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（１）産総研の認知度を高める取り組み 
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産総研の看板 

戦略的融合研究（STAR）事業 

科学的・技術的に特に優れており、大規模な産学官プロジェクトに成長し、社会
的・経済的に大きなインパクトが期待できる研究課題を選定。 

産総研の「看板」である、グリーン・テクノロジーとライフ・テクノロジーで我が国産
業界をリードする研究開発とスター研究者の輩出。 

産総研の「看板」とその具体化（AIST-STAR事業） 
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『革新的創薬推進エンジン開発プログラム』 
PD: 湯元 昇 
（理事（ライフサイエンス分野担当）） 

LEAD: Leading Engine program for Accelerating Drug 
discovery 

難治性疾患の創薬は人類共通の宿願。これまでの古典的探索（絨毯爆撃）
から脱却し、短時間、低コスト、高成功率な、スマート創薬プロセスが課題解
決の鍵となる。 
 
・がん等を含む難治性疾患に対する創薬プロセスのボトルネックを解消し、
新薬開発の効率とスループットを高める技術、個別化 医療に対応する技
術、糖鎖マーカーによる疾患の定量的評価技術の開発を目指す。 

・産総研が誇る世界No.1の創薬最適化技術、ゲノム情報解析技術、世界
Only Oneの糖鎖マーカーによる疾患の定量評価技術に加えて、先端研究
機関の人材、技術等を結集して開発を行う。 

・事業終了後(2016年)には、がん等の新薬開発の時間、コスト等を1/2に削
減する創薬プロセスの提案、がん等への糖鎖マーカーの定量的指標の提
供を行う。これらの成果により、当該研究開発分野で世界をリードする大
規模国家プロジェクトに発展させる。 

・がん等の克服に必要な創薬分野で、1新薬あたり250億円以上のコスト削
減、抗がん剤等の開発の加速化などが期待される。 

目標 

研究概要 

探索 
研究 

スクリーニ
ング 

最適化 

前臨床
試験 

臨床試験 

承認申請 

創
薬
プ
ロ
セ
ス 

探索への 
ゲノム情報活用 

促進技術 

マーカーによる 
疾患の定量的 
評価技術 

IT、計測、ﾛﾎﾞｯﾄ 
技術による 
最適化技術 

糖タンパク質の 
新規創薬標的化 

産総研・創薬加速プラットフォーム 

創
薬
プ
ロ
セ
ス 

・新薬開発効率を  
 ２倍以上に 
 
→1新薬あたり 
   250億円以上の 
   コスト削減 
 
 
・糖鎖マーカーによ
る疾患の定量的評
価 
 
→患者の体質に合っ  
  た、抗がん剤等の 
  開発の加速化 

現状 
 

新薬誕生まで 
 

×低成功率 
2万5千分の1 

 
×長期間 

9年〜17年 
 

×高コスト 
>500億円 

概念図 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

創薬開発の効
率化・ハイス
ループット化 

糖鎖創薬 

ゲノム情報を
活用した医療
技術 

  

創薬開発効率を2倍化 スループットを3倍化 

疾患の定量的 
評価技術の開発 

疾患細胞標的化技術の開発 

ゲノム情報の医療利用を 
促進する情報処理技術開発 

ゲノム情報高速検索 
技術の開発 

ロードマップ 

AIST-STAR事業：LEAD 
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『高電力効率大規模データ処理イニシアチブ』 
IMPULSE: Initiative for Most Power-efficient  
Ultra-Large-Scale data Exploration 

PD:  金山 敏彦 
（理事（情報通信・エレクトロニクス分野担当）） 

研究概要 

目標 
• 本事業（3年間）で革新的技術の有効性を見極めて全く新しいコンセプトを

構築。国家プロジェクトや企業との共同研究に展開して、2030年に実用化。 

• 大規模データ処理技術の研究開発で世界をリードすることにより、幅広い
IT機器で世界を凌駕する技術力を創出。 

大規模データ活用はあらゆる社会課題解決の鍵。2030年のデータセンターに求
められる、超省電力かつ超高性能な革新的データ処理の研究開発を先導し、指
数関数的増加が続く大規模データを蓄積・解析し活用する技術で、世界の先頭
に立つ。 
 
産総研は、超省電力・超高性能データセンターの構成に必要な要素技術（メモリ、
ロジック、ネットワーク、アーキテクチャ）について、世界に誇る最先端技術を蓄積
している。これらを糾合して2030年に至る道程を描く。 
 産総研が世界をリードする不揮発メモリでは、電圧制御メモリ技術を確立し、

超高速・超低消費電力化のブレークスルーを実現。 

 世界最先端のシリコンフォトニクス技術を活用し、大規模データセンターに
フォーカスした高集積化・波長多重化光ネットワークを実現。 

概念図 

2013 - 2015 2020 2030 

実開発 事業化開発 事業化 要素技術の見極め 

省電力・不揮発メモリ
開発 

す
べ

て
の

IT
 

機
器

へ
の

波
及

 

新材料省電力ロジック
開発 

超集中型アーキテクチャ
開発 

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

2030 

国プロ・ 
産学官 
共同研究 

光ネットワークの高密度・
多重化 

大規模デバイス 
シミュレーション開発 

ビッグデータ HPC 

高性能サーバ 
モジュール 

省電力・高速 
ネットワーク 

省電力・大容量 
ストレージ HDDストレージ 

光ネットワーク 

・・・ 

ストレージクラスメモリ（不揮発メモリ） 

超集中型データ処理のためのアーキテクチャ 

・・・ 

省電力 
ロジック 

不揮発メモリ 不揮発メモリ 

省電力 
ロジック 

チップ間光配線型 3次元実装型 

ロードマップ 

AIST-STAR事業：IMPULSE 
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（２）産業・社会のニーズに応えるための取り組み 
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①産総研の利便性向上～研究施設の利用促進～ 

半導体領域の早い技術進歩 
スピードに合わせ、産業化に 
つながる先進的な研究開発を 
行うには、高付加価値を提供 
できる施設インフラや最先端 
設備を、可能な限りフル活用 
できる環境が必須。 
 
〇企業からの声： 
 

 

→ 研究用クリーンルームの24時間稼働化により、研究・事業
化スピードの加速化という企業ニーズへの対応と、ランニン
グコストの効率的な活用を図る。 

先端施設・設備のさらなる活用のための環境整備 

１．利用約款に基づいた申請・回答ベースの簡便な利用
手続き 

２．利用により発生した知的財産権は原則として利用者
に帰属 

３．明瞭な秘密情報管理ルールの遵守 

４．単価表ベースによる利用料金で、利用コストの見通
しが容易 

○制度のポイント： 

企業等の研究開発や関連する事業活動の一層の促進と、
産総研のオープンイノベーションハブ機能の強化による産
総研研究成果の一層の普及を目指し、スーパークリーン
ルーム（ＳＣＲ）等の産総研が所有する共用施設・設備群を
外部の方が利用できるようにした（平成25年12月）。 

共用施設等利用制度を整備 クリーンルームの24時間稼働化 

・スーパークリーンルーム（3000㎡、平成25年5月～） 

・パワエレ試作拠点のクリーンルーム（1500㎡、平成26年4月～） 

○24時間稼働に対応する施設： 
○制度の利用実績（平成26年5月26日現在）： 
外部からの問い合わせ： ３９件 
 うち、利用開始・手続き中：１４件（９企業、３大学、１独法、1公設試） 

「共同研究でSCRに設置している自社保有装置を自分達で運転したい。」（A社） 
「利用者を拡大して、装置稼働率を上げて利用単価を下げてもらいたい。」（ B社） 
「デバイス供給を加速し、アプリケーション開発での競争優位性を早く築きたい。」（C社） 



出資業務の追加 

②新事業への展開（１／３） 

 研究開発力強化法の改正（平成25年12月13日公布、出資業務は平成26年4月1日施行） 
 

 中期計画等の変更 
 研究開発成果を活用しようとする者への出資による実用化支援 ：研究開発の成果の実
用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、産総研の研究開発の成果を事業
活動において活用しようとする者に対し、出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技
術的援助の業務を行う。 

 

 所内に「出資制度検討委員会」を設置、出資業務の実施方針や規程・要領等を整備 
 出資業務の実施方針 

 出資する資産：施設･装置や知的財産権（国内外の特許権、実用新案権、意匠 
         権及び商標権） 

 出資先想定企業：産総研技術移転ベンチャー企業、共同研究で得た成果を事業 
            化する中小・ベンチャー企業、技術研究組合から組織変更し、 
           研究成果の事業化を目指す企業 等 

 規程類・要領等の制定・改正 
 新規制定：出資業務規程、出資審査委員会運営要領、株式処分審査委員会運

営要領 
 改正：知的財産権の実施許諾及び譲渡に関する規程、会計規程等 

 

 出資候補企業を選定 
 成長が見込まれる産総研技術移転ベンチャーのうちから、AIST-HOST（※）で具体的な対
象企業（複数社）を絞り込み、調査実施。 

9 
※技術移転にかかわるハンズオン支援を一揆貫通で実施するチーム。（AIST HOST：AIST Hands-On Support Team） 



出資と事業ステージとの関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産総研、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）、埼玉県が「先端産業の育成
に関する協定」を締結 

 先端産業へ参入する中堅・中小・ベンチャー企業を連携して支援 

10 

②新事業への展開（２／３） 
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社会、産業界からの声を聞く意見交換会 ~AISTアカデメイア~ 
企業経営者、大学学長、著名研究者等の各界の有識者を招聘し、自由な意見交
換を行う懇談会を、「AISTアカデメイア」として創設。 

平成２５年は計１１回実施。 
主要な意見は以下のとおり。 

【使命と可能性】国に必要とされて支援されていることを認識すべき。総合力で
基本技術の想像を行い、国と企業の要望に答える。 

【強みと弱み】  多様な分野の総合力・インフラレベルの高さ・産学官に強みが
 有り、国際化・広報、社会と政府の要望のずれに弱み。 

②新事業への展開（３／３） 
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（３）ガバナンスの強化に関する取り組み 

12 
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 発生可能性（緊急度）やインパクトの大きさを勘案したリスクマップの作成 
 経営層メンバーの責任分担による危機予防体制の構築 
 研究ミスコンダクト防止の強化へ向けた取り組み 
 「監査室」をコンプライアンス推進本部から理事長直下の組織として再配置 

 TIAおよび福島拠点の機動的運営と産
業創成・振興への貢献 

 組織ラインの関係調整（分野、ユニット） 
 施設の老朽化対策 

 主要な連携先機関の事業中断リスクへ
の対応 

 所内人材のダイバーシティ拡充 
 研究ミスコンダクトの防止と対策 

 筑波研究学園都市の存在感の発揮（他
独法との連携） 

 高年令人材の活用方策と意欲喚起 
 職員の健康維持（メンタル、フィジカル） 

 研究人材のキャリア設計と展開 
 職員・来訪者の事故予防と対策 

【緊急度：小、重要度：大】 【緊急度：大、重要度：大】 

【緊急度：大、重要度：小】 【緊急度：小、重要度：小】 

赤字： 「研究戦略」 に係るリスク要因 
青地： 「組織体制・運営」 に係るリスク要因 
黒字： 「業務遂行」 に係るリスク要因 

 リスクマップの例 

ガバナンスの強化に関する取り組み（１／３） 
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予算配分と評価（ＰＤＣＡサイクルのチェック） 

① 外部専門家を含む委員会。研究計画の妥当性、得られた
成果の適切性及び研究実施体制を評価。（研究ユニット
評価委員会） 

② ①の結果等に基づき、内部委員により今後の研究、組織
の方向性を提言。（活動総括・提言委員会） 

中期計画に沿った研究戦略に基づき、研究予算を配分 

• 運営費交付金より本部事業経費（１割）と、研究基盤経費・光熱水料
（１割）、人件費（５割）を差し引いた額を、研究費（３割）として確保 

• 当該年度の外部資金獲得額等に基づくインセンティブ予算を例年の
状況を勘案し確保 

• 戦略予算は当該事業中の研究実施状況を踏まえ確保 

外部資金獲得額 
に応じた配分 

理事長のトップ 
マネージメント ベース配分 

研究分野予算 研究ユニット予算 
（研究代表者） 

ガバナンスの強化に関する取り組み（２／３） 

研究職員数に加え、「知的
財産額」及び「評価部によ
る研究ユニット評価の結
果」を新たに考慮 

• 配分の仕方
は分野研究
統括が判断 

産総研の評価システム 

 予算編成プロセスを見直し 

 「知財収入額」及び「研究ユニット評価の結果」を加味し、各研究分野へ予
算を配賦 
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ガバナンスの強化に関する取り組み（３／３） 

理事会規程の見直し 

一層の明確化と適正化を図る観点から、現行の産総研理事会規程を以下のとおり
改正。 

① 理事会の開催要件として定足数を規定。 
② 理事長の審議事項の決定プロセスとして、理事会の審議結果を勘案するこ

とを規定。但し、理事長は、理事会の審議結果に拘束されることはない。 
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（４）組織 

16 
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福島再生可能エネルギー研究所の設立・開所 

 「東日本大震災からの復興の基本方針」等を受け、平成２５年１０月１日に「福島再生可能エ
ネルギー研究所」を設置。平成２６年４月１日に開所。 

 ミッション：世界に開かれた再生可能エネルギー研究開発の推進、産業集積と復興への貢献、
再生可能エネルギー利用と省エネルギーの実践、再生可能エネルギー関連人材の育成。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 被災地企業のシーズ支援プログラム 
 産総研再生可能エネルギー研究開発拠点を活用し、被災３県に所在する企業が開発し
た再生可能エネルギーに関連したシーズの性能を評価・育成。その成果を当該企業へ
フィードバックし、被災地域における新たな産業の創出を支援。 

 平成２５年度は１１件を実施。 

本研究所で取り組む技術開発

研究本館

実験別棟

実証試験区画

福島再生可能エネルギー研究所完成図

再生可能エネルギー
ネットワーク実証

・エネルギー貯蔵機能を有する再生可能
エネルギーネットワークのエネルギーマ
ネージメント

地球熱の適正化技術
・地球熱（地熱・地中熱）のポテンシャル
マップ作成

・地中熱利用システムの開発実証

風力発電の
高度化技術

・高度サイトアセスメント手法
の開発評価

次世代太陽光モ
ジュール量産技術
評価・標準化技術
・厚さ100μ以下のウェーハを用

いた低価格・軽量の太陽電池
モジュールの量産開発

・モジュール性能の実証評価

エネルギー貯蔵・利用
技術

・太陽光、風力等、時間変動する再生可能エネ
ルギーからの水素製造及びその液体燃料化

・熱電併給による高効率エネルギー回生
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糖タンパク質や糖鎖に基盤をおく創薬技術開発を推進するため、糖鎖創薬技術研究センターを新設。 （つくばセンター） 

糖鎖医工学研究センター【 H26.3.31廃止】 糖鎖創薬技術研究センター【H26.4.1設立】 

高度な診断・医療を目指したゲノム情報解析技術、ならびに効率的な物質生産を目指したゲノム設計技術を開発する
ため、ゲノム情報研究センターを新設。 （臨海副都心センター） 

※研究ユニット長に米国サン フォード・バーナム    医学研究所  福田道子  教授を招聘。 

※研究ユニット長に生命情報工学研究センター    Paul Horton  総括研究主幹を起用。 

重希土類を用いない高性能永久磁石の開発、低鉄損軟磁性材料の開発、磁気冷凍材料を用いたフロン類ガスが不要な冷凍シス
テム構築のため、グリーン磁性材料研究センターを新設。（中部センター） 

2011年東北地方太平洋沖地震後の社会ニーズの増大に対応し、地質学に基づく地震・火山・長期地質変動の研究を
強化するため、活断層・火山研究部門を新設。（つくばセンター） 

生命情報工学研究センター【H26.3.31廃止】 ゲノム情報研究センター【 H26.4.1設立】 

先進製造プロセス研究部門の一部 
サステナブルマテリアル研究部門の一部 グリーン磁性材料研究センター【 H26.4.1設立】 

活断層･地震研究センター 
地質情報研究部門の一部 活断層・火山研究部門【 H26.4.1設立】 

地
質 

ナ
ノ
・材
料
・製
造 

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス 

再生可能エネルギーの研究において、世界に開かれた技術開発を進め、産業集積と復興に貢献するため、再生可能エネルギー
研究センターを新設。（福島再生可能エネルギー研究所） 

再生可能エネルギー研究センター【H25.10.1設立】 

環
境
・エ
ネ 

研究ユニットの機動的な見直し 
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（５）人材活用 
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（単位：人） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 

受
入 

企業から 1,507 1,745 1,774 

大学から 2,045 2,063 1,852 

その他法人から 890 904 972 

ポスドク 318 274 259 

技術研究組合 507 609 633 

派
遣 

役員兼業 32 29 25 

民間、大学、公設試等への出向 12 10 12 

連携大学院、客員教員委嘱 336 344 334 

年度別合計 5,647 5,978 5,861 

産総研リサーチアシスタント制度 
技術研修員（大学院生）の内、優れた研究開発能力を持ち、自律的に年間を通して産
総研の研究開発プロジェクトの業務に従事出来るものを雇用する制度。 

産総研が行う研究開発プロジェクトにおいて優秀な学生の参画を促進し、研究開発活
動の水準のさらなる向上を図るため、新たに本制度を創設（平成２６年４月１日から運
用開始）。 

福島再生可能エネルギー研究所においては、本制度を活用し、被災地の復興・再生
を担うことが期待されている再生可能エネルギー産業で活躍できる人材の育成を行う。 

《参考》研究人材
の受入・派遣状況 



21 

（６）国の政策への貢献 

21 



 国の政策への貢献 
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技術研究組合への参画 
平成25年度は新たに4の技術研究組合に参画（従前から参画している19の技術研
究組合と合わせて合計で23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 
 8のプロジェクトのリーダーを産総研研究員が担当 
 18の技術研究組合の理事、専務理事等に就任 
今年度より新たに参画した技術研究組合 

技術研究組合名（略称） 概要 
技術研究組合国際廃炉
研究開発機構（IRID） 

燃料デブリ取り出し準備に係る研究開発、放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発ならび
に使用済燃料プール燃料取り出しに係る研究開発を行い、廃止措置の加速化を図る。 

次世代バイオ医薬品製
造技術研究組合（MAB） 

我が国のバイオ医薬品製造に関わる企業・大学・公的研究機関を結集し、複雑で多機能な
バイオ医薬品（抗体医薬）を国際基準に適合して製造する高度・高効率な次世代の製造技
術開発を行う。 

未利用熱エネルギー革
新的活用技術研究組合
（TherMAT） 

運輸等の分野において、利用されることなく環境中に排出されている膨大な量の熱エネル
ギーを削減・回収・利用する要素技術を革新し、システムとして確立することで省エネ・省
CO2を促進し、それにより国際競争力の向上を行う。産総研研究員がPJを担当。 

新構造材料技術研究組
合（ISMA） 

自動車を中心とした輸送機器の抜本的な軽量化（半減）に向けて、開発した材料等を適材
適所に使用するために必要な革新的接合技術の開発や、鉄鋼、非鉄、炭素繊維強化樹脂
（CFRP）等の輸送機器の主要な構造材料の高強度化等に係る技術開発を一体的に推進。 

上記のほか、内閣府FIRSTプログラム、経済産業省「未来開拓研究プロジェクト」等、国の政策へ多く貢献。 

※なお、平成２６年度には新たに「自動車用内燃機関技術研究組合（ＡＩＣＥ）」及び技術研究組合次世代３Ｄ積層造
形技術総合開発機構（TRAFAM)に加入した。 
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（７）「独立行政法人の事務・事業の見直しの 
基本方針」等を踏まえた取り組み 



「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   

       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） 

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 

24 

「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 

○借上宿舎規程を改正（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 

○瀬戸サイトについては、平成２６年３月に国庫納付を完了。 



「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   

○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 

25 

○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
等を加え、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 

       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） 

「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   



《参考》 
「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関す
る勧告の方向性について」（平成21年12月9日）を踏
まえた主な取り組み 

人材の確保・育成のための取組の強化 
産総研イノベーションスクールにおいて、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 
 
地域センター等の見直し 
地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発と技術
支援・人材育成の強化 
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（８）参考資料 
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産総研の概要 

■２０１４年度予算総額 ７７２．３億円（当初予算） 

  運営費交付金     ６２４．４億円 

  自己収入        １４７．９億円 

■常勤職員数       ２，９２９名（平成２６年４月１日現在） 

  研究職員数      ２，２６１名 

  事務職員数        ６６８名 
東北センター 

臨海副都心センター 
中部センター 

中国センター 

関西センター 

四国センター 

北海道センター 

（つくば本部） 
つくばセンター 

九州センター 

予算・人員 

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

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

目的 

福島再生可能エネルギー
研究所 

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

さらに、再生可能エネルギーに関する世界に開
かれた研究開発を推進する新拠点として、平成
２６年４月に福島県郡山市に福島再生可能エネ
ルギー研究所を開所。 

研究拠点 
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平成２５年度収入概要（１／２） 
 

平成24年度(903.7億円)   →   平成25年度(940.4億円) 

主な収入源として、運営費交付金591.1億円、自己収入235.4億円 

平成２５年度収入額 
940.4億円 

運営費交付金 
591.1億円 

施設整備費補助金 
113.8億円 

自己収入 
235.4億円 

※平成２５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。 

一般会計 ：  582.1億円 
復興特会 ：      9.0億円 

・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 

・運営費交付金： 591.1億円 
 （うち復興特会）：9.0億円 
・施設整備費補助金：113.8億円 
・自己収入：235.4億円 
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平成２５年度収入概要（２／２） 

主な収入項目として、受託収入131.9億円、共同研究収入34.3億円 

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 

６６．７億円 

文部科学省からの 
受託収入 
１３．２億円 

環境省他からの 
受託収入 
４．０億円 

国、民間企業以外 
からの受託収入 ５６．０億円 

外部グラント５．８億円 

民間企業からの 
受託収入８．１億円 

民間企業からの共同 
研究収入 ３１．０億円 

経済産業省からの受託収入 
５０．４億円 

平成２５年度自己収入額  
235.4億円 

※平成２５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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平成2４年度自己収入額： 228.9 億円 
  運営費交付金（うち補正△22.5億円）： 578.3 億円 

※平成２５年度収入額は決算確定前暫定額 

平成25年度自己収入額：235.4 億円 
  運営費交付金(当初)： 591.1 億円 

自己収入の割合（平成24年度） 自己収入の割合（平成25年度） 

自己収入 
27.6% 

運営費交付金 
72.4% 

自己収入 
28.4% 

運営費交付金 
71.6% 

自己収入 

運営費交付金 

28.5% 

71.5% 

31 

自己収入について 
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＜民間企業等との共同研究の状況＞ 

＜大学等との共同研究の状況＞ 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

件数 1,692 1,659 1,811 1,906 1,657 

うち海外機関数 10 9 9 14 13 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

件数 1,325 1,311 1,311 1,354 1,412 

うち海外機関数 103 112 119 117 129 

  産業界、大学等など多様なセクターとの共同研究の状況 
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● 役員 ………………………………14 名（14名） 
● 研究職員………………………2,261名（ 2,281名） 
   ［ うち任期付］ ［311名（ 271名） ］ 
   ［ うち外国籍］ ［  88 名（80名）］ 
   ［ うち女性］   ［201 名（192名）］ 
● 事務職員 ……………………….668 名（657名） 
                       職員合計 2,929名（2,938名） 
 

 
 

人員構成 

（平成26年4月1日現在） 
※括弧内は平成25 年4月1日現在 

● 招聘研究員 …………………….151名（156名） 
● ポスドク …………………………232 名（259名） 
● テクニカルスタッフ ……………1,580 名（1,602名） 
 
 

研究分野別の研究職員構成 
（平成26年4月1日現在） 

環境・エネルギー 
分野 
24% 

ライフサイエンス 
分野 
18% 

情報通信・エレ 
クトロニクス分野 

17% 

ナノテクノロジー・ 
材料・製造分野 

15% 

計測・計量標準 
分野 
16% 

地質分野 
10% 

常勤職員数の変遷 

  H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY H26FY 
研究職員 2,505 2,487 2,408 2,348 2,365 2,337 2,288 2,281 2,261 
事務職員 704 704 695 690 690 683 661 657 668 
合計 3,209 3,191 3,103 3,038 3,055 3,020 2,949 2,938 2,929 

（単位：人） 
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