにかかるアクションプランに基づきダイバーシ
ティ推進の取組を実施

■ 女性職員の採用（平成２４年度新規採用者）

・ 女性研究職員の採用者数 １４人 (１８．４％)

・ 女性事務職員の採用者数 ６人 (５４．５％)

※カッコ内は新規採用者に占める女性の割合

■ ワーク・ライフ・バランス支援（平成２４年度）

・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 １１人

・ 所内一時預かり保育所 ３カ所運営（つくば、関西、中部）

つくばセンター： 未就学児童１，３０９人、児童３６２人

関西センター ： ３４０人、中部センター ： ７９人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ４４人（男性 ６４ ％）

・ 介護休暇制度の利用者 ５３人（男性 ６４ ％）

・ 子の看護休暇制度の利用者 ２４９人（男性 ３６ ％）

・ キャリアカウンセリング ２５０回

・ ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（マネープランニング、介護）

・ イントラ情報提供「子育て広場」、「介護広場」を随時更新

・ イントラ情報交換「子育て情報交換掲示板」、 「介護情報交換掲示板」

■外国人研究者の採用・活用支援

・ 外国人研究者の採用支援のための課題分析を実施。

・職場環境整備として、英語による緊急放送の整備、外国人滞在者向けの英文・和文併記のハンドブック (Starter's
Handbook in Japan)の改訂等を実施。

・ 所内の業務フローや事務フローについて、“当該業務の専門的な知識や経験を有していない新規採用者等が
容易に理解できるよう分かりやすく解説・説明することで、組織全体の効率化を進める”という、業務・事務の
「ユニバーサルデザイン化」という概念を提案。

＜第３期中期目標期間のダイバーシティに
かかるアクションプラン＞

１．多様性活用（ダイバーシティ）意識の
啓発・浸透

２．女性研究者及び外国人研究者の
積極的な採用・活用

３．キャリア形成における共同参画の
ための方策

４．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）のための支援

５．国、自治体及び他の研究教育機関
等との連携

６．多様性活用（ダイバーシティ）の
総合推進
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優秀かつ多様な人材の確保（２／２）

H24年度実績No. 231050

■ コンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス」会員（加入順）

森林総合研究所、物質・材料研究機構、農業環境技術研究所、

千葉大学、筑波大学、神戸大学、農業・食品産業技術総合研究機構、

土木研究所、国立環境研究所、国際農林水産業研究センター、

農業生物資源研究所、防災科学技術研究所、

高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所、

宮崎大学、上智学院、弘前大学、岡山大学及び産総研の１９機関

■ セミナー等の開催

・ ロールモデルとの懇談会

・ ダイバーシティセミナー（育児支援）

■ DSO担当者向け支援

・ ＤＳＯ事務局として、総会1回、懇話会2回を開催。男女共同参画推進、ダイバーシティ推進への
活動拡大、連携関係の維持･発展に向けての各機関の意志統一を行った。

・ ニュースレター（毎月発行）、メーリングリスト等を通じて、各参画機関におけるイベント告知や
活動紹介を行うとともに、各参画機関における育児や介護に関する休暇・休業制度などの情報交換を
行い、担当者の連携及び組織内コミュニケーション強化を行った。

ダイバーシティ推進のためのコンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス
（ＤＳＯ）」事務局の取組

ダイバーシティセミナー
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女性研究者の採用に係る指標

H24年度実績No. 231050

第2期実績 H22FY H23FY H24FY 第3期計
（H24FYまで）

研
究
職

採用者総数 424 83 75 76 234

うち女性採用者数 60 9 11 14 34

女性比率 14.2% 10.8% 14.7% 18.4% 14.5%

事
務
職

採用者総数 73 17 17 11 45

うち女性採用者数 49 9 6 6 21

女性比率 67.1% 52.9% 35.3% 54.5% 46.7%

採用実績 （単位：人）

大学の就職情報誌と理系専門誌へ女性研究者の紹介を掲載した。また理系女子を対象とした
合同説明会では、東京会場に加えて、新たに大阪会場にも参加し、積極的な勧誘と広報を行っ
た。また文部科学省「女性研究者研究活動支援事業合同シンポジウム」に参加し、産総研の女
性研究者支援に関する取組を報告した。

研究系の全採用者に占める女性の比率を、第３期末までに第２期実績を
上回る１５％以上を確保し、更なる向上を目指す。
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１． 基礎研修
職員等が日常的に理解すべき基礎知識（コンプライアンス、服務と規律、安全管理、研究者行動規範、
情報セキュリティ等）の習得を支援する。

２． 階層別研修
個々の職員がキャリア開発に向けた自己啓発に正面から取り組む契機とさせるとともに、組織目的とも
整合したキャリア開発を支援する。

３．プロフェッショナル研修
職務遂行能力を高度化するため、①職務ノウハウの蓄積・継承による方法論の確立、②特定分野の
最先端の知識・技術の獲得、③職員一人ひとりの職務遂行能力の向上、④産総研で獲得できない
知識・技術の習得を支援する。

・人材育成の観点から、業務に必要な知識・技能を修得させることを目的とする。

・自己啓発によるスキルアップを図るため、基礎研修、階層別研修、

プロフェッショナル研修を企画・立案し、実施した。

産総研における研修制度

平成２４年度 研修実績

H24年度実績No. 231060～231090

コース 受講者数

基礎研修 2 393

階層別研修 19 719

プロフェッショナル研修・外部研修 16 1070

計 37 2182
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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【再掲】

H24年度実績No. 231100

○ 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：平成24年度 1,205人 （第3期延べ数：6,480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：平成24年度 1,469人 （第3期延べ数：7,814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：平成24年度 73大学 344人 （H23：70大学 336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：平成24年度 2,034人 （H23： 1,699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：平成24年度 4件 （ 5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：平成24年度 29人（H23：32人）

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員：平成23年度 507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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Ⅱ-３-（２）職員の能力、職責及び
実績の適切な評価
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評価プロセスを通じて「職員の意欲向上」、「職員間の意思疎通」及び「課題の認識」を図り、
組織全体のパフォーマンスを向上させる

１． 短期評価制度 ＜賞与（業績手当）に反映＞

・ 被評価者は、年度当初に年間計画を設定（グループ長と相談の上、組織目的を的確に反映）

・ 評価は年間計画の達成度を実績で判断して絶対評価（目標の難易度や努力を考慮）。一次評価者に評価面談
を義務付けてパフォーマンスの向上を支援。

・ 短期評価の結果は、業績手当の査定に反映。

・ 短期評価のプロセス
①年間計画の設定 → （研究・業務の実施） → ②評価 → ③不服申立と評価の確定 → ④評価の反映

（年度当初） （年度末（３月）～翌年度初（５月）） （翌年度５月） （翌年度６月／１２月）

２． 長期評価制度 ＜昇格、キャリアパス形成に反映＞

・ ユニット長と有資格者（各級で定めた経験年数を満たした職員）が対話を行った上で、本人が意向登録を行い、審
査を希望する職員を対象に評価を実施。なお、一次評価はユニット長、二次評価は人事評価委員会が行う。

・ 長期評価制度では、①研究・業務実績、②産総研内部への貢献、③外部への貢献の３つの評価軸で職務遂行能
力を総合的に評価する。

・ 長期評価のプロセス
①一次評価（ユニット内及び分野内の順位付け） → ②二次評価（昇格・昇給審査） → ③不服申立 → ④昇格の発令

（５月～６月） （６月～９月） （９月） （１０月）

H24年度実績No. 232010, 232020

産総研における個人評価制度
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Ⅱ-４．国民からの信頼の確保・向上
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Ⅱ-４-（１）コンプライアンスの推進
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１． 全職員等のコンプライアンスに対する意識向上に向け、職員等研修、セルフチェックの実施等によって参
加型コンプライアンスの推進を図る。

コンプライアンス推進においては、個人の意識向上が重要と捉え、コンプライアンス推進本部
の活動が「押しつけ」とならぬよう、「参加型」コンプライアンス推進を意識して施策を展開。

職員等の研修実施

新規採用職員や契約職員に対してコンプライアンスに関する基礎知識の理解を目的とした研修
を実施し、また、グループ長及び、副ユニット長（上位階層）に対してコンプライアンスに関する知
識の再確認・管理意識の徹底を目的とした研修を実施した。

「コンプラ便り」の発信

コンプライアンス活動の一環として、身近な事例をもとに、コンプライアンスに関する理
解をより深めるため、啓発資料「コンプラ便り」を作成し、所内に４通発信した。

「コンプライアンスに関するセルフチェック」の実施

「コンプラ便り」

職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高めるため、役職員等を対象として、
参加型による「コンプライアンスに関するセルフチェック」を実施し、基本的な考え方の
再認識を促した。

参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底

H24年度実績No. 241010

「ソーシャルメディア活用ガイドライン」の策定

平成２４年度にソーシャルメディアサービスのメリットやリスクを正しく理解し、適切に
活用することを目的に策定した。
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利益相反マネジメントの実施

H24年度実績No. 241010

２. 役職員が安心して産学官連携活動に取り組めるよう、利益相反マネージメントを実施する。

役職員等を対象として、年2回(上期：8月、下期：2月)の「利益相反に係る定期自己申告」を実施し、、
上期においては3,165名、下期においては3,174名からの申告を受けた。また、今年度は利益相反
が懸念される役職員等７名に対し、外部の利益相反カウンセラーによるヒアリング等を実施した。

利益相反に係る定期自己申告の実施

（例）兼業の申告画面

①システム上で、個人的利益（兼業、ロイヤルティ、株式等）と産学官連携
活動等の実施状況を申告

利益相反マネージメント委員会

利益相反アドバイザリーボード
利益相反
カウンセラー

モニタリング対象者

ヒアリング

報告助言

個人的利益有りの場合

審議・判定

－定期自己申告の流れ－

（外部有識者からなる アドバイザー機関） （弁護士２名）

②利益相反アドバイザリーボードの助言等を経て、利益相反マ
ネージメント委員会において審議・判定
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組織的なリスク管理能力の向上（１／３）

H24年度実績No. 241010

３. (1)各部署等におけるリスク管理活動プランの策定及び自己評価等を通じ、リスク管理のPDCAサイクル

を着実に遂行するとともに、更なる最適化に努め、組織的なリスク管理の向上を図る。

各部署等のリスク管理活動プランの策定及び自己評価の結果を基に、リスク管理における取り組み事例

や教訓となる事例等の整理等を行い、今後のリスク管理活動への参考としてイントラに掲載した。

P 活動プラン設定 D リスク管理実行

C 活動自己評価A 活動の是正・改善

「リスク管理活動評価票」

各部門等

報告 フィードバック

研究ユニット、本部組織・事業組織など「部門等」単位で「リ
スク管理活動評価票」を用い、半年毎にＰＤＣＡを実施

コンプライアンス推進本部
リスク管理活動に関する情報の取りまとめ・取り組みの公開

リスク管理のPDCAサイクル

各部署へフィードバックを行った事例数

平成24年度上期 参考となる取り組み事例（25）、教訓となる事例（19）

平成24年度下期 参考となる取り組み事例（27）、教訓となる事例（31）
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組織的なリスク管理能力の向上（２／３）

H24年度実績No. 241010

３. (2) 平成23年度に着手したリスクテンプレートの改訂版を仕上げ、リスク管理手法の向上を図る。

リスク管理手法の向上

リスク管理活動に用いるリスクテンプレートについて、平成20年度以降の産総研リスク事例の分析により、

事例の多かったリスク分類を起因別に細分化するなど、実態に則した見直しを行うとともに、表現の平易

化等の改訂を行った。

リスク事例等（計2,208件）

① リスク管理活動評価票に各部門等が記載した想定外事案；327件

② リスク管理活動評価票に各部門等が記載した重点化課題；950件

③ リスク管理室における危機対応；40件

④ 環境安全管理部による事故報告；491件

⑤ 環境安全管理部によるヒヤリハット報告；400件
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組織的なリスク管理能力の向上（３／３）

H24年度実績No. 241010

事業継続計画（BCP）の立案及び調整

業務継続計画（BCP）については、平成24年5月に旧特許生物寄託センター業務の他法人への承
継に伴う優先業務の見直し等の改定を行った。また、BCPの実効性を確保し継続的改善を図るた
め、関係部署の連絡会合を開催するとともに、改善・検討の状況と改定について活動記録の取りま
とめを行った。

３．(3) 内部監査等を活用してリスク管理活動のモニタリングを行い、その結果を各部署等にフィードバックす
ることにより、引き続きリスク管理活動の向上に努める。

2地域センター及び21研究ユニットのリスク管理責任者等とリスク管理活動等に関する意見交換を
実施し、リスク管理に対する意識や取り組み状況などの把握に努めた。意見交換の内容は、今後
の産総研の組織活動を検討する際の参考として研究ユニット活動総括・提言委員会等の関係部署
に情報提供した。

リスク管理モニタリングの実施

３．(4)平成23年10月に策定した産総研の事業継続計画（BCP）について、必要に応じた見直しを行う。
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内部監査等を活用したリスクの把握

H24年度実績No. 241010

４． 内部監査や監事監査の支援を通じ、リスクの把握等に努める。また、監査により把握された課題につい

て被監査部門と共有し改善を促すことにより、業務プロセス等の適正化を図る。

内部監査等を活用したリスクの把握等

会計処理の正確性、合規性

残存するリスクの把握

内部監査

労働時間管理、物品管理、技術研究組合への対応等の業務についての監査を実施し、当該業務の適法
性、有効性、効率性などを把握し課題等の抽出を行った。

また、被監査部門に対して監査結果の説明を行うとともに、被監査部門が主体的に改善に取り組めるよ
う改善が必要な課題について意見交換を実施した。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
改
善

業務執行の適法性、効率性

本部組織

研究推進
組織

事業組織

業務プロセス等の適正化

助言、勧告、意見交換

フォローアップ

法令・規程の遵守
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国際活動に伴う危機管理体制の強化

安全保障輸出管理の的確な実施
－ 法令遵守の徹底と、産総研安全保障輸出管理規程の周知徹底 －

海外危機管理マニュアル第四版

海外における危機管理

海外危機管理マニュアル第四版の配布、危機管理に関する説明会の開催、
などを通した危機管理意識の醸成・向上。

中国各地の抗議デモ（２４年９月）に伴う渡航研究者の安否確認など、迅速・
適切に対応。

海外出張に伴う危機管理体制の整備

－職員の安全を確保、危機管理意識の醸成・向上－

法令遵守徹底・規程周知徹底

研究ユニット等の輸出管理責任者・管理者による輸出管理の徹底。

新規採用職員研修、輸出管理者研修、ユニット別研修など計28回の勉強会・研修会を開催。

輸出管理関連法令の改正等の周知徹底を目的としたニュースレターの発行（4回／年発行）。

監査室との連携による法令遵守の徹底。

海外研究機関に長期滞在する研究者に対して、米国等の輸出管理体制や注意点を周知徹底。

経済産業省主催の大学等向け輸出管理説明会において輸出管理の講演を行った（東京・大阪）。

H2４年度実績No. 241010
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情報公開の推進

 
年度 

開示請

求件数 
開示決

定等件

数 

開示決定等の内訳 開示決定等の期間 
全部開示 部分開示 全部不開示 取り

下げ 
30 日

以内 
3１日以上

60 日以下 
6１日以上 

平成 22 年度 １０ ７ ０ ６ （応答拒否）１ ０ ５ ２ ０ 
平成 23 年度 ３ ６ ０ ６ ０ ０ １ ５ ０ 
平成 24 年度 ６ ７ ０ ６ （不存在） １ ０ ４ ３ ０ 

計 １９ ２０ ０ １８ ２ ０ １０ １０ ０ 
 

6. 情報公開窓口の円滑な運用及び情報の公表

H24年度実績No. 241020

■ 開示請求の主要な内容（平成24年度）
• 産学官連携業務関係(受託研究・共同研究・寄付金等)：5件
• 人事関係（宿舎情報等）：1件

■ 開示決定等までの期間（平成24年度）
• すべての請求について、法律の定める期間内（期間の延長を含む）に決定を行っている。

■ 情報の公表等

• 情報公開・個人情報保護推進室閲覧室と図書室に分散し保管していた研究成果資料について、重複資料を整理
し、図書室において一元的に管理し、情報提供することにより、利用者の利便性向上を図った。

• 公式ホームページで公開している法人文書ファイル管理簿検索システムにより、平成23年度末時点において約
11万5千ファイルの法人文書ファイル情報を提供。

• 公式ホームページの法令等に基づく公表事項のレイアウトを見直し、一部リンク追加する等、利便性の向上を図っ
た。またレイアウト変更に伴い、併せて公式ホームページ上の重複掲載情報を整理するとともに、確実に最新情報
を参照できるリンク設定とした。
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個人情報保護の推進

7. 個人情報保護窓口及び苦情相談窓口の円滑な運用及び保有個人情報の適正な取扱い

 
年度 

開示請求件数 開示決定等 
件数 

開示決定等の内訳 開示決定等の期間 
全部開示 部分

開示 
全部不開示 取り

下げ 
30 日以内 3１日以上

60 日以下 
6１日以上 

平成 22 年度 ８ 
（訂正請求）３ 

１１ 
（訂正請求）４ 

８ １ （不存在）1 
（応答拒否）１ 

（不訂正）4 

０ ７ ４ ０ 

平成 23 年度 ０ ０  ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
平成 24 年度 １ 

（訂正請求：移送）２ 

１ 
（訂正請求：移送）２ 

（訂正）１ １ （不訂正）２ ０ ２ １ ０ 

計 ９ 
（訂正請求）３ 

（訂正請求：移送）２ 

１２ 
（訂正請求）４ 

（訂正請求：移送）２ 

９ ２ （不存在）１ 
（応答拒否）１ 

（不訂正）６ 

０ ９ 
 
 

５ ０ 

 

H24年度実績No. 241020

■ 開示請求の主要な内容（平成24年度）
• 開示請求：1件
• 保有個人情報の提供元である産総研に他機関が受けた訂正請求が移送された案件：2件

■ 開示決定等までの期間（平成24年度）
• すべての請求について、法律の定める期間内（期間の延長を含む）に決定を行っている。

■ 保有個人情報の保護の推進

• 個人情報保護及び苦情相談窓口として、各部門等からの相談等（取得時の注意事項、保有個人情報の保管方法
等）に対応し、所内の保有個人情報の適正な取扱いを推進。

• 保有個人情報に係る自主点検、監査を行うとともに、個人情報の管理のうち公表等が必要な「個人情報ファイル」
の選別作業を容易にするチェックシートを作成することで作業性を向上させた。
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情報セキュリティポリシーの適正な運用

H24年度実績No. 241020

情報セキュリティ事故の防止

情報セキュリティ事故防止策の実施

OS・セキュリティソフトの最新版適用を推進するとともに 、標的型メール、情報機器の持出し時の遵守事項、
及びメール誤送信への対応策の周知

①ウイルス感染： 54件（二次感染なし） ②モバイル電話機の紛失・盗難： 16件（情報流出なし） ③メール誤送信： 3件
④差出人に産総研メールアドレスを設定したフリーメールアカウントの乗っ取り： １件
⑤外部サイトの公開範囲設定ミスによる秘密情報の一般公開事故： 1件

情報セキュリティ自己点検（セルフチェック）の効果的実施

個人情報保護セルフチェックとの統合実施により、相互の業務効率化とセキュリティ意識の啓発

実施率： ①役職員 97.8％ ②契約職員、外来者を含めた全体 92.5％ （平成23年度と同水準を確保）

情報セキュリティ研修の実施

全職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施

受講率： ①役職員 83.6％ ②契約職員 78.1％

情報セキュリティのＰＤＣＡサイクルの確立
情報セキュリティ監査の実施
①研究推進組織のうち、24の組織をローテーション対象として情報セキュリティ監査を実施

指摘事項：情報資産の管理及び情報の持出し、持込み許可の管理台帳が未整備

対応策：指摘事項については、平成25年度に実施するフォローアップ監査において改善結果を確認

②第３期中期計画の期間内で産総研の全ての部門等を実施予定

情報セキュリティ監査の指摘事項は啓発・周知のためイントラに掲載
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情報セキュリティや利便性の高いシステムの構築

H24年度実績No. 241020

クラウド化による産総研情報システムのスリム化

情報セキュリティ耐性の強化

平成２４年度よりメールシステムをＧｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓに移行
（セキュリティ、ＢＣＰ、コスト、利便性の全てを両立）

内部からの不審な通信を、次世代型ファイアウォールシステムと高性能アンチウ
ィルスソフトの連携で検知する体制を構築

クラウド化に伴い、所内ネットワーク構成の単純化が可能となり、以下を達成

① 基幹スイッチの削減（６システム→２システム）、 クラウド化に伴うサーバ群の大幅な削減

② クラウド化によるコスト削減効果： 約１．５億円（平成２３年度～平成２４年度）

③ 電力削減効果： 約４０ｋＷ（対２３年度比２０％減）

以上の考え方を他のシステムに展開中（既に公式ＨＰはクラウド上で稼働）

クラウド上の強力なスパムフィルタにより、危険なウィルスメールを外部サーバ
上で削除または隔離し、水際で防御
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Ⅱ-４-（２）安全衛生及び周辺環境への配慮
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PDCAサイクルによる継続的な安全管理活動の推進

H24年度実績No. 242010

事故件数の低減及び人的被害の最小化への取組み

全国の所長、管理監をメンバーとする毎朝の安全報告会により事故情報の迅速な共有

安全管理担当者による安全衛生マネジメントシステム勉強会の実施

これらの継続的取組みにより実験起因の人的被害事故件数は低水準で推移

ライフサイエンス実験に関連する倫理、安全面の確保

倫理委員会（ヒト由来、医工学、人間工学、動物）の運営及び実地調査

安全委員会（組換えＤＮＡ、微生物、バイオセーフティ）の運営及び実地調査

実験責任者等を対象に倫理、安全に関する教育訓練講習会の実施（延べ732名参加）

放射線取扱業務等に係る安全管理の一元化

未使用の核燃料物質を集約化を完了

放射線やエックス線業務従事者等の一元管理実施と管理システム改修による効率化推進

一元管理体制強化のため、つくばセンター各事業所放射線障害予防規程を形式統一化

各事業所の放射線関連法令遵守状況実地調査を実施（不適切事例なし）

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

実験起因による人的被害事故 19 17 13 14 12

一般事故件数（年度合計） 54 53 34 55 40
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PDCAサイクルによる環境配慮活動の推進及び活動実績の公表

H24年度実績No. 242020

環境事故の防止及び環境配慮活動

改正水質汚濁防止法について、事業所の担当者及び職員を対象に説明会を実施

有害物質の漏えい、流出を想定した緊急事故対応訓練を実施

東日本大震災及び福島第一原発事故の影響への対応

原発事故由来放射性物質の除染関連研究、及び汚染地域での地質調査時安全確保等に
関する所内ルールの整備

つくばセンター敷地内の放射線量測定結果を公式ＨＰで公開（平成23年3月15日～平成25
年3月15日）、及び産総研一般公開における測定システム見学ツアーの実施等による市民
への情報提供

ＳＲ報告書「産総研レポート」の公表

環境報告と社会性報告をあわせ、ＳＲ報告書として公表

特に、環境トピックスとして、つくばセンターにおける放射線量の測定
状況や平成23年夏期の節電対策について紹介した

「産総研レポート2012」
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施設及び設備の省エネルギー化の推進

H24年度実績No. 242030

省エネルギー性・安全性の高い施設の整備
建築、電気、安全、省エネ等に関する所内専門家からなる「研究環境安全委員会」「施設・安全検討チーム」
により、大規模な工事、エネルギー増が見込まれる工事、技術研究組合が産総研敷地内で実施する工事の
審査を実施（33件）。これにより、省エネルギー性、及び安全性を確保した施設の整備を推進。

夏期節電対策の実施
夏期の電力ピークカットに対応するため、以下の措置を
講じることで、つくばセンター全体で平成22年度に比べ
11％、各地域センターで節電目標値に比べ12～48％の
ピーク電力削減を達成した。

ⅰ）つくばセンターの各事業所、及び全ての地域センターに
おいて1週間の夏季輪番・一斉休暇の実施

ⅱ）研究廃水処理施設やヘリウム液化施設などの輪番運転、
休日・夜間シフト運転、空調負荷の低減

ⅲ）クリーンルーム並びに恒温恒湿室の一般空調化を4件
完了し、総エネルギー使用量を削減

ⅳ）つくばセンター各事業所、地域センター2箇所の使用電力
を可視化し、イントラネットに掲載することで職員等がリアル
タイムで使用状況を把握できるようにした。

【リアルタイムでの使用電力の可視化】
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Ⅲ．財務内容の改善
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Ⅲ-１．予算
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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。
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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
８．２億円

国、民間企業以外
からの受託収入 ６２．４億円

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。
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Ⅲ-２．収支計画
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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
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Ⅲ-２-（１）運営費交付金及び外部資金の効
果的な使用
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運営費交付金及び外部資金を効果的に使用するための取り組み

H24年度実績No. 321010～30

研究情報の集計

研究成果発表DB、
知財管理システム

運営費交付金、
外部資金

論文・特許 プレス発表
地質調査
計量標準

人DB（氏名）
役職・組織

実施テーマ
タイトル・概要
キーワード

研究テーマＤＢ

財務会計システム

中期計画・年度計画、
ユニット戦略課題

『研究テーマDB』システムを構築し、研究戦略、研究者、研究業績、研究予算などの情
報を統合することにより、研究活動の可視化、研究情報の集約化を実現

分野別、中期計画・研究戦略項目別
予算、研究業績

研究戦略表題番号別 誌上発表数(H24)分野別 予算執行額(H24)
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●METI 「革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）」

●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」

●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) 」

●NEDO「グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発」

●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」

●NEDO「低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料開発プロジェクト」

●NEDO「ゲノム創薬加速化支援バイオ産業基盤技術開発／有用天然化合物の安定的な生産技術開発」

技術研究組合への参画による大型外部資金の獲得

H24年度実績No. 321040

技術研究組合に参画して大型外部資金プロジェクトを獲得

●H24年度は20の技術研究組合に参画し、21の大型外部

資金プロジェクトを推進

●産総研研究員がプロジェクトリーダー（PL）、理事、専務理事

などとして参画

●主たる研究拠点を産総研内に設置し、産業界や大学などの

研究者と集中的に研究開発を実施

産総研研究員がリーダーを務めるＰＪ （平成24年度）

関西産学官連携研究棟

例： 次世代化学材料評価技術研究組合（CEREBA）
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Ⅲ-２-（２）共同研究等を通じた自己収入
の増加
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インセンティブ制度等の改善

• 外部資金による研究規模の拡大を目指した連携制度活用に係る
モチベーション向上を目的として、人材の受入、技術研究組合参画、
外部研究資金に関する所内インセンティブ制度を拡充した。

1. 人材受入：技術研修・共同研究・外来研究員等、外部から人材を受け入
れた研究ユニットに対し、一人当たり1.5万円／月を賦与（人頭経費を徴
収している場合）

2. 技術研究組合参画：組合から支払いを受ける施設使用料に対し50％を
乗じた額を研究ユニットに賦与

3. 外部研究資金受入：外部研究資金の一般管理費に80％を乗じた額を研
究ユニットに賦与
（平成23年度の70％から80％に賦与率引き上げを行った。）

インセンティブ制度の拡充の内容

H24年度実績No. 322010 

共同研究等を通じた自己収入の増加
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効果的な技術移転と成果移転対価の受領【再掲】

H24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、金銭以外の財産の受領の可能
性について検討中

＜具体的な取り組み＞

イノベーション推進本部（イノベーション推進企画部・知的財産部・産学官連携推進

部・ベンチャー開発部）、財務部からなるタスクフォースにおいて、以下の点について

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（知的財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財産

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。

２ 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、金銭以外の財産での受領その他
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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コーディネーション活動の強化

全国イノベーションコーディネータ等会議の開催による産業界とのインターフェース機能の強化

第1回：「連携が顕著に進展している事例の共有およびグループ討議」
第2回：「分野・国際・知財・地域のコーディネート活動の総括」

• 平成24年7月18日に平成24年度第1回、平成25年3月25
日に平成24年度第2回「全国イノベーションコーディネータ

等会議」を開催し、コーディネータ間のネットワークを強化
することで全国規模での連携の推進を行った。

主な議論のテーマ

オープンスペースラボの活用

• オープンスペースラボとして、臨海副都心センターおよび四
国センターでは装置等を備えた公開スペースを設置して、地
域の中小企業や研究機関との共同研究を行い、オープンイ
ノベーションハブ機能の強化を推進した。

H24年度実績No. 322030
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地域発イノベーションの創出（１／２）

国プロへ共同提案等を目指す 公設試との共同研究事業

★：製造プロセス部会
【新設】メカトロ試験装置ＷＧ（６公設試）

◆：四国地域部会

【継続】吸着材料技術による有用金属回収、
および有害物質除去に関するＷＧ（３公設試）
◇：四国地域部会

【新設】食品中の機能性成分の分析法のフォ
ーラム標準化の広域連携（展開）ＷＧ
（５公設試）

☆：東北地域部会、環境・
エネルギー部会

【準備】東北再生可能エ
ネルギー事業化推進ＷＧ
（７公設試）

●：近畿地域部会

【継続】環境調和型ナノコンポジット連携ＷＧ（
８公設試）
○：近畿地域部会
【準備】クリエイティブ支援ＷＧ（６公設試）
◎：近畿地域部会
【準備】次世代色素・顔料技術ＷＧ（４公設試）

□：中国地域部会
【準備】カスタマイズ生産対応技術ＷＧ（２公設試）
■：中国地域部会
【準備】プラスチックリサイクルＷＧ（３公設試）

▼：九州・沖縄地域部会

【準備】革新的センシング
デバイス研究開発ＷＧ（
２公設試）

研究連携支援事業

地域及び各分野の共通的課題の解決や
都道府県を越えた研究成果の移転を目的
とし、公的資金及び民間資金による研究開
発プロジェクト及び実証事業への提案を目
指す公設試・産総研・地域企業の連携活動
を支援する。

国プロ等
プロジェクト化

連携の形態
◇ 企業・公設試
◇ 企業・産総研
◇ 企業・公設試・産総研

プロジェクト提案課題の設計

産
総
研

企
業

企
業

企
業

公
設
試

公
設
試

公
設
試

準備WG：課題抽出や連携体制構築などの準備段階の活動
新設WG：翌年の国プロ等への応募を目指す活動
継続WG：新設WGからの継続で更なる発展を目指す活動

H24年度実績No. 322030
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オール産総研による、中国地域企業への支援

地域発イノベーションの創出（２／２）

H24年度実績No. 322030

●地域企業ニーズの把握と、オール産総研の研究者による支援。
●平成24年度は、中国地域で重点的に活動。
●産学・地域連携室 (産業技術指導員)が、中国産学官連携センター

(イノベーションコーディネータ)と連携し、当該地域で企業リスト作成
、

企業訪問、課題抽出、研究者とマッチング、テーマ立案等を実施。

平成23年度

北海道地域、

東北地域(震災被災地)

平成24年度 中国地域

平成24年度実績: 企業訪問の結果、公的研究資金への提案を希望する中国地域の企業7社と連

携に合意して、産総研研究者が中小企業共同研究スタートアップ事業の活用により提案準備を実
施した。なお、7社中6社は、中国センター以外(つくば, 東北, 九州)の研究者との連携。

中小企業共同研究スタートアップ事業

これまで培った中小企業とのネットワ
ークと実績を基に、優れた中小企業と
本格的な共同研究を行い、新製品創
出や製造プロセスの大幅な改善等企
業の売上に繋がる研究課題に対して
のスタートアップを支援。

中
小
企
業

産
総
研

公的研究資金（サポイン、A-STEP等）

応募

フィージビリティスタディ（FS）を実施
（中小企業共同研究スタートアップ事業）
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•研究施設等の外部使用にかかる経費（施設運営費、施設使用料、施設等貸付料、人頭経費）
について検討を行い、研究施設等の外部使用を示す用語の統一及び徴収料金の見直しを行
った。また、現行の複数の規程等に跨る煩雑な料金の算定方法を集約化した。

•地域センターのオープンイノベーション機能に関連する事業（共同研究、技術研究組合、技術
研修、外来研究員）の経費（施設使用料、人頭経費）を減免して拠点の活性化を図る方針を
決定した。

課金制度等に関する検討

項目 適用される各制度

技術相談料 技術相談（現状では徴収せず）

直接経費 光熱水料 受託研究、共同研究

施設運営費 共同研究

施設使用料 共同研究

間接経費 受託研究、共同研究、請負研究等

人頭経費 共同研究、技術研修、外来研究員
（ただし、公的研究機関及び大学の職員及び学生については免除）

施設等貸付料 産総研技術移転ベンチャー等

H24年度実績No. 322040, 322050
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（億円）

153.5億円

31.9億円

29.4億円

41.0億円

49.1億円

344.1億円

39.2億円

139.3億円

32.8億円

27.4億円

34.5億円

350.5億円

34.2億円

外部資金の一層の獲得

H24年度実績No. 322050

大 学
研究資源

企 業
研究資源

研究・製品化・標準化

人 場産総研の「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

22年度実績
５６．０％

国・ＮＥＤＯ・企業等からの受託研究

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

国・ＮＥＤＯ等プロジェクト分担企業等との共同研究

国等からの個人助成金による研究

Ｈ22 Ｈ23
運営費交付金：614.1億円

23年度実績
５８．０％

Ｈ24
運営費交付金：603.9億円

82.3億円

356.2億円

36.3億円

114.0億円

32.2億円

28.8億円

33.6億円

111.1億円

24年度実績
５９．２％

運営費交付金：600.8億円
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Ⅴ．重要な財産の譲渡・担保計画
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重要な財産の譲渡・担保計画

不要財産の処分について

・九州センター直方サイトについては、独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日
閣議決定）に基づき、平成２０年３月にサイト廃止を決定。

・平成２４年３月に土地の一部について土壌汚染対策工事を実施し、平成２５年２月１５日付
で国庫納付を完了。

○中部センター瀬戸サイト

・中部センター瀬戸サイトについては、会計検査院からの改善措置要求「土地及び建物の国
庫納付に向けた研究拠点等の集約化等について」（平成２３年１０月２８日）を受け、平成２４
年３月にサイト廃止を決定。
・平成２５年４月から土地の一部について土壌汚染対策工事を実施し、平成２５年９月以降
に国庫納付予定。

○九州センター直方サイト

H24年度実績No. 500010
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Ⅶ．その他業務運営に関する
重要事項
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Ⅶ-１．施設及び設備に関する計画
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施設整備費補助金事業の推進（１／3）

（１） 【平成22年度施設整備費補助金（1次補正）】

・世界的産学官連携研究センター整備事業の実施 実績額29.9億円 （平成25年3月完成）

〔コンセプト〕

◆世界に開かれたナノテク融合研究推進

◆ナノテクノロジー人材の育成

◆スーパークリーンルーム産学官連携研究棟との連携 等

〔建物概要〕

名 称：ＴＩＡ連携棟
構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 ３階建て
建築面積： 3,261.05㎡
延べ床面積： 6,061.59 ㎡

（２） 【平成23年度施設整備費補助金（当初）】
・耐震化改修の実施

平成21、22、23年度の3ヵ年国庫債務負担行為
23年度分として実績額13.5億円 (総額34億円）

（平成24年6月完成）

免震装置設置による改修
（つくば中央５－１棟完成図）

免震装置
免震ピット

（３） 【平成23年度施設整備費補助金（1次補正）】
・地震により倒壊の恐れがある施設の耐震化改修の実施（実績額12.4億円）
・東日本大震災の被害を受けた施設改修の実施（実績額12.7億円）

（平成24年9月完成）

H24年度実績No. 710010

壁の増し打ち
外付けフレーム＋壁の増し打ち

ＴＩＡ連携棟（つくば西事業所） 全景写真

外付けフレーム及び壁の増し打ちによる耐震改修
（つくば中央２－１Ｃ棟及びＤ棟完成図）

大震災の影響で破損・破断した
排ガス処理設備ダクトを改修
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（4） 【平成23年度施設整備費補助金（3次補正）】

H24年度実績No. 710010

〔コンセプト〕

◆世界に開かれた再生可能エネルギー研究の推進

◆福島県の復興、産業集積への橋渡し

◆再生可能エネルギー研究人材の育成

◆福島県ハイテクプラザや周辺の大学、民間研究所との連携

・福島県再生可能エネルギー研究開発拠点整備事業に着工 総額50.0億円（平成25年12月完成予定）

施設整備費補助金事業の推進（2／3）

・東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測施設として、愛媛県新居浜市と愛知県西尾市の２か所に設置
総額10.9億円（平成25年6月完成予定）

平成２２年度までに完成済み 平成２５年６月完成予定

三重県紀北町

愛媛県松山市

三重県飯高町

愛知県豊田市

和歌山県串本町

愛媛県西予市

徳島県阿南市

高知県高知市

高知県土佐清水市 高知県室戸市

和歌山県本宮町

三重県熊野市

高知県須崎市

三重県津市

愛媛県西条市

愛知県知多郡田原市

愛媛県新居浜市

愛知県西尾市

A区画：実証試験エリア

B区画：本館・別館エリア

実験別棟

研究本館

〔建物概要〕
住 所：福島県郡山市待池台二丁目2 番9
敷地面積： A 区画 30,181.67 ㎡ B 区画 24,962.25 ㎡
建物概要：研究本館 プレキャスト鉄筋コンクリート造

免震造 ４階建て
建築面積：2,280 ㎡ 延べ床面積：7,037 ㎡
実験別棟 鉄骨造 一部２階建て
建築面積：4,437 ㎡ 延べ床面積：4,681 ㎡

地中掘削工事の為のやぐら 掘削機により掘削中 先端の掘削用ドリル
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（５） 【平成24年度施設整備費補助金（当初）】

（６） 【平成24年度施設整備費補助金（1次補正）】

施設整備費補助金事業の推進（3／3）

・施設・設備の老朽化対策として、つくばセンター基幹設備
（特別高圧受変電設備、廃水処理施設）の他、空調、排ガス
処理設備等の改修に着手 総額218億円

・次世代蓄電池やナノテクノロジー、健康医療などに貢献する
新たな研究施設の整備及び老朽化した研究施設等の解体
撤去による施設の集約化に着手 総額110億円

〔主な事業の名称〕
つくばセンターナノテク・材料研究拠点（仮称）整備事業
関西センター次世代蓄電池・健康医療研究拠点（仮称）整備事業
北海道センター研究拠点（仮称）整備事業
東北センター研究拠点（仮称）整備事業
九州センター研究拠点（仮称）整備事業

・耐震化改修の実施
つくばセンター第7事業所（平成24、25年度の2ヵ年国庫債務
負担行為） 総額8.9億円：平成24年度分として2.6億円

コアウォール及びPC鋼線による補強
（つくば中央７－１棟完成イメージ）

H24年度実績No. 710010

〔主な改修工事の名称〕
つくばセンター特別高圧受変電設備改修工事
つくばセンター廃水処理施設改修他工事
つくばセンター変圧器改修工事
つくばセンター外壁・防水工事
つくばセンター石綿吹き付け材除去工事

石綿除去前 石綿除去後（グラスウールボード貼付）

・石綿吹き付け材除去及び関連設備改修の実施
実績額5.6億円
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Ⅶ-２．人事に関する計画
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人事戦略の策定および専門家人材の育成（１／２）

人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の策定

平成23年度に報告した「業務運営体制の改善について（中間とりまとめ）」を引き続き検討し、

「産総研の研究開発業務の一層の推進のための業務運営体制の改善について（中間とりまと
め）」を平成24年6月21日付で理事会决定し、下記措置を実施した。

1）研究推進組織における研究職員の役職等の見直し（平成25年3月1日）

○役職の見直し
・5級研究職員が就く役職として、上級主任研究員及び研究主幹を新設。上級主任研究員に
ついては任用審査を実施した。
・従来は上席研究員と称していた役職につき、首席研究員に名称を変更した。

○職責手当の見直し
役職に就かない５級研究職員、首席研究員等の役職について職責手当の見直しを行った。

2）若手の任期付研究職員の処遇の見直し（平成24年4月1日）
博士型任期付研究員制度を新設。61名を採用し、従前の産業技術人材育成型任期付研究員
と比べ、職責手当の見直しを行った。

H24年度実績No. 231040, 720010
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人事戦略の策定および専門家人材の育成（２／２）

人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の策定

3）専門的な業務を担う人材の確保
施設整備・管理業務を担う人材の平成25年4月1日採用に向けて、公募・選考を実施し、
平成25年4月1日付で採用するべく3名を内定した。

4）本部組織・事業組織の職制の見直し（平成24年10月1日）
事務職員について管理職員と非管理職員の区分を明確化した。

5）事務職員に係る役職定年制の導入（平成24年10月1日）
役職定年制を導入し、役職定年後のポストとしてキャリア主幹を新設し、導入日に14名の
発令を行った。

6）事務系契約職員等に対する職員登用制度の導入
地域型任期付職員として、平成24年4月1日付で2名を採用した。また、平成25年4月1日
付で採用するべく5名を内定した。

H24年度実績No. 231040, 720010
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研究職員採用制度の見直し【再掲】

パーマネント化審査

採用計画書にもとづく
フォローアップ

任期
満了

採用 １年 2年 3年 5年4年

採用委員会

応募者

研究ユニット

応募（第１回公募締切を新年度に設定）

推薦

推薦

採用審査

研究分野

若手研究員の採用可能性を拡充
• 博士課程在学者の採用拡大のため、

研究実績重視から将来性重視とする
博士型任期付研究員制度へ改定

• 学位取得見込み者の応募を促進する
ため第１回公募期間を延長して４月
に締切

学位取得見込み者の応募は 369名
中109 名(合格者60名中 26 名）

若手任期付研究員の育成
• 研究分野ごとに、任期付研究員の育

成状況のフォローアップを実施し、必
要に応じて指導する体制を構築

• 任期付研究員の適性を早めに見極
め、適切な指導を行うため、パーマネ
ント化審査時期を従来より半年前倒
しで実施

研究活動に活力を与える任期付研究職員制度を持続的に発展させる
ため、若手研究員の採用を促進する新たな制度を導入する。

H24年度実績No. 231010, 720020 
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優秀かつ多様な人材の確保（１／２）【再掲】

H24年度実績No. 231050

第３期中期目標期間のダイバーシティにかかるアクションプランに基づきダイバーシ
ティ推進の取組を実施

■ 女性職員の採用（平成２４年度新規採用者）

・ 女性研究職員の採用者数 １４人 (１８．４％)

・ 女性事務職員の採用者数 ６人 (５４．５％)

※カッコ内は新規採用者に占める女性の割合

■ ワーク・ライフ・バランス支援（平成２４年度）

・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 １１人

・ 所内一時預かり保育所 ３カ所運営（つくば、関西、中部）

つくばセンター： 未就学児童１，３０９人、児童３６２人

関西センター ： ３４０人、中部センター ： ７９人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ４４人（男性 ６４ ％）

・ 介護休暇制度の利用者 ５３人（男性 ６４ ％）

・ 子の看護休暇制度の利用者 ２４９人（男性 ３６ ％）

・ キャリアカウンセリング ２５０回

・ ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（マネープランニング、介護）

・ イントラ情報提供「子育て広場」、「介護広場」を随時更新

・ イントラ情報交換「子育て情報交換掲示板」、 「介護情報交換掲示板」

■外国人研究者の採用・活用支援

・ 外国人研究者の採用支援のための課題分析を実施。

・職場環境整備として、英語による緊急放送の整備、外国人滞在者向けの英文・和文併記のハンドブック (Starter's
Handbook in Japan)の改訂等を実施。

・ 所内の業務フローや事務フローについて、“当該業務の専門的な知識や経験を有していない新規採用者等が
容易に理解できるよう分かりやすく解説・説明することで、組織全体の効率化を進める”という、業務・事務の
「ユニバーサルデザイン化」という概念を提案。

＜第３期中期目標期間のダイバーシティに
かかるアクションプラン＞

１．多様性活用（ダイバーシティ）意識の
啓発・浸透

２．女性研究者及び外国人研究者の
積極的な採用・活用

３．キャリア形成における共同参画の
ための方策

４．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）のための支援

５．国、自治体及び他の研究教育機関
等との連携

６．多様性活用（ダイバーシティ）の
総合推進
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優秀かつ多様な人材の確保（２／２）【再掲】

H24年度実績No. 231050

■ コンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス」会員（加入順）

森林総合研究所、物質・材料研究機構、農業環境技術研究所、

千葉大学、筑波大学、神戸大学、農業・食品産業技術総合研究機構、

土木研究所、国立環境研究所、国際農林水産業研究センター、

農業生物資源研究所、防災科学技術研究所、

高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所、

宮崎大学、上智学院、弘前大学、岡山大学及び産総研の１９機関

■ セミナー等の開催

・ ロールモデルとの懇談会

・ ダイバーシティセミナー（育児支援）

■ DSO担当者向け支援

・ ＤＳＯ事務局として、総会1回、懇話会2回を開催。男女共同参画推進、ダイバーシティ推進への
活動拡大、連携関係の維持･発展に向けての各機関の意志統一を行った。

・ ニュースレター（毎月発行）、メーリングリスト等を通じて、各参画機関におけるイベント告知や
活動紹介を行うとともに、各参画機関における育児や介護に関する休暇・休業制度などの情報交換を
行い、担当者の連携及び組織内コミュニケーション強化を行った。

ダイバーシティ推進のためのコンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス
（ＤＳＯ）」事務局の取組

ダイバーシティセミナー
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補足資料

○個人評価制度について
○役職員の給与等に関する事項

○研究職員の役職等の見直しについて
○役職定年制について

○成果活用人材育成研修について
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評価プロセスを通じて「職員の意欲向上」、「職員間の意思疎通」及び「課題の認識」を図り、
組織全体のパフォーマンスを向上させる

１． 短期評価制度 ＜賞与（業績手当）に反映＞

・ 被評価者は、年度当初に年間計画を設定（グループ長と相談の上、組織目的を的確に反映）

・ 評価は年間計画の達成度を実績で判断して絶対評価（目標の難易度や努力を考慮）。一次評価者に評価面談
を義務付けてパフォーマンスの向上を支援。

・ 短期評価の結果は、業績手当の査定に反映。

・ 短期評価のプロセス
①年間計画の設定 → （研究・業務の実施） → ②評価 → ③不服申立と評価の確定 → ④評価の反映

（年度当初） （年度末（３月）～翌年度初（５月）） （翌年度５月） （翌年度６月／１２月）

２． 長期評価制度 ＜昇格、キャリアパス形成に反映＞

・ ユニット長と有資格者（各級で定めた経験年数を満たした職員）が対話を行った上で、本人が意向登録を行い、審
査を希望する職員を対象に評価を実施。なお、一次評価はユニット長、二次評価は人事評価委員会が行う。

・ 長期評価制度では、①研究・業務実績、②産総研内部への貢献、③外部への貢献の３つの評価軸で職務遂行能
力を総合的に評価する。

・ 長期評価のプロセス
①一次評価（ユニット内及び分野内の順位付け） → ②二次評価（昇格・昇給審査） → ③不服申立 → ④昇格の発令

（５月～６月） （６月～９月） （９月） （１０月）

個人評価制度について
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個々の評価事項について 平成２４年度の実績 

役職員の給与等の水準の適正化  

○総人件費削減への取り組みを確実に実施 

 

① 「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成 23 年 6 月 3日閣議決定）の趣旨に沿って、

役職員の俸給月額の削減を行った。実施期間は平成 24 年 4月 1日～平成 26 年 3 月 31 日、削減

率は平均 8.2%である。 

 

 

② 「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成 24 年 8月 7日閣議決定）の趣旨

に沿って、役員について、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退

職手当法の一部を改正する法律」（平成 24 年法律第 96 号）と同様の措置を実施した。 

〈概要〉 

・役員の退職手当の現行額に 104 分の 87を乗じて、引き下げた。 

・「調整率」の段階的引下げ措置として、平成 25 年 3 月 31 日～同年 9月 30 日まで 104 分の 98、

平成 25年 10 月 1 日～平成 26 年 6月 30 日まで 104 分の 92、平成 26年 7月 1 日以降 104 分の

87、という引き下げ措置を講じた。 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

○平成２４年度 

      （単位：千円） 

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容） 

法人の長 20,348 16,116 4,232 0  

理事Ａ 16,546 12,916 3,606 24 （通勤手当） 

理事Ｂ 15,369 11,861 3,422 86 （通勤手当） 

理事Ｃ 15,788 11,864 3,422 502 （通勤手当） 

理事Ｄ 15,659 11,861 3,332 466 （通勤手当） 

理事Ｅ 15,423 11,861 3,513 49 （通勤手当） 

理事Ｆ 13,448 11,924 1,475 49 （通勤手当） 

理事Ｇ 15,307 11,861 3,422 24 （通勤手当） 

理事Ｈ 13,587 11,924 1,475 188 （通勤手当） 

理事Ｉ 15,306 11,860 3,422 24 （通勤手当） 

理事Ｊ 

 15,833 11,859 3,422 

60 

492 

（通勤手当） 

（単身赴任手当） 

理事Ｋ（非常勤） 1,890 1,296 594 0  

監事Ａ 

 12,025 9,113 2,612 

24 

276 

（通勤手当） 

（単身赴任手当） 

監事Ｂ 12,023 9,120 2,612 291 （通勤手当） 

 【通年勤務者平均（法人の長及び非常勤理事、非常勤監事を除く）】（単位:千円） 

 報酬等総額 

理事（一人当たり） 15,227 

監事（一人当たり） 12,024 

 

 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

○平成１７年度 

                                  （単位:千円） 

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容） 

法人の長Ａ 24,504 18,707 5,797 0  

理事Ａ 19,628 14,983 4,596 49 （通勤手当） 

理事Ｂ 18,188 13,773 4,272 143 （通勤手当） 

理事Ｃ 18,123 13,774 4,272 77 （通勤手当） 

理事Ｄ 8,676 7,597 957 122 （通勤手当） 

理事Ｅ 18,654 13,773 4,272 609 （通勤手当） 

理事Ｆ 18,069 13,773 4,272 24 （通勤手当） 

理事Ｇ 18,537 13,773 4,272 492 （単身赴任手当） 

理事Ｈ 18,045 13,773 4,272 0  

理事Ｉ 18,315 13,774 4,272 269 （通勤手当） 

理事Ｊ（非常勤） 1,440 1,440 0 0  

監事Ａ(非常勤) 12,273 10,590 1,484 199 （通勤手当） 

監事Ｂ（非常勤） 700 700 0 0  

監事Ｃ（非常勤） 100 100 0 0  

 

 

 【通年勤務者平均（法人の長及び非常勤役員、非常勤監事を除く）】（単位:千円） 

 報酬等総額 

理事（一人当たり） 18,445 

監事（一人当たり） ― 

 

 

 

（参考）国家公務員指定職（平成 24 年 4月 1 日現在、単位：千円、平成 24 年人事院勧告資料より抜粋） 

事務次官（8 号俸） 20,439 

（俸給・賞与・地域手当） 

（給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の

年収。） 
 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方 

役員報酬における賞与は、季例支給と業績反映額からなる。 

理事長の業績反映額は、経済産業省独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の業績評価を 

踏まえ、次の算式により決定する。 

 

業績反映額＝月例支給額×0.93×2.45×次の表に定める当該年度の評価結果に即した割合 

評価委員会の業績評価 割合 

ＡＡ評価 100 分の 150 以内 

Ａ評価 100 分の 125 以内 

Ｂ評価 100 分の 100 

Ｃ評価 100 分の 50 

Ｄ評価 100 分の 0 

役員の業績反映額は、評価委員会の項目別の業績評価及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、

理事長が決定する。 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

（単位：千円、月） 

 支給額（総額） 法人での在籍期間 業績勘案率 適用 

理事Ａ 8,442 72 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 

理事Ｂ 7,974 72 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 

 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

○平成２４年度 

 

区分 

 

人 員

（人） 

 

平均年齢

（歳） 

年間平均給与額（千円） 

総額 うち所定内 

（うち通勤手当） 

うち賞与 

常勤職員 2,439 46.7 8,172 6,220（95） 1,952 

 うち事務・技術 549 44.4 6,498 4,893（118） 1,605 

うち研究職種 1,888 47.4 8,660 6,607（88） 2,053 

 

○平成１７年度 

 

区分 

 

人 員

（人） 

 

平均年齢

（歳） 

年間平均給与額（千円） 

総額 うち所定内 

（うち通勤手当） 

うち賞与 

常勤職員 2,466 45.2 9,138 6,706（90） 2,432 

 うち事務・技術 617 42.1 6,924 5,010（115） 1,914 

うち研究職種 1,836 46.2 9,903 7,293（81） 2,610 

（注）法人給与等実態調査に基づく算出結果による。 

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

 

※国の給与水準を 100 としたとき

の指数 

＜事務・技術職員＞  

 

 

 

 平成２４年度 平成１７年度 

 対国家公務員（行政職（一））  104.9 104.0 

 地域勘案  105.7 105.8 

 学歴勘案  106.8 103.8 

 地域・学歴勘案  106.3 105.2 

＜研究職員＞ 

 平成２４年度 平成１７年度 

 対国家公務員（研究職）  102.7 106.0 

 地域勘案  104.1 104.5 

 学歴勘案  102.7 105.8 

 地域・学歴勘案  103.5 104.2 

  

 

役職員の給与等に関する事項
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②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

【事務・技術職員】 

産総研は、これまで財務上の手続きなどに係る定量的業務の合理化を図りながら、事務系職員の人数を削減（平

成 13 年職員数 753 人→平成 24 年職員数 661 人）するなど効率的な運営に努めてきた。 

一方で、高度な研究成果について民間企業等への移転を図るべく、産学官連携や知的財産等の高度な業務に対応

するための専門的知識を有した有能な人材が必要となってきている。 

そのため、産総研の新規採用事務職員は、過去５年の大学卒の割合が 100％であるとともに、修士課程修了者が過

去５年平均で全体の 51.3％を占める。 

これに対し、国家公務員における事務・技術職員の大学卒の割合は過去５年平均で 51.3％、修士課程修了者の割

合は 4.8％に留まる。 

産総研の事務・技術職員は修士課程修了者が多いため、対国家公務員指数を引き上げる一因となっている。 

事務系の修士課程修了者の初任給を比較した場合、国家公務員とはほぼ同じ水準であるとともに、民間よりも低

い水準となっている。 

【研究職員】 

産総研は、大学等で得られた基礎研究の成果を民間企業における製品化とつなぐための研究開発を実施すること

を目的としている。 

この目的を達成するためには、最先端の研究を行い、国際競争に勝つための民間企業と同様の高いレベルで研究

開発を推進し成果を生み出すことのできる優秀な人材を確保しなければならない。 

産総研は、新規採用研究職員の全員が修士・博士課程修了者（平成 24年度 新規採用 76名 うち 71 名博士課程

修了者 比率 93%）であると共に、産総研の研究職員の修士・博士課程修了者の比率は 91.5％（1888 名中 1728 名）

となっており、国家公務員の研究職における比率（平成 24 年国家公務員給与等実態調査 74.2％）に比べて高い。 

このように、高学歴で高い研究能力を有する研究者を確保するためには、研究職の労働市場をふまえた給与水準

を考慮する必要があり、そのことが給与水準を高める一因となっていると考えられるが、産総研の博士課程修了

者の初任給は、国家公務員、民間とほぼ同じ水準である。 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考６）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○ 産業技術総合研究所の個人評価制度 

１．対象者 

常勤職員及び任期付き職員を対象とする。 

但し、契約職員・外来研究員であっても、理事長が指定する者（研究センター長、チームリーダー等）は対象とする。 

２．評価制度の種類と評価の反映 

毎年度行う短期評価と一定の評価対象期間を経て行う長期評価からなる。短期評価の結果は賞与の一部である業績手

当に反映され、長期評価の結果は昇格により、俸給等に反映される。 

３．評価方法 

①研究・業務業績,②産総研内部への貢献,③外部への貢献の３つの評価軸で総合的に評価。 

短期評価は目標設定管理型の絶対評価、長期評価は、産総研の多様な業務を５つに分類した職域毎に、俸給表の級毎に設

定した職務遂行能力を基準にした絶対評価を基本としている。 

（参考７）その他 ○通勤手当の支給上限額の変更 

・通勤手当は、国と同様に運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる方法により算出してい

る。産総研の支給上限額は、２１年度まで６万５千円であったが、国の支給上限額と同等の５万５千円に変更する給与

規程の改正を行い、２２年４月１日から実施している。 

○独自の手当の支給①－資格手当 

・労働基準法、労働安全衛生法等の法令により研究所として有資格者（放射線取扱主任者、危険物保安監督者等）の配置

を義務付けられている場合において、当該有資格者として職務に従事する職員に対し、一資格について月額２千円を支

給している。（有資格者であっても法令による業務に配置されない者には支給していない。） 

・具体的には産総研では多様な研究開発を行うことから、放射線取扱主任者や危険物保安監督者など安全管理に係る資格

が必要となる。こうした安全の確保は、あらゆる種類の事業の前提となる最優先事項であり、組織に働く者のみならず

周辺住民の安全保障にも関わる事柄である。 

・このため、放射線取扱主任者、危険物保安監督者等の安全管理に係る職務に従事する者に対しては、職務に関する責任

の大きさを勘案して手当を支給している。 

 

役職員の給与等に関する事項
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（参考７）その他 ○独自の手当の支給②－職責手当 

・産総研における「職責手当」は、国で支給される「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」

の合計に相当するもので、国と同様に定額で支給している。産総研の職責手当は、国の俸給の特別調整額及び

地域手当（研究員調整手当を含む）相当額であるが、総務省が実施した平成２０年度業務実績評価における調

査結果においては、国の俸給の特別調整額のみと比較されている。 

 このため、地域手当（研究員調整手当を含む）相当が加算された分、産総研の職責手当が高くなる。 

※国における「俸給の特別調整額」とは、管理又は監督の地位にある職員に支給するもので民間でいう管理職手当に相当。

職責に応じて定額で支給される。 

 ※産総研における「職責手当」は国における「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」相当額で構成

されるもので、国と同様に定額で支給される。 

 

○独自の手当の支給③－期末手当、勤勉手当 

・産総研の期末手当、業績手当の支給割合、算出方法は基本的に国と同様である。 

・ただし、産総研における業績手当（国における勤勉手当に相当する部分）の支給割合は、特に顕著な業績のあ

った研究者に対してその業績に見合う処遇を行う観点から、業績手当の支給率を最大で 500％とすることが可能

な制度となっているなど、国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）。 

・また、算出方法について、国における「管理職加算額」と「地域手当」が産総研における「職責手当」に相当

するなどにより違いが発生している。 

 

 （参考）一般職員に対する支給割合 

（単位：月） 

 

 

 

 

 

 

 

    ※勤勉手当は国、業績手当は産総研 

 

 ６月期 １２月期 

 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 

国 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 

産総研 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 

 

役職員の給与等に関する事項
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○法定外福利厚生費の見直し

レクリエーション関係経費

平成20年度に以下の見直しを実施。

– 職員旅行等のレクリエーション経費

– 職場サークルの活動補助

平成21年度に以下の見直しを実施。

– 運動施設等維持管理経費

廃止

廃止

レクリエーション関係経費以外の法定外福利厚生費

平成２２年度に以下の見直しを実施。

– 慶弔費

○法定福利厚生費

法定福利厚生費（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、児童手当
拠出金）については、国家公務員共済組合法、厚生年金法等関係法令で定められた経費
であり、負担割合に基づき適切に支出している。

国の支出対象と同様になるように
適用範囲を縮減

役職員の給与等に関する事項
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研究職員の役職等の見直し

・研究職員の役職について、以下のように整理した。

役職名 業務内容

首席研究員

〈現〉上席研究員の名称を変更。

研究ユニットの研究活動に貢献するとともに、産総研の顔として、高い研究業績をもとに
所内外において先端研究をリードする。また、国内外の学会等における知名度を活用し、
学術研究プロジェクトのリーダー等を務める。

総括研究主幹
〈現〉主幹研究員の名称を変更。

大型の研究開発プロジェクトのマネジメントや研究分野内の横断的な研究開発を主導し、
研究ユニットミッションの推進においても総括的な役割を担う。

上級主任研究員
研究グループ長（または研究ユニット長）を補佐し、研究ユニット内の中核研究テーマを推
進する。

研究主幹

安全管理、情報管理、予算管理等、コンプライアンスの観点で研究ユニット内での円滑な
運用が求められる業務に就いて、研究者の知識・経験を活用して研究ユニット経営を支
援する。

研究職員の役職等の見直しについて
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役職定年制について

・近年、事務職員の年齢構成の偏り（現在の４９～５２歳（年度末年齢）の層の職員の多さ）により、役職への配置
が停滞する状況にある。このため、中堅職員のインセンティブの向上及びその訓練のために積極的登用が必要で
あり、以下のように役職定年制を導入した。

役職定年制について

対象役職 室長代理相当職以上。

役職定年年齢
「部長相当職」が５８歳（年度末年齢）。
「室長相当職」及び「室長代理相当職」が５５歳以上（同上）。

部長相当職 部長、次長、審議役、総括企画主幹

室長相当職 室長、部総括、総括主幹、産学官連携センター副センター長

室長代理相当職 室長代理、総括主幹、グループ長、チーム長、チーム長代理、副センター長

事後のポスト
「キャリア主幹」（新設）とし、主として各事業所での業務に従事（一部は本部スタッフ業務に従
事）する。

業務内容
主として所属する部署の業務を担当し整理すると共に、これまでの見識を生かし、新たな立
場で後輩の教育、支援等を行う。

制度導入日 平成２４年９月３０日
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成果活用人材育成研修について

○目的

研究成果活用に関する幅広い知識を有する人材を育成し、研究成果の効果的な活用を推進する
こと。

○内容

基礎的知識、企業連携、知的財産、ベンチャー、標準化の五つのカテゴリーからの講義を行った。

○受講対象者

イノベーション推進本部所属のイノベーションコーディネータと連携主幹を原則必須とし、成果活用
について興味関心があり、成果活用業務に現在携わっている、もしくは将来携わる可能性がある職
員等も対象とした。

平成２３年度以降に研修受講職員が増加した理由：

平成２３年度から新たな研修として、成果活用人材育成研修が開始した。この研修は年間で１３～１４回、各回の
受講生が４０名程度であり、この研修だけで年間で延べ約６００名の職員が研修を受講した。これが、受講職員が
大幅に増加した主な理由である。

成果活用人材育成研修について
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補足資料

○契約入札に関する事項
○保有資産の管理・運用等
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（参考１）契約に係る公表
の基準の整備及び実
施状況

○ 契約に係る公表の基準については、「契約事務取扱要領」及び「委託研究規程」を国の基準と同様に改正
し、平成20年4月より実施している。

○ 上記規程類に基づき、契約に係る情報を競争入札においては国と同様の期限内（契約を締結した日の翌日
から起算して72日以内）に、随意契約においては毎月取り纏めの上、産総研ホームページにおいて公表し
ている。

（参考２）契約に係る規程
類の整備・公表状況
及び当該規程類の適
切性

○ 随意契約によることができる限度額の基準を定めた「契約事務取扱要領」を国の基準と同様に改正し、平成
20年4月より実施している。また、同基準については、産総研ホームページにおいて公表している。

○ 予定価格の作成の省略に関する取扱についても国と同様の基準とすべく「契約事務取扱要領」の改正手続
きを行い、平成21年4月から実施している。

（参考３－１）
契約の適正実施確保
のための取組状況

○ 契約事務取扱要領を改正（H20.4.1施行）し、随意契約によることができる限度額の基準を国の基準と同様
とし、真にやむを得ない随意契約以外は、競争入札又は公募による契約手続きとした。

○ 企画競争、公募を行う場合でも一般競争入札の手続きに準じ、公募内容を産総研ホームページに公告し、
公告期間を企画競争は最低22日以上、公募においても14日以上として競争性確保に努めた。また、少額
契約案件については、見積依頼から提出期限の日数ルールの明確化、見積依頼・提出用ボックス設置等
により、平成20年度から効率的に実施。

○ 随意契約による場合であっても以下のとおりより一層適正な契約となるよう実施している。
・ 真にやむを得ない随意契約を行う場合は、原則、国における「公共調達の適正化」の（競争性のない随意

契約によらざるを得ない場合）に準じて実施し、選定理由の妥当性等について調達担当者、会計チーム長
等及び契約担当職による審査を行っている。

・ 公募による随意契約を行う場合は、公募理由の妥当性等について調達担当者、会計チーム長等及び契
約担当職による審査を行い、産総研ホームページにおいて公募公告を行っている。

・ 企画競争による随意契約を行う場合は、企画競争の妥当性等について、調達担当者、会計チーム長等
及び契約担当職による審査を行い、産総研ホームページにおいて企画競争公告を行っている。
また、企画競争応募者の企画提案書の審査及び業者選定については、要求内容に適した審査項目等を
設け請求ユニットの審査委員会により審査を行っている。

・ 政府調達による契約（1,200万円以上）の場合は、全案件を契約審査委員会において審査し、政府調達の
協定に基づき適正に手続きを行っている。なお、つくばセンターにおいては、契約審査委員会に外部から
雇用している契約審査役を加えた体制で審査を実施している。

また、政府調達の協定で認められている随意契約を行う場合であっても、事前に公募により参加できる
業者が他にいないかを確認したうえで、随意契約を締結する旨 の官報公告を行っている。

入札・契約に関する事項
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（参考３－２）契約の適正実施確保のための取組状況
物品・役務・工事に係る契約においては以下のフローチャートに基づき契約方法を判断している。

○政府調達制度に該当する案件については、契約審査委員会において仕様書、契約方式、技術審査等の審査を行っている。
○契約事務の一連のプロセスは、請求部の長による決裁後、調達担当において内容を精査し、入札・公募公告の公表時、予定価格調書作成時及び契約締結時におい
て、それぞれ担当会計チーム長の決裁を受け、契約担当職（調達室長等）が最終的に決裁を行なっている。

なお、事務の専決処理に関する規定に基づき、２００万円以下の案件に限り、各研究業務推進部（室）会計チーム長等において専決処理をすることができることとして
いる。
○随意契約を行おうとする場合は、財務部、研究環境整備部又は産学官連携推進部の承認を得なければならないこととし、「公共調達の適正化について」（平成１８年
８月２５日財計第２０１７号）等に従って、随意契約を認めることが適当か否かを審査している。(産総研行政支出見直し計画 平成２１年６月１２日)

① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③ 求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

競争入札
（最低価格）

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

④ 仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約最低価格

総合評価

事業者のアイデア
や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

YES

NO
① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③ 求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

競争入札
（最低価格）

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

④ 仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約最低価格

総合評価
最低価格
総合評価

事業者のアイデア
や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

YES

NO

入札・契約に関する事項
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（参考３－３）
契約の適正実施確
保のための取組状
況

○ 監事による監査においては、特に契約実施状況について監査を実施した。随意契約の点検・見
直しが行われており、入札参加要件を緩和するなど透明性、競争性を確保するための取り組みが行
われていることを確認している。

○ 会計監査人の監査においては、購買プロセスに関する内部統制の評価がされているところ。監
事は、会計監査人から適宜報告を受けるとともに、会計監査の実施状況についても確認を行ってい
る。

○ 内部監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札および契約の適正な実施
状況の確認」、「随意契約における随意契約理由についての妥当性」に関して確認を行っており、
監事はその状況について適宜報告を受けている。

入札・契約に関する事項
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（参考４）随意契約
によらざるを得
ない契約の内訳

＜真にやむを得ない随意契約＞

入札・契約に関する事項

２３年度 24年度

件数 金額 件数 金額

法令等により特定されるもの 10 57,816 6 22,835

場所が限定され、供給者が一に限られるもの 25 194,157 20 1,087,777

公共料金 24 1,770,835 20 1,058,546

郵便料金 1 25,466 1 23,562

再販価格が維持されている 2 15,844 3 17,436

官報の印刷 1 16,059 1 20,862

個別判断 27 572,530 7 76,241

合計 90 2,652,708 58 2,307,258

＜その他個別事情による契約＞

○ 総合出張管理システムのＡＳＰ使用及び保守管理

公募（平成１５年度に複数者からの提案内容を審査し業者選定）により構築した新旅費シス

テムの継続契約を行うもの。 1件 37,233千円

○ 顧問料

研究所の運営に不可欠な訴訟等の弁護に係る業務であり、訴訟等の事案は継続的に実施

する必要があったもの。 4件 5,313千円

○ つくば中央２－２棟他内装内壁その他改修工事

当初請負者が工事を完了できないことにより、緊急に他業者と継続工事を行う必要があった

ため。 1件 28,550千円

○ つくば中央第２事業所監視・警報装置増設工事

施工業者に対しては守秘義務が規定されるため、当該工事に対応可能な者が１者であり、

競争を許さないため。 1件 5,145千円

単位（件、千円）

（四捨五入により合計値が一致しない）
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（金融資産）

産総研における金融資産は、現金・預金であり、預金保険制度により全額保護の対象となる
決済用普通預金において管理している。

ただし、平成２３年８月１日より、運営費交付金以外の資金の一部を決済用普通預金から有
利子預金への移し替えを行っている。

○【保有資産の管理・運用等】

実物資産の状況について

※ 受取利息は普通預金に組み入れ、支出予算に計上のうえ振込手数料の使途とする。 (注)単位未満四捨五入

有利子預金
（単位：千円）

銀行名 預金種別 預金額 契約利率 24年度受取利息額
※

常陽銀行 3か月定期預金 2,000,000 0.025% 500
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補足資料

内部統制に関する取組状況について
○コンプライアンスの徹底

コンプライアンスの徹底
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コンプライアンスの徹底

•特許生物寄託事業において、過去に危険度の高い可能性のある微生物を誤って受け入れていた。
•その事実が明らかとなった平成１３年以降において、当該微生物を取り扱った職員への告知がなされなかった。

特許生物寄託センターの不適切な対応（平成１１～１３年度）

経済産業省より第三者からなる調査委員会設置の指示（平成１９年１０月）

「独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターの管理体制等に関する調査委員会」設立（平成１９年１１月）
委員長：加々美 博久（西内・加々美法律事務所弁護士／現契約監視委員会委員長）
委員長代理：吉倉 廣（国立感染症研究所名誉所員）
委員：高 巌（麗澤大学国際経済学部教授）
委員：手柴 貞夫（協和発酵工業（株）技術顧問／現独法評価委員会委員／現契約監視委員会委員）

（敬称略）

１．産総研等への提言
２．寄託センター業務に関する提言
３．内部統制活動を推進するための６つの提言

(1) 寄託センターの組織的位置付け見直し
(2) 幹部会の見直し、理事の権限・責任の明確化
(3) 外部専門家の招聘

(4) 法令遵守・内部統制のための体制整備
組織内に分散化したリスク管理委員会やコンプライアンス

関係部署の諸機能を整理し、１つの部署に統合・強化すべき。 ⇒ コンプライアンス推進本部設立
(5) コミュニケーションを促すための教育研修・交流会の実施
(6) モニタリング機能の強化

調査委員会からの提言（平成２０年２月）

○コンプライアンス推進体制の確立
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１．５０万円未満の研究用消耗品等の購入についても、調達請求者
以外の者が検収を行う第三者検収制度を平成２１年２月より開始。

２．職員への会計規程遵守の徹底不足と職員の適正手続きに関する
認識不足に鑑み、会計全般に係るルール遵守を中心とする会計制
度説明会を実施。また、第三者検収制度実施にあたっては、当該制
度に関する説明会のほか、各種会議等を通じて研究ユニット長及び
職員に周知。（平成２０年１２月～平成２１年１月）

３．業者約４，１００社に対し、職員から不適切な働きかけがあった場
合、直ちに調達担当部署に連絡するよう文書による周知を平成２０
年９月及び１０月に行ったほか、新規業者にはその都度調達担当か
ら周知。

＜問題の所在＞
・５０万円未満の研究用消耗品等についての調達請求手続き及び検収手続き（納入の検査）の双方が同一の研

究者に委ねられており、研究者が研究を第一として事務手続きを軽視したこと。
・受注業者も、正式な契約変更を頻繁に行うより必要な研究用消耗品等を実質的に納入する方が手間がかから

ないため、正式な契約変更を行わなかったこと。

＜不適切な手続きの主な内容＞
・研究用消耗品等の納入後に発注等の手続きを実施
・発注とは異なる研究用消耗品等の納入等
・契約変更の手続きを行わず年度を越えて研究用消耗品等を納入等

「不適切な手続きによる支出等」に関する調査結果（平成２０年４月１８日及び７月４日）

再発防止策

再発防止強化に向けて、法令遵守・

内部統制のための体制整備

↓

コンプライアンス推進本部設立

《具体的再発防止策》 《組織的再発防止策》

コンプライアンスの徹底
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ソーシャルメディア活用ガイドライン

ガイドラインの目的
産総研の役職員等（役員、職員及び契約職員）及び産総研で業務を行う者を対象とし、Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッ

ター）やＦａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）、Ｂｌｏｇ（ブログ）に代表されるソーシャルメディアサービスのメリット
やリスクを正しく理解し、適切に活用することを目的として、平成２４年１０月にガイドラインを策定。

1. 自らの使命と責任を認識し、良識に基づいて誠実に行動しましょう

産総研憲章に定めた「自らの使命と社会への責任を認識し」、「法の精神を尊重し、高い倫理観を保ちます。」の理念に基づいて、
不特定多数が集うソーシャルメディアにおいても、自身の発言や意見表明が自身の問題だけでなく産総研の信用問題となり得るこ
とを認識したうえで行動しましょう。

2. 基本的人権、プライバシー権、肖像権、著作権等の取り扱いに注意しましょう
基本的人権、プライバシー権、肖像権、著作権などの他者の権利を侵害しないように十分に注意しましょう。

3. 個人情報及び機密情報を発信しないよう細心の注意をはらいましょう

個人情報や機密情報の発信は厳禁です。個人情報や機密情報を発信してしまった場合、社会的に大きな問題となり得ることを認識
し、個人情報、業務上知り得た機密情報を発信しないよう細心の注意をはらいましょう。

コンプライアンスの徹底
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4. 産総研との関係先に係る情報の発信にも配慮しましょう

産総研で行われている業務は多岐にわたり、それに伴い様々な関係先と連携しています。産総研自身の情報と同様に、これら
の関係先に係る情報についても、配慮することが重要です。ソーシャルメディアでは、これぐらいは問題ないだろうという安易な
気持ちでの発信が、思わぬ反響を呼ぶ場合もあることから、業務上知り得た具体的な情報、関係先が特定できる情報などにつ
いては、了解を得た上で発信しましょう。

5. 個人の発言や意見表明である場合、その旨を明示しましょう

一個人としての発言や意見表明が組織を代表としたものと受け取られかねないことに注意しましょう。また、個人アカウントのプ
ロフィール欄等に、個人としての発言等が産総研を代表するものではないことを明示しましょう。
例：このサイト（ブログ、アカウント等）に記載する内容は、所属組織を代表するものではなく、私個人の見解です。

6. 発信しようとする情報を慎重に確認しましょう

発信する情報は正確に記述し、無用の誤解を招かぬよう細心の注意が必要です。一度ネットワーク上に公開された情報は完
全には削除できないことを理解しましょう。また、匿名の発信であっても情報を総合すると発信者が特定される場合があること
を認識しましょう。

7. 誤りは率直に認め、速やかに訂正しましょう

発信した情報に誤りがあった場合は、率直に誤りを認めて、速やかに訂正しましょう。その際、訂正した事実がわかるように明
記しましょう。

8. 誠実、冷静な対応を心がけましょう

ソーシャルメディアは議論が起こりやすい場です。意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせ
たりした場合には、誠実に対応するとともに、感情的にならず、冷静な対応を心がけましょう。

9. 勤務時間中の私的発信は行わないようにしましょう
勤務時間中におけるソーシャルメディアの利用は、組織として使用しているアカウントのみとし、個人的な目的での利用（発信、
閲覧）は行わないようにしましょう。また、勤務時間外であっても、自分が社会からどう映るのかを自覚し、一般的な勤務時間に
おけるソーシャルメディアの個人的な発信は行わないようにしましょう。

コンプライアンスの徹底



272

リスクテンプレートの改訂

平成２０年１１月に作成されて３年以上経過し
たことから、平成２０年度以降に、産総研にお
けるリスク事例の発生状況を加味した見直しを
行い、平成２４年度に改訂を行った。
分析したリスク事例は、総計で２，２０８件

分割前 分割後

実験事故災害 →

不十分な安全教育

ヒューマンエラーに起因する事故災害

外部業者に起因する事故災害

施設の老朽化に起因する事故災害

その他の起因による事故災害

交通事故

＜中分類の分割の具体例＞

（リスクテンプレート（簡易版）の一部抜粋）

コンプライアンスの徹底

（平成２４年度）

産総研リスクテンプレート：各部署が産総
研に存在するリスクを洗い出し、分類す
る際の参考となる。
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リスク管理体制

コンプライアンスの徹底

理事長

コンプライアンス推進本部
リスク管理委員会

外部委員含む

リスク管理方針の提案等 リスク管理方針の決定

助言

取組み状況・自己評価の報告 フィードバック（取組みの公開・意見交換等）

「部門等」
（リスク管理及び危機対策に関する規程第２条）

研究推進組織
事業組織
本部組織

部（本部内の部）

ダイバーシティ推進室
イノベーションスクール
等

「部門等」の長＝リスク管理責任者
+

リスク管理担当者

各「部門等」のリスク管理方針の決定

各「部門等」による個別管理

委員長が適宜召集

設置
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「部門等」

リスク管理責任者
リスク管理[総括]担当者

所属スタッフ

危機対策体制

コンプライアンス推進本部

AIST全体

報告

発生報告 総合調整・経過管理

危機対策チーム

報告 対応の指示・連絡

理事長

報告
予防策の提案 指示

タスクフォース
または 緊急対策マネージャー

指名

（リスク管理及び危機対策
に関する規程第２条）

危機対策に関わる階層と責任の継承順

継承順 理事長

１ 副理事長

２ 理事（コンプライアンス推進副本部長）

３ 理事（総務本部長）

４ 理事（企画本部長）

５ 業務を掌握する部門等の担当理事

危機対策チーム構成員

副理事長

理事（コンプライアンス推進副本部長）

理事（総務本部長）

ほか（理事長または上記構成員が特に必要と認める者）

コンプライアンスの徹底

重大な危機対策が必要な場合に設置

指名・委嘱
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リスク管理のＰＤＣＡの実行（１）

部門等の９割以上が
Ａ又はＢの自己評価
を下している

11 70

8

全所横断的目標に対する自己評価（平成２４年７月～１２月、全８９部門等）

割合

8 73

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コンプライアンス意識の醸成

コミュニケーションの円滑化

A：極めて満足できるレベル

B：満足できるレベル

C：満足できるレベルではなく、

今後さらなる努力が必要

D：不満足なレベル

E：その他（評価なし等）

コンプライアンスの徹底
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リスク管理のＰＤＣＡの実行（２）

部門等における自主的な重点化課題の項目内訳と課題に対する自己評価
（平成２４年７月～１２月、８９部門等、２３７課題）

どの項目でもＢ評価が大半をしめた。日常業務で意識する内容を含む項目が多く設定され、注意
点や改善点に気づきやすく、その分ＣとD評価の割合が高くなっている傾向がある。

コンプライアンスの徹底

部門等の重点化課題の項目数

ヒューマン
リソース（31件）

組織ガバナ
ンス（3件）

資金・資産
管理（20件）

業務プロセス
（50件）

コンプ
ライアンス
（27件）

成果・情報
管理（48件）

環境安全
衛生（46件）

外部環境
（5件）

評判（7件）

部門等の重点化課題の自己評価

組織ガバナンス

ヒューマンリソース

資産・資金管理

業務プロセス

コンプライアンス

成果・情報管理

環境安全衛生

外部環境

評判

0 20 40 60

A評価

B評価

C評価

D評価

E評価

件数
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A) リスク管理モニタリングの実施（平成２４年度）
地域センター ：２ヶ所
研究ユニット：２１研究ユニット

B) 研究ユニット活動総括・提言委員会において各研究ユ
ニットのコンプライアンス等への取り組み状況報告
（平成２４年度）

研究ユニット ：１０研究ユニット

その他リスク管理の取り組み

部門等へのモニタリングを通して得
られた、リスク管理に役立つ取り組
み例をイントラで紹介

コンプライアンスの徹底

平成23年度よりリスク管理活動評価
票から参考となる「取り組み事例」
および「教訓となる事例」を整理・
抽出しイントラで紹介

～リスク管理における取り
組み事例～

（平成24 年下期）

各リスク管理責任者から提出
されたリスク管理活動評価票
の重点化課題に記載されたも
のを中心に参考となる取り組
み事例を紹介し、今後のリス
ク管理活動へ活用されるため
に公表。

～リスク管理において教訓と
なる事例～

（平成24 年下期）

各リスク管理責任者から提出さ
れたリスク管理活動評価票に
記載された中から教訓となる事
例を紹介し、今後のリスク管理
活動の参考として活用されるた
めに公表。
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監事監査の実施に当たっては、研究所の事業の適正かつ能率的な運営を確保することを目的として、研究
所の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握するため、業務監査及び会計監査を実
施した。
理事会その他の重要な会議等へ出席し、研究所の意思決定プロセスの適正性等について調査を行い、また
、理事及び関係部署の管理者等から職務の執行状況等を聴取することにより、研究所の組織及び制度全般
の運営について調査を行った。
財務諸表等の監査を実施すると共に、会計監査人からの監査結果報告及び説明を受け、財務諸表等の適
否を判断した。

平成24事業年度に係る監事監査の実施状況について

監査時期 監査区分・対象 監査事項等

①平成24年4月～25年3月 業務監査、会計監査
事業組織、研究推進組
織（地域センター含む）

• 人事制度、人材マネジメント等に係る意見交換
• 研究推進組織、事業組織の業務及び組織運営に係る実態調査、

意見交換
• コンプライアンスの啓発、意見交換
• 保有資産に係る実態調査、意見交換
• 契約の状況(一者応札、随意契約)及び資産の有効活用に係る実

態調査、意見交換
②平成24年6月～24年12月 会計監査

財務部
• 契約の状況(一者応札、随意契約)に係る実態調査、意見交換

③平成24年6月～25年2月 業務監査
評価部、研究推進組織

• 研究ユニット評価委員会及び地域活性化活動評価委員会に参加
• 評価に係る実態調査、意見交換

④平成24年9月～25年1月 業務監査
地域センター

• 地域センター本格研究ワークショップに参加
• 成果普及及び産学官連携等に係る実態調査

平成24事業年度に係る監事監査の実施状況

コンプライアンスの徹底
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内部監査

①業務の有効性及び効率性、②事業活動に係わる法令等の遵守、③資産の保全、④財
務報告書等の信頼性 の実現のために、各業務が適正かつ効率的に機能しているかにつ
いて監査を実施

平成24年度は、36部門等に対して内部監査を実施。また、内部監査の一環として、全
部門等（90部門等）を対象に、CSA（コントロール・セルフ・アセスメント）方式の監査を
実施。

※CSA：業務プロセスの責任者が、業務のリスクとコントロールの有効を自己評価を行うことによ
り、内部統制の改善・強化及び理解増進を図る監査手法。

内部監査テーマ

1. 横断テーマ：①労働時間の記録状況・管理状況、②物品等の管理状況について

2. 個別テーマ：①技術研究組合への対応状況、②総務本部長及び管理監等による労働
時間管理、③契約職員単価の確認業務、④外国送金業務について

3. ＣＳＡ(コントロール・セルフ・アセスメント)： ①ソフトウェア等の管理、②安全保障輸出
管理、③施設・設備等資産の管理、④随意契約見直しに関する取組み

4. フォローアップテーマ：過年度の指摘事項等に対する被監査部門における対応状況の
把握等

コンプライアンスの徹底
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補足資料

○計量法に基づく人材育成業務、検査・試験業務
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計量法に基づく人材育成業務、検査・試験業務

（１）計量研修

計量研修センターの位置づけ（計量法１６６条）と教習・講習・研修の実施

教習・講習・研修の参加人数の推移

計量法第166条
①計量士の養成
②計量公務員、指定機関職員の教育訓練

計量法第166条
①計量士の養成
②計量公務員、指定機関職員の教育訓練

①計量教習（11課程）301名受講
②計量講習（3課程） 347名受講
③計量研修（3課程）134名受講

①計量教習（11課程）301名受講
②計量講習（3課程） 347名受講
③計量研修（3課程）134名受講 H24実績

実施

※計量教習、計量講習、計量研修の内訳

計量教習：一般計量教習、一般計量特別教習、環境
計量特別教習（濃度）、環境計量特別教習
（騒音・振動）、短期計量教習、都道府県
特定市新任所長教習、都道府県特定市幹部
職員教習、都道府県特定市新任計量職員教
習、指定製造事業者制度教習、環境計量証
明事業制度教習、都道府県・特定市計量行
政新人教習、その他(はかり教習等)

計量講習：環境計量講習（濃度）、環境計量講習
（騒音・振動）、特定計量証明事業管理者
講習

計量研修：その他研修
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（２）計量器の検査・試験
検定、検査業務の概要

経済産業大臣から委任される計量法に基づく型式承認及び試験並びに基準器検査を適切に実施する。

・ 型式承認（計量法168条の2第5号）：計量届出製造事業者より提出された特定計量器注1）の基本性能、

耐久性及び電気的試験等の構造に係る試験を行い、適否を判定する。

・ 基準器検査（計量法168条の2第6号）：産総研が所有する標準器等を用いて、申請者注2）が保有する基

準器注3）の構造及び器差検査を行う。
注1）取引・証明に使用される計量器（水道メーター、ガスメーター等）

注2）特定計量器の検定を行う機関、特定計量器の製造・修理を行う事業者等

注3）特定計量器の基準となる計量器

○ 検査・検定業務のつくばセンター集約による効率化
背景：独立行政法人化（H13.4.1）以降の法定計量業務は、つくば及び関西センターとで業務が重複しない
ように実施しており定常状態にある。今後は、昨今の情報・通信（スマートメーター）又はエネルギー分野等
における新技術についても対応が求められる。さらに、グローバルな法定計量システムの整備についても
急務である。

① 管理コストの低減 ⇒ 研究室の統合、受付業務の集約

② 法定計量業務（国際化を含めた）の次の展開への対応 ⇒ 職員一丸となった対応及び人材育成に
大きな期待

③ 場所、機器の効率化 ⇒ EMC試験装置及び一部の質量測定器などの重複機器の整理

○ サービスの多様化による質の向上

① 計量教習及び研修の定期的な開講 ② 相談窓口機能の充実 ③ 産業技術連携推進会議（産技連）
等を通じた産学官連携の強化 ④講演会、計測クラブ活動等、計量標準全体としてのサービスの向上

計量法に基づく人材育成業務、検査・試験業務
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（２）計量器の検査・試験（続き）

○実績

・過去１０年間の実施実績（検査個数）は右図のとおり。

○効率性向上に関する取り組み

・ISO/IEC17025マネジメントシステム等により、信頼

性の確保を図るとともに、マニュアルによる定型化を

行い効率化に取り組んでいる。

（３）立入検査

立入検査の概要

計量法に規定される事業者等の工場、事業所等に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械

若しくは装置、帳簿、書類等を検査し、関係者に質問する。（計量法第148条第1項及び第2項）

○実績

・「経済産業大臣は必要があると認めるとき」（計量法第168条の3）に限られるため、独法化以降、平成

17年度に１件あるのみ。

計量法に基づく人材育成業務、検査・試験業務


