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

     １．地域活性化の中核としての機能強化 
        ２．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備 
        ３．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築 
        ４．研究開発成果の社会への普及 
        ５．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
          に係る指標の達成状況 
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産総研は、イノベ－ションに関わる多様な人材や組織・機関（大学・産業界・行政など）の結節点を担う 

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

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

総合性（幅広いＲ＆Ｄ分野） 

拠点性（大規模な施設・設備） 

組織性（研究マネジメント） 

産総研による結節 

産学官が結集して 
研究・技術評価・標準化 
を行うために 

産総研の「人」「場」を活用 

オープンイノベーションハブ機能の強化 

持続的発展 
可能な社会 

発見・萌芽 死の谷 実現・産業化 

産業・社会
への貢献 

企 業     大 学  
産総研の「本格研究」 

イノベーション創出に向けた基本的考え方 
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項 

 
  １．地域活性化の中核としての機能強化 
 
   （１）地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進 
   （２）中小企業への技術支援・人材育成の強化 
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地域ニーズや地域特性に応じた地域センターの重点化分野で、最高レベルの研究開発
成果の創出と地域企業への橋渡しを実施。２５年度の主な取り組みは、次の通り。 

   地域活性化の中核としての機能強化 

☆地域経済に貢献する最高水準の研究開発 
地域毎の重点技術分野を強化。加えて、つくば及び地域センター間で連携して技術を強化。 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

①地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発 

   ②中小企業への技術支援・人材育成の強化 

☆産業技術連携推進会議地域部会等を通じた中小企業への技術支援 
中小企業訪問による技術課題の解決に向けたアドバイス（巡回技術相談）と地域ニーズ研究会等を実
施。 

☆共同研究を通じた中小企業への技術支援 
中小企業と共同で外部資金プロジェクトの獲得（サポイン、A-Stepなど）やグローバル展開を支援。 
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   地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（1/5） 

～ 地域センターの重点分野と研究開発成果 ～ 
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○ 太陽電池封止材を改良し、長期

間劣化が生じない薄膜太陽電池
を開発（従来比15倍） 

○半導体量産現場で利用できる微
小欠陥検出技術を開発し、地域
の半導体生産ラインへ導入 

九州センター：生産計測技術 

太陽電池信頼性
評価拠点 

東北センター：低環境負荷化学プロセス技術 

○ 二酸化炭素塗装技術を発展さ

せた省エネルギー微粒子製造
技術を開発し、地域企業に技術
移転を展開 

○粘土耐熱ガスバリア膜による
GFRPの不燃化を達成し、不燃
規格適合認証を取得 超臨界二酸化炭素を

利用するVOC低減
塗装装置 

中国センター： 
バイオマスリファイナリー技術 
○ セルロースナノファイバー（CNF）

少量添加でプラスチックを高強
度化、弾力化する技術を開発 

木質系バイオマス
利用液体燃料製
造プラント 

○ 15分でマラリア感染を

検出できるシステムを
確立し、アフリカでフィ
ールド調査を実施 

四国センター： 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： バイオものづくり技術 

○ 完全密閉型遺伝子組換え

植物工場システムで開発
したイヌ歯肉炎軽減薬が
販売開始 

○ 医薬原料物質の生産遺伝

子群を見出す新手法を開
発 

臨海副都心センター： バイオ・IT融合技術 

○ 企業と共同開発したバイオテクノロ
ジー作業最適化双腕ロボットを4機
関が導入（国内大手製薬会社、研
究機関など） 

バイオテクノロジー作業最適化双腕ロボット 
「まほろシステム」 

○ 地域企業と共同開発した高容量リ

チウムイオン電池正極材料のサイ
クル寿命を実用化レベルまで向上 

○ 優れた耐久性と変位保持性を持つ

ナノカーボン高分子アクチュエータ
ーを開発 

関西センター： ユビキタスエネルギー技術、
医工連携技術、組込み情報技術 

新材料を検証する 
プロトタイプ電池 

中部センター： 先進材料プロセス技術 

ハ ン デ ィ ー
SOFCの外観 

○ 連続発電100時間、劣化率10％以
下の市販LPGカセットボンベを使っ
たSOFC発電システムを企業と共同
開発 

○ ペアガラスを必要としないガスクロミ

ック調光ミラーを開発し、地域企業
等6社と市場化へ向けた開発を実施 

イヌ歯肉炎軽減薬 
（イヌインターフェロン） 



地域センター 重点分野 ２５年度の研究成果 

北海道 

センター 

バイオものづくり技術 ・ 完全密閉型遺伝子組換え植物工場システムによる医薬品原料生産を実証。共同研究企業が「イチゴによるイヌインターフェロン」
の製造販売承認を平成25年10月に取得し、平成26年3月に販売開始（実用化に成功）。 

・ 産総研の協力により開発した漁船搭載型海水氷製氷機（漁場で迅速かつ連続的に微細氷を製造）が平成25年度北海道新技術・
新製品開発賞大賞を受賞。 

東北 

センター 

低環境負荷化学プロセ
ス技術 

・ 二酸化炭素塗装技術を発展させた微粒子製造技術を開発し、地域企業に技術移転を展開。 
・ 最先端のマイクロ波化学プロセスモジュールを開発し、これを利用した複合粒子合成技術や分析技術の技術移転を展開。 
・ 粘土耐熱ガスバリア膜によるＧＦＲＰの不燃化を達成し、不燃規格適合認証を取得。 

臨海副都心 

センター 

バイオ・ＩＴ融合技術 ・ 創薬分野で、大手製薬企業4社、大学医学部2大学、公的研究機関2機関等と連携し、難治性疾患の抗体による早期診断開発や抗
がん作用を高める化合物を世界で初めて発見。 

・ 企業と共同開発したバイオテクノロジー作業に最適化した双腕ロボットを、国内大手製薬会社、研究機関など4機関が導入（これま
での合計7機関）。 

・皮革関連の中小企業と「足入れの良い革靴」（靴型設計ガイドラインの開発）について共同開発した靴が販売開始（実用化に成功）。 

中部 

センター 

先進材料プロセス技術 ・ 市販のLPGカセットボンベを使ったハンディSOFC発電システムの実用化に向けて企業との共同研究プロジェクトを開始し、100時間
の連続発電、10％以下の劣化率を達成。 

・ペアガラスを必要としないガスクロミック調光ミラーを開発し、地域企業を含む企業６社と市場化のための共同研究を実施。 

関西 

センター 

ユビキタスエネルギー
技術、医工連携技術、
組込み情報技術 

・ 従来のリチウムイオン電池の正極材料に比べて、6倍近い理論容量を持つ正極材料を使った電池のサイクル寿命を実用化レベル
まで向上。 

・ 独自に開発したナノカーボン高分子アクチュエーターで、従来の約100倍の繰り返し耐久性と数十倍の変位保持性を実現。実用化
に目途。 

中国 

センター 

バイオマスリファイナリ
ー技術 

・ 工業生産が可能な湿潤セルロースナノファイバー（CNF）を直接複合化する方法を見い出し、CNF少量添加で高強度かつ弾力性の
あるプラスチック製造方法を開発。 

・ 産総研のリーダーシップのもと公設試および地元企業をまとめて、「ランダムピッキングロボットシステム」の開発プロジェクトを先導。 

四国 

センター 

健康工学技術 ・ マラリア迅速診断用チップを開発し、15分でマラリア感染を検出できるシステムを確立（世界初）。アフリカでのフィールドテストととも
に、企業と検出機器の共同開発を実施。 

・ 産総研の遺伝子組換え酵母技術を活用した共同研究により、「廃棄うどん」を原料としたバイオエタノール生産技術を開発し、事業
化。 

・ 80品目の食品の機能性成分分析法のマニュアルを策定・公開。 

九州 

センター 

生産計測技術 ・ 窒化アルミニウムへの第３元素添加による圧電特性の改善に成功。携帯端末機器用の次世代電子部品材料として技術移転を展開。 
・ 改良した太陽電池封止材により長期間（従来比15倍）の高温高湿試験後にも劣化が生じない薄膜太陽電池の開発に成功。 
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地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（2/5） 

～地域センターの重点分野と研究開発成果～ 



地域センター 地域事業計画の重点課題 ２５年度成果 第３期の成果（達成状況） 

北海道 

センター 

・植物工場を活用した農商工連携によ
る新産業振興 

・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による農業問題解
決 

・産総研発の完全密閉型遺伝子組換え植物工場シ
ステムによる医薬品原料生産技術が地域企業によ
り実用化に成功。販売を開始。 

・医薬原料となる物質の生産に関わる遺伝子群を容
易に見い出す新手法（MIDDAS-M法）を開発。 

イチゴによるイヌの歯肉炎軽減薬（インターフェ
ロン）が製造販売承認を得られ、販売が開始さ
れるなど、実用化に成功し、北海道地域におけ
る新産業創出に貢献。 

東北センター ・東北地域企業における製造技術の
環境ブランド化 

・コンソーシアム活動の強化 

・全産総研シーズの東北地域展開 

・ 東北発の環境ブランド化を目指して、高圧二酸化
炭素を利用した省エネルギーな微粒子製造技術を
開発し、地域企業への技術移転を展開。 

・ 東北地域企業と共同で、粘土バリア膜によるＧＦＲ
Ｐの不燃化を達成し、地域企業に技術移転するとと
もに、不燃規格適合認証を取得。 

・マイクロ波モジュールを小型化・可搬化した高速分
析装置を開発し、地域企業への技術移転を展開。 

高圧二酸化炭素を利用した塗装技術の地域企
業への技術移転、地域企業の持つ素材を活用
したガスケットの技術移転や不燃性GFRPの規
格適合認証の取得など、東北地域企業の製造
産業の低環境負荷化に貢献。 

臨海副都心 

センター 

・バイオ・IT技術による高度医療産業
の振興 

・ 創薬分野で、首都圏の大手製薬企業4社、大学医
学部2大学、公的研究機関2機関等と連携し、難治
性疾患の抗体による早期診断開発や抗がん作用
を高める化合物を世界で初めて発見。 

・ 企業と共同開発したバイオテクノロジー作業に最
適化した双腕ロボットを、首都圏の国内大手製薬
会社、研究機関など4機関が導入（これまでの合計
7機関）。 

・皮革関連の首都圏の中小企業と「足入れの良い革
靴」（靴型設計ガイドラインの開発）について共同開
発した靴が販売開始（実用化に成功）。 

・ バイオインフォマティクスによる遺伝情報の高
精度解析技術開発、バイオ専用ロボットの製
品化、ヒト遺伝子から6万種のタンパクを合成
するリソースの構築、微量タンパク質分析技術
開発などにより、ライフ・イノベーションを促進し、
創薬等、医薬品産業や再生医療の競争力強
化に貢献。 

・ デジタルヒューマン技術を革靴、車等のものづ
くりデザインに反映させると共に、子供の傷害
防止に役立つ工業製品の開発を実施。それら
の成果は、経産省と企業との協力により、社会
安全性、信頼性の向上につながった。 

・ フィールドワークを通じてヒトの動きやデータの
記録等の研究開発を実施しサービス産業の競
争力強化に貢献。 
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地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（3/5） 

～平成25年度および第3期中期目標期間における成果～ 



地域センター 地域事業計画の重点課題 ２５年度成果 第３期の成果（達成状況） 

中部センター ・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 

・部材やデバイス開発による医療機器
関連産業育成 

・材料・プロセス技術に基づく素形材産
業の高度化 

・ＣＦＲＰ評価技術並びに革新的マグネシウム材の
開発等に関わる研究開発の中核拠点として、革新
的新構造材料ＰＪを先導し、輸送機器産業の振興
を推進。 

・中部センターが有するコア技術を核として、中部地
域の産業活性化を目指し、産業界とコンソーシア
ムを２件を形成。 

 ①センシング技術コンソーシアム（企業14社） 
 ②建築物低炭素化材料評価システム技術コン

ソーシアム（企業6社） 

施工性やコストなど実用化を考慮した調光ミラーの
開発により地域企業を含む企業６社との共同研究
の開始やハンディ燃料電池システム技術に関する
試料提供などにより、中部地域の製造産業の振興
に貢献。 

関西センター ・新材料開発支援による蓄電池産業の
育成 

・地域連携開発によるバイオ医薬産業
の育成 

・組込みシステム産業の育成 

・地域企業と共に開発した、従来のリチウムイオン
電池と比べ6倍の理論容量をもつ正極材料のサイ
クル寿命を産総研が実用化レベルまで向上させ、
当該材料の量産化技術開発研究を促進。 

・地域企業の持つポリマー素材をベースに、産総研
がリチウムイオン電池用の耐熱性バインダーを開
発し、当該企業が商品化。 

LIBTECと共に、蓄電池材料開発・評価のオープン
イノベーションハブ機能を強化し、新規電池材料開
発から国際標準策定まで、幅広く関西を中心とした
蓄電池関連産業の競争力強化に貢献。 
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地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（4/5） 

～平成25年度および第3期中期目標期間における成果～ 



地域センター 地域事業計画の重点課題 ２５年度成果 第３期の成果（達成状況） 

中国センター ・林工一体型バイオマス利用ビジネス
モデルの構築 

・中国地域ものづくり産業のイノベーシ
ョンハブ機能の強化 

・セルロースナノファイバーの製造技術を確立し、地
域の機械メーカーへ技術移転。 

・地域公設試と連携し、地域企業ニーズである生産ラ
インの24時間365日無人稼働化のためのランダム
ピッキングロボットシステムの研究開発を実施。 

・セルロースナノファイバーの製造技術を地域の機
械メーカーに技術移転するとともに用途開発を支
援し、中国地域発の林工一体バイオマス利用ビ
ジネスの構築に貢献。 

・地域企業ニーズに基づき、ランダムピッキングロ
ボットシステムの研究開発プロジェクトの形成を
主導し、地域のものづくり産業の強化に貢献。 

四国センター ・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 

・食品中の機能性成分の分析法マニュアルについて、
地域公設試と共同して８０種類のマニュアルを公開
するとともに、新たに３種類を食品分析フォーラムで
標準化。 

食品中の機能性成分の分析法マニュアル化、健康
状態のマルチマーカー解析技術、生活習慣病早期
診断システムなどを開発し、四国地域の健康関連
産業の創出に貢献。 

九州センター ・製品検査・プロセス管理計測技術の
開発 

・太陽電池信頼性評価への産学官連
携拠点形成 

・九州企業支援のためのオープンイノ
ベーション拠点 

・半導体量産現場で利用できる微小欠陥検出技術を
開発し、地域企業の半導体生産ラインへ導入。 

・九州センターの有する屋外太陽光発電システムを
用いて、佐賀県内企業と共同で開発した屋外検査
技術の有効性を実証。 

・車載マイコン量産における迅速な欠陥検出等の
製品検査技術を通じて、地域企業製品の信頼性
と歩留りの向上に貢献。 

・太陽光発電システムの長期安定運転に不可欠な
検査技術の開発等を通じ、九州地域の太陽光発
電分野の産業基盤育成に貢献。 
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地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進（5/5） 

～平成25年度および第3期中期目標期間における成果～ 



地域センターの成果の検証および今後の活動方針案の策定 

地域活性化活動委員会の評価結果を踏まえて、地域センターの研究機能、連携
機能、内部マネージメントについて総合的な検証を行い、報告書を策定するととも
に、検証結果を本格研究WSを通じて公表した。 

地域センター 活動方針 

戦
略
産
業
強
化
型 

中部センター 
ものづくり基盤技術の研究開発と次世
代自動車部材の開発支援拠点 

関西センター 
蓄エネルギー技術の研究開発と医工
学連携分野に関わる開発支援拠点 

地
域
連
携
重
点
型 

北海道センター 
バイオ生産技術の研究開発と北海道
産業技術の開発支援拠点 

東北センター 
低環境負荷化学プロセス技術の研究
開発と東北産業技術の開発支援拠点 

中国センター 
バイオマス化学技術の研究開発と中
国産業技術の開発支援拠点 

四国センター 
健康計測技術の研究開発と四国産業
技術の開発支援拠点 

九州センター 
生産プロセスの計測技術の研究開発
と九州産業技術の開発支援拠点 

政
策
先
導
型 

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開発拠点 

臨海副都心センター バイオ・ＩＴ融合研究拠点 

＜検証の視点＞ 
① 地域産業への技術移転、成果普及を通じて地域産業

の振興や新産業の創出に寄与、貢献しているか、あ
るいはそれらが確実に見込まれる状況になっている
か 

② 地域の大学及び企業等を巻き込んで産学官の緊密
な連携やオープンイノベーションの推進を実現できて
いるか 

③ 大学と企業をつなぐ役割や地域の中小企業等の技
術開発や製品化の取り組みに寄与、貢献しているか 

④ 各地域センターのリソースは、地域の研究開発ニー
ズに的確に対応したものとなっているか 

＜検証を踏まえた地域センターの見直し＞ 
① 地域センターの類型分け 
 戦略産業強化型 
 地域連携重点型 
 政策先導型 

② 研究機能、連携機能の強化 
③ 内部マネージメントの強化 （所長裁量の拡大等） 
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地域産業活性化支援事業：公設試から研究人材を受け入れ、地域中小企業の課題
解決をめざす。 
 → 平成25年度実績： 10公設試から12名受入。 
    東北地域をはじめとした公設から太陽光発電、地中熱利用等のテーマに関し 
    て研究人材を受入れ人材育成に貢献。 

中小企業共同研究スタートアップ事業： 
中小企業の新製品創出や製造プロセスの大幅な改善等に繋がる外部資金を活用
した共同研究のためのスタートアップを支援 
 → 平成25年度実績： 22テーマ実施 
    「電子回路基板の多品種少量生産を目指した高効率はんだづけ装置の開発」 
    などについて計６件の外部資金を獲得した。 

研究連携支援事業：公的研究資金や実証事業への提案を目指す公設試及び企業
と共に提案課題の設計を行うワーキンググループ（WG）活動 
 → 平成25年度実績： 6WG（のべ25公設試）が活動 
    鳥取県、岡山県の公設試とともに、多品種少量生産に対応可能な熱間鍛造  
    技術の研究開発プロジェクトの提案に向けた技術課題抽出等の準備を行った
。 
技術向上支援事業：公設試職員の技術向上のための研修やラウンドロビンテストを
行うワーキンググループ（WG）活動 
 → 平成25年度実績： 3WG （のべ34公設試）が活動 
    ８公設試とＣＦＲＰの穴開け加工テストを実施し、加工条件に関する情報共有 
    や最適化の検討を行った。    

産業技術連携推進会議等を通じた中小企業への技術支援・人材育成 

中小企業と共同での外部資金プロジェクトの獲得 

中
小
企
業 

産
総
研 

国プロ等の外部研究資金 
（サポイン、A-STEP等） 

応募へと発展 

フィージビリティスタディを実施 

産
総
研 

公
設
試 

企
業 

・共同研究 
・人材交流 
・評価技術等の研修 

中小企業への技術支援・人材育成の強化（1/6） 
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特定被災区域 
23年度採択 32件 

◎
 ●

◆
 

千
葉 

●：一次公募  13件(被災地4件) 

○：二次公募    5件(被災地5件) 

◎：三次補正  14件(被災地6件) 
（被災地向け） 

24年度採択 ■：22件 

■ 

－産総研が参画するサポインの都道府県別実施状況－ 

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン「中企庁」）への取り組み 

中小企業への技術支援・人材育成の強化（2/6） 

産業技術指導員と地域センターのイ
ノベーションコーディネータの連携に
より、各地域の中小企業を支援 
 
 

・訪問企業の技術ニーズに対応する産総 
 研研究者をマッチング 
 

・サポインへの共同提案課題を策定、 
 提案書をブラッシュアップ 
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25年度採択 ◆：15件 
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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 件程度/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２５年度 ６テーマ実施（継続３テーマ含む） 

中小企業への技術支援・人材育成の強化（3/6） 

産総研技術で、中小企業の世界トップレベル製品の開発、海外展開を支援 

産総研技術の普及 
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テ
ー
マ 

吸引プラズマによる無残渣プ
ラズマ加工装置のレーザー分
光法を用いた高度性能評価 

産業用小型ジョセフソン電圧標
準システムの評価手法の確立 

微細円錐バンプ形成装置および検
査装置の評価手法開発 

内 

容 

中小企業グローバルトップ性能製品の評価手法の開発（H2５年度開始テーマ） 

中小企業への技術支援・人材育成の強化（4/6） 
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配線 

絶縁膜 

・半導体デバイス 
の無残渣局所加
工（デブリ汚染無
し、マスク不要） 
・プラズマ分子種を
実時間計測し、デ
バイス各積層構造
のエッチング終点
を検出 

エッチングガス 

プラズマ 

吸引 

レーザー 
試料 

エッチング反応場
のその場観察 

 半導体デバイス
不良解析前工程
の迅速化・低コス
ト化実現 

液体He冷却型ジョセフソン標準装置

×液体He冷却
×専門知識必要
◎定期校正不要

(精度0.01ppm)1m

ツェナー電圧標準装置

10cm

◎専門知識不要
×要定期校正

(精度<1ppm)

性能の飛躍的向上 
操作性の根本的改善 

・産業現場に導入可能な小型かつ
超高安定な二次電圧標準を世界
に先駆けて実現 

寸法誤差 
↓ 

接続不良 
円柱バンプ 
（従来技術） 

円錐バンプ 

・数万個レベルの微細円錐バンプ
形成、検査、接合技術 
・超高密度・超高信頼性接続を実現 

10µm（底直径）の円錐バンプ配列 

量産対応円
錐バンプ形
状測定装置 

＋ 

卓上吸引プラズマ
エッチング装置 

◎液体Heフリー 
◎専門知識不要 
◎定期校正不要 
  (精度<0.1ppm) 

10cm 

（従来技術） 

低温低荷重で高信
頼性接続。チップ
薄膜化にも適性 
 

海外市場：半導体産業及び、FIBの代替と
しての需要（日本、韓国、米国、その他） 海外市場：各国標準研究所、電子計測器メー

カ（オーストラリア、インドネシア、タイ等） 

海外市場：少量高機能製品の実装技術を
扱う企業（米国、独、仏、オランダ、フィ
ンランド等）  
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中小企業への技術支援・人材育成の強化（5/6） 
産総研の中小企業の製品化への貢献例 

調査対象：124課題（平成19年度～21年度に実施した課題数） 
調査結果：製品化（販売）に至った課題数：57課題（製品化率：46%） 
     売上総額：24.7億円（全課題による平成25年3月までの累計額） 

産総研が受託した経済産業省「中小企業産業技術研究開発事業*)」の成果（調査時期：平成25年10月） 

熱拡散率計測解析装置 

①茨城県 
②平成20～21年度 
③レーザと赤外光検出器に
より非接触で熱拡散率を
測定 

④有機フィルムからダイヤ
モンドまで、薄膜、シート部
材の異方性や欠陥を評価 

   事例 
①企業所在地 
②実施年度 
③製品の特徴 
④応用分野 

①大阪府 
②平成21年度 
③新開発高速制御装置と産総
研発単純形状ゲージによる
正確な精度評価 

④ハイポイドギヤ、ベベルギヤ
等高性能歯車の連続形状を
高速全自動測定。歯車の高
精度化、高寿命化に貢献 

ハイポイドギヤ測定機 
①愛知県 
②平成19～21年度 
③原料粉や粉末製品の力学
的な粉体物性をトータルに評
価（粉体の流動性、圧縮特性、
応力緩和特性等） 

④医薬分野におけるスティッ
キング現象評価、トナーの凝
集特性評価等 

粉体層せん断力測定装置 

排ガス粒子数計測装置 

①東京都 
②平成20～21年度 
③独自の誤差要因解明に基
づく誤差解消方法を採用。比
較的廉価、操作性に優れる。 

④欧州排ガス規制Euro5b/6
に準拠 

*)中小・ベンチャー企業が開発した製品を産総研との共同研究によって機能を高度化
したり、性能を検証することにより販売を促進することを目的とした事業 



中小企業への技術支援・人材育成の強化（6/6） 

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(外部) 

10月15日 札 幌 （北海道） エネルギー技術の未来を北海道から考える  248名 （203名） 

11月12日 松 山 （四 国） 四国が拓く新素材・デバイスの未来  191名 （129名） 

11月19日 仙 台 （東 北） 環境・エネルギー技術をキーテクノロジーとする東北モノづくりイノベーション  201名 （119名） 

12月 3日 山 口 （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  181名 （140名） 

12月10日 名古屋 （中 部） イノベーションを牽引する連携研究 ～地域事業計画コアプランの実践～  213名 （ 92名） 

 1月21日 大 阪 （関 西） 蓄電池技術開発におけるオープンイノベーション  273名 （198名） 

 1月28日 大 分 （九 州） 未利用エネルギー技術が拓くグリーンテクノロジー  212名 （153名） 

会場（仙台） 

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２５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。 

～ 本格研究WSを活用した技術支援 ～ 
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する事項 

 
 ２．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備 
 
 
 （１）新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実 
 （２）研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開 
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新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実 

  標準化戦略会議 
  所内外の委員により産総研の標準化活動の方針を議論 
 

  国際標準化推進戦略シンポジウムを開催し、 
   標準化・認証支援の取り組みを対外的に発信 

平成２５年度国際標準推進戦略シンポジウム 
 「キッズデザインと生活支援ロボット  
         －その安全ガイドラインと国際認証戦略－」 
 （平成２５年７月３日、イイノホール） 

平成２３年度・２４年度国際標準推進戦略シンポジウムを書籍化 
・「未来をひらく 国際標準 国際ルールづくりに自ら参加する日本へ」 
・「未来をひらく 国際標準２ 一歩先へ 認証：ルールから価値を生み
出すシステムづくり」 

国際標準を推進するための体制強化と普及活動 
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  プリンテッドエレクトロニクス、ＩＴセキュリティ等のフィージビリティスタディを 
  通じて、認証を視野に入れた国際標準化活動を推進 
  基準太陽電池セルの校正等９件の依頼試験を実施するとともに、 
  「玄米中無機元素分析」等５件の試験所間比較等を試行 

わが国の認証体制強化への貢献 

2012/08/22 出版、198p  
ISBN： 9784891731328 

【編著】産業技術総合研究所、 
【出版】白日社、A5判１４００円+税 

2013/06/27 出版、246p  
ISBN： 9784891731359 
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アジア地域でのセミナー、ＷＳ等の開催を通じたロビー活動 

第10回バイオマス・アジアワークショップを開催。（H25年8月、バンコク） 
 

 アジアの12ヵ国から、政府、大学、公的研究機関、民間企業等の 
      政策担当者、研究開発担当者など、450名が参加。 
 

 再生可能エネルギーとしてのバイオマスの役割に関して議論。 
  バイオマス・アジアのネットワークの更なる深化を図ることを確認。 

 
 

第10回バイオマス・アジアワークショップ 
（平成25年8月、バンコク） 

国内・国際合わせて３６件の標準提案を実施 

  標準化に向けた研究開発により、国内外の標準化機関へ提案等を実施。 

国内提案１０件、国際提案２６件（内アジア諸国との連携を通じた提案２件） 

（平成２４年度：国内１９件、国際１５件） 

     （平成１３年からの提案数： 国内１４４件、国際１４５件） 

産総研の研究成果に基づく標準化 （平成２５年度提案） 

・樹脂金属接合の評価の国際標準化（トップスタンダード制度）     （ISO １９０９５-１～４）   

・外科用インプラント-全人工膝関節-パーソナライズド人工関節  

 第1部 設計のための基礎的骨形態計測の国際標準化            （ISO １９２３３-１）  

・プリンテッドエレクトロニクスの国際標準化              （IEC １１９-１８Ed.１.０, １１９-１９ Ed.１.０）  

・高齢者・障害者配慮設計指針-移動支援用音案内-の標準化  （JIS T ０９０２）     
                  など 
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研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開 (2/2) 

平成２５年７月２２日に開催 

産総研とJEITAの標準化活動連携の現状と将来の活動について検討 
 ・JEITAから産総研へのエキスパートの参画を依頼する際の組織対応の在り方 
 ・日本の国際標準化活動の強化に向けた産総研のリーダーシップへの期待 
 ・JEITAの標準化戦略と産総研との連携及び共同プロジェクトの今後の課題 
 （産総研による省庁と産業界の橋渡し・若手標準化人材の育成 など） 
 ・１０年後の実世界をイノベートする活動と標準化戦略   など 

① 認証を視野に入れた、標準化と研究開発の一体推進 
 ・生活支援ロボットやキッズデザイン等のパイロット認証に向けた研究開発。 
 ・太陽光発電長期信頼性についての標準化とマネージメント認証等への取り組み。 

② 認証実施体制への支援や連携拡大 
 ・LED照明の認証実施機関の信頼性確保に向けた支援。 
 ・タイにおける新燃料品質保証などアジア地域における連携拡大。 

③ 標準化人材の輩出、広報活動 
 ・ファインバブル技術に向けたISOの新TC設立と国際幹事の輩出。 
 ・国際標準推進戦略シンポジウムの開催と書籍化による積極的な広報・発信。 

④ 標準化展開を支える予算措置 
 ・新たな標準化展開を企図したFS課題制度の導入。 
 ・戦略的予算措置を通した活動促進。 
 ・若手人材の標準化（OJT）派遣を通した国際標準化人材の育成促進。 

外部有識者を含む標準化戦略会議において、産総研の国際標準化推進の方針(案)を策定 

JEITAとの産総研アカデメイアにおいて、標準化戦略の深化と社会活用への取り組みについて議論 

第7回標準化戦略会議 
（平成25年7月22日、東京本部大会議室） 



３．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築 

（１）産学官が結集して行う研究開発の推進 
－ オープンイノベーションハブ機能強化のための戦略的取組 － 
   ①産総研の看板と戦略的融合研究（STAR）事業 
   ②オープンイノベーション推進拠点の形成 
   ③技術研究組合の活用 

（２）戦略的分野における国際協力の推進 
（３）若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 

22 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の 
 質の向上に関する事項 
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産総研の『看板』とその具現化（AIST-STAR事業） 

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を目指す。 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （1/14）【再掲】 



産総研STAR事業：LEAD 

24 

『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 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （2/14）【再掲】 



産総研STAR事業：IMPULSE 
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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、 

     ナノテク・材料・製造分野担当））  
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 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （3/14）【再掲】 



平成25年度実績 
・事業規模： 約160億円（民間資金割合26%） 
・外部研究者： 934人、連携企業：178社 

TIA-nano  
背景と目的 
H21年6月に産総研（AIST）、物材機構（NIMS）、及び筑波大が中核となり、TIA-nano構想を
連携して推進する共同宣言を発表。H24年、中核機関に高エネ研（KEK）が参加。 

 TIA-nanoの理念 
・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。 
・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。 
・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。 

・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。 
・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。 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （4/14） 
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平成25年度のトピックス 
○産業界との連携の加速 

•TPEC(パワエレ民活型共同研究体)が産学官連携功労者表彰
「経団連会長賞」を受賞 （H25年8月） 

・共用施設等利用制度を創設し、スーパークリーンルーム試作ライ
ンを24時間利用可能にした。 （H25年12月） 

○関係機関の協力によるTIA-nano拠点拡大 
・パワエレ寄附講座を筑波大学に設置 （H25年4月開講） 

•産総研西事業所に、次世代を担う人材育成と研究開発を一体
で行う中核的拠点としてTIA連携棟を竣工 （H25年6月開所） 

○産総研TIA-nano運営体制の強化 
•TIA推進本部に「パワーエレクトロニクス拠点運営室」を設置 

６つのコア
研究領域 

開発研究
連携コア 

カーボン 
ナノチューブ ナノ材料安全評価 

N-MEMS ナノグリーン 

パワー 
エレクトロニクス 

ナノ 
エレクトロニクス 

光・量子産業応用イニシアチブ 
（H26年新設） 

３つのコア
インフラ 

ナノテク共用施設 ナノテク 
大学院連携 

ナノデバイス実証・評価ファンドリー 

TIA連携棟全景 （産総研西事業所） 

つくばイノベーションアリーナ 
(Tsukuba Innovation Arena for Nanotechnology ) 



ナノデバイスセンター（廃止） 

つくばイノベーションアリーナ推進本部 

つくばイノベーションアリーナ推進部（廃止） 

ＴＩＡ企画室（廃止） 

ＩＢＥＣセンター（廃止） 

研究推進組織 

本部組織 

つくばイノベーションアリーナ連携推進室 

つくばイノベーションアリーナ企画室 

共用施設調整室 

パワーエレクトロニクス拠点運営室  （H25.10.1～） 
事業推進室（廃止） 

設計評価室（廃止） 

集積実証室（廃止） 

本部組織 

西研究業務推進部 

つくば西事業所 

研究業務推進チーム 

研究環境安全チーム 

西研究業務推進部 
つくば西事業所 

研究業務推進チーム 

イノベーション推進本部 

知的財産部 

イノベーション推進企画部 

イノベーション推進本部 

知的財産部 

イノベーション推進企画部 

【H24年度】 【H25年度】 

情報通信・エレクトロニクス分野研究企画室 

・
・
・
 

●TIA推進本部を設置（H25.4.1）。企画力強化、大型研究インフラの効率的運営を目指す。 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （5/14） 

スーパークリーンルーム運営室 

（H25.4.1～） 

・
・
・
 

・
・
・
 

・
・
・
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福島再生可能エネルギー研究所 

研究本館 

実験別棟 

実証試験区画 再生可能エネルギーを 
賢く使い切る 

（再生可能エネルギー 
ネットワーク実証） 

地球の熱を利用し 
エネルギーを 
作る、節約する 

（地球熱の適正利用技術） 

風力発電を効率よく 
使いやすく 

（風力発電の高度化技術） 

太陽光発電を 
高効率、長寿命で安く 
（次世代太陽光モジュール 

量産技術） 

再生可能エネルギーを 
多量、長期に、 
安く貯める、運ぶ 

（エネルギー貯蔵・利用技術） 
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 次世代結晶シリコンPVコンソーシアムを通した産業集積（２０社との共同研究）   
 被災地企業のシーズ支援プログラムによる復興再生への貢献（平成２５年度 １１件採択） 
 地元大学等との連携：日本大学工学部、福島大学、東北大学、福島県ハイテクプラザ等 
 文科省「地域イノベーション戦略支援プログラム」（福島大学、会津大学、日本大学工学部、いわき明星大

学が参画）への協力 

 再生可能エネルギーの大量導入を支える国際的な研究拠点を構築 
 企業、大学群と連携し、産業振興と産業集積、人材育成に貢献  

 

産学官が結集して行う研究開発の推進 （6/14） 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （7/14） 

【ロボットの安全性評価のための研究開発拠点 （つくばセンター） 】 

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

成果 ・産総研が中心となり、日本が主導して標準化を進めた世界で初めての、生活支援ロボットの 
     安全認証、試験方法の国際標準規格 ISO 13482が、平成26年2月に規格発行された。 
    ・ロボット安全検証センターを中心とした認証体勢も併せて整備してきた結果、規格発行と同時 
     に国内ロボットメーカー2社の製品の認証が、世界で初めて行われた。 

生活支援ロボット安全検証 
センターの外観 

【太陽電池開発拠点 （福島再生可能エネルギー研究所＆つくば＆九州センター） 】 

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

結晶シリコン太陽電池 
モジュール試作設備（福島） 

成果 ・結晶系シリコン太陽電池の製造プロセス全般の研究開発を行う次世代結晶シリコンPV 
            コンソーシアム（20機関以上参加）を設立し、モジュール一貫試作設備を整備。 
    ・太陽光発電技術研究組合と企業6社と次世代多接合薄膜シリコン太陽電池の研究開発推進。 
     信頼性・寿命評価に関してはコンソーシアムも運営し、電圧誘起劣化機構解明、対策モジュールを提案。 

【蓄電池材料の評価拠点 （関西センター） 】 

産総研が各業界に働きかけて電池性能評価法を統一したことで、電池メーカーと材料メーカー等
との摺り合わせ期間の短縮および高性能蓄電池に関わる開発期間の短縮が可能に。 

評価拠点の外観 
成果 ・技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（LIBTEC）で策定した標準特性 
     評価法に従って、民間企業等18機関から持ち込まれた新材料を充放電特性等で評価した。 
         ・EV、HEV用途を想定した大型ラミネート電池の評価法を確立し、試作仕様書を配布した。 



 「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して、23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 ●新規4件を含んで23の技術研究組合に参画 （独法・大学の 
 中で最多） 
●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 
●8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 
●18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２５年度活動概要（H26.3.31現在） 

産総研の貢献 
●技術研究組合の研究拠点として、産総研の「場」を活用 
●産総研職員が理事やプロジェクトリーダー、技術部長として 
 技術研究組合事業を実施 
●研究装置等のインフラを整備し、組合員機関へ提供 
●組合員機関からの出向研究員に対し、技術や装置使用の 
 ノウハウ等を提供 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （8/14） 



技術研究組合事業における成果事例 

●ミニマルファブ技術研究組合は、クリーンルームが不
要で設置面積が既存設備の約１００分の１となる半導
体製造システム「ミニマルファブ」に係る研究開発を実
施し、製品化に成功。本年度初めて自動車関連メーカ
ーから約１億円で受注。 

半導体製造システム「ミニマルファブ」初受注 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （9/14） 

●単層CNT融合新材料研究開発機構（TASC）とカーボ
ンナノチューブ（CNT）を溶媒中に高濃度で分散させ

ることによって、基板上に塗工・印刷が可能な単層
CNTコート剤を得ることに成功。 

●電池用電極部材をはじめとする様々な製品に単層
CNTの微細パターンの成形を低コストに印刷する技
術を開発。 

塗工・印刷可能な単層ＣＮＴコート剤を開発 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （10/14） 

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

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

○ 太陽光発電工学研究センター つくば第2事業所 
九州センター 

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価
研究センタ－（LIBTEC） 

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

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

技術研究組合次世代レーザー加工技術研
究所（ALPROT） 

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

つくば第5事業所 
つくば東事業所 

技術研究組合次世代パワ－エレクトロニク
ス研究開発機構（FUPET） 

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

つくば第2事業所 
つくば西事業所 

技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発
機構（TASC） 

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

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

つくば第4事業所、つくば第
5事業所、つくば東事業所、 
つくば西事業所 

エピゲノム技術研究組合（EPiRA） NEDO「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発プロジェクト」   創薬分子プロファイリング研究センター、 
ゲノム情報研究センター 

臨海副都心センター 

基準認証イノベーション技術研究組合（IS-
INOTEK） 

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

つくば第2事業所 
つくば東事業所 
つくば西事業所 

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

技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID） METI「発電用原子炉等廃炉・安全技術開発費補助金」 
METI「発電用原子炉等廃炉・安全技術基盤整備事業（委託費）」 

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合
（MAB） 

METI「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発」 バイオメディカル研究部門、計測標準研究部門、 
生物プロセス研究部門、糖鎖創薬技術研究センター、 
幹細胞工学研究センター 

つくば第6事業所、つくば
第5事業所、つくば第3事
業所、つくば第2事業所 

未利用熱エネルギー革新的活用技術研究
組合（TherMAT） 

METI「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究開発」 ○ 
 

エネルギー技術研究部門、ナノシステム研究部門 つくば第2事業所、つくば
第3事業所、つくば第5事
業所、つくば東事業所 

新構造材料技術研究組合（ISMA） METI「革新的新構造材料技術研究開発」 サステナブルマテリアル研究部門 中部センター 

【平成2５年度中に設立・加入した組合】 

【平成2４年度以前に設立・加入した組合①】 

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当 

平成２５年度に参画した技術研究組合一覧（1） 

平成25年3月31日現在 

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （11/14） 

※・・・産総研研究員がプロジェクトリーダーを担当 

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

幹細胞評価基盤技術研究組合(SCETRA） 
 

NEDO「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発」   幹細胞工学研究センター つくば第2事業所 
つくば第4事業所 

技術研究組合光電子融合基盤技術研究
所（PETRA） 
 

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

つくば第2事業所 
つくば西事業所 

次世代化学材料評価技術研究組合
(CEREBA) 
 

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

つくば第5事業所 

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術
研究組合（JAPERA） 
 

NEDO「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 
 

  フレキシブルエレクトロニクス研究センター つくば第4事業所 
つくば第5事業所 

次世代天然物化学技術研究組合 METI「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発」 ○ 創薬分子プロファイリング研究センター、 
ゲノム情報研究センター 

臨海副都心センター 

技術研究組合NMEMS技術研究機構
（NMEMS） 
 

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

技術研究組合制御システムセキュリティ
センター（CSSC） 
 

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

  セキュアシステム研究部門 臨海副都心センター 

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

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

つくば第2事業所 

高機能遺伝子デザイン技術研究組合
（TRAHED) 

METI「革新的バイオマテリアル実現のための高機能化ゲノムデザイン技術開発」、 
METI「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発」 
 

  生物プロセス研究部門、 
ゲノム情報研究センター 

北海道センター 
臨海副都心センター 

高効率モーター用磁性材料技術研究組
合（MagHEM） 

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

つくば第2事業所 
中部センター 

平成２５年度に参画した技術研究組合一覧（2） 

【平成24年度以前に設立・加入した組合②】 



民間企業への研究施設等の貸与 

研究成果と先端的インフラを利用した事業化の促進 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （12/14） 

【平成２５年度の成果】 

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

完全密閉型遺伝子 
組換え植物工場 

イオン注入装置 

 

（
研
究
施
設
等
の
使
用
料
） 

 
 

（
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
） 

 

研
究
成
果
の
社
会
普
及 

「産総研研
究成果活用
製品マーク」

の例 
先端研究施設等 研究成果物等 

・特許 
・ノウハウ 
・研究試料 
・機器 
・著作物 
 など 

一体化 

民間企業等 
事業化製造販売（収益事業） 

イチゴを用いた 
イヌインターフェロン製造 

１インチサイズ 
ダイヤモンドウェハ 

産総研の研究施設等を民間企業が利用して、次の３事業
を実施 

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 

（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～） 
 ・動物用医薬品製造業および動物用医薬品製造販売業の許 
  可（農林水産省） 
 ・平成２５年１０月１１日 ＧＭＰ適合性評価結果の通知：適合 
                  （製造品質管理基準） 
 ・平成２６年３月２４日より販売開始（イヌ歯肉炎軽減剤） 
 
（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～） 
 ・事業の拡大 
 ・研究用基板の市場形成 
 
（３）「スーパーグロース法ＣＮＴ合成実証プラント」を利用した
単層ＣＮＴ試験サンプルの配布（平成２４年１１月～） 
 ・サンプル製造：6.0㎏ 
 ・ナノテク2014にてブース設置（ゼオン） 
  ＳＧＣＮＴを紹介（産学連携賞受賞） 
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共同研究 
契約 

研究費 

所有権の移転 

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

人材移籍型共同研究 

ＦＳ連携制度 
本格的な共同研究の前に、 
技術開発の可能性を検討・ 
確認するための連携。 
 
通常の実施期間は６ヶ月以内。 

研究装置等提供型共同研究 

資金提供型共同研究 

共同研究 
契約 

研究費 

ＦＳ連携 
契約 

試行的な 
連携 

共同研究実施 

企業等が研究費(間接
経費を含む)を提供して
行う共同研究。 

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

企業等が研究装置等を産
総研に提供して行う共同
研究。 

共同研究 
契約 

研究費 

人材移籍に係る 
覚書の締結 

平成25年度： 
 実施件数：1,010件 
 提供金額：3,433百万円  

平成25年度： 
 実施件数：1件 
 移籍研究者：4名  

平成25年度： 
 実施件数：73件 

平成25年度： 
 実施件数：7件 

・平成25年度共同研究実績 
共同研究件数   ：3,069件 （資金提供型：1,010件） 
 うち企業     ：1,657件 （資金提供型：  955件） 
   うち中小企業：  609件 （資金提供型：  240件） 

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

企業の研究活動を支える産総研の共同研究 
産学官が結集して行う研究開発の推進 （13/14） 

企業等 産総研 

産総研 企業等 

企業等 産総研 

きうfどう 
研究者の 

移籍 

きうfどう 共同研究実施 きうfどう 共同研究実施 

企業等 産総研 

きうfどう 
研究装置等 

の提供 

きうfどう 共同研究実施 きうfどう 共同研究実施 
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産学官が結集して行う研究開発の推進 （14/14） 

イノベーションコンソーシアム型共同研究の推進 

H25年度の実績 

 民間資金を主体とした共同研究を実施するため、産総研が中核機関となり、企業群から

なるコンソーシアムを形成。上流から下流までの幅広いレイヤーの企業がさまざまな連

携を効果的に実現し、研究成果の創出とその実用化を加速 

新たに、「ナノ材料の産業利用を支える計測

ソリューション開発コンソーシアム」を発足 

 「つくばパワーエレクトロニクスコンステレー

ション（約30機関）」では、SiCトランジスタ

（IEMOSFET）量産試作品を外部提供、第11

回産学官連携功労者表彰日本経済団体連

合会会長賞受賞 

 「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コ

ンソーシアム（約70機関）」では、長期曝露モ

ジュールの劣化モード等を解明し、報告書と

してとりまとめを実施して業界コンセンサスを

得た 

その他、「次世代結晶シリコンPVコンソーシ

アム（約20機関）」、「ゴム・エラストマーにお

ける理論・シミュレーション基礎研究会（7機

関）」を実施 

ささ 

発足時メンバー 

• 日本企業が得意とするナノ材料の計測技術を融合・統合し、欧州ナノ材料

規制に対応可能なナノ材料特性評価手法及び評価装置を開発 

• ナノ材料計測の国際標準化を同時に推進 

ナノ材料の産業利用を支える計測ソリューション 
開発コンソーシアム（H25年6月発足） 

目 的 
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ナノ粒子の電子顕微鏡画像 

• 規制や素材メーカー等のニーズに即したナノ材料の物理化学特性の計

測・評価技術の開発 

研究内容 
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 海外研究ポテンシャルを生かした研究開発 
 先進国と、双方の強みを生かした研究連携を推進。 

 新興国と、現地の資源を生かした研究連携を推進。 

戦略的分野における国際協力の推進 （1/7） 

産総研のグローバル展開に向けた基本方針 

 産総研のネットワークを活用した企業のＲ＆Ｄ活動支援 
 現地研究機関、産総研、日系企業の３者連携による共同研究を推進。 

 現地日系企業を巻き込んだワークショップを開催。 

 政府ミッションへの貢献 
 経済産業省委託事業として、米国DOE傘下の国立研究所と環境・エネルギー分野等の

研究協力を推進。日米研究協力体制の強化に貢献。 

 経済産業省からレアアース確保のための政策的要請を受け、ブラジル鉱産局（DNPM）、

南アフリカ地質調査所（CGS）と包括MOUに基づいた資源探査を実施。 
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戦略的分野における国際協力の推進 （2/7） 

 H25年度の主要実績 

 政府ミッションへの貢献 
 第2回世界研究機関長会議を開催 （H25年10月） 

 欧米、アジア、豪州、アフリカの12ヵ国から16の研究機関長が参加し、トップレベルの交流を実現。 
    国際社会における研究機関の役割や、頭脳循環と国際連携などに関する意見交換を実施。 

 海外研究ポテンシャルを生かした研究開発 
 インド科学技術省バイオテクノロジー庁（DBT）との共同研究ラボを設置 

 インド科学技術省バイオテクノロジー庁（ＤＢＴ）と、健康・医療分野での共同研究契約を締結。 
        産総研内に共同研究ラボを設立。抗がん作用のある分子の探索等を実施。 

 産総研のネットワークを活用した企業のＲ＆Ｄ活動支援 
 産総研を介した日本企業のグローバル化支援 

 インドネシア技術評価応用庁（BPPT）と産総研の包括MOUに基づく共同研究に、(株)ブリヂストン
が参画。天然ゴムの生産性向上に関する三者共同研究契約を締結し、共同研究を推進。 

 地球規模課題の非食糧系バイオマス（ジャトロファ）の輸送用燃料化基盤技術プロジェクトを基に、
タイ国家科学技術開発庁（NSTDA）、タイ科学技術研究院（TISTR）と研究協力。成果として 

      得られたバイオディーゼル燃料を用いた実車走行試験を、いすゞ現地法人と共同で実施。 

 「産総研イノベーション・ワークショップ in インドネシア」を開催 （H25年12月） 
 在インドネシア日系企業、インドネシア研究機関、インドネシア企業等から、約200名が参加。 

          現地研究機関と実施した再生可能エネルギーに関する共同研究の事例を紹介。 
          在インドネシア日系企業を巻き込んだ新たな研究連携を促進。 

 



研究協力覚書（ＭＯＵ）に基づいた国際連携 

平成25年度実績：   
アメリカ・カナダ  （全9件） 
・国立再生可能エネルギー研究所（NREL）、 
 ローレンス・バークレー国立研究所（LBNL）等と 
 環境・エネルギー分野を中心に、幅広い研究協力 
 を実施 

平成25年度実績：  
アジア・オセアニア  （全14件） 
・タイ・国家科学技術開発庁(NSTDA)、 
・インドネシア・技術評価応用庁（BPPT）、 
・インド・科学技術省バイオテクノロジー庁(DBT) 、 
・オーストラリア・連邦科学産業研究機構（CSIRO）等と、 
  環境・エネルギー分野・ライフサイエンス分野・ナノテク分野等の 
  研究協力を実施 

平成25年度実績： 
ヨーロッパ・アフリカ  （全12件） 
・フランス・国立科学研究センター（CNRS）と、ロボット技術等の 
 先端科学技術の研究協力を実施 
・ドイツ・フラウンホーファー研究機構と、環境・エネルギー分野、 
 ライフサイエンス分野における研究協力を実施 
・アフリカ・南アフリカ地質調査所（CGS）と、地質分野の 
 研究協力を実施           

包括MOU：35機関 
個別MOU：34機関 

戦略的分野における国際協力の推進 （3/7） 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Latex_dripping.JPG
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 アジア・BRICs諸国の有力研究機関とのパートナーシップ構築 
－ 産総研のポテンシャルと相手国の天然資源・人材を有効活用した研究連携を推進 － 

 東南アジア諸国、南アなどとの研究協力・連携 

 産総研、インドネシア技術評価応用庁(BPPT)、(株)ブリヂストンの3者からなる国際共同研究プロジェクトの       
枠組みを構築し、天然ゴム増産に貢献する技術開発を推進。     

 タイ国家科学開発技術庁（NSTDA）・科学技術研究院（TISTR）と、バイオマスの輸送用燃料化 

    基盤技術プロジェクトを実施。 

  バイオ燃料の標準化に向けた実車実証試験を実施。（いすゞ現地法人参画） 
 
 東アジア・ASEAN経済研究センター（ＥＲＩＡ）事業に参画。研究者交流、技術支援にも貢献。 
 
 南アフリカ地質調査所（CGS）とレアメタル資源探査等で連携。 

 

 インドネシア、タイ、台湾、中国などと研究ワークショップを開催 
 

   H25年12月 産総研イノベーション・ワークショップ in インドネシア＠ジャカルタ 

           テーマ：再生可能エネルギー、日系企業を加えた新たな研究連携の創出 

   H25年8月  第8回日タイ連携ワークショップ＠バンコク 

           テーマ：代替エネルギー、材料、計量等、タイの公的研究機関との連携 

   H25年9月  台湾工業技術研究院（ITRI）との共同シンポジウム＠台湾・新竹 

           テーマ：電池技術、太陽光発電、熱電材料、防災技術、研究連携 

   H26年2月  中国・上海交通大学（SJTU）との共同シンポジウム＠つくば 

             テーマ：ライフサイエンス分野、環境・エネルギー分野等 

産総研イノベーション・ワークショップ  
inインドネシア 

戦略的分野における国際協力の推進 （4/7） 



 創薬スクリーニングと抗がん試薬開発に向けた共同研究を開始 
 H25年10月に、インド科学技術省バイオテクノロジー庁（DBT）と、 

  創薬スクリーニングと安全な抗がん試薬開発の細胞イメージングに関する共同研究契約を締結。 

  産総研内に共同研究ラボを設立。H26年度にはインドDBT内にも設立予定。 

 インドDBTの生物資源と、産総研の持つ創薬分子探索技術を活用して、 
  抗がん作用のある分子を探索。 
  また、産総研の持つ生体イメージングの基盤技術を活用し、 

  抗がん作用のある分子の薬効メカニズムを細胞レベルで解明。 

 

  人材交流を積極的に実施 
 研究者を相互派遣するなど、人材交流を実施。 

  H26年1月にはつくばで、インド等の若手研究者を対象にワークショップを開催。 

 

  日印共同声明に産総研とインドDBTとの研究連携が明記 
 H26年1月に日印首脳会議で発表された日印共同声明では、 

  産総研とインドDBTがバイオテクノロジー分野における共同研究ラボを 

  設立し、共同研究を推進することを両首相が歓迎する旨が明記された。 
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 インド科学技術省バイオテクノロジー庁（DBT）との共同研究ラボを設置 
－健康・医療産業のイノベーションを推進する研究拠点を目指して－ 

戦略的分野における国際協力の推進 （5/7） 

インドDBTとの人材交流の様子 

共同研究契約調印式 



 欧州の先進的研究機関との研究協力の推進 
－ 共同研究、人材交流による連携の推進、ネットワークオブエクセレンスの構築  － 

 フランスとの研究協力・連携 

 AIST-CNRS ロボット工学研究連携体 (AIST-CNRS JRL) では、フィオラゾ高
等教育・研究大臣、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。 

 ドイツとの研究協力・連携 

 ドイツ フラウンホーファー研究機構と、環境・エネルギー分野、ライフサイエンス
分野における研究協力を推進。 
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戦略的分野における国際協力の推進 （6/7） 

 ノルウェーとの研究協力・連携 

 ノルウェー産業科学技術研究所(SINTEF)、ノルウェー科学技術大学(NTNU)、エネルギー技術研
究所（IFE）とは、H26年3月のKIFEEワークショップ等を通して、エネルギー、材料、ライフサイエン
ス分野での研究連携を推進。また、H26年4月に開所する福島再生可能エネルギー研究所との
研究連携に向けて、活発な意見交換。 

 H25年5 月の日本－ノルウェーサイエンスウィークでは、ワークショップ等を開催し、種々の連携
スキームを検討。Concert-Japan Joint Program では、産総研とIFEによるエネルギー貯蔵に関
するプロジェクトが採択され、連携研究を開始。 

フランス 高等教育・研究大臣 来訪 



米国とのクリーン・エネルギー技術分野での連携強化 

  － 産総研を窓口とした日米研究協力体制の強化に貢献 － 

  米国エネルギー省（DOE）傘下の研究所と研究協力を実施 

 クリーンエネルギー技術開発に関する23テーマの実施 

 H22年5月より経済産業省委託事業として、日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業    
（日米クリーン・エネルギー技術協力）を実施。 

 人工光合成、燃料電池、バイオマス利活用など環境・エネルギー分野を中心に研究を推進。 

 米国大使館やDOE等との密接な意見交換を実施。 
     その結果、H25年7月の「エネルギー分野における二国間の取組に関する共同声明」において、 
     米国DOE傘下研究所と産総研の研究協力が明記された。 
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 日米クリーン・エネルギー技術協力ワークショップの開催（H25年12月） 

 再生可能エネルギーシステム統合、太陽光発電、地熱、水素の分野で 
  議論を行い、今後の研究連携についての方針を模索。 

戦略的分野における国際協力の推進 （7/7） 

日米クリーン・エネルギー技術協力 
ワークショップ 

 日米等の国際共同研究を促進するための追加事業の開始 

 日米等エネルギー環境技術研究協力事業として、H25年度より 
   再生可能エネルギーシステム統合、太陽光発電、地熱、熱電変換、蓄電池、 
   高圧水素、バイオディーゼルの7テーマを開始。 
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「*産総研」
は、産総研
ポスドク継
続者以外 

平成25年度・産総研のポスドクから転出した者の異動先 
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 

H 
25 

7 
期 ２０名 ９名 大学等 産業界 

国研・ 

独法 
*産総研 

235名 40名 計 

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 

1～７期生のOJT先企業分類（165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 

若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進（1/5) 

そ
の
他 

H25 スクール
ポスドクコース

（PD生）  
（転出者 14名） 

約４３％が産業界に転出 
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ポスドクの異動先 

人材育成 産総研が育成したポスドクの社会的活動 

・ポスドクを積極的に受け入れ、産総研における研究活動において育成。 

・産業界・大学等に多数輩出。 

（H25年度、128名） 

ポスドク雇用の推移 
（H17-H25年度、各年度10月1日の人数） 

若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 （2/5） 

421 433 422 411 
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・TPECインターンシップ制度：産総研職員の指導のもと、国内外の大学及び大学院の学生及びポストドクター研

究員に実践的な研究業務を体験させる精度。SiC等のワイドギャップ半導体の材料開発、デバイスからシステ

ム応用までを見据えた統合的なパワーエレクトロニクスの研究開発・実証における講義または実習等を実施。           

(累計４名） 

・産総研サマースクール：TIA連携大学院サマー・オープン・フェスティバルの一環として、大学院生と社会人を対

象に、4日間にわたりパワーエレクトロニクスの基礎から応用まで、国際的に第一人者である専門家による講

義や工場見学を行うを実施。学生には旅費・滞在費を支給し、筑波大より単位を認定。 

 第1回開催実績： H24年8月。参加者111名（学生61名、社会人50名）。 
 第2回開催実績： H25年8月。参加者142名（学生86名、社会人56名）。 
 第3回開催予定： H26年8月22日～25日。募集人員150名。 

・特別講座：TIA-nanoパワーエレクトロニクスコア研究領域との連携により、 

               筑波大学大学院数理物質科学研究科に講座を開設。 

 寄附講座：①富士電機パワーエレクトロニクス寄附講座 

          ②トヨタ自動車・デンソーパワーエレクトロニクス寄附講座 

 連携講座：③連携大学院：産総研 

     H26 1月より、TIA連携棟にて寄付講座の研究室活動開始 第2回産総研サマースクールの様子 
（平成25年8月） 

TPECにおける人材育成 

若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 （3/5） 



産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、既存教育メカニズム
では養成が困難な新規かつ融合的最先端技術を持った研究人材を育成 

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

産業技術人材育成（MEMS） 

若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 （4/5） 

• MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、
MEMSの基礎知識（マイクロマシニング、パッケージング）、

新しい手法（ナノインプリント、センサネット）、様々な
MEMSの解説、MEMSビジネスモデル等に関する集中講
義を行った（3日間、111名）。 

• 産総研で研究開発を行っている先端的なMEMSに関す
るセミナーを開催した（5回、約120名）。 

• 経産省の産学連携製造中核人材育成事業（平成19～
21年）の成果物（テキスト、カリキュラム等）を基にナノイ
ンプリント、MEMS実装（ウエハ接合技術）の講習および
プロセス実習を行った（2日間、2名）。 

• この他、マイクロシステム融合研究会（4回、約200名）、
国際シンポジウム(1回、91名）、ナノ・マイクロビジネス展
でのセミナー（2回、約400名）やシンポジウム（2回、約
500名）なども開催した。 

図１ MEMSプロセス実習風景 
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  HPCI人材養成プログラム  
（ High Performance Computing Infrastructure ） 
 

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

• これまでに蓄積したノウハウを活用 
• 文部科学省 科学技術振興調整費 H17-21 （事後評価：Sランク、5年間

で446名受講） 

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

H25年度実績 受講者 内容 

HPCI e-ラーニング 338 インターネットで講義ビデオ視聴 H25年度末現在59本のコンテンツ 

HPCI 講習会 282 実習付き講習会  1人1台のPCを使用、先端的テーマから基礎まで幅広く   

HPCI セミナー 391 最新研究セミナー 毎週開催 TV会議システムで遠隔地への配信も 

HPCI ワークショップ 120 招待講演 広く一般にも公開し最新情報を共有 

計 1011 前年比 +201名 

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

セミナーはビデオ撮影しe-ラーニング教材に 
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産業技術人材育成（バイオインフォマティクス） 
若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 （5/5） 



４．研究開発成果の社会への普及 

（１）知的財産の重点的な取得と企業への移転 
（２）研究開発成果を活用したベンチャー創出支援 
（３）企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の 
 質の向上に関する事項 
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研究ユニットや知財関係者等との意見交換から課題を抽出し、産総研として取得し管理すべき知財に関して研究者が留意す
べき考え方・規範基準（知財行動指針）を立案し、指針具体化の一施策である知財検討会のパイロット実施を行った。 

★知財行動指針 

具体的施策として提示・展開【26ｆｙ予定】 

 ・新しい契約形態の導入 
   共有知財の取扱い、サブライセンス権など 

オープンイノベーションを支える：“共通基盤領域” 
               
共通基盤の上に各社の強みを構築：“競争領域”              

★知財検討会のパイロット実施 

知財アセット構築 
知財戦略策定支援 
出願前検討 

知財検討会の本格実施/ 
知財戦略を明確化した統合シート
の運用開始【26ｆｙ予定】 

知的財産の重点的な取得と企業への移転 (1/2) 

知財アセットの考え方 

特定重要テーマの知財アセット構築
支援・知財戦略検討 

個別発明の出願強化 

戦略知財検討会 

ユニット知財検討会 
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知的財産の重点的な取得と企業への移転 (2/2) 

●光エレクトロニクス関連特許 
 情報を整理、PJに情報提供 

●TIA知財のワンストップライセンスについて中核４機関で合意 

●各研究コア・PJと知財戦略等に関する意見交換を実施 

●中核４機関の知財担当者連絡会を６回開催 

・プロジェクトのホスト側の立場から実務的な検討を推進 

・知財WGの検討の土台として機能 

BGIP 

・今後も中核４機関の知財取扱いの調和、特許情報の提供等について
議論を継続することで合意 
 

・技術全体の動向と、バックグラウンドIP
（BGIP）について整理 
・両者の特許マップを比較 

・６回の意見交換を実施 

・原則として研究コア・PJのオフィスを訪問して議論 

・TIA知財のライセンス活動において中
核４機関が連携する仕組みを構築 

会場は持ち回り 

技術全体の動向 

・GNC、VICTORIES（ナノエレ） 
・パワエレ 
・グリーンセンサネットワーク（N-MEMS） 
・NOIC（ナノグリーン） 
・CNT 

○TIA における知財WGとしての取組 



活性化 
（新たな事業の流れ） 
日本の競争力向上 

産業界 
（社会） 

産総研 
技術シーズ 

産総研カーブアウト事業 

ビジネス経験
者（SA） 

専門家（法律・
財務・経営等） 

開発資金 
（A-STEP等） 

企業等の 
技術シーズ・

人材 
事業資金 

（ＩＮＣＪ、ＶＣ等） 

事業パートナー 
共同開発パートナー 

 
 
 

スタートアップ開発戦略 
タスクフォース（TF） 

ベンチャー創業 
 

産総研ベンチャー 
技術移転促進措置 

Ｍ＆Ａ、ＩＰＯ、 
ユニークな   
中小企業等 

ベンチャー創出・ 
支援プラットフォーム 

イノベーション 
推進本部 

イノベーション
コーディネータ

等（IC等） 

 ベンチャー企業２社に「産総研技術移転ベンチャー」称号付与 
  ・行動ラボ（株）（TF発）：室内３Dモデリング・行動計測サービス 
  ・（株）ＳＣＨＡＦＴ：高度バランスヒト型ロボットの開発、製造販売（11/13にReplicant Inc.が子会社化） 
 ベンチャー企業支援の強化 
  ・成長期にある有望ベンチャー企業を産総研ウェブサイトで紹介し、広報活動を支援 
  ・「協創マッチングフォーラム」を神奈川サイエンスパーク（KSP）との共催で開催し、販路開拓を支援 
 事業化へ向けた人材育成 
  ・「リーンスタートアップ」の概念を取り入れた実践的な事業戦略研修を実施 
 ベンチャー企業からの収入増加に資する取組 
  ・ベンチャー企業への出資に向けた体制を整備し、出資候補企業を選定 
 ベンチャー創出支援事業に関する検証の公表と知見・ノウハウの提供 
  ・日経産業新聞、産総研公式HP、ベンチャー開発成果報告会等において公表（NEDO等へ知見・ノウハウを提供） 
 ベンチャー企業の更なる拡大・成長に向けた支援体制の構築 
  ・産総研内の関連部署を束ねるAIST-HOSTを設置 

研究開発成果を活用したベンチャー創出支援  （1/4） 
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H25年度実績 



 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 

イノベーション推進本部の機能を最大限に活用 

・発展が期待できるベンチャーを重点支援 

・ベンチャーを介した連携を推進 

・外部支援機関等と連携した支援策を強化 

・技術ポートフォリオの充実 

今後の方針 

 
 AIST－HOST 
有望な産総研技術移転  
ベンチャー及び創業間近な 
タスクフォース等を対象に、
ベンチャー企業の更なる 
拡大・成長に向けた支援 
体制を構築 

研究開発成果を活用したベンチャー創出支援  （2/4） 
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産総研公式HP 

（2013.8～） 

ベンチャー開発成果報告会 
－産総研の挑戦を振り返って－ 

（2013.7.24） 

参加者244名 

講演者： 

・渡部 俊也氏（東京大学 政策ビジョン研究センター      
 教授）  

・森下 竜一氏（大阪大学大学院 医学系研究科  
 教授／内閣府 規制改革会議 委員） 

・瀬戸 政宏（産総研 理事／イノベーション推進本部  
 本部長） 

・米田 晴幸（産総研イノベーション推進本部  
 ベンチャー開発部 部長） 

 NEDOのベンチャー創出支援に関わる新制度「プラットフォーム事業」の構築に際し、これまでの知見や
ノウハウを参考情報として提供等 

日経産業新聞 

（2013.7.24） 

「ベンチャーを介した連携でイノベーションの創出へ」 
対談者： 
・渡部 俊也氏（東京大学 政策ビジョン研究センター 
教授） 
・米田 晴幸（産総研イノベーション推進本部 ベンチャ
ー開発部 部長） 
 

ベンチャーフォーラム 
～ベンチャーを介した連携推進～ 

（2013.10.31） 

参加者126名 

講演者： 

・西岡 郁夫氏（株式会社イノベーション研究所  
 代表取締役社長） 

・河南 雅成氏（（株）ジーンテクノサイエンス 社長） 

・佐藤 貴幸氏（昭和電工（株）） 
  パワー半導体プロジェクトマネージャー） 

・平林 隆氏（サイトセンシング（株） 代表取締役） 

・米田 晴幸（産総研イノベーション推進本部  
 ベンチャー開発部 部長） 

研究開発成果を活用したベンチャー創出支援  （3/4） 
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様々な機会にベンチャー創出支援事業の検証結果を公表し、外部の研究開発機関等と知見やノウハウを共有 
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イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
へ 

② アーリー
技術の確立とビジネス

モデルの構築

④ レイター
コアコンピタンスを確立し、

事業拡大

③ ミドル
コア技術の強化とビジネス
モデルのブラッシュアップ

出資

投資

創業支援

製品の
開発・事業化

株式市場上場
（ＩＰＯ）

M&Aによる
大企業への
成果移転

産業革新機構など
民間ファンド

からの大型投資

投資

成長支援

シーズ発掘支援

① シーズ
産総研シーズによるタスク
フォースや外部シーズの
ベンチャー化を検討

AIST HOST

収益性
の拡大

産総研所有の施設･装置、知的財産権

創業

※①～④は事業ステージを表す

産業革新機構など 
民間ファンドからの大型出資 

研究開発成果を活用したベンチャー創出支援  （4/4） 

   出資業務の準備 ～発展が期待できるベンチャーを重点支援する手段として～ 

 研究開発力強化法の改正（平成25年12月13日公布、出資業務については平成26年4月1日施行）により、金銭によらない 

出資が可能となったことを踏まえ、所内に「出資制度検討委員会」を設置して体制等を整備。 

  ＜整備内容＞ 

      ・出資業務の実施方針（出資の目的、出資の対象物、出資想定企業、出資制度の運用方法等）を策定 
      ・規程・要領（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等）を制定・改正   等 
 

            

   

   

 



 社会や産業界からの声を聞き、産総研の活動に生かす 

 企業トップや有識者との意見交換を通して、産総研の研究マネージメントやイノベーション推進を図
るため、AISTアカデメイアを開催（平成25年度開催数；11回） 

 企業等の経営層の視察を積極的に進め、産総研の研究活動の理解増進を図る。また、技術の売り
込みの場とする（平成25年度企業等の視察件数；21件） 

 インターネットを通じた情報発信 

 イベント案内など複数情報の同時配信、産総研の研究事例紹介などの新たなコンテンツの追加等、
使いやすさと社会の必要性を重視したホームページのリニューアルを実施。 

 明確なビジョンをトップが発信することにより社会における存在感を高める 

 地域メディアを活用した地域産業界との連携促進 

 取材等外部媒体を用いたメッセージ発信 

 

 

 

 

北海道新聞 

理事長インタビュー記事 

平成25年10月16日掲載 

河北新報 

理事長インタビュー記事 

平成25年12月5日掲載 

東洋経済オンライン（WEB） 

平成25年9月30日掲載 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (1/6) 
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マスメディアを通じた情報発信 
 プレス発表、取材（平成25年度） 

 新聞やテレビなどを通した研究成果の報道は計5,011件  

 ※新聞2,744件、テレビ・ラジオ235件、雑誌235件、Web1,797件 

 新聞各社との連携強化 

 平成21年10月から毎週1回、研究成果と研究者の紹介記事を日刊工業新聞に連載
し、技術で社会を先導する産総研の活動を企業のマネージメント層等へ浸透させるこ
とを狙う 

 【プレス発表件数の推移】 【報道件数の推移】 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (2/6) 

プレス発表 

研究成果 

３社以上掲載 
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 産総研主体一般向け対話型広報の取組 
 
 
 
 
 
 一般公開 
    ･つくばセンターおよび地域センター（9拠点）で開催 
    ･全体の来場者数 15,679人(昨年度15,534人) 
 

 サイエンスカフェ 
    ･研究者との直接対話を重視 
    ･つくば市内にて6回開催、地域センターで4回開催 
 

 出前講座・実験教室 
    ・115回実施 
    ・幅広いテーマを提供し産総研の 
     知名度向上を目指す 

 
 

 外部との連携 
      ･サイエンスアゴラやつくば産業フェアへの 
       出展等、他機関が主催するイベントへ 
       10回協力 

サイエンスカフェ 
ポスター 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化（3/6) 

  オープン 
ラボ 一般公開 産総研 

キャラバンなど 
サイエンスカ

フェ 実験教室 出前講座 計 

平成24年度 1 9 11 9 30 89 149 
平成25年度 1 9 11 10 28 87 146 

出前講座 
実験教室 

「活断層と地震の科学」 
活断層・火山研究部門 宍倉 他   

8件 

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

6件 

主な協力者 

チョロメテ実演
（四国センター） 

サイエンスアゴラ 

磁石スライムを作ろう！
（つくばセンター） 

一般公開  
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・産総研つくばセンターを会場として、昨年度に引き続き、平成25年10月31

〜11月1日の2日間実施。 

・約500の研究成果や活動紹介（パネル展示）、約100の研究室や共同利用

施設などを公開（ラボ見学）。 

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

「産総研オープンラボ2013」を開催 Ⅰ 

 開催目的 

 オープンラボ告知ポスター 
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福島特別展示会場 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (4/6) 

ラボ見学風景 TIA-nano講演会会場 

 開催概要 

平成25年度企画 
・福島再生可能エネルギー研究所およびTIA-nanoの特別展示。 
・中小企業支援フォーラム、ベンチャーフォーラム、AISTechトークなど。 



・来場者数 5,179名（両日のべ数、昨年度比400名以上増） 
・来場者構成 約８割が民間企業で、関東を中心に国内のほぼ全域から参加 
  約１割が企業の役員、社長・代表取締役など           
  ４割以上が、来場２回以上のリピーター 

・トップセールスとして、招待状送付、VIP専用見学ツアー実

施やVIP専用ラウンジ設置など。 

・少人数制の対話型企画（AISTechトーク、イブニングカフェ）

を開催し、企業技術者と産総研研究者との交流を促進。 

・産総研の技術に興味をもつ企業に対し、イノベーションコー

ディネータ（成果活用人材）がフォローアップを実施。 

・開催１ヶ月後の出展者アンケート調査により、オープンラボ

を契機とした連携の進展（情報交換210件、ライセンシング

２件、共同研究４件、受託研究２件、いずれも今回のオープ

ンラボを契機とした新規案件）を確認。 

 連携促進への取り組み 

 開催実績 

60 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (5/6) 
「産総研オープンラボ2013」を開催 Ⅱ 

AISTechトーク 



• 平成２５年度にはシンポジウム等を８回開催して、分野横断的テー
マを議論。のべ２，２４２名が参加。 
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「日本を元気にする産業技術会議」シンポジウムを開催 

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

 提言メッセージ 

・広がるダイバーシティと日本を元気にするイノベーション 

・中小・中堅企業から始まるグローバル展開 

・『食』の新しい価値づくりで日本を元気に 

・国際標準化、ベンチャー創出・支援など 

 分野横断的テーマの例 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化 (6/6) 

シンポジウム会場 

パネルディスカッション 

 シンポジウムの開催 

“もの”、“こと”、“ひと”づくりで日本を元気にしよう！ 



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

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



地域活性化の中核としての機能強化 （1/2） 
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平成25年度実績 
●中小企業との共同研究件数は、６０９件。 

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 
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地域活性化の中核としての機能強化 （2/2） 
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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25年度実績 
●中小企業からの技術相談件数は、２,078件。 
●技術相談から連携（共同研究等）へ発展したのは、４３件。 
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エキスパート 議長等役職者

平成２５年度において、のべ１９９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４９名が議長、幹事、コンビーナとして参画した。 

＊エキスパート数には、同様の役割がある提案者：プロジェクトリーダを含める。 

第２期 第３期 

産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備（1/2） 

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

平成２５年度において、国内標準１０件、国際標準２６件、計３６件を提案した。 
うちアジア諸国との連携を通じた提案は２件（第３期合計 ７件） 

国際標準の提案に係る指標 

第２期 第３期 

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY 

国内標準 8 11 12 11 19 12 16 19 10 

国際標準 11 16 7 9 7 10 23 15 26 

計 19 27 19 20 26 22 39 34 36 

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。 



産総研リソースの活用 
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350.5億円 356.2億円 321.9億円

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59.2％から55.3％に減少。主な要因としては、産総研における集中研究および技
術研究組合参画による研究が減少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 

600.8億円 運営費交付金 

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 

582.1億円 

23年度実績 
５８．０％ 

24年度実績 
５９．２％ 

25年度実績 
５５．３％ 

603.9億円 



論文に係る指標 
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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 

世界ランキングのデータ源はトムソン・ロイ
ター社のデータベースEssential Science 
Indicators（ESI) 
H24までは、同社のプレスリリースを引用 
H15-25はESIから集計（プレスリリース内容
変更のため） 

世界ランキング：ほぼ維持 (ESIの方式変更で不連続) 
年間論文数： やや減少。但し論文の質（IF）は維持。 

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 H15-H25 

総合 199 190 182 171 151 152 146 150 184 

材料科学 5 5 4 4 4 6 7 9 11 

化学 26 25 23 19 14 13 13 14 17 

物理学 47 47 50 50 47 47 45 55 64 

生物学・生化学 - - - - - - - 151 160 

☆論文数減少の原因は、若手研究者の人数減と生産性低下等。 
☆改善を目指したアクション（論文の顕彰、研究者交流の促進、 
 論文執筆指導など）のプランを実施する予定。 

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

年間論文総数 5580 5512 5195 5103 4822 4494 4238 4131 3987 

0
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国際連携に係る指標 

 有力な海外研究機関との研究協力の進展に向けたワークショップに加え、マネジメント分野における 
  ワークショップも開催し、幅広い情報交換を実施。 

 包括MOU締結機関との研究ワークショップ等を開催 

研究ワークショップの開催回数 
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開催年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

回数 8 13 7 5 4 7 7 17 14 
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 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交換を実施 

 H25年度は、産総研イノベーション・ワークショップ in インドネシア、バイオマス・アジアワークショップ、  
  日米クリーン・エネルギー技術協力ワークショップなど、計１４回開催。 



外部機関との人材の相互交流 
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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） 

      H23 H24 H25 

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 

供
給 

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 

平成２５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。 
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※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。 
 



研究開発成果の社会への普及 （1/2） 

国内特許出願件数・技術移転契約件数および技術移転収入額の推移 

産総研のミッションに沿って成果を社会に広く還元している。 

第３期中期目標期間終了時までに800件以上の実施契約件数を目指す。 
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知的財産活動の実績 
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研究開発成果の社会への普及 （2/2） 

対話型広報活動の内訳 対話型広報活動数の推移 

第3期中に、対話型広報活動を累計で200回以上（年間40回以上）を目標 

◆平成24年度 149回実施 → 平成25年度 146回実施  （第3期中では累計460回） 
 

・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 

・新たな取り組みとして、大学のカリキュラムの一環でサイエンスコミュニケーション演習を行い、
人材育成にも貢献 

H20 H21 H22 H23 H24 H25

オープンラボ 1 1 1 1 1 1

一般公開 7 8 8 9 9 9

産総研キャラバン 9 7 24 10 11 11

サイエンスカフェ 6 6 6 7 9 10

実験教室 10 11 20 28 30 28

出前講座 13 12 6 45 89 87

計 46 45 65 100 149 146

第2期 第3期
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

10 31 46 45 65 100 149
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