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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
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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・
イノベーション」、「ライフイノベーション」

の推進

戦略的な研究企画及び
研究資源配分の重点化
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【平成25年度実績】

・校正技術高度化、新性能評価技術開発、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10件、性能評価約200件を実施。

・ CIGS太陽電池の製造技術を高度化し、CIGSサブモジュール、CGS小面積セルで18.3%と11.0%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30.4%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）。

H25年度実績No. 111010

一次基準太陽電池：世界の4WPVS
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。

マンガン-鉄系酸化物（正極材料）

H25年度実績No. 111011

シリコン系材料（負極材料）とステンレス箔集電体

【平成25年度実績】

・酸化物正極材料において、組成比及び価数の最適化を進め、初期放電容量２５１mAh/gで初

期充放電効率８９%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ステンレス箔集電体を用いるこ

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。３００サイ

クル以上でも初期容量に対する維持率約５０%を実証。
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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25年度実績】

・ V系材料に関し、組成によらず、吸蔵放出の繰り返しにより格子欠陥の蓄積が見られることを
確認した。

・Mg系材料では、ナノメートルサイズのMg基組織が、バルク状Mgに比べ、同じ温度で高い吸蔵
圧力を示すことが判り、作動温度を低下できる可能性を見出した。

H25年度実績No. 111011

Mg系材料の開発指針

Mgの水素吸蔵放出
反応圧力が上昇

作動温度を低下でき
る可能性あり

Ti基組織
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カーボンナノチューブの量産化技術と用途開発

【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(SWCNT)の

合成技術の開発に世界に先駆けて成功している。

【平成25年度実績】
スーパーグロース法SWCNTの実証プラントを運

営し、実用化・産業化研究を推進。
•サンプル提供： 用途開発企業等にのべ140件
•SWCNT銅複合材料： 銅と同等の電気伝導度で
銅の100倍の電流容量を達成。体積の45%がCNT
であることから密度は5.2 g/cm3と銅(8.9 g/cm3)に
比べて小さく、デバイス応用時の軽量化に期待。
•SWCNTゴム複合材料： SWCNTのネットワーク構
造が支持体として機能することで、ゴムの柔軟性
と高精緻な形状維持性を両立。従来のゴムでは
実現不可能な数百ナノメートル精度の加工を実現
。

ナノメートルレベルの精度で
金型成形可能なSWCNTゴム複合材料

SWCNTゴム

金型
SWCNTゴム

基板

１．加熱

２．加圧

３．冷却＆離型

銅の100倍電流を流せるSWCNT銅複合材料

SWCNT銅の微細配線加工

SWCNT銅

従来ゴム

H25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25年度実績】

トンネル障壁層上に高品質の記録層を持つ垂直磁化型磁気抵抗素子を開発し、超低抵抗領域
で100%を越える磁気抵抗比を初めて実現

高磁気異方性については、Coベースの人工格子薄膜を新規開発し、 11 Merg/ccという巨大な
磁気異方性を達成

超低抵抗領域で100%を超える
磁気抵抗比を実現

【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

H25年度実績No. 111013
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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、移植用細胞に残存するヒトiPS/ES細胞を、通常は
廃棄する細胞培養液を用いて簡便に検出する技術を確立。

・iPS細胞の樹立効率を従来の10倍以上の10%超に高めることに
成功。さらに、iPS細胞が出現するまでの時間も従来の半分以下
の10日間に短縮。

・ヒトiPS細胞から肺前駆細胞の分化促進化合物の同定に成功。

平成25年度実績
・幹細胞の標準化・品質管理に向けた分子マーカーの
開発と創薬への応用。

・体性幹細胞を用いた細胞治療への技術開発。

・新規RNAベクターを用いた分化細胞の誘導技術開発。

・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

腫瘍化の危険性のない安全な細胞治療に貢献

再生医療に用いる細胞の安全性を培養液で検査 効率と安全性の高いiPS細胞作製技術の開発

iPS細胞の樹立効率を10%以上に向上（従来の10倍以上）

ステルス型RNAベクター
を使ったiPS細胞の作製

従来の山中4因子を
使った場合(左)に比べ、
6個の遺伝子を使うこ
とで初期化効率が大幅
に向上する(右)
(緑色の点がiPS細胞)

複数の遺伝子を一度に
導入して染色体に挿入
せずに持続的に発現さ
せ、均質なiPS細胞を
効率よく作出する

遺伝子を除いてか
ら移植することで
安全性と再現性を
確保

線維芽細胞・
歯髄細胞・
臍帯血細胞・
末梢血細胞

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

H25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

• 医療現場への導入促進を目指し、我々が開発した
“医療機器用のソフトウェア開発キット（SCCToolKit*1）”
を用い、簡易型遠隔指導システムの開発を開始した。
（ *1 SCC：Small Computings for Clinicals, http://scc.pj.aist.go.jp）

• 遠隔手術指導と比較検討するため、従来型の
マンツーマンでのOJTを１例記録した。

平成25年度実績 今後の展開

指導医

執刀医
（学習者）

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

3Dプリンティングした手術中
の患者の精密鼻腔モデル

手術室内で安全にOJT可能な隣接型遠隔手技指導システム

• 機能を簡素化

• 安価でコンパクト

• スマホ・タブレット
で制御可能

（画面ははめ込み合成）

「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。

簡易化

実験機

普及機

SCCToolKitによる普及版システムのイメージ

H25年度実績No.111020
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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

H25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

○ シミュレーターを用いたリスクアセスメントの結果を映像の形式で可視化し、ロボットメーカ等

に広く提供

○ 新しい安全基準として試験方法の国際標準原案を策定し、ISO国際会議にて規格承認

○ 試験・認証の事業化のため、利用者に向けたガイドラインを作成

全国から生活支援
ロボットが持ち込まれる

2014年2月に ISO 13482
として発行。同日、2種の

生活支援ロボットが安全認証
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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（把持領域とアプロー
チ方向）の物体シーンへの埋め込み

○ 100種類の日常物品について、パーツの接続関係から15種類の基幹物品（密閉容器，取っ手

付き器、注ぎ口付き器、チューブ状容器、棒状ツールほか）を選定し、物品把持の観点による

日用品モデルを開発

○ 中期計画にある15種類の日用品の把持技術を達成

○ 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

H25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25年度実績】

・低圧配電線、太陽光発電、変換器、電子負荷装置及び温水機器から構成される実験設備を

用いて、要素技術ごとに住宅のエネルギーマネジメント実験を実施した。

・温水のマネジメントシステムのプロトタイプモデルを構築し、秋季から冬季にかけて温水融通

実験を実施した。

H25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

蓄電デバイスの運用アルゴリズムへの蓄電池の充放電
による劣化コストを考慮した経済性のモデルを構築した。
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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25年度実績】

共晶ボンディング構造において電流拡散層
を数ミクロンと厚くしても高いエバネッセント光
結合効果が得られた。これより通常の平坦表
面LEDデバイスより3.8倍高い光取出し効率（
絶対値で推定70%）を達成した。また、低屈折
率膜を用いた二重干渉効果を追加すれば、光
取り出し効率の上限値は80%を超えることを明
らかにした。

作製した薄膜型赤色LEDの断面電子顕微鏡像

作製した薄膜型赤色LEDの発光特性
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従来技術

H25年度実績No. 112010
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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25年度実績】
環境データを多点で観測することで、消費

電力のムダを「機能/電力」の観点より判断し
、必要な省エネ対策を明らかにして電力プロ
ファイリングシステムを試作し、約10ヶ所の小
規模店舗社会実験によりその有用性を検証
した。現場には一定の電力を消費しながら適
正な機能を有しない機器が存在すること、機
器の配置変更や入替により「機能/電力」を
最大50%改善できることを明らかにした。消費
エネルギーの10%削減を可能とするシステム
構築の指針を得た。

電池交換不要な電力センサ

店舗増エネの要員

H25年度実績No. 112020
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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

H25年度実績No. 121010, 221050

○ 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、地域企業への技
術移転を実施中

○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
（インターベリーα®）
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北海道センター（１／２）

H25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、薬事法規制下における医薬原料生産が可能なシステムであることを実証
（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

承認を取得（H25.10）。インターベリーα®という商品名で販売を開始（H26.3）。

高付加価値植物生産の実証用植物工場“グリーンケミカル研究所”（ノーステック財団）においてヒト用医薬
品の組換え植物による生産など共同研究が進行中。

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の推進

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

生産性向上

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

＜平成25年度の主な成果＞
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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

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。北海道セン
ターにも集中研を設置。

全ゲノム中から有用二次代謝物の合成遺伝子クラ

スタを、ゲノム情報・発現情報の包括的解析によっ
て見いだすMIDDAS-M法を開発（H25）。

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ために微細氷（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、北海道センターがつなぎ役となってつくばのエネル
ギー技術研究部門が有する製氷技術の知見を応用して北海道企業
が開発。
H24.9末にものづくり基盤技術事業が終了し、H25年度までに道内
3ヶ所、道外2ヶ所に計6台納入され事業化が進む。
当該企業が北海道新技術・新製品開発賞大賞を受賞（H25.11.7)。

大量ゲノム時代に即応した遺伝子情報解析技術の開発

H25年度実績No. 121010, 221050

船舶搭載型海水氷
製氷機

（株式会社ニッコー
HPより）

＜平成25年度の主な成果＞

＜平成25年度の主な成果＞
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東北センター（１／２）

◆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

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

＜平成25年度の主な成果＞
NEDOプロジェクト「革新的塗装装置の開発」の成果を発
展させ、常温で固体である物質の加熱溶融体に高圧二
酸化炭素を混合して噴霧する新しい微粒子製造技術を
開発。共同研究を通じて環境負荷の少ない省エネルギ
ー型微粒子製造技術として、酸化セリウムをはじめとす
るナノ粒子等で企業への技術移転を進めた。

最先端のマイクロ波化学プロセスモジュールを開発し、
反応管壁非接触での反応溶液温度制御を実現し、複合
銅ナノ粒子合成やTOC分析装置用試料前処理に展開し
た。

噴霧スプレーと
その微粒化メカニズムの解析

有機修飾された酸化セリウムの
ナノ粒子と分散液

装置組込用マイクロ波
リアクターモジュール 反応管壁非接触での反応溶液温度制御

H25年度実績No. 121010, 221050
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東北センター（２／２）

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

企業訪問等による
ニーズ把握

共同研究提案

企業会員数
48社

X-Com

研究成果を、地域並びに全国の産業界に技術移転し、実用化を
進展することと、技術系人材の育成に貢献する。

＜平成25年度の主な成果＞
①グリーンインキュベーションコンソーシアム（企業会員６０社）

・ セミナー5回開催（参加者延べ３４９名）
②Clayteamコンソーシアム（企業会員４８社）

・新規にX-Com（鉱物系FRPの分科会17社）を設立
③東北分析・計測科学技術コンソーシアム（企業会員１６社）

共同研究18件を実施
（「自動車用二酸化炭素塗装技術の実証研究」等）

＜平成25年度の主な成果＞
東北コラボ100：東北地域の研究開発型中小企業のニー
ズ把握と全産総研技術シーズのマッチングを図る。

・90社訪問（平成25年度）
・共同研究 ５件実施、補助金 ２件採択

（「不燃透明複合材の開発」等）

産総研・新技術セミナー：産総研の最新の研究成果を東
北地域企業に紹介。

・１１回開催（参加者数延べ２１４名）
・補助金 １件採択

17社

H25年度実績No. 121010, 221050
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臨海副都心センター

H25年度実績No. 121010, 221050

◆「ライフ（ゲノム、人、社会）とＩＴ（情報処理技術）の融合技術」の推進

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、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

まほろシステム

「まほろシステム」製品化による創薬研究の加速

「まほろシステム」（右図）
バイオテクノロジー作業に最適化した双腕ロボット

• 創薬分子プロファイリング研究センター夏目徹研究センター
長が企業と共同開発（平成24年度）

• ヒトに不適な危険な環境でも長時間動作可能
• 7自由度で動作する腕（7.5マイクロリッターの超微細な試薬

操作）

これまでに国内大手製薬会社等7機関（海外１機関）が導入

創薬促進イノベーションハブ形成

大手製薬会社4社、大学医学部2大学、がん研等と種々の協定を
もとに連携

＜平成25年度の主な成果＞
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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の推進

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。

H25年度実績No. 121010, 221050

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。

熱可塑性樹脂CFRPの開発、CFRP加工技術の開発、並びに公設試の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２．CFRP関連技術を核とした航空機関連産業振興

２つの経産省プロジェクト「革新的構造材料等技術開発」と「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究
開発」を獲得し、技術研究組合「新構造材料技術研究組合」と「未利用熱エネルギー革新的活用技術
研究組合」を設立。次世代自動車関連研究などで材料メーカーと連携し、研究開発を推進。
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「ファインセラミックス技術研究組合」と「高効
率モーター用磁性材料技術研究組合」についても中部センターで集中研究を実施中。

＜平成25年度の主な成果＞

＜平成25年度の主な成果＞

ＣＦＲＰについて炭素繊維複合材料開発プロジェクトに参画し、ＣＦＲＰ評価を
受託。
ＣＦＲＰ加工に向けて開発したWC-FeAl超硬工具の性能試験について、炭素
繊維複合材料機械加工技術研究会を運営し、公設試７所によるラウンドロビ
ン試験を実施中。

CFRP plate

試作ドリルによるＣＦＲＰの穴あけ加工
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中部センター（２／２）

H25年度実績No. 121010, 221050

災害・非常時用や移動体用電源へのＳＯＦＣ発電システムの適用へ
向けて市販のＬＰＧカセットボンベを使ったハンディ燃料電池システ
ムを試作。
連続発電100時間、劣化率10％以下を達成。
センシング技術コンソーシアムを設立。

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加速。
建築物低炭素化材料評価システム技術コンソーシアムを設
立。

調光ミラー薄膜を蒸着した透明シート
をアクリル板に張り付けたサンプル

試作ハンディＳＯＦＣの外観

＜平成25年度の主な成果＞

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。

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

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

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

＜平成25年度の主な成果＞

5秒
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関西センター（１／２）

H25年度実績No. 121010, 221050

◆関西の産業集積と先端知を活用した産業技術革新の先導を推進

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。

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。

【平成25年度の主な成果】従来のLi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イオウ系正極材料を用
いた電池のサイクル寿命を実用レベルまで向上することに
成功し、電気自動車や大型蓄電池開発を目指した企業との
共同研究を実施中。
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関西センター（２／２）

H25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

核酸医薬品開発のための基盤技術プロジェクト

【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、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。

【平成25年度の主な成果】平成25年度は企業や大学と共同で核酸
医薬の研究開発を進めた（経産省地域イノベーション創出実証研究
補助事業）。分子複合医薬研究会は25年度は4回（第14回～第17回
）実施（延べ300名）し、核酸医薬品開発に関わる企業、大学、公的
研究機関との情報共有と連携促進に貢献した。サポインに1件採択（
「世界市場を開拓するSake・大吟醸生産システムの革新」）。

【目的】組込みシステム開発企業や関連団体と連携し、関西を組込みシステ
ム産業の拠点にする。

【内容】製品開発の「フロントローディング化」や製品の高信頼化のための検
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）を開催する。

【平成25年度の主な成果】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）技法の開発に成功し、共同研究１件，企
業との共同提案1件，技術移転(情報開示)1件に結びついた。組込み適塾の
プログラムにセキュリティ，機能安全などの講義を追加し、内容を拡充した。
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中国センター

H25年度実績No. 121010, 221050

◆林工一体型バイオマス利用ビジネスモデルの構築を推進

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、次の課題に取組み、森林再生と林業の活性化に貢献する。

セルロースナノファイバー（CNF）等を利用する高性能複合材料製造に関して、25年度に完成した200t製
造ラインを使用して高規格木粉を製造し10t/月で出荷を開始した。

また、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により、ヒノキを
原料としたCNF1%添加ポリプロピレン（PP）複合材で、引張強度３０MPaを達成した（目標値２５MPa）。これ
により、CNF少量添加で高強度で弾力性のあるプラスチックの実用化に向けた研究開発を加速した。

真庭バイオマス集積基地 工場内部 粉砕機

重点事業． 木質バイオマスを利用するプラスチック複合材料製造

ヒノキ等の間伐材から、物性に優れ複合材料等の強化素材として利活用できるセルロースナノファイバ
ー（CNF）の効率的かつ経済的な製造技術および樹脂複合材料化技術を開発する。また、高規格木粉の
効率的な製造技術を確立する。

＜平成25年度の主な成果＞
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四国センター（１／２）

H25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」の推進

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、「健康関連産業の創生」に取り組む。

また、ニッチ分野で高度な技術力を有する地域ものづくり企業に対して、全産総研のポテンシャルを活
用した技術開発支援を行い、「ものづくり産業の競争力強化」をめざす。

重点事業１．健康関連産業の創生

マラリア迅速診断用細胞チップの開発とシステム化

高集積型マラリア検出用細胞チップの開発
１枚のチップに２７０万個の赤血球細胞を均一
かつ単一層に配置。従来の染色法と比べ、検出
感度は２００～３００倍。

マラリア検出システムの確立

１５分でマラリアを簡易かつ定量的に検出。従
来の顕微鏡観察法と比べ、検出時間は約１／３
。

洗浄 検出：5分

マラリア

赤血球展開・
染色：10分

（その他）健康工学研究部門と企業との共同研究
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

アフリカの使用環境に適合した検出機器を企業と共同開発中
ＷＨＯの認定に向けアフリカの医療機関とフィールド調査（９６件）

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

＜平成25年度の主な成果＞
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＜食品分析フォーラム＞
■ 産技連四国部会に食品分析フォーラム分科会として設立（平成

24年）。産総研四国センターを中心に、地域センター及び計量標
準総合センターが協力。平成25年度29機関（うち公設試が20機
関）。

■ 食品関連企業に公設試を通じて機能性成分分析データを提供。

「遺伝子組換え酵母技術」を利用したバイオエタノール製造プラントの事業化

バイオエタノール製造プラント

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

 

 

食品分析フォーラムで 

標準化された分析法 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ソバ米粉末中の 

ルチン分析法 
産技食 2014-1  2014 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

産業技術連携推進会議四国地域部会食品分析フォーラム 

四国センター（健康工学研究部門）が有する遺伝子組換え酵母技術を活用
地域企業ニーズ「廃棄うどんの有効利用」への対応
ＮＥＤＯ事業「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」
（地域企業、公設試、産総研の共同研究、H24年度）

食品中の機能性成分分析法標準化と食品表示推進

「ソバ粉のルチン」、「ショウガの6-ジンゲロール」
の食品分析フォー ラム標準分析法を公開し、機
能性食品のブランド力（競争力）強化に貢献。

四国地域の食品業者のニーズ等に基づき、「ニ
ンニクのアリイン」、「梅干しのポリフェノール」に
関する公設試との共同研究を開始。

＜平成25年度の主な成果＞

＜平成25年度の主な成果＞
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九州センター（１／２）

H25年度実績No. 121010, 221050

◆ 「九州成長戦略アクションプラン」の推進

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

連携拠点機能としての事業
重点事業２．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３．九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

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

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、量産現場へ導入した微
小欠陥検査の実用装置によるデータの取得
とその解析を引き続き進めた。

従来装置で困難であった半導体デバイス
量産現場での微小欠陥の検出を可能とし、
生産ライン内全数検査への目途をつけた。

加えて、域内大手酒造メーカーとの「マイ
スター型連携」に着手した。

＜平成25年度の主な成果＞
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九州センター（２／２）

H25年度実績No. 121010, 221050

太陽電池モジュール屋外曝露施設全景

重点事業２．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

これまでの取り組みで明らかにしたモジュール劣化特性
の支配メカニズムや信頼性向上に資する部材設計指針に
基づき、封止材の改良により認証試験の15倍の時間の高
温高湿試験後にも劣化が生じない薄膜太陽電池の開発
に成功した。

太陽電池モジュール信頼性評価のための産学官連携拠
点として、第II期高信頼性太陽電池モジュール開発・評価
コンソーシアムおよびアジア基準認証推進事業により、共
同研究員を受け入れ、太陽電池モジュールの屋外発電量
・長期信頼性評価を引き続き行った。

重点事業３．九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。

つくばセンターで実施しているミニマルファブ技術開発と
連携して、ミニマル3DICファブ開発研究会やミニマルファブ
用プラズマプロセス開発WGの活動を強化したことにより、3
件の新規採択を含む5件の戦略的基盤技術高度化支援事
業を実施し、地域企業の研究開発や技術力強化に貢献し
た。

＜平成25年度の主な成果＞

＜平成25年度の主な成果＞
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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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北海道産学官連携センター

＜平成25年度の主な成果＞
北海道センターが事務局を務める北海道最大の産学官連携ネットワークR&Bパーク札幌大通サテライト（HiNT
）を中心に、運営協議会21機関と協力して、北海道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。本年度は、3,804名の来場者があり、182件の技術相談があった。

H25年度実績No. 121020

HiNT運営協議会
（H25年度22機関）

・北海道大学
・室蘭工業大学
・北見工業大学
・帯広畜産大学
・札幌市立大学
・国立高等専門学校

（函館、苫小牧、釧路、旭川）
・産業技術総合研究所
・北海道農業研究センター
・北海道立総合研究機構
・中小企業基盤整備機構北海道支部
・北海道科学技術総合振興センター
・北海道中小企業総合支援センター
・北海道経済産業局
・北海道
・札幌市
・北海道経済連合会
・北海道中小企業家同友会
・NPO法人北海道ﾊﾞｲｵ産業振興協会
・日本政策投資銀行

HiNT・産総研大通りサイト 技術相談 HiNT運営協議会

HiNTが果たしている主な産学官連携機能

１，研究シーズ等の情報拠点
技術情報の提供や共同研究パートナーの紹介、探索支援

２．技術開発の相談の拠点
技術開発、新事業、実用化、起業に関する相談や各種支援制度の紹介

３．地域情報の発信拠点
地域活動の道内外への情報発信、交流機会の創出

４．人的交流の拠点
各種公開セミナーや勉強会の開催
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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 １８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１１１名
○分析講習会等

企業参加者 延べ１５名

東北サテライトでの事業

東北イノベーションネットワーク
協議会の運営

技術情報、機器データベースの
公開

両事業の効果と実績

東北地域産業の復興・
振興に貢献

共同研究 ５件
外部資金獲得 ３件産総研・新技術セミナー

H25年度実績No. 121020

東北産学官連携センター

＜平成25年度の主な成果＞
3つのコンソーシアム（GIC、Clayteam、TCAST)による研究成果の実用化支援と人材育成を実施した。
（延べ10回の講演会、国際シンポジウム、見学会、研究開発相談会等を実施）
東北イノベーションネットワーク協議会の運営と技術情報、機器データベースの公開を実施した。
「東北コラボ１００事業」等による有力企業訪問等を実施した。
⇒共同研究５件、外部資金獲得３件（サポイン「不燃透明複合材を用いた照明カバーの製造技術」等）
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研究開発型有力企業
約１００社を抽出・更新

東北コラボ１００事業

訪問実績：90社

企業訪問等

ニーズ把握

共同研究提案



44

臨海副都心産学官連携センター

H25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

子供の傷害防止システム(DHRC) 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

＜平成25年度の主な成果＞
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継続して実施した。
利用者評価を反映した製品開発システム研究会を継続し、外出用グッズ２点のデザインと試作を実
現した。
産学官連携促進のために臨海地区産学官連携フォーラム立上げた。
「足入れの良い革靴」が製品化を支援した。

「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臨海との連携継続

〜東京区部・神奈川臨海部広域基本計画〜
（H23年度～H27年度）

ライフイノベーション関連産業＋文化産業
特に、文化産業育成に貢献
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

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

関東経産局による臨海部中小企業支援施策との連携
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中部産学官連携センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
名大や名工大との包括協定に基づき、新たにＦＳ共同研究５テーマを実施した（継続分は５テーマ）。

産総研コンソーシアム「名古屋工業技術協会」で研究会や見学会等を開催、企業のトップや経営層の見学
会を実施（大企業１０社でのべ３２名）等により、地域企業との連携を強化した。
金沢で技術普及講演会（共催：北陸産業活性化センター）を開催し、北陸地域の産業支援機関との連携を
強化した。

支援機関

企業
トップ、商工会議所等

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

新規ＦＳ共同研究５テーマ
（継続分５テーマ）

ＶＩＰ見学対応
名古屋商工会議所

名古屋工業技術協会
（研究会、見学会）

トップ連携やコンソーシア
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（60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3名の派遣
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関西産学官連携センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
平成24年度からスタートした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25年度は３件の外部資金（A-STEP(JST)等）の獲得を支援した。
関西地域の医療福祉機器産業の拠点化を目指し、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の連携研究を推進した。

その他の主な活動

ＡＩＳＴ関西懇話会： 126会員機関（100企業、26機関）に産総研成果普及 （年2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 （H25.12.3〜4）
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
大学連携：大阪大学 産業科学研究所との連携強化、イベント相互協力実施

京都大学 包括連携協定延長、プロジェクト実施（ＲＩＳＩＮＧプロジェクト）
大阪府大 包括連携協定延長、プロジェクト実施（革新型蓄電池）、イベント相互協力実施

高専連携：近畿地区７高専産学官マッチングフェア出展（H25.12.6）
国際連携：フラウンホーファーIPAとの連携による高分子アクチュエーターマイクロピペットの共同開発

ベトナム科学技術アカデミーとの研究交流事業（関経連と協力して推進）

地域間連携:全国組込み産業フォーラムや組込み開発企業展示会を各地で開催（仙台市、大田区など）
マスメディアとの連携：日刊工業新聞社と「炭素繊維シンポジウム」を開催（H25.11.15、240名）
記者懇談会：２回（テーマ：「計る、量る、測るの最先端技術と身近な計量標準」、

「医療福祉における工学から産業化への取り組みの紹介〜再生医療、診断機器、福祉機器を例に〜」 ）
本格研究WS：蓄電池技術開発におけるオープン・イノベーション（H26.1.21、273名）
第9回UBUQENフォーラム「蓄電池・燃料電池関連技術の国際標準化」（H25.12.11、93名）
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中国産学官連携センター（１／２）

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
近畿大学工学部との連携・協力に関する覚書を締結（平成26年3月27日）等、地域大学との連携を強化
した。
技術交流サロンを通じた技術情報の発信等、産友会による地域企業との連携を強化した。
産技連中国地域部会への「炭素繊維複合材料研究会」と「環境発電研究会」の設置と企画運営など、
公設試等との連携を強化した。「ガラス繊維強化プラスチックFRPのリサイクル技術開発」等、共同研究
（8件）を実施した。

（１）中国地域の公共団体との連携
・中国経済産業局と連携した中国地域産学官コラボレーション会議の運営（「イノベーションシンポジウ
ム」、「インテレクチャルカフェ」を開催）

（２）大学・国立高専機構との連携
・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）
・岡山大学との包括協定（共同研究、競争的資金獲得 等）
・近畿大学工学部との覚書締結（ロボット分野等での連携強化）
・国立高専機構との連携（競争的資金応募）

（３）中小企業との連携・支援（産総研中国センター友の会（産友会））
・会員１４３社（平成２６年３月31日現在）
・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、メールマガジ
ン発行（月１回程度）等

その他の主な活動
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＜平成25年度の主な成果＞
広島県立総合技術研究所とつくばセンターの技術を活用して、地域企業ニーズである「生産ライン
の２４時間３６５日無人稼働を可能にするランダムピッキングロボットシステムの開発」をコーディネ
ートした。
地域産業活性化支援事業を活用して、ロボット技術の研修のために、公設試研究員をつくばの研
究ユニットに派遣した。

産技連総会で事例発表、２月２６日＠砂防会館

中国産学官連携センター（２／２）
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四国産学官連携センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
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。

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、「四国・住みたいまちに生きる」をテーマとして報告書をとりまとめた。

地域の３２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、技術相談会等開催し、５社に対応した。

１．サポイン事業等による支援（4件）
・ 「超音波を用いた気密容器漏れ位置検出装置の開発」(平成25年度）
・ 「均一糖鎖糖たんぱく質製造用の酵素とシリアル糖鎖誘導体の大量生産法の開発」(平成25年度）
・ 「高い均斉度を有する省エネ・高効率な照明用反射板およびシステムの開発」（平成25年度）
・ 「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」（平成23～25年度）

２．四国研究プラットフォーム事業
・ 「四国・住みたいまちに生きる」をテーマにWG検討会を2回

開催（講師：東京大学先端科学技術研究センター所長西
村幸夫氏、(株)石見銀山生活文化研究所所長松場登美
氏）。

３．四国地域イノベーション創出協議会（副事務局）の活動
協力及び伊予銀行との協定に基づく活動

・ 新技術セミナーを開催（協議会）
・ イノベーション四国顕彰事業を実施（協議会）
・ 技術相談会を開催（伊予銀行との協定）
・ 本格研究ＷＳを伊予銀行と共催 産総研四国センターのネットワーク
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九州産学官連携センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
「九州・沖縄 産業技術オープンデー 」を九経局、各県公設試等と共催した（参加者375名）。
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した。
佐賀県との連携・協力に関する協定に基づき県内の産業振興を実施した。

ＫＩＣＣ

第3回九州・沖縄 産業技術オープンデー開催 （11月27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3回九州・沖縄 産業技術オープンデー」を開催。参加者は
375名（うち企業から132名）。

九州イノベーション創出戦略会議（KICC）（継続事業）
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、中小企業
基盤整備機構九州本部と共同で構築した九州の大学・高専、公設試、産業支援
機関、経済団体等65機関からなる組織の統括コーディネータとして九州センター

のイノベーションコーディネータを昨年に引き続き配置し、企業支援や関連する施
策の立案・実施等における連携を強化。

佐賀県との協定に基づき、産業振興に関する連携を推進（継続事業）

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、複数の試験の組合せがモジュールの信頼性の検証に有効であるこ
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」（2/13開催計27名参
加）の共催、県関係者との訪問型技術相談（約50社）の他、「産総研との連携事
例見学会」（5月15日、2社を見学約30名参加）を実施。
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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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北海道センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
北海道センターでは、大学、企業等から１２９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５７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育成を実施した。

研修生受入

６７名

教官派遣
１４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５７名の企業研
究者を受入

研修生受入

５名

産総研
北海道センター

大学等
（北大、東大、東京農

工大、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１２９名
（H25年度実績）

地域の企業による製品化
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東北センター

東北大学との連携による技術開発小型超臨界マイクロリアクター マイクロ波を利用したその場観察

「仙台まちなかサイエンス」を3回開催し、延べ30名が参加

東北地域企業向けに、組込みソフトの設計・開発・検証を

対象とした「組込み適塾」を実施し、延べ78名が参加

その他の主な活動

組込み適塾

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
東北大学、東北学院大学、日本大学から、延べ15名の技術研修生を受入れた。
民間企業との共同研究に基づき、延べ74名の技術者を受入れた。

上記の活動により、東北センターのコア技術（超臨界流体技術、マイクロ波応用技術）に関
わる人材育成を実施した。
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臨海副都心センター

＜平成25年度の主な成果＞
バイオインフォマティクス人材養成等の人材育成コースの運営（受講者数約620名）や共同
研究による企業・大学等から約120名の人材受入れと人材育成を実施した。

バイオインフォマティクス人材養成：生命情報工学研究センター(CBRC) が平成17年度から継続実施。

平成25年度には臨海副都心センター全体として、約120名（平成24年度約100名）の技術研修生を受け
入れ、人材育成に貢献した。

実習付きHPCI講習会（2014年3月7日）

H25年度実績No. 121020

平成23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 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。次世代シークエンサーや創
薬インフォマティクスなど、最新のテーマを取り上げたセミナー、ワークショップおよびチュートリアルコー
スを開催。平成25年度の講習会受講者数は約280名、 e-learning受講者数は約340名で合計620名（平
成24年度約490名）に達した。

人材育成コース受講者数の推移

53 65 79 83
166 206

263

486

620

生命情報科学
技術者養成コース

生命情報科学人材
養成コンソーシアム

HPCI人材
養成プログラム

受
講

者
数

（
人

）
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中部センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
地域において強いニーズのあるCFRPに関して、愛知、岐阜、石川等の公設試との連携を進め
、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・見学会を実施した｡
中部センターでは公設試と連携して若手研究者合同研修を実施し、8県1市から20名参加を得
て地域の人材育成に貢献した。

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20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
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関西センター

●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 所内一般公開 （池田 1550人以上、尼崎550人以上）、サイエンスキャンプ実施、
2800人以上を対象に科学教室の実施

●共同研究の積極推進 H25年度：共同研究 212件、受託研究 35件、技術研修 102件、技術相談 288件、
受託研究費 7.6億円、資金提供 2.7億円

●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の検証(外部利用 4件）
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長寿命化に成功 （健康工学研究部門）
◎早期診断実現のための高感度計測法の開発 （健康工学研究部門）
◎定置用リチウムイオン電池の安全評価技術 (ユビキタスエネルギー研究部門）
◎機能性ガラス及び蓄光材料の開発 （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 （セキュアシステム研究部門）

その他の主な活動

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
技術研究組合LIBTECを支援し、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の教育を実施した。
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「組
込み適塾（計２６講義、受講期間約４カ月）」を開催。延べ108名（そのうちＴＶ会議システムを活
用した遠隔受講が 55名）が参加した。
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中国センター

H25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）

＜平成25年度の主な成果＞
「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。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し、共同研究（４件）等を実施した。

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（２５
年度は２名／５年間で８６名）を受入れた。
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四国センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
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

支援や共同開発を通じて、企業の開発力アップ、及び実践的な人材育成のサポートを実施し
た（28名）。

四国域内 四国域外

企業 大学 公設試
財団・
独法等

企業 大学 公設試
財 団 ・
独法等

平成２４年度
計７４件

１６
（０）

６
（０）

９
（０）

１
（１）

２０
（１）

１１
（１）

１
（０）

１０
（６）

平成２５年度
計６６件

６
（０）

６
（０）

９
（０）

１
（０）

２１
（１）

１８
（１）

２
（０）

３
（６）

共同研究及び受託研究の内訳（カッコ内は受託研究数）

合同研修会

■公設試研究者合同研修会の開催
四国と中国の産技連地域部会が共同で、公設試の製

品開発のあり方や地域資源の活用方法をテーマとして
、平成２５年９月５、６日に実施。

■技術研修制度の活用
地域大学の学生を平成２４年度７名、平成２５年度１５

名を受け入れ研修を実施。
■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を、平成２４
年度５名、平成２５年度１３名を受け入れ。

【参考１】左表の共同研究及び受託研究の総件
数のうち中小企業との共同研究
平成２４年度 ２１件<１．０>
平成２５年度 １４件<０．７>

【参考２】四国センターで対応した技術相談件数
平成２４年度 ５１６件<２５>
平成２５年度 ２２２件<１１>

（注）<>内は研究者一人当たりの値
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九州センター

H25年度実績No. 121020

＜平成25年度の主な成果＞
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名が参加した。
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
して、実用化研究を支援した。

「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」として、業界の課題解決を支
援した。

北九州市および九州工業大学との連携・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13回産学連携フ
ェア（平成25年10月23～25日）に共同出展するとともに、合同セミナー「オープンリ
サーチによる環境エレクトロニクス研究と拠点化構想」を開催。
九工大内に設置した環境エレクトロニクスに関する共同研究室の客員教授にエネ
ルギー技術研究部門の研究グループ長が就任し、共同研究を実施するとともに人
材育成に協力。

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
産総研コンソ「計測・診断システム研究協議会」の活動を通じた地域企業を含むオ
ール九州とつくばのミニマルファブPJの連携を推進し、経済産業省「戦略的基盤技
術高度化支援事業」（サポイン事業）に新たに3件が採択された。
同協議会の出前シンポジウムを1回（熊本市）、5研究会の講演会をのべ13回、記
念講演会を1回開催し、企業の技術者等のべ569名が参加。

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、モジュール内に
滞留した酢酸量が、高温高湿試験と屋外曝露の相関の指標となる可能性を見出し
、高温高湿試験4000時間が屋外曝露約30年に相当する可能性が示唆された。

多数の長期曝露太陽電池モジュールにお
いて、モジュール内酢酸残留量と曝露年

数の相関を明確化。

合同セミナー「オープンリサーチによる環
境エレクトロニクス研究と拠点化構想」
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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

公設試職員を中長期間招へいして地域中小企業の課題解決を行う連携研究事業

公設試名 実施テーマ

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

埼玉県産業技術総合センター
新規酵母を用いた含デンプン質排水の効率的処理技術と有効資
源化

山形県工業技術センター 太陽光発電用シリコンウェーハの高能率切り出し技術の確立

山形県工業技術センター 太陽光発電用シリコンウェーハの高能率切り出し技術の確立

福島県ハイテクプラザ
地中熱利用ヒートポンプにおける地質、地下水の影響および過負
荷運転時の挙動について

徳島県立工業技術センター 粘着シート上の異物検出能力の改善

福島県ハイテクプラザ 硬脆材料の切断技術に関する研究

熊本県産業技術センター
半導体製造用真空部品に用いられるアルマイト皮膜の高品位化、
それを評価するための微細試料作製及び評価試験

広島県立総合技術研究所
搬送作業自動化のための部品の３次元計測、位置姿勢検出技術
の開発

滋賀県北部工業技術センター マイクロ構造の微細切削加工技術の高度化に関する研究

地方独立行政法人 東京都立産
業技術研究センター

車輪型ロボットベースの信頼性・安全性の評価

福井県工業技術センター 太陽光発電テキスタイルのモジュール加工およびその性能評価

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）

H25年度実績No. 122010, 122030

＜受入実績＞

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

Ｈ２５ １２ １０

計 １２８ ９０

★Ｈ25年度招へい人数

累計人数(内H25)
長野 17
栃木 16( 1)
茨城 4
埼玉 3( 1)
山梨 2
東京 1( 1)

累計人数(内H25)
宮城 6
山形 5( 2)
福島 4( 2)

累計人数(内H25)
北海道 7

累計人数(内H25)
岐阜 6
愛知 5

累計人数(内H25)
沖縄 8

累計人数(内H25)
広島 7( 1)
岡山 4
島根 2
山口 1

累計人数(内H25)
和歌山 5
京都 2
兵庫 1
滋賀 2( 1）
福井 1( 1)

累計人数(内H25)
福岡 1
大分 1
長崎 1
熊本 2( 1)
鹿児島 1

累計人数(内H25)
高知 7
愛媛 3 
香川 1
徳島 2( 1)

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★



62

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）

H25年度実績No. 122020

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

◆：東北地域部会、環境・エネルギー部会
（新設）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
（新設）クリエイティブ支援ＷＧ
（3公設試）
○：近畿地域部会
（新設）次世代色素・顔料技術ＷＧ
（4公設試）

▲：北海道地域部会
（新設）アルミニウム鋳物高品質化のための
内部評価ＷＧ
（6公設試）

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

▲

▲

▲

▲
▲

▲

◆

◆ ◆

◆ ◆

◆

◆

●

●
○

○○
○

■
■□

□□

●
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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試験

産技連を活用した支援事業（２／２）

H25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

●：製造プロセス部会
ＤＬＣ密着性評価方法の検討（14公設試）

◆：東海・北陸地域部会、ナノテクノロジー・材料部会
ＣＦＲＰの共同加工評価
（8公設試）

★：知的基盤部会、東北地域部会
低レベル放射能試料の共同分析と技術力向上研修
（12公設試）

◆

◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

★

★

★

★★

★★ ★

★

★
★

★
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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）

H25年度実績No. 122010, 122030

1．本格研究WSを活用した技術支援

技術セミナー、パネル展示、技術相談を全国７カ所で開催し、地域内連携、
地域間連携を加速。

2．支援機関と連携した中小企業支援

産業技術連携推進会議（産技連）、公設試等と連携して研究会、セミナー
等を開催し、地域中小企業への技術情報を提供。

3．展示会等への出展
地域で開催される展示会等への出展により、地域中小企業との接点を設
けるとともに、産総研のプレゼンスを向上。

4．地域における人材育成支援
一般公開、オープンラボ等を開催し、地域における人材育成を支援。

地域中小企業への技術支援、地域における人材育成支援のため、
地域センターは、下記の取り組みを実施した。
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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）

H25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(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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北海道センター

各支援機関と連携した中小企業への支援

展示会等への出展

地域における人材育成支援

北海道産学官プラットフォーム会議（3/10）

第6回北海道地区高専テクノ・イノベーションフォーラム（3/3）

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 2/24）
北海道センター講演会

第5回「食品成分の作用メカニズムの解明および機能性食品の開発」参加者27名（7/25）
第6回「食品などに含まれる健康機能性物質の探索：病因の解明と機能性物質のスクリ

ーニング」参加者13名（11/26）
第7回「ユーザー視点に立った案内サインのデザインのためのサービス工学的アプロー

チ～病院内の案内サインと駅のサインを例に～」参加者11名（12/17）
第8回「北海道水産物の鮮度保持とブランド化」参加者88名（3/12）

ビジネスEXPO（来場者約19,000名）への出展・研究成果の展示（11/7～11/8）

北洋銀行ものづくりテクノフェア（来場者約4,000名）への出展 （7/24）

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（57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）（5名）
大学（北大、阪大、香川大、東京農大）等との人材交流（派遣12名、受入67名）

H25年度実績No. 122010, 122030
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東北センター

各支援機関と連携した中小企業への支援

平成25年度仙台市科学館特別展（7/21-8/25）＠仙台
学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2013（7/2１）＠仙台 （参加者：7,206人）
東京国際航空宇宙産業展2013(10/2-4)＠東京 （参加者：29,417人）
エコプロダクツ東北2013（10/24-26）＠仙台 （参加者：11,858人）
おおさき産業フェア2013（10/25-26）＠大崎
ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア2013（11/6-7）講演＠郡山 （参加者：5,590人）
産学官連携フェア2014winterみやぎ（1/28）＠仙台 （参加者：908人）

展示会等への出展

仙台まちなかサイエンス（計3回開催、延べ30名参加） ＠東北サテライト

地域における人材育成支援

産総研・新技術セミナー（ほぼ毎月、計11回開催、延べ214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 第1回講演会（7/24）＠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（8/21） ＠宮城
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（10/24）＠東北サテライト
産技連地域部会プラスチック成形加工技術研究会見学会（10/25）＠宮城
産技連地域部会東北再生可能エネルギー研究会 第２回見学会（12/4） ＠宮城
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2013 （12/11）＠秋田
第２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2013 （2/19） ＠宮城
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（3/4）＠秋田

H25年度実績No. 122010, 122030
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臨海副都心センター

H25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等
平成25年度都産技研研究成果発表会（6/20-21） 都産技研 （基調講演１ 一般講演２）
INNOVESTA （9/20-21） 都産技研（招待講演１ 展示・実演２）
産総研－都産技研連携協議会（3/6) 都産技研 （課題別発表４）

各支援機関と連携した中小企業への支援

展示会への出展

BIO tech  2013  (5/8-13) 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

「キッズデザインと生活支援ロボット」 (7/3)日経ビル
2013国際交流フェスティバル (8/24) 国際研究交流大学村
BiWO 2013 （バイオインフォマティクス会議） (9/9-13) 臨海センター
BioJapan2013  （10/9-11）パシフィコ横浜
ICServ2013 （サービス工学国際会議） （10/16-18） 臨海センター
サイエンスアゴラ2013  (11/9-10)  東京お台場地域 [参加者１５４０人達成]
サービス工学コンソーシアム 第1-6回会合 (5/8, 7/17, 9/25, 10/15, 12/11, 2/12）臨海センター
臨海地区産学官連携フォーラム (2/28) 臨海センター
デジタルヒューマン・シンポジウム2014  (3/7) 日本科学未来館
平成25年度国際研究交流大学村連絡協議会 (3/26) 臨海センター
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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：公設試コンソーシアム

H25年度実績No. 122010, 122030

外部参加者（２日間）

研究発表会： 317名
オープンラボ： 153名

・CFRP評価、加工に関する研究会活動

各支援機関と連携した中小企業への支援

若手研究者合同研修会（8県1市16機関、参加者28名）
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(60機関：データベース公開、技術相談）

展示会等への出展

研究発表会・オープンラボ(6/26-27）
一般公開（8/3)（来場者：2660名）

サイエンスパーク
合同開催

来場者：2,660 名

Tech Bizへの出展（10月9日、10日、名古屋市） 等

地域における人材育成支援
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関西センター

H25年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携した中小企業への支援

展示会等への出展

ビジネス・エンカレッジ・フェア2013

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、公設試に集まる中小企業ニーズの把握、公設試支援を
通した中小企業の間接的支援を図り、地域中小企業支援への公設試との連携強化を推進した。平成２5年
度は滋賀県の依頼により滋賀県技術研修「二次電池評価技術基礎講座」へ講師を派遣

公設研 

 

 
産総研 

関西センター 

地域中小企業 

受入担当IC All 産総研 
研究業務総括者 

（招聘） 
研究支援アドバイザー 

ニ
ー

ズ
・

 
技

術
相

談
 技

術
支

援
 技術支援  

産学官の客員研究員 

  より緊密な情報交換 
 連携支援体制の調整 
 All産総研への窓口 

ビジネス・エンカレッジ・フェア2013（池田泉州銀行）＠大阪国際会議場
関西センター本格研究WSにおける技術交流会展示及び技術相談＠大阪科学技術センター
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中国センター

H25年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携した中小企業への支援

産技連中国地域部会の活動（連携推進企画（炭素繊維複合材料研究会、環境発電研究会）等）
公設試（山口、広島、岡山、鳥取）から連携支援アドバイザーを招聘し、産学官の連携の強化。
産総研技術交流サロンを開催（全５回、参加者数のべ３６５名）。
産総研新技術セミナーを開催（全４回、参加者数のべ３１３名）。

第１回「木質バイオマス発電の中国地域における普及拡大を目指して」（島根市、６月４日、１５９名）
第２回「炭素繊維複合材料の量産化技術を目指して」（広島市、８月２６日、４４名）
第３回「分散電源システムと電力平準化」（岡山市、１１月２８日、７４名）
第４回「塑性加工を中心とした加工技術」（米子市、１２月１６日、３６名）

地域における人材育成支援

本格研究ワークショップを開催
（山口市、１２月３日、参加者数１８１名（うち民間企業７４名））
⇒ 事例発表した企業等と産総研の研究ユニットで共同研究（２件）

産総研オープンラボツアーを実施
（地域の企業、大学、公設試、自治体等から１０３名が参加）
サイエンスカフェ（１月３１日、東広島市）
「お米がお酒になるように、木をエタノールにする発酵が繋ぐ伝統技
術を持続可能な社会へ」
産総研中国センター施設公開2013（１０月２５日、６６２名）
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四国工業研究会（分科会：次世代バイオナノ研究会）主催シンポジウム
第１回 「幹細胞研究と再生医療」

（１１/２７、グランフロント大阪）参加者数：７５名
第２回 「マイクロ・ナノ空間の生体計測・イメージング」

（１/３０、東京ビッグサイト）参加者数：９１名

四国センター

第１回 「難削材・微細加工技術関連」
（５/２３、西条市）参加者数：３０名（内企業等１６名）

第２回 「ＬＥＤ技術関連」
（７/２６、徳島市） 参加者数：５５名（内企業等３４名）

第３回 「難削材・微細加工技術、３Ｄプリンタ関連」
（５/２３、高松市）参加者数：２４名（内企業等８名）

第４回 「切削加工技術関連」
（１１/１３、西条市）参加者数：３７名（内企業等２６名）

第５回 「ロボット分野関連」
（１/２１、高松市）参加者数：３１名（内企業等１７名）

第６回 「健康機能性物質・食品関連」
（２/２８、高知市） 参加者数：２５名（内企業等１７名）

イノベーション四国顕彰事業表彰式

H25年度実績No. 122010, 122030

新技術セミナー（於：徳島市）

各支援機関と連携した中小企業への支援

公設試と協調して企画した新技術セミナーを４県での開催

イノベーション四国顕彰事業表彰式（３/７） かがわ国際会議場

展示会等への出展

地域における人材育成支援
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九州センター

H25年度実績No. 122010, 122030

各支援機関と連携した中小企業への支援

合同シンポジウム「先端産業技術と量子ビームが拓く豊かな未来」（7/31）＠鳥栖市
合同セミナー「オープンリサーチによる環境エレクトロニクス研究と拠点化構想」（10/24）

@北九州市（北九州市および九州工業大学との協定に基づき平成24年度より開催）
第3回九州・沖縄 産業技術オープンデー（11/27）@サンメッセ鳥栖・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」（12/17）@熊本市
産学官連携技術力高度化支援セミナー（2/13）@佐賀県みやき町

（佐賀県との協定に基づき平成24年度より開催）
計測・診断システム研究協議会 各研究会講演会（計13回）＠主に福岡市内
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（約50社）@佐賀県内

（佐賀県との協定に基づき平成24年度より実施）

PV Japan 2013（7/24-26）@東京ビッグサイト
JASIS 2013（9/4-6） @幕張メッセ
北九州学術研究都市第13回産学連携フェア（10/23-25）@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年度より共同出展
セミコン・ジャパン 2013（12/4-6）@幕張メッセ

展示会等への出展
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中小企業との共同研究

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

H25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。

H25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。

● 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22課題について、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。

H25年度実績No. 122040

実施年度 H22 H23 H24 H25

事業予算額
(百万円) 20 40 44 36

産総研の外部資金
獲得額（百万円）

(※)
43 205 72 4

外部資金獲得総額
（百万円） (※) 541 1,424 373 97
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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２５年度 ６テーマ実施（継続３ﾃｰﾏ含む）

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

H25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25年度計画】

・中期計画で整備予定のグリーン・イノベーショ
ン、ライフ・イノベーション等の推進に資する62
種類の新規標準のうち、17種類を新たに整備
する。第2期までに開発した約530種類の既存
の計量標準においても、20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
化を行う。

【平成25年度実績】
・中期計画にあるグリーン・イノベーション、ライ

フ・イノベーション等の推進に資する新規標準とし
て24種類を整備した。既存の計量標準においても、
18種類につい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

H25年度実績No. 131010

平成25年度実績

計量標準の新規開発：24種類
計量標準の高度化：18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

○ 蓄電池評価の信頼性確保に資する蓄電池・キャパシタ標準の開発

○ 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

蓄電池・キャ
パシタ標準

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 蓄電池劣化

の早期検出

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

蓄電システムが支える
自然エネルギー安定利用の実現

H25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
非破壊で蓄電池の劣化検出を可能に
する電気特性評価のための標準

分光全放射束評価装置
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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：
鉱床・燃料資源の
ポテンシャル評価

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

H25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

５万分の１地質図幅（今庄及び竹波）

地 球 科 学 情 報 及 び デ ー タ ベ ー ス の 整 備

地圏環境：
土壌汚染評価技術の開発

最新知見の反映・高機能化

国際標準形式での配信
オープンデータ化
二次利用の利便性の向上

地質情報の利活用促進

津波堆積物調査

<0.1
0.1-0.2
0.2-0.5
0.5-1.0
1.0-1.9
1.9-3.8
3.8-9.5
9.5-19
≦19  

空間線量率（
μSv/h）

福島第一原子力発電所

除染後の空間線量の予測値

知 的 基 盤 計 画 へ の 対 応

衛星データを含めた
データ統合

46年ぶりの改訂

富士山火山地質図（第2版）

活断層データベース
日本の第四紀火山データベースなど

連携

日本近海の
表層型メタンハイドレート
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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

H25年度実績No. 132010

＜委員名簿＞ 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
中鉢良治

独立行政法人産業技術総合研究所 フェロー
独立行政法人産業技術総合研究所 理事長

藤田 俊弘 IDEC株式会社 常務執行役員

三木 幸信 独立行政法人産業技術総合研究所 理事（国際標準化推進担当）

森川 智 ヤマト科学株式会社 代表取締役社長

フィージビリティスタディ（FS）：戦略的な標準化計画立案と協力体制づくり

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

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

• 試験方法、評価方法の研究開発をコアとした活動
• リスク対応研究を強化し、体系的標準化の推進と認証実施体制の設計を図る
（知財と標準の一体的戦略の事例構築）

• パイロット認証の実行とその技術移転の推進

平成２２年度より計６回開催。 平成２５年7月22日に第7回総括会議。
産総研における国際標準化推進の大枠の方針を議論。
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データベースの整備及び供給

・性能・安全性評価のために必要な知的基盤として、信頼性が明示された材料特性
等のデータベースの整備、供給を推進。

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

H25年度実績No. 132030

データベースの整理・統合

・地質系 ---防災計画や産業立地等に用いる活断層や地質図等のデータベース

・物質材料系 ---分析に用いる有機化合物スペクトルや熱物性等のデータベース

・ライフ系 ---高齢者・障害者の感覚特性に関するデータベース

地質系データベースポータル 物質材料系データベース ライフ系データベース

アクセス数（平成25年度分。※は平成25年8月より公開のため平成25年8月～26年3月のデータ）

・地質データベースポータル（約84万件）、有機化合物のスペクトルデータベース（約5,100
万件）、分散型熱物性データベース（約94万件）、ライフ系データベース（約5万件※）
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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25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２６年２月１２日産総研つくばセンター、参加 １１８ 名
・テーマ：新技術の国際標準化戦略と知的財産戦略の

一体的推進

・内容：
「知財と標準化の戦略と国際標準化への対応強化」

（経済産業省 産業技術環境局 基準認証政策課長 土井 良治）

「日本人の創造性と、３Ｄプリンターが拓く未来」
（経済ジャーナリスト、日本大学大学院知的財産研究科非常勤講師 岸 宣仁）

国際標準化セミナーの様子

工業標準化表彰

・ 工業標準化事業表彰 経済産業大臣表彰受賞：１名

・ 工業標準化貢献者 産業技術環境局長表彰受賞 ： １名

・ 工業標準化奨励者 産業技術環境局長表彰受賞 ： １名
水原元主任研究員は（一社）日本工作機械工業会嘱託として受賞(写真のみ)

標準化活動の普及

H25年度実績No. 133010
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エキスパート 議長等役職者

国際標準化活動に係る指標

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。

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。

H25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

－政策的要請に貢献、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10回バイオマス・アジアワークショップ（H25年8月5日-8月6日）をバンコクで開催。アジアの12ヵ国から、政府、
大学、公的研究機関、民間企業の政策担当者、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ついて議論を実施。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、
バイオマス・アジアのネットワークの深化を図ることを確認。

ERIAエネルギープロジェクトにおいて、バイオディーゼル燃料の標準化・持
続性評価の加速、研究者交流の促進に貢献。

新規ERIAワーキングプロジェクト(H25-27)を提案し、再生可能エネルギーに
関する3件のワーキングプロジェクトが採択された。

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共に、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者共同研究を引き続き推進。

「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

第10回バイオマス・アジアワークショップ

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）と研究協力を実施。日本の民間企業とも連携し、実車路上走行試験を実施。

H25年度実績No. 133030
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標準化への取組み

H25年度実績No. 133040

8 11 12 11 19 12 16 19 10
11

16 7 9
7

10
23 15 26

0

10

20

30

40

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY

国際標準 国内標準

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

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。
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国際標準化におけるアジア諸国との連携

H25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 西田直人（株式会社 東芝）、 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。

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。

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
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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

45nm技術をベースとしたCMOS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

H25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25年度のトピックス
・スーパークリーンルームの24時間運用を一部開始（平成25年5月）

・実証評価ラインへの多目的洗浄装置の新規導入による施設高度化と老朽化装置の更新による信頼性向上を進め、試作品質を
維持

・つくば西-7E棟（TIA連携棟）に電子光融合デバイスの作製装置を移設し、シリコンフォトニクスデバイス開発の本格展開を開始
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拠点化による実用化研究開発の加速（評価技術・作製技術）

・企業連携例：
・「次世代結晶シリコンPVコンソーシアム」：

共同研究先（20機関）には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：

・東北大学、福島大学、筑波大学、東京工業大学、東京農工大学、九州大学、鹿児島大学、長岡高専、福島ハイテクプラザなど全
国の大学・教育機関、公的機関との共同研究＆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

H25年度実績No. 141011

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の明確化に取り組み、モジュール

の特性劣化の支配機構を解明し、極めて信頼性の高い太陽電池モジュールを実現。電圧誘起

劣化の機構を解明し、抑制技術を提案。高効率と省資源を達成する薄型結晶シリコン太陽電

池技術の確立をめざし、量産レベルで試作可能な試験用一貫製造ラインを整備。
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革新的な電池材料や評価技術の開発拠点構築

正極活物質としてコバルト酸、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5種類のリチウムイオン電池標準構成で、コインセルからラミネート型セル

の各種スケールの電池試作仕様書と安全性評価も含めた標準電池特性評価法を策定。

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)、(株)カネカ、（株）クラレ、ＪＳＲ(株)、ＪＮＣ(株)、信越化学工業（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) 、日立化成（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 (18社・1機関）

H25年度実績No. 141012

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㈱
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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

ロボット開発のツールチェーン開発

プロセス開発

妥当性検証

マネージメント

安全要求事項を洗い出しSysML*で記述

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）

人との関係に拡張子した
V字開発プロセス

H25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

○ JIS等の福祉機器規格・試験の評価機関、および業界団体による調査を行い、ロボット機器

に適用する際の拡張方針を確立

○ ソフトウェア開発V字モデルに基づく安全性評価手法を人との関係に拡張し、有用性の観点

を導入した評価スキームを構築

ロボット介護機器の安全要
求事項をSysMLで記述
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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２５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～）

・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㎏

・日本ゼオンにてサンプル提供体制構築

・サンプル提供について、現在まで130社からコンタクト

・各社へヒアリングをおこない、サンプル提供開始

・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）

【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

H25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

スーパーグロース法
ＣＮＴ合成実証プラント

スパーグロース法に
よるCNTの大量生産
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知的財産権に関する方針の策定

H25年度実績No. 141020

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。

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

★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】

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

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”
知財アセットの考え方

★知財行動指針
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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25年度のトピックス

○TIA連携棟を竣工 （平成25年6月開所）

○筑波大学にパワエレ寄附講座を設置 （平成25年4月開講）

○スーパークリーンルーム共用施設等利用制度を開始
（平成25年12月開始、平成26年4月対象施設等を拡大）

○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（平成25年4月）

•TIA連携推進室、共用施設調整室、SCR運営室、パワエレ運営
室を新設

○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

H25年度実績No. 141030

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（H26.4 新設）

６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
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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、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

●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

H25年度実績No. 141040
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350.5億円 356.2億円 321.9億円

産総研リソースの活用（２／２） 外部資金による研究規模

H23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
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論文に係る指標

H25年度実績No. 141050

（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
1000
2000
3000
4000
5000
6000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
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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（運営費交付金による事業）

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25年度 10名

JSPS機関補助金を獲得し、派遣事業を実施。

JSPS機関補助金「頭脳循環を加速する若手研究者海外派遣プログラム」を獲得。

3年間にわたり若手研究者5名程度をフランスCNRS等に派遣し、ロボット工学に関する連携を実施予定。

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

JSPSが実施する招へい事業（外国人特別研究員、招へい研究者）に積極的に応募。

海外研究機関との連携強化、優秀な人材を活用

平成25年度 28名

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25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

派遣研究者の在外研究支援のため、海外出張に係る所内手続き一覧を配布、随時改訂。

過去の在外研究経験者の現地での研究・生活環境情報などを取りまとめ、同じ研究機関に派遣予定の研究者に
提供するなど、継続して生活支援を実施。

H25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

世界の産学官のトップ等の来訪に積極的に対応（100件、740人）。産総研への理解を深めた。
フィオラゾ高等教育・研究大臣（フランス）、ピーラパン科学技術大臣（タイ）、
イブラヒム情報通信大臣（シンガポール）など、海外要人等の来訪に対応。

フランス 高等教育・研究大臣来訪

H25年度実績No. 142010
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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

日米等との国際共同研究を促進するための追加事業（クリーンエネル
ギー利用技術及び評価技術の開発）で、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
など、7テーマが事業開始。

H25年12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。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した。

H25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

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。H25年度は、環境・エネルギー分野を中心に23件の研究
テーマを展開。

包括MOUを締結しているDOE傘下の7国立研究所と、引き続き研究連携を強化。

事業の推進と成果普及のため、米国大使館やエネルギー省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」で、米国エネルギー
省傘下研究所と産総研の研究協力が明記された。

日米クリーン・エネルギー技術協力
ワークショップ
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タイ国家科学技術開発庁（NSTDA）、科学技術研究院（TISTR）

H25年8月に、第8回日タイ連携ワークショップをバンコクで開催。産総研、NSTDA、

TISTRの3機関による共同研究の成功事例を紹介。また、代替エネルギー、材料科

学、ナノテク、計量、エレクトロニクス等の研究発表を実施。今後NSTDAとはバイオ

テクノロジー分野で、TISTRとは計測分野で連携を深めることを確認。

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連携強化（1/2）

産総研イノベーション・ワークショップ
in インドネシア

インドネシア技術評価応用庁（BPPT）、インドネシア科学院（LIPI）、

エネルギー鉱物資源省地質総局（GAI）
H25年12月に「産総研イノベーション・ワークショップ in インドネシア」をジャカルタで開催。

インドネシアの公的研究機関、在インドネシア日系企業、現地企業等から、約200名が参加。

太陽光発電、地熱、風力、バイオ燃料などの再生可能エネルギーについて、インドネシアの

研究機関との共同研究の事例を紹介し、更なる研究連携の強化を図った。

H25年度実績No. 142030

インド科学技術省バイオテクノロジー庁（DBT）

健康・医療分野において、共同研究契約を締結し、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および生体イメージングの基盤技術を開発

し、健康・医療産業のイノベーションを推進する研究拠点となることを目指す。

インドDBTとの共同研究契約調印式

台湾工業技術研究院（ITRI）
H25年9月に、「台湾ITRI-産総研共同シンポジウム」を新竹で開催。電池技術、

太陽光発電、熱電材料、防災技術に関して研究連携に向けた議論を実施。
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中国 上海交通大学（SJTU）

H26年2月に、上海交通大学（SJTU）とのシンポジウムを開催。従来より連携のあったライフサイエンス分野

に加えて、ナノテク、エネルギー等の分野においても、連携の可能性を模索した。

マレーシア標準・工業研究所（SIRIM)
包括MOUを更新。バイオマスの利活用の持続性評価・標準化研究について引き続き協力。

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、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。

南アフリカ地質調査所（CGS）

CGSとレアメタル等の資源探査を継続して実施。レアアース資源ポテンシャル評価等の研究協力を推進。

ブラジル鉱産局（DNPM）

個別MOUに基づき、レアアース鉱床の現地調査を実施。また、DNPMから講師を招へいして

ブラジル鉱業セミナーを開催し、レアアースに関する情報交換を行った。

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、若手事務職員をCSIROに派遣。広報、産学官連携、知的財産、国際連携について
情報交換を実施。研究連携をサポートするマネジメント人材の育成を促進した。

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連携強化（2/2）

H25年度実績No. 142030



110

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、研究協力覚書に基づく連携の推進、ネットワークオブエクセレンスの構築 －

欧州の先進的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）

AIST-CNRS ロボット工学連携研究体 (AIST-CNRS JRL) では、フィオラゾ高等教育・研究

大臣等の来訪により、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

包括MOUに基づき、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
引き続き推進。

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）

H26年3月のKIFEEワークショップの運営等を通して、エネルギー、材料、ライフサイエンス
分野での研究連携の推進を図った。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、活発な意見交換を行った。

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とのエネル
ギー貯蔵に関するプロジェクトが JST により採択され、研究連携を進めた。

H25年度実績No. 142040
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国際連携に係る指標（1/2）

平成25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、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14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、幅広い情報交換を実施。
平成25年度は、包括MOUを1件更新し、海外公的研究機関との組織的連携を深めた。

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 H25

回数 8 13 7 5 4 7 7 17 14

第8回日タイ連携ワークショップ

H25年度実績No. 142050
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世界研究機関長会議およびSTSフォーラム第10回年次総会

第2回世界研究機関長会議

（Second Global Summit of Research Institute Leaders ）
H25年10月5日（土）に国立京都国際会館で、理研と産総研

が共催。

12ヵ国から16機関の研究機関長が出席。

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。

研究機関を取り巻く諸課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）

第2回世界研究機関長会議

H25年度実績No. 142010，142050

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）

ドイツ
マックス・プランク協会（MPG）

ライプニッツ研究所（Libniz）

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）

南アフリカ 南アフリカ科学産業技術研究所（CSIR）

カナダ カナダ国立研究機構（NRC）

日本
理化学研究所（RIKEN）

産業技術総合研究所（AIST）

インド インド科学技術省バイオテクノロジー庁（DBT）

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2回世界研究機関長会議 参加機関一覧

STSフォーラム第10回年次総会
H25年10月6日（日）- 8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るため、各国の多様な社会の
セクターの代表が意見交換をすることを目的に開催。
世界100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、安倍首相、下村文科省大臣、山本内閣府特命
担当大臣、松島経産省副大臣、京都大学山中教授等が参加。
世界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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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

10,000人
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1,000人

以上

35%

300人

以上

12%

100人

以上

13%

20人

以上

13%

20人

未満

17%

採用実績

「*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

H25年度実績No. 143010, 221060

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

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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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」
(H25.12.24) 産総研、筑波大学共同開催
参加者36名（企業参加8社）
・インターンシップ先企業の情報交換

早稲田大学 ・理工学術院総合研究所アーリーバードと
の交流会(H25.12.4)と、アーリーバード成
果発表会 (H25.3.12) へ講師派遣

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

北海道大学 ・リーディングプログラム【オールラウンド
型】の応募協力

横幹連合 ・第5回横幹連合コンファレンス

産総研イノベーションスクール等に関する
情報提供と人材育成に関する情報交換

経産省 ・人材育成政策策定のために審議官との
意見交換協力

大学等との連携
(スクール・ノウハウの普及）

H25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

H25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25年度 1285人 （第3期延べ数：5135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25年度 1387人 （第3期延べ数：5630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25年度 73大学 334人 （H24：73大学 344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25年度 1971人 （H24： 2,034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25年度 1件 （ 4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25年度 25人（H24：29人）

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員：平成25年度 633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

H25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）

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。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H23 H24 H25

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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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。

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

★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】

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

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”
知財アセットの考え方

★知財行動指針

H25年度実績No. 151010

知的財産に関する連携体制の構築（１／２）【再掲】



121

知的財産に関する連携体制の構築（２／２）

H25年度実績No. 151010

ライフ・環境チーム

技術移転マネージャー ３名

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３名

（連携主幹含む）

ナノテク・材料・製造・標準・計測・地
質チーム

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特許については、権利維持の要否について審査会を開催する。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25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。TIA成果の技
術移転を推進するため、TIA知財のワンストップライセンスについて中核４機関で合意した。

・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２５年度体制
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効果的な技術移転と成果移転対価の受領

H25年度実績No. 151020,152011

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
へ

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
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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。

H25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

H25年度実績No. 152010

ベンチャーの創業・育成に向けた支援体制の構築
産総研ベンチャー支援の強化
外部支援機関との連携強化
事業化へ向けた人材育成
ベンチャー企業からの収入増加に資する取組

（詳細は後述）

産総研技術の事業化状況

ベンチャー企業の規模は小粒

累計115社を創業、うち31社が産総研技術の事業化を達成
IPO 1社
Ｍ＆Ａ 12社

平成25年度に実施した対策

～平成2４年度

平成25年度実績

産総研技術移転ベンチャー：行動ラボ（株）（TF発）、（株）ＳＣＨＡＦＴに称号付与（累計117社）

（株）アドバンジェン：H25/5/28 Cellmid Ltd.の子会社化

（株）SCHAFT：H25/11/13 Replicant Inc.の子会社化

企業数
117社

達成：試験販売段階を脱し、製品やサービス
で継続的に収益を上げている状態

断念：産総研技術の事業化を断念し、別の事
業を実施している又は廃業等の状態

48社
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ベンチャーの創業・育成に向けた支援体制の構築

H25年度実績No. 152010

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。

AISTハンズオン支援チーム(AIST HOST:AIST Hands-On Support Team)の創設
【特徴】 ・支援対象案件の課題に応じて、各セクションを超えた特命チームを編成し、技術移転に関わるハンズオン

支援を一気通貫で実施
・内外を問わず、専門性を活かした人材を結集

技術移転ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ＊

（新規雇用）
・TFのSAへ最適なビジネス

モデルの提案と助言
・外部から創業ベンチャー

の育成を牽引・主導
・外部顧客への迅速対応

ＩＣ、連携主幹

・外部の埋もれた
ｼｰｽﾞの発掘

・所内研究者への
起業の促進

産技指導員

・創業後ベンチャー
の支援

・産総研との共同
研究PJ提案支援

・人材発掘

創出・支援機能

上席ＩＣ 産学官連携部
産学地域連携室

外部人材・知見の
活用

職員
弁護士（外部）

（利益相反マネージメント
委員会等の活用）

・技術移転に関わる
利益相反等の法務
的な助言と判断

コンプラ本部
法務室

次長、審議役、
連携主幹、

技術移転ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

・知財戦略にもとづく
最適な技術移転への
助言

知財部
技術移転室

ベンチャー開発部
所属職員

・ベンチャー支援業務に
加えて、当該チームの
事務局（横串機能）を担当

ベンチャー
開発部

TL：イノ推本部長
SL：企画部長

ベンチャー部長
相談役（外部）

発掘機能

管理・窓口機能

＊企業において研究開発やマーケティングの実績を有すると共に、
VCとの人脈があり、自らもエンジェルになり得る者

イノベーション推進本部
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産総研ベンチャー支援の強化

平成25年度の実施内容

現状把握

事業実施状況ヒアリング：21社、企業経営状況調査：53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

有望ベンチャー重点支援

ウェブサイトの構築、リーフレットの作成を行い広報活動の支援を実施した

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25年度実績

重点支援：有望ベンチャー10社程度を抽出し、AIST HOSTにて、支援方法を検討。うち2社について事業内容をウエブサイトで紹介。

創業前・創業後相談：12案件について事業計画や知財状況、マーケット状況等を検討（累計96回）、うち2件がベンチャー設立。

専門家相談：コンプライアンスや契約関係の法律相談を中心に8社119件実施。

H25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様々。

重点支援ウェブサイトのイメージ
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外部支援機関との連携強化

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25年度実績

協創マッチングフォーラム（平成25年11月29日：産総研臨海副都心センター）を、神奈川サイエンスパーク（KSP）との共催に
より開催。参加人数142名となり、大企業と中小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25年度AISTスタートアップスクラブ＞

協創マッチングフォーラム（面談会場）

H25年度実績No. 152010

中小ベンチャー企業プレゼンテーション19社

（うち産総研関係ベンチャー5社）
大企業 支援機関等 参加者

平成25年度

（株） ライフセム 高橋代表取締役社長

（株） ピコサーム 石川代表取締役社長

アイアールスペック（株） 小倉取締役

（株） リトルデバイス 瀧澤代表取締役社長

ティーイーアイソリューションズ（株）池田代表取締役社長

25社 13機関 142名

協創マッチングフォーラム（会場の様子）
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事業化へ向けた人材育成

創業を目指している職員に向け、「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。

平成25年度実績

「研究成果実用化のための事業戦略研修」3回開催、延べ16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 12月6日

顧客開発モデルやビジネスモデル・キャンバスに関する講義

ビジネスモデル・キャンバスによる仮説構築演習

顧客ヒアリングの方法に関する講義

ヒアリングスクリプトの作成演習

模擬インタビュー

第2回 1月16日

研究者自身が実施した顧客ヒアリングに基づく仮説の検証

初回仮説検証結果発表とクラス討論

追加講義

第3回 2月20日 第二回仮説検証結果発表とクラス討論

平成25年度 研究成果実用化のための事業戦略研修

講師：堤 孝志（ベンチャーキャピタリスト）、飯野将人（ベンチャー経営者）

事業戦略研修の様子

H25年度実績No. 152010

※「最低限の製品やサービス、試作品を迅速
に作り、顧客の反応を見ることにより事業を
見直す」ことの繰り返しで資金や時間を最小
限にして起業の成功率アップをめざすビジネ
スモデル構築方法
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産業革新機構など
民間ファンドからの大型出資

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

ベンチャー企業からの収入増加に資する取組【再掲】

H25年度実績No. 151020,152011
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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

◆産総研の最新の研究成果を積極的にプレス発表することで、産総研が取り組んでいる
研究開発の状況、イノベーション推進活動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、研究成果と研究者を紹介する記事の連載を開始
平成24年度～平成25年度は「持続可能な未来社会へ 産総研のグリーン・イノベーション」

というテーマで93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年度平成25年度
89 87 77 101 68 71 74 85 94
74 73 49 81 58 61 66 78 82
48 64 45 45 36 38 22 41 32
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H25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

◆記者との密な意見交換により、産総研の活動への理解向上と報道機会の増加を目指す

○記者会との懇談会

◆話題性の高い情報素材をNHK等へ説明
福島再生可能エネルギー研究所の設立にあわせて売り込みを行い、NHK福島放送局の番組「はまなかあいづ」で紹介

された

○テレビメディアへの直接的な売り込み

第34回 （H25/5/29） 空からの飛来物・海からの回遊物

第35回 （H25/8/1） 積層造形法による金属部品の製造技術～NEDOプロジェクトの成果から～

第36回 （H26/2/19）
パーソナルデータ保護法制定に向けた最近の動向、

巨大システムとヒューマンエラー、その信頼性と情報セキュリティ

第37回 （H26/3/27） ミニマルファブ ※3/31付日刊工業新聞に記事掲載

・筑波研究学園都市記者会（つくばセンター） ４回実施

・大阪科学・大学記者クラブ（関西センター） ２回実施

第4回 （H25/4/16） 計る、量る、測るの最先端技術と身近な計量標準 ※5/6付読売新聞（大阪版）に記事掲載

第5回 （H25/11/22）
医療福祉における工学から産業化への取り組みの紹介

～再生医療、診断機器、福祉機器を例に～

H25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６回、地域で４回開催）

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

平成24年度：119回 → 平成25年度：115回 （第３期全体で336回）

＜サイエンスカフェ＞
平成25年7月26日

第40回「お宅のソーラーパネルは元気ですか？
～太陽光発電システムの性能をかんたんチェック！～」

＜実験教室＞
平成25年11月16日

「2000度の高温でルビーを作る」
浜田高校（島根県）

＜出前講座＞
平成25年9月18日

「高分子(プラスチック)入門」
自悠大学（江東区）

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

H25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（四国センター）

◆つくばセンターおよび全ての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24年度 15,534名 → 平成25年度 15,679名

○一般公開の開催

○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9日-10日、東京・お台場）

◆つくば産業フェア（主催：つくば市、10月19日-20日、つくば市）

はんこ名人（サイエンスアゴラ）

セラピー用アザラシ型ロボット「パロ」
（つくば産業フェア）

来場者数（名）

24年度 25年度

北海道センター 503 578

東北センター 444 555

つくばセンター 5,659 5,909

臨海副都心センター 1,500 1,540

中部センター 2,932 2,660

関西センター
1,500(池田)

530(尼崎)
1,550(池田)
511(尼崎)

中国センター 878 662

四国センター 454 519

九州センター 1,134 1,195

H25年度実績No. 153010
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産業界向け対話型広報活動

◆第６回産総研オープンラボを平成25年10月31日-11月1日に開催
• 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5,179人（平成24年度4,761人）

うち約１割を占める企業等の経営者層には、産総研の経営層がトップセールスを実施
• 連携につなげる取り組みとして、特に福島再生可能エネルギー研究所およびＴＩＡ-nano

を特別展示として積極的に紹介

○産業界などへの産総研成果の総合展示

「イブニングカフェ」 「ラボツアー」

研究カタログ

H25年度実績No. 153010
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◆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
① トップページにスライド式バナーを採用することで、複数のお知らせやイベント案内などを同時に発信

できるようにした。
②一般の方向けなどステークホルダーごとのメニューページを作成しユーザーの利便性向上を図った。
③産総研をより多くの方々に理解していただけるよう、研究事例紹介などの新たなコンテンツを加えた。
④サイエンスカフェを映像化した自作動画を含めてYouTubeを使った動画配信を増やした。
⑤日英合わせて500件以上の情報をTwitterを使い発信した。

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259回
・平成26年3月末時点の配信数は6,022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

④

③

産総研ビデオライブラリ ページ 産総研Twitter ページ

4,499
4,975

5,240

5,677 5,678

6,022

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

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 平成25年度

メールマガジン配信数の推移

H25年度実績No. 153010

⑤

一般の皆様向け ページ
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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）

○「産総研総合パンフレット」和文版及び英文版の全面改訂

◆ 産総研を、より分かりやすくという観点から、産総研の主要な研究開

発の取り組みを総合的に紹介。特に、福島再生可能エネルギー研究所と
TIA-nanoを2枚看板として紹介

産総研総合パンフレット
（左：日本語版 右：英語版）

H25年度実績No. 153010

◆ 「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（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

○「産総研レポート2013」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）

◆産総研の国際的な研究連携を推進するためコンテンツを充実させた産
総研総合パンフレットの英文版及び一般向けにはリー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2013
の英文版を発行

○国際広報及び外国人研究者のための英文版資料の拡充

○各種出版物による情報発信

○学術誌「Synthesiology」和文版及び英文版の季刊発行

学術誌
「Synthesiology」

広報誌
「産総研TODAY」

産総研レポート
（左：日本語版 右：英語版）

産総研リーフレット
（左：日本語版 右：英語版）

• ここにもあった産総研
• （左：日本語版 右：英語版）
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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

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
30,413 36,580 43,702 47,929 48,104 21,133

43,702 47,929 48,104 

21,133 

42,370 44,488 

0
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サイエンス・スクエアつくば入場者数

子供もゲーム感覚で体験できる「時短デザイン」研究をテーマにした特別展示を開催
年間来場者数は、平成24年度42,370人→平成25年度44,488人

外部イベント等で好評だった展示２テーマ（床下探査ロボット ＤＩＲ－３・時短デザイン
）を常設展示として追加

H25年度実績No. 153010

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
41,103 43,585 44,610 48,287 48,266 33,452

44,610 48,287 48,266 

33,452 
40,910 38,229 

0
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地質標本館入場者数

地熱・地中熱エネルギーや地震災害等の特別展を3回、外部へのイベント出展を8回実施。
地中熱ヒートポンプシステムの実証試験展示の導入、活断層剥ぎ取り標本、震源分布図の
更新等、大型改修を実施した（その間団体の見学受け入れを制限）
平成25年7月に1980年開館からの累計入館者数100万人を突破
平成24年度40,910人→ 平成25年度38,229人

H25年6月~7月、
大型改修工事による
団体受け入れ制限
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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（41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・ＨＰ
や、マーク等のデザイン作成要請（315件）に対応

○制作活動

Nanotech2014全体イメージディレクション

産総研オープンラボ2013
イメージディレクション

福島再生可能エネルギー研究所
シンボルマーク

H25年度実績No. 153010

材料フェスタ in 仙台
プロモーション用デザイン支援

計測共用施設「ＣＲＡＶＩＴＹ」ロゴマーク
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広報に係る指標

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期全体で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

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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H25年度実績No. 153020

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
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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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給与水準の適正化に向けた取組

・ 「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24年１１月１６日閣議決定）の趣旨に沿って、役職員の給与の減額

及び見直しを実施した。

①震災対策財源として給与減額支給措置（実施時期：H24.4月～H26.3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%

②高位号俸から昇格した者の昇格後の俸給月額を国家公務員に準じて縮減（実施時期：H25.10月～）
○対象：2級108号俸以上125号俸まで又は3級８３号俸以上116号俸までの俸給月額を得ていた者

縮減幅：△1号俸～△3号俸（1,200円～3,900円）

③満５５歳を超える職員について国家公務員に準じて定期昇給を停止（実施時期：H26年4月1日～）

役職員の給与の見直し

・「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、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。

○導入日 職員：平成25年５月１日（役員については平成24年度に導入済み）

退職手当支給水準の引下げ

その他

・事務職員に係る役職定年制の実施、事務系契約職員等の職員登用等に取り組んでいる。

H25年度実績No. 211030
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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 －取り組もう“ムダ”を無くして効率化－」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。（平成22年7月から継続実施）

■複写機経費削減の推進
⇒複写機・複合機の賃貸借及び保守を一括契約とすること等による経費の削減。

○研究支援業務のコスト構造の見直しと管理費の削減

H25年度実績No. 211040

①探すムダ（資料、データを探すムダ等）
②ミスのムダ（手直し、フォローのムダ等）
③やり方のムダ（会議、資料、業務方法のムダ等）
④情報伝達のムダ（不要なメール情報の配信・受信のムダ等）
⑤移動のムダ（移動する時間のムダ等）

ムダの排除

①汎用性のある機器への切り替え
②ユニット専用から共用への移行
③設置台数の見直し

経費の削減
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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

研究協力センター運営管理業務

つくばセンター自動車運転・
維持管理業務

サイエンス・スクエアつくば
維持管理業務

つくばセンター建物等清掃業務

「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業務を平成２４年度から平成２６年度の３か年計画で実施中。

公共サービス改革(市場化テスト)

H25年度実績No. 211050

市場化テストの対象とした「つくばセ
ンターの施設管理等業務」の内容

施設管理業務等の一層の効率化に対する取組

平成26年度（3年度目）
の予定

○平成24年度及び25年度の実施状況について
内閣府入札監理小委員会への報告
（平成26年６月目途）

○平成27年度以降の実施体制について検討
（平成26年７月以降）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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機動的な本部・事業組織体制の見直し

組織及び業務体制の更なる改善を図るため、本部・事業組織の見直しを実施

■つくばイノベーションアリーナ推進本部に「パワーエレクトロニクス拠点運営室」を新設。

■研究環境安全本部環境安全管理部の「つくばセンター基幹設備管理室」と研究環境整備部の

「施設計画推進室」及び「建設室」を廃止し、研究環境安全企画部に「研究環境総括室」を、研

究環境整備部に「技術管理室」及び「施設整備室」を新設し、部及び室間における業務調整を

実施。

■診療所の業務所掌を「第一研究業務推進室」から総務本部人事部の「厚生室」に移管。

■ イノベーション推進本部知的財産部の「知的財産企画室」から秘密保持契約業務を同部の

「技術移転室」及び「地域産学官連携センター」へ、知的財産権持分契約業務を同部の「技術

移転室」へ移管。

■福島再生可能エネルギー研究所及び再生可能エネルギー研究センターにおける業務支援の

ため、同研究所に「福島連携調整室」及び「福島研究業務推進室」を新設。

■「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。

＜平成２５年度に実施した本部組織の見直し＞

■企画本部の「法人統合準備室」を廃止。

＜平成２６年度に向けた本部組織の見直し＞
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業務品質の向上

H25年度実績No. 211060

■ 時間外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、定時退庁を促す館内放送や、管理監等によ

る所内巡視等を実施し、時間外労働時間の縮減の意識付けを行った。

■ 業務効率化に関する人材育成（研修等）

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

研究職員研修等において、「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、取得実績の所内公表を実

施し、職員の効率的な時間活用の意識醸成を図った。

平成24年度 平成25年度

11.1日 10.6日

年次有給休暇平均取得日数

• 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、時間外労働時間の縮減、業務効率化への意識向上を

図った。
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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 3,634 879 1,467 2,989 1,262 10,231
うち
リユース件数 135 61 87 223 82 588

＜平成２５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２５年度は、全体で５８８件の所内リユースが成立（経費削減効果額は約７．３億円※）。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４９６件（経費削減効果額は約４．２７億円※）。

※資産（取得価格１０万円以上）の取得価格での見積額
ユニット間のリユース
リサイクル物品情報システムの活用

H25年度実績No. 211070
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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

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）

○瀬戸サイトについては、平成２６年３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
要な手続きを継続中。

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

H25年度実績No. 211080
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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

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

○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

H25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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● 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。

● 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２５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

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）

産総研の「行政支出見直し計画」、「一者応札・一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。

①適切な公告期間の設定 ②適切な調達情報の提供

１０
日間

研究
開発

７
日間

調査、広報
高度な技術・知識

設備等が必要な事業

７
日間

印刷
物品購入

入札公告

２０
日間

１５
日間

７
日間

説明会

提案締切

公告期間の設定

３０日 ２２日 １４日

入札公告の例

H25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 ：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HP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。

調達情報の
ページからの
情報発信数

項 目 名 平成２５年度 平成２４年度

総アクセス数 約1,908,000 約1,594,000
うち、RSS経由数 約38,000 約38,000

H25年度実績No. 212020



156

契約の適正な執行（３／８）

④適切な事業期間の設定

● 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。

● 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
構成図等を開示を行った。

● 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、入札公告がなされている旨の情報提供を行った。

③適切な仕様書の作成
公募企画競争によることの決定、
公募企画競争理由書、公募案内
及び公募要領の作成

公募企画競争の
手続依頼

公募説明会の開催

公募公告の掲載
公募要領の配布

企画提案書の受領

審査委員会の開催
審査結果の通知

調達請求の入力

契約締結

約
７
日

７
日

16
日

約
7
日

約
3
日

仕様書等の作成、調達請求の入
力

必要に応じて公募説明会を開催

企画提案書の審査、契約者の選
定、必要に応じてﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを
実施

企画競争の手続フロー

H25年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（４／８）

● 平成24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25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、 「平成26年度年間契約予定一覧」と
して入札公告前の平成26年1月28日に産総研公式ホームページにて公表すると共に、産総研メルマガ及
び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、当該機関のホームページ等から情報収集
及びヒアリングを行ったが、他機関での新たな改善策は見当たらなかった。

● 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2,700社（昨年度：約2400社）からの回答を得た。

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 ％

産総研ＨＰ 1,564 52%

産総研から連絡あり 504 17%

産総研での営業 461 15%

産総研掲示板 311 10%

官報 82 3%

その他 98 3%

合計 3,020

事前に入札予定を公表した案件 １２３件

平成26年度継続案件の公表時期 （平成26年1月～3月）

産総研ＨＰ
52%

産総研から連

絡あり
17%

産総研で

の営業
15%

産総研

掲示板
10%

官報3%
その他

3%
産総研の入札情報

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

⑤その他

H25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)

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%

仕様内容その他 57 3%

発注ロットが大きすぎる 37 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%

納期まで履行期間が短かい 158 9%

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%

参加資格について 資格要件が厳しい 195 11%

その他 事業内容等が不明瞭 44 2%

その他 109 6%

1,812

【全体】

合計

契約の適正な執行（５／８）

アンケート集計結果の一例
平成２２年９月から平成２６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」 15％
・「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１８％
を占めた。これに「履行について」の約２０％を合
わせると、全体の約３８％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。

平成２５年度の
入札参加辞退理由

平成24年10月から平成26年3月まで (複数回答あり)

件数（合計） ％

仕様書の内容について スペックが合わなかった 122 3%

スペックを満たす事が出来なかった 550 15%

高スペックのため価格が高い 58 2%

発注ロットが合わない 55 1%

入札公告等の期間について 入札までの期間が短かった 168 5%

技術審査書類の準備期間が短い 181 5%

必要な資料の量が多く準備期間が短い 105 3%

履行について 不慣れな業務のため履行が困難 88 2%

必要な人材、資材の確保等が困難 268 7%

他の業務(工事等)との調整が困難 161 4%

工期・履行期間が短く,履行が困難 104 3%

既設の改修業務のため、履行が困難 13 0%

業務が専門分野、得意な分野ではない 63 2%

受注の見込みがないと判断 404 11%

本件に関する営業活動を実施していない 186 5%

他社の値引率が高いと判断 267 7%

担当地域外のため 30 1%

メーカーからの仕入れが見込めない 29 1%

過年度からの継続的な業務のため 26 1%

当年度限りの受注であるため 35 0%

受注できるかリスクがあるため 49 1%

採算が合わない 98 3%

参加資格について 求められる業務実績が厳しい 133 4%

求められる資格が厳しい 45 1%

必要資格を有する技術者がいない 87 2%

競争参加資格がない 53 1%

事業内容等が不明瞭だった 94 3%

その他 その他 255 7%

3,727合計

【全体】

受注の可能性について

仕様書内容に

ついて
18%

入札公告等の期

間について
12%

履行について
20%

受注の可能性

について
32%

参加資格

について
11%

その他
7%

平成23年6月から平成24年9月まで (複数回答あり)

件数（合計） ％ 　

仕様書の内容について スペックが合わなかった 530 31%

スペックを満たす事が出来なかった 287 17%

高スペックのため価格が高い 52 3%

発注ロットが大き過ぎた 44 3%

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%

納期までの履行期間が短かった 119 7%

受注の可能性について 受注の見込みがないと判断 187 11%

参加資格について 実績・資格要件が厳しかった 131 8%

事業内容等が不明瞭だった 24 1%

その他 その他 240 14%

1,689合計

【全体】

H25年度実績No. 212020
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契約の適正な執行（６／８）

● 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。

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。

○入札参加のための委任状雛型 [doc：29KB] [PDF：60KB] 

○入札書様式 [doc：34KB] [PDF：88KB]

○入札書郵送の封筒記載例 [PDF：40KB]

○産総研ＯＢの再就職者在職状況 [doc：36KB] [PDF：73KB]

○納入実績調書 [doc：39KB] [PDF：90KB]

○契約事務取扱要領７条8条に該当しないことを証明する書類 [doc：30KB]

○見積原価計算書 [xls：33KB] [PDF：45KB] 

○見積原価計算書作成にあたっての注意事項 [doc：20KB] [PDF：51KB]

○見積原価計算書（別紙１：素材・部品・自社製品別に記載） [xls：13KB] 

○見積原価計算書（別紙２：製造工程別に記載） [xls：13KB] [PDF：12KB] 

○人件費単価表及び証明書 [xls：32KB] [PDF：24KB]

○工数・工程表 [xls：21KB] [PDF：16KB] 

○誓約事項 [PDF：87KB]

H25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（７／８）

● 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。

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 138件）

H25年度実績No. 212030, 212040

契約審査役

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

＋

（民間出身の技術的知見を有する者）
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⑦契約審査体制のより一層の厳格化の続き

● 契約監視委員会の意見を踏まえ、地域センター
において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た。本年度
は中部センター及び臨海センターでの契約審査
委員会に出席すると共に、TV会議を通じて契約
審査委員会に出席し、審査を実施した。
（審査件数23件）

契約の適正な執行（８／８）

● さらに、地域センターの契約案件については、前年

度の契約件数の上位一割の案件が対象となる金額
まで審査対象の基準額を引き下げ、契約審査役によ
る審査を実施した。（審査件数11件）
(平成25年11月から実施）

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

地域センター契約審査委員会

契約審査役

＋（TV会議又は現地へ）

契約審査役

チーム長（会計担当）

調達請求者

②
審査
依頼

③

結果
通知

北海道センター～九州センター

地域センター仕様書審査フロー

①
調達
請求

③
調整

H25年度実績No. 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（１／４）

H25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（２／４）

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。

４２研究ユニット → ４２研究ユニット （新設３、廃止３）

【平成２５年４月１日に新設した研究ユニット】

創薬分子プロファイリング研究センター

触媒化学融合研究センター

【平成２５年１０月１日に新設した研究ユニット】

再生可能エネルギー研究センター

（参考）平成２５年３月３１日で廃止した研究ユニット

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

＜平成２５年度に実施した研究ユニットの見直し＞
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○ライフサイエンス分野

機動的な研究推進組織体制の見直し（３／４）

H25年度実績No. 221010

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。（つくばセンターに設置）

糖鎖医工学研究センター

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H26.2.3）

糖鎖創薬技術研究センター

【Ｈ２６．３．３１廃止】
【Ｈ２６．４．１設立】

平成２６年３月３１日をもって４研究ユニット(新燃料自動車技術研究センター、糖鎖医工学研究セ

ンター、生命情報工学研究センター、活断層･地震研究センター)を廃止し、平成２６年４月１日に以

下の４研究ユニットを新設。（４２研究ユニット→４２研究ユニット）

＜平成２６年度に向けた研究ユニットの見直し＞

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に設置）

生命情報工学研究センター ゲノム情報研究センター

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H26.1.28）

【Ｈ２６．４．１設立】
【Ｈ２６．３．３１廃止】
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○地質分野

機動的な研究推進組織体制の見直し（４／４）

H25年度実績No. 221010

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。（つくばセンターに設置）

活断層･地震研究センター

活断層・火山研究部門

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H26.2.4）

【Ｈ２６．４．１設立】【Ｈ２６．３．３１廃止】

○ナノテクノロジー・材料・製造分野

わが国の製造産業において必要不可欠なバルク磁性材料の開発技術の発展に向けて、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。（
中部センターに設置）

サステナブルマテリアル研究部門の一部

新設研究ユニットに係る諮問委員会（H26.1.28）

グリーン磁性材料研究センター

【Ｈ２６．４．１設立】

先進製造プロセス研究部門の一部

地質情報研究部門の一部
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■糖鎖創薬技術研究センター（平成２６年４月１日設立 つくばセンターに設置 ）

新設研究ユニット概要：ライフサイエンス分野

H25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、悪性腫瘍
、自己免疫疾患、感染症などに対する診断薬と治
療薬、診断・治療機器の開発を通じて糖鎖創薬技
術を確立する。

① 糖鎖を利用した治療薬の開発
② 糖鎖を利用した診断薬の開発
③ 糖鎖模倣ペプチドの改良
④ 病巣細胞表層糖鎖解析
⑤ 糖タンパク質同定、定量
⑥ 糖タンパク質糖鎖プロファイル

糖鎖創薬技術研究センター研究推進体制

● 概要
• 糖鎖を医療技術に応用しようとする動きは世界に先駆けた試み
• 従来の研究手法では解決し得ない独自の創薬技術で日本の創薬活動を活性化する
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■ゲノム情報研究センター（平成２６年４月１日設立 臨海副都心センターに設置 ）

新設研究ユニット概要：ライフサイエンス分野

H25年度実績No. 221010

● 研究課題
以下の研究課題に取り組むことにより、医療をは
じめ各種産業現場で急速に普及が進んでいるゲ
ノムデータの有効利用を促進し、産業活性化およ
び健康長寿社会の実現に貢献する。

① 疾病因子の推定技術
② ゲノム情報の秘匿検索技術

③ 効率的物質生産のためのゲノム配列設計
技術

● 概要
• 医学研究や臨床の基盤技術となるゲノム異常の検出法および疾病因子の推定法を

開発する
• ゲノムデータのプライバシー保護技術の開発によりゲノム情報の利用を推進する
• 効率的物質生産を可能にするゲノム設計の基盤技術を開発する
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■グリーン磁性材料研究センター（平成２６年４月１日設立 中部センターに設置 ）

新設研究ユニット概要：ナノテクノロジー・材料・製造分野

H25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、バ
ルク磁性材料の開発技術の発展に向けて、
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
構築を行う。

① 粉末合成技術、固化成形技術による
高密度成形体の開発

② 合金合成技術による新磁性材料創
製

③ 解析・分析技術による機構解明
グリーン磁性材料研究センターの設立背景と目的

● 概要
• 重希土類元素フリーのバルク永久磁石を開発する
• 磁気冷凍材料を使用した新冷凍システムを開発する
• 資源問題、環境問題、エネルギー問題を解決する新たな磁性材料を開発する
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■活断層・火山研究部門（平成２６年４月１日設立 つくばセンターに設置 ）

新設研究ユニット概要：地質分野

H25年度実績No. 221010

● 研究課題
地震・火山・長期地質変動に関わる下記の課
題を達成することで、より安心で安全な社会の
実現に貢献する。

① 地震・火山活動に関わる地質情報整備

② 地震・火山活動のプロセスの理解、評
価・予測手法の開発

③ 長期的な地質変動の評価・予測手法の
開発

地質学を基礎として、地震・火山・数十万年単位の長期地質変動に

関わる研究を一元的に推進する

● 概要
• 地質学に基づく地震・火山・数十万年単位の長期地質変動の研究を一元的に推進

する

• 地震・火山噴火の被害の軽減、放射性廃棄物処分の安全規制に役立つ情報を提
供する

• アジア地域の地震火山情報整備の国際的な中核拠点となることを目指す
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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９回運営諮問会議を開催（平成26年1月27日）

H25年度実績No. 221010

メインテーマ：「中鉢新理事長の下での取組みと第４期に向けて」

【第９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

永田 恭介 筑波大学 学長

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

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

Reimund Neugebauer フランホーファー協会会長、独

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
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運営諮問会議（２／２）

第９回運営諮問会議における主な意見

①産総研の認知度の更なる向上
• 産総研の強い研究力を端的に社会へ訴えるキーワードと、それ

を具現化するような仕組みを考えることが必要。（濱田委員）
• これまで行ってきた企業等との連携も大切にしつつ、新たな企業

やアカデミアとの連携を増やしていくことが重要。（庄田委員）
• 一般社会と産業界、あるいは政府と民間企業や大学というよう

にオーディエンスを区別して考えることも必要。（May委員）

②産業・社会のニーズへの対応
• 日本の中核的な公的研究機関としての大きな役割を果たしてい

ると実感した。震災復興への貢献強化は非常に重要な課題で、
科学的知見を責任を持って発信することが重要。（榊原委員）

• 今必要とされている施策を考え、社会のニーズも取り込み、産総
研の実力をマッチングさせることが重要。（永田委員）

③産総研のガバナンス強化
• オープンイノベーションで技術をオープンにする一方で、研究機

関として技術ノウハウの流出をどう防ぐかが大事。（馬田委員）

④取り組むべき研究の性格（研究フェーズ）、研究所内の予算配分
• 中堅・中小企業の立場では、アプリケーション側に寄った研究で

良いが、世界の中で冠たる研究所になるためには、ベーシックの
部分を補完することが必要。（木村委員）

• 産総研の事業を、国の研究開発戦略と連動させることが重要。（
庄田委員）

• 企業ではできないようなハイリスク･ハイリターンな長期的視点で
の研究開発も取り上げるべき。広範囲な組み合わせの応用研究
をコーディネートして企業を惹き付ける努力も必要。（馬田委員）

⑤産業界との関わり方
• 技術研究組合を活用してプレコンペティティブなステージでの共

同研究、連携を行うことが不可欠。（庄田委員）
• 企業間連携には産総研のような公的な存在が必要であり、オー

プンイノベーションのプラットフォームとして産総研が存在感を示
すことが必要。（関口委員）

⑥研究者の構成
• 海外からの採用と同時に海外への転出を増やす工夫も必要。（

馬田委員）
• 女性研究者の採用者数はよい実績を達成しているので、次は質

、内容を高めていくべき。（関口委員）
• 経験豊富な優秀なシニアの登用も検討すべき。（山田委員）

⑦人材の育成
• 研究の足腰を強くし、研究を効率的に進めるためには、研究者

を集めると同時に研究支援者の養成と拡充も重要。（榊原委員）
• 産総研ポスドクが、国内外の企業や大学、研究所など次のステ

ップを目指す一つのプロセスとなることに期待。（関口委員）
• 若い研究者を人格面でも育てる必要がある。我々大人がその役

目を果たすことが重要。（平山委員）

H25年度実績No. 221010

メインテーマ：「中鉢新理事長の下での取組みと第４期に向けて」
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産総研技術シーズの発信と活用（１／２）

オープンラボ告知ポスター

平成25年10月31日～11月1日に開催

２日間の開催期間中の延べ来場者数5,179名（平成24年度4,761人）

来場者構成：来場者の約８割が民間企業からで、約１割が社長・役員など

関東地方を中心に（76%）、国内のほぼ全域から参加

パネル展示会場風景 ラボ見学会場風景

H25年度実績No. 221020

• 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ヶ月後の調査で情報交
換210件、ライセンシング1件、共同研究4件、受託研究2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

「産総研オープンラボ2013」を開催
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産総研技術シーズの発信と活用（２／２）

「日本を元気にする産業技術会議」シンポジウム開催

• シンポジウム講演：産総研内外から、のべ30名が登壇（平成25年度）

• パネルディスカッション：パネリストとして22名が参加（平成25年度）

• ダイバーシティや食産業、国際標準化など、分野横断的テーマを議論

• 提言および産総研行動計画（平成24年12月発表）のフォローアップ

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25年度は8回開催（のべ2,242名参加）

新聞報道：平成25年度は8件（日経産業新聞）

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！

シンポジウム会場風景 パネルディスカッション風景

H25年度実績No. 221020
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「産総研研究戦略」の策定

H25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22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

○四部構成
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
第四部： 第３期中期計画中に開始した研究課題を記載

○出口の明確化
第一部では各重要課題毎に中期目標期間（５年間）を大きく越える最長２０３０年までの
ロードマップを作成。その中で、中期目標期間の目標、長期的な目標等を明示

○産総研の役割の明確化
各技術課題について可能な限り経済産業省の「技術戦略マップ」との関係を明示

平成25年度版

研究戦略とは

目的

研究戦略の内容
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福島再生可能エネルギー研究所およびつくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点を
“出会いの場”として取り上げ、オープンラボでの特別展示や、メディアを通じた情報発信を
行った。

ＴＩＡオープニングセレモニー

オープンラボＴＩＡ特別展示

オープンラボ福島再生可能エネルギー特別展示

福島県との連携・協力協定調印式
-福島再生可能エネルギー研究所を中核
として、研究開発、技術支援、人材育成に
取り組む－

福島再生可能エネルギー研究所設立プレスレク

オープンイノベーション推進のための戦略

H25年度実績No. 221030

福島再生可能エネルギー研究所およびつくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点の
情報発信
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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

ロードマップ

H25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

【進捗状況】

骨髄単独移植や酵素補充療法に比べ、現在治療
中の2 例とも、骨形成や呼吸改善による延命効果
等、顕著な有効性が得られています。

【概要】

骨形成が障害される致死性の代謝性疾患に
対して、他家間葉系幹細胞を移植する治療法
を確立します。

【研究計画】

これまで有効な治療法がなかった重度低フォス
ファターゼ症に対して、産総研CPC で厳格な品

質管理の下に製造した他家間葉系幹細胞を移
植し、骨髄移植を併用した治療法の有効性を大
学病院との臨床研究で実証します。

【期待される成果と今後の展開】

他疾患への適応拡大、医療用幹細胞バンク業等
の産業化に加え、幹細胞培養に大型施設を必要
としない機器の開発などを進めます。

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

2015 2020 2025 2030年2010

iPS細胞の作製効率
10％（現在の10倍）

補助循環ポンプの無血栓90日以上
（現状の3倍以上）

喪失機能の再生
代替技術の実現

島根大小児科

産総研 健康工学研究部門

骨髄間葉系
幹細胞の培養

セルプロセッシングセンター (CPC)

島根大学医学部附属病院 輸血部 産総研 健康工学研究部門

骨髄採取

患者

（骨髄提供者）
家族

骨髄移植

他家
骨髄間葉系
幹細胞移植

患者

間葉系幹細胞移植に
よる呼吸症状の改善

間葉系幹細胞移植に
よる骨石灰化の改善

0 4               14 15 17 22 27月齢

骨髄移植

他家骨髄間葉系幹細胞
(ＭＳＣ)移植（１回目）

ＭＳＣ移植
（２回目）

ＭＳＣ移植
（３回目）

人工呼吸

MSC移植前 MSC移植後

【担当】 健康工学研究部門 http://unit.aist.go.jp/hri/
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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

計測・計量標準分野

・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

H25年度実績No. 221040
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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

H25年度実績No. 221050

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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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

10,000人

以上

10%

1,000人

以上

35%

300人

以上

12%

100人

以上

13%

20人

以上

13%

20人

未満

17%

採用実績

「*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

H25年度実績No. 143010, 221060

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

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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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。

ベンチャー創出支援事業の検証結果を踏まえた事業の見直し

H25年度実績No. 221070
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産総研公式HP
（2013.8～）

ベンチャー創出支援事業の検証結果の公表/知見・ノウハウの提供

/共有

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）

様々な機会に検証結果を公表し、外部の研究開発機関等と知見やノウハウを共有

NEDOのベンチャー創出支援に関わる新制度である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）

H25年度実績No. 221070
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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

H25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）

H25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

H25年度実績No. 221090, 221100
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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。

H25年度実績No. 221090, 221100

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

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

１１
さらに、

現場見学会： ３
ポスター展示会等： １

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 ２
さらに、

現場見学会： ２
ポスター展示会等： 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

２７
【実施形式（のべ数）】

委員会形式： １９
ポスター展示会等： ４
現場見学会： ８
委員個別訪問： １２
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○ 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

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２５年度
外部委員のべ数
研究ユニット数
（平均委員数）

１０２
１９

（５．４）

１２７
２１

（６．０）

０
０

（０．０）

２２９
４０

（５．７）

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２５年度
外部委員のべ数

（比率）
８６

（３８％）
１００

（４４％）
４３

（１９％）
２２９

（１００％）

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％

外部委員の強化

H25年度実績No.221090 221100

○ 外部委員数：第２期に比べ外部委員数を増やした
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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（平成２４～２８年）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。

※ 前例にない補正予算が措置され大規模老朽化対策に着
手した事に伴いマスタープランも含めた施設整備計画の
見直しに着手

■ 平成25年度実績

（１）新棟建設

福島県再生可能エネルギー研究開発拠点
研究拠点の再構築（つくば、関西、北海道、東北、九州に計５棟）
グローバル認証基盤整備事業（２５年度補正予算で追加）

（２）集約化による支所・サイトの廃止

瀬戸サイト（廃止）

（３）建物の閉鎖・解体
つくばセンター（閉鎖６棟、解体中８棟）
関西センター（閉鎖６棟、解体済３棟、解体中４棟）
北海道センター（閉鎖４棟、解体済４棟、解体中４棟）
東北センター（閉鎖２棟、解体中２棟）

（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

H25年度実績No. 222010 
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イノベーション創出機器共用プラットフォーム(IBEC)
IBEC: Innovation-Boosting Equipment Common

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）整備

H25年度実績No. 222020

平成25年度の主な実績

・TIA-nano４機関の300点余りの共用機器（加工・分析装置）を
網羅した「つくば共用研究施設データベース」を整備し、公開

（平成25年8月）

・産総研オープンラボ、イノベーションジャパン2013、TIA-nano
公開シンポジウム等各種イベントにおける利用説明会・ポス
ター展示等を通じ、上記データベースとIBEC施設を効果的に
宣伝

・TIA-nano中核四機関、産業界、政府関係機関等産学官のメン
バーによる共用施設WGを発足

IBEC
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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

・平成24年度に今後の産業技術の発展を担
う若手の育成を考慮して採用する博士型任
期付研究員制度に改定したことにより、平成
24年度に引き続き、平成22年度及び平成23
年度に実施してきた産業人材育成型任期付
研究員制度より応募者の採用年齢が下がる
とともに採用者数が増加した。

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(博士型任期付)

H25年度実績No. 231010, 720020 

H22 H23 H24 H25

平均年齢 32 歳 31 歳 30 歳 30 歳

採用人数 55 名 54 名 60 名 66 名

1 

4 
5 
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9 

3 3 3 
4 
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20 
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採
用

人
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採用時の年齢

産業技術人材育成型

平成22年度
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人材の確保のための取組

H25年度実績No. 231020

（1）説明会やセミナーの開催
• 主要大学の就職説明会（9箇所）及び企業合同説明会（11箇所）に参加。（平成25

年12月～平成26年2月）
• 若手事務職員から具体的な業務内容と産総研の魅力等を説明する産総研主催の

就職セミナーを開催（4回）。（平成26年2月）

（2）専門的な業務を担う人材の確保
• ファシリティマネジメント（研究施設管理）業務 3名 （平成25年4月1日付採用）
• 国際輸出管理業務 1名 （平成25年7月1日付採用）
• つくばイノベーションアリーナ拠点の施設維持・運営業務 4名 （平成25年10月1日

付 3名/平成26年1月1日付 1名採用）

（3）事務系契約職員等の職員登用
• 地域型任期付職員（注） 10名 （平成25年4月1日付 5名/平成26年4月1日付 5名

採用）

（注）所内公募により、実務能力の高い契約職員、派遣職員から登用
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・ 引き続き現状の定年により退職する者の再雇用制度（シニアスタッフ制度）を活

用して、平成24年度同様に募集、面談等を実施して再雇用を希望する退職予定
者全員の再雇用を行うこととした。

平成２２年度
定年退職者

平成２３年度
定年退職者

平成２４年度
定年退職者

平成２５年度
定年退職者 合 計

研究職員 １７人 １０人 ８人 １４人 ４９人

事務職員 １０人 １２人 ８人 ６人 ３６人

合 計 ２７人 ２２人 １６人 ２０人 ８５人

在籍するシニアスタッフの人数（平成２６年４月１日）

シニアスタッフ制度について
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■ 女性職員の採用（平成２５年度新規採用者）

・ 女性研究職員の採用者数 １５人 (１８．８％)

・ 女性事務職員の採用者数 １６人 (６６．７％)

※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２５年度）

・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 ９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１，２５９人、児童４３７人

関西センター ： ２６２人、中部センター ： １０３人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ３８人（男性 ７１ ％）

・ 介護休暇制度の利用者 ５１人（男性 ６７ ％）

・ 子の看護休暇制度の利用者 ２５３人（男性 ３４ ％）

・ キャリアカウンセリング ２１１回

・ ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（介護情報、介護支援技術）

・ 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・活用支援のため、外国人研究者への聞き取り調査及び課題分析を実施。
・職場環境整備として、海外出張者が携行する「海外危機管理マニュアル」の英語版をイントラに公開するとともに、

新規採用者等が所内の事務手続きを容易に理解できるよう分かりやすく解説した日英の資料を作成し、
知的財産権、ベンチャー創出支援制度、兼業、利益相反マネージメント、実験を行う際の手続き一覧を掲示し、
イントラの充実を図った。

優秀かつ多様な人材の確保（１／２）

H25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

＜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）

H25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、

宇宙航空研究開発機構、大阪大学及び産総研の21機関

■ セミナー等の開催

・シンポジウム「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」

・シンポジウム「世界で活躍できる女性研究者エンジニア」

■ DSOの主な活動

・ DSO事務局として、総会1回、懇話会2回をメンバー機関の会場持ち回りで開催。

活動内容を男女共同参画からダイバーシティ推進への拡大を図るとともに、連携関係の発展に努めた。

その結果、 2機関が新規加入し、 計21機関となった。

・ 各参画機関におけるイベント告知や活動紹介をニュースレター（毎月発行）、メーリングリスト等を通じ

て情報共有を図り、参加機関が主催する各セミナーへの相互参加により連携を強化した。

また、各参画機関における勤務制度などの情報交換を行い、担当者の連携及び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

ダイバーシティに関するシンポジウム
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人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の実施（1/2）

平成24年6月21日付で理事会決定した「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）」に沿って、下記措置を引き続き実
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
○役職の見直しに基づく異動発令

・役職の見直しにより新設した上級主任研究員について任用審査を実施し、平成
25年10
月1日付で13名の発令を行った。（審査合格率14.4％）

○職責手当の見直し
・平成25年度に行った役職に就かない５級研究職の職責手当の見直しについて、
平成26年2月をもって経過措置を終了した。

2）専門的な業務を担う人材の確保 【再掲】

・ファシリティマネジメント（研究施設管理）業務 3名 （平成25年4月1日付採用）
・国際輸出管理業務 1名 （平成25年7月1日付採用）
・つくばイノベーションアリーナ拠点の施設維持・運営業務 4名 （平成25年10月1
日付 3名/平成26年1月1日付 1名採用）

H25年度実績No. 231040, 720010
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人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の実施（2/2）

3）事務職員に係る役職定年制の実施

・平成24年度に導入した役職定年制により、平成25年10月1日にこれまでの見識を
生かし新たな立場で教育・支援等を行う役職定年後の職制としてキャリア主幹（注）

18名の発令を行った。

（注）役職定年年齢 部長相当職 58歳 室長・室長代理相当職 57歳

4）事務系契約職員等の職員登用 【再掲】
・地域型任期付職員（注） 10名 （平成25年4月1日付 5名/平成26年4月1日付 5名
採用）

（注）所内公募により、実務能力の高い契約職員、派遣職員から登用

H25年度実績No. 231040, 720010
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女性研究者の採用に係る指標

H25年度実績No. 231050

採用実績 （単位：人）

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。

第2期実績 H22FY H23FY H24FY H25FY 第3期計
（H25FYまで）

研
究
職

採用者総数 424 83 75 76 80 314

うち女性採用者数 60 9 11 14 15 49

女性比率 14.2% 10.8% 14.7% 18.4% 18.8% 15.6%

事
務
職

採用者総数 73 17 17 11 24 69

うち女性採用者数 49 9 6 6 16 37

女性比率 67.1% 52.9% 35.3% 54.5% 66.7% 53.6%

• 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。
• 理系女子を対象とした合同説明会（東京及び大阪）に参加。
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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）の修得を目的とする。
・外国人職員等基礎研修 ・契約職員基礎研修

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目的とする。

・中堅研究職員研修Ⅰ及びⅡ ・若手研究員研修 ・グループ長等研修 ・ユニット長研修等

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産総研内で獲得できない
知識・技術の修得を目的とする。

・成果活用人材育成研修 ・広報研修 ・財務会計研修 ・民法セミナー等

産総研における研修制度

平成２５年度 研修実績

コース 受講者数

基礎研修 3 310

階層別研修 18 635

プロフェッショナル研修・外部研修 27 478

計 48 1423

H25年度実績No. 231060～231090
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産学官連携、国際標準化、知財展開を
実施する部署を含め、新規採用職員の
育成を効果的に行うために、1年間を3
期に分け、

① 所属部署の業務認識
② 職員としての基盤の確立
③ 着実な業務遂行と持続的な成長

を各期の目標として、OJTリーダーの支

援のもと育成を行った。また、着実な指
導が行えるようにOJTリーダー研修を実
施するとともに、新規主査研修にOJTの

内容を取り入れることで、指導能力の向
上を図った。

平成25年度実績
・新規採用者14名
・OJTリーダー研修受講者10名
・新規主査研修受講者14名

研究支援業務における業務専門性を持った人材の育成

H25年度実績No. 231070
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広範な育成研修の実施

・研究職員の能力向上及びキャリア開発に向けた意識啓発を目的とした研修を、10の階層別
研修として整備し、実施した。特にパーマネント化前の任期付研究職員を対象とする若手
研究員初期研修について、カリキュラムの組み換えと修正により内容の明確化と効率化を
図った。

・ 「研究成果の製品化」に向けた意識啓発として、中堅研究職員を対象とする中堅研究職員
研修Ⅰにおいて、企業での研究開発経験者からの講義を取り入れた。また、若手研究員を
対象とする若手研究員初期研修及びフォローアップ研修において、本格研究についての講
義と演習を実施した。

・ 45歳の中堅研究職員を対象とする中堅研究職員研修Ⅱにおいて、労務管理とメンタルヘ
ルスの講義を追加して実施し、マネジメントスキルの充実を図った。

・プロフェッショナル研修については、対象者を広げるなど成果活用人材育成研修のカリキュ
ラム内容と運用を一部改善して開始した。スキルアップ自己研鑽研修の一部として行って
いた民法セミナーを、産業界との連携の一助とすべく、若手研究員対象の研修に取り入れ
て実施した。これらの研修を延べ433名の職員が受講した。

H25年度実績No. 231080, 231090



205 H25年度実績No. 231100

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

○ 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25年度 1285人 （第3期延べ数：5135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25年度 1387人 （第3期延べ数：5630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25年度 73大学 334人 （H24：73大学 344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25年度 1971人 （H24： 2,034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25年度 1件 （ 4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25年度 25人（H24：29人）

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員：平成25年度 633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＞

・ 職員（被評価者）は、年度当初に年間研究・業務計画を作成することにより目標を設定（評価者と相談の上、組
織目的を的確に反映）

・ 評価は年間研究・業務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職員（被評価者）の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（各級で定めた在級・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、昇格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）

産総研における個人評価制度

H25年度実績No. 232010
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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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全職員等のコンプライアンスに対する意識向上に向け、新規採用職員研修をはじめとする各種職員向け研
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、グループ長等及び研究ユニットの研究員等を対象に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

コンプライアンス推進活動の一環として、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、
「コンプライアンスに関するセルフチェック」を実施し、対象者全員（5,820名）が基本的
な考え方を再認識した。

H25年度実績No. 241010

参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底
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モニタリング対象者

利益相反マネージメントの実施

H25年度実績No. 241010

役職員が安心して産学官連携活動に取組めるよう、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：3月)の「利益相反に係る定期自己申告」を実施し、対象者全
員（上期3,153名、下期3,135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職員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

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

ヒアリング対象者

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）

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

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

H25年度実績No. 241010

●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の結果を基に、リスク管理におけるPDCAを実施した。

●コンプライアンス推進本部が４研究センター及び１１研究部門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行い、

リスク管理に対する意識や取り組み状況の把握に努めた。

●コンプライアンス推進本部が各部署等との意見交換によって得られた、リスク管理における取り組み事例や教訓となる事例等を整理し、

今後のリスク管理活動への参考資料をイントラに掲載するとともに、今後の組織のあり方を検討するための参考資料として

研究ユニット活動総括・提言委員会等に提供した。

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」

各部署等

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「部署等」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

所内へフィードバックを行った事例数 平成25年度上期参考となる取り組み事例(29件)、教訓となる事例(27件)
平成25年度下期参考となる取り組み事例(29件)、教訓となる事例(28件)

３．（２） 産総研の業務継続計画（ＢＣＰ）について、関係部署による情報共有及び課題の検討を行い、 必要に応じた見直しを行う

。

業務継続計画（BCP）の立案及び調整

●BCPの実効性を確保し継続的改善を図るため、優先業務担当部署と情報共有を行った。

各部署等が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サイクルを遂行し、コンプライアンス推進本部が

各部署等との意見交換及び内部監査等を活用して当該リスク管理活動のモニタリングを行い、その結果を関係部署等にフィードバッ

クすることにより、組織的なリスク管理の向上を図る。
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内部監査等を活用したリスクの把握

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。なお、内部監査は、業務上の問題点の発見・
指摘だけを目的としたものではなく、被監査部門との相互理解のもとに業務プロセス等の適正化について改
善提案等を行う。

内部監査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

監査の必要性の高い業務（検収業務、立替払制度等）について内部監査を実施し、当該業務の合規性、
有効性、効率性を把握し課題等の抽出を行った。

抽出した課題等について、被監査部門が課題等を的確に把握し、改善に向けて主体的に取り組めるよう、
十分な意見交換を実施し、相互理解のもとに改善提案等を行った。

内部監査の「独立性と客観性の確保」を図るために、平成25年10月より内部監査実施部署である監査
室をコンプライアンス推進本部内の部署から理事長直下の部署に独立・再配置し、内部監査体制の更な
る強化を行った。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
改
善

業務執行の有効性、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
意見交換、改善提案

フォローアップ

法令・規程の遵守

H25年度実績No. 241010

207
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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。

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、部門等輸出管理者会議、ユニット別研修など計１７回の研修会等を開催。

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などにおいて輸出管理の講演実施。

経済産業省による立入検査対応（結果「指摘なし（問題なし）」）。

H25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 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 
平成 25 年度 ６ ５ １ ４ ０ ０ １ ４ ０ 

計 １５ １８ １ １６ １ ０ ６ １２ ０ 
 

情報公開窓口の円滑な運用及び情報の公表

H25年度実績No. 241020

■ 開示請求の主要な内容（平成25年度）
• 調達業務関係（入札業者選定）：2件

■ 開示決定等までの期間（平成25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

• 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24年度末時点において約
11万3千ファイルの法人文書ファイル情報を提供。
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個人情報保護の推進

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 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 

平成 25 年度 ０ ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０ 
計 １ 

（訂正請求：移送）２ 
１ 

（訂正請求：移送）２ 
１ １  

（不訂正）２ 
０ ２ 

 
 

１ ０ 

 

H25年度実績No. 241020

■ 開示請求の主要な内容（平成25年度）
• 該当なし

■ 開示決定等までの期間（平成25年度）
• 該当なし

■ 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した。

• 平成25年度新規採用職員研修において、文書管理、情報公開・個人情報保護及び情報セキュリティの３講義につ
いて、それぞれの関連性を踏まえた説明を行った。
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情報セキュリティポリシーの適正な運用

H25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。XPサポート終了に向けた対応を検討。

平成24年度に導入した高性能な次世代ファイアウォールにより、従来では未検知であったウイルス感染を検知
することが可能 となった。また、組織として導入したウイルス対策ソフトが浸透したこともあり、平成25年度はウ
イルス感染の検知件数が大幅に減少した（平成24年度：54件、平成25年度18件）。特に、平成25年12月以降は
連続して検知数0であった。

情報セキュリティ自己点検（セルフチェック）の実施によるセキュリティ意識の啓発

実施率： ①役職員 100％ ②契約職員、外来者を含めた全体 100％ （平成24年度は①97.8％、②92.5％）

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許可の管理台帳が未整備等

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のためイントラに掲載し所内に周知
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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

H25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

仮想化技術（物理サーバを論理的に分割使用する技術）等を利用し、コストを抑
制した基幹業務システム（所内業務総合システム）の基盤の更新を進めた。

アンチウィルスソフトにユーザー情報の登録を実施。情報セキュリティ事故等の
発生を検知した場合の被害PCの特定とPC管理者への連絡体制を構築

クラウド化によるシステムのスリム化実現のため、外部公開データベース、研究組織
別WEBページ、および研究者用WEBページ の外部公開用サーバをクラウドサービス
に移行した。

業務継続計画に基づき、産総研関西センターに基幹業務システムのための災害
対策システム構築を進めた。
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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

H25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環境安全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

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

実験起因による人的被害事故 17 13 14 12 12

一般事故件数（年度合計） 53 34 55 40 52

放射線取扱業務等に係る安全管理の一元化

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

核燃料物質の集約化にともなう使用施設廃止に向けた手続きの推進

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）

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、動物）の運営及び実地調査

安全委員会（人間工学、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1545名参加）
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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

H25年度実績No. 242020

環境事故の防止及び環境配慮活動

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とそれらの業務に従事する者の安全管理

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、ＴＩＡ連携棟の省エネルギー対策や、地球
温暖化対策として温室効果ガス排出量削減の取り組みについて紹介
した

「産総研レポート 社会・環境報告

AIST Report 2013」
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施設及び設備の省エネルギー化の推進

H25年度実績No. 242030

夏期節電対策の実施
夏期のピークカットに貢献するため、輪番・一斉休暇の

実施、大電力消費設備の一部停止や負荷分散運転等の
対策を講じることで、平成22年度比、つくばセンター10％、
地域センター4～13％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）技術研究組合に対して、夏季のピークカットへの協力を依頼
Ⅳ）昨年度に引き続き、使用電力を可視化したページにより

節電意識の向上を図った

【リアルタイムでの使用電力の可視化】

省エネルギー性・安全性の高い施設の整備
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について

建築、電気、安全、省エネ等に関する 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。
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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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Ⅲ-２．収支計画
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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

自己収入について

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%
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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

H25年度実績No. 321020,3210230

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

中期計画大分類別 論文数(H22-25)分野別 予算執行額(H22-25)
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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 「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究開発」 （25年度新規）

●METI 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発 天然化合物及びITを活用した革新的医薬品

創出技術（次世代型有用天然化合物の生産技術開発）」 （25年度新規）

●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」

技術研究組合への参画による大型外部資金の獲得

H25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

●H25年度は23の技術研究組合に参画し、27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25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80％を
乗じた額を研究ユニットに賦与
（平成24年度の50%から80％に賦与率引き上げを行った）

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

インセンティブ制度の拡充の内容

H25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】

H25年度実績No. 322020

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
へ

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
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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：「研究ユニットにおけるコーディネーション機能について」
第2回：「分野・国際・知財・地域における連携活動の総括および第四期

に向けた連携活動のあり方について」

平成25年8月21日に第1回、平成26年3月10日に第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

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
オープンスペースラボとして設置し、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。

H25年度実績No. 322030
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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

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

◆：東北地域部会、環境・エネルギー部会
（新設）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
（新設）クリエイティブ支援ＷＧ
（3公設試）
○：近畿地域部会
（新設）次世代色素・顔料技術ＷＧ
（4公設試）

▲：北海道地域部会
（新設）アルミニウム鋳物高品質化のための
内部評価ＷＧ
（6公設試）

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

▲

▲

▲

▲
▲

▲

◆

◆ ◆

◆ ◆

◆

◆

●

●
○

○○
○

■
■□

□□

●

地域発イノベーションの創出（１／２）【再掲】

H25年度実績No. 322030
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オール産総研による、九州地域企業への支援

地域発イノベーションの創出（２／２）

H25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25年度は、九州地域で重点的に活動。
●産学・地域連携室 (産業技術指導員)が、九州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2５年度実績:研究開発型有望企業21社に接触を試み、15社に対し企業訪問を実施した。この結果、

現在九州地域の企業３社と公的研究資金への提案準備又は資金提供型共同研究締結に向けての調整
を行っている。

平成25年度 九州地域
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• 適正な課金制度のあり方を検討するため、他機関における光熱水料等の課金制度についての
調査を実施。

• 調査結果を参考に、受益者負担の観点から光熱水料の課金制度を改正（25年4月に施行）。従
来は基本的に産総研が全額負担していた光熱水料のうち、共同研究のエフォート分について
相手方に負担を求めることができるよう改正。

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

H25年度実績No. 322040, 322050

≪主な課金制度≫
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外部資金の一層の獲得

H25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

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

23年度実績
５８．０％

運営費交付金：603.9億円

24年度実績
５９．２％

運営費交付金：600.8億円

25年度実績
５５．３％

運営費交付金：582.1億円

139.3 
111.1 121.1 
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（億円）

350.5億円 356.2億円 321.9億円
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Ⅴ．重要な財産の譲渡・担保計画



241

重要な財産の譲渡・担保計画

不要財産の処分について

・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２６年３月３１日
に国庫納付を完了。

○中部センター瀬戸サイト

H25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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（1） 【平成23年度施設整備費補助金（3次補正）】

・福島県再生可能エネルギー研究開発拠点整備事業の実施 総額50.0億円（平成26年3月完成）

施設整備費補助金事業の推進（1／5）

・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）

平成２２年度までに完成済み 今回整備が完了した箇所

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

建物概要
(本館棟)

構造：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)
構造：鉄骨造 一部２階建て
建築面積：4,437 ㎡ 延べ床面積：4,681 ㎡

実験別棟
研究本館

B区画：本館・別館エリア

← 本館棟

実験別棟 →

完成した観測建屋 設置した水位計・水温計
取り出し部

H25年度実績No. 710010
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（2） 【平成24年度施設整備費補助金（当初）】

（3） 【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（2／5）

・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25年度分として6.3億円

つくば中央7-1棟 コアウォール

つくばセンター研究拠点
完成イメージ

関西センター研究拠点
完成イメージ

H25年度実績No. 710010
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・北海道センターＣ３・Ｃ８棟他解体撤去その他工事（平成25年10月撤去完了）

・関西センター応用物理実験棟他解体撤去その他工事（平成25年11月撤去完了）

解体前 解体後

解体前 解体後

・老朽化が著しい施設や利用率の低下した施設を対象に、効率的に維持管理費を推進する観点から、施設の閉鎖を
計画的に推進し、解体・撤去に着手

〔主な解体工事の名称〕
北海道センターＣ３・Ｃ８棟他解体撤去その他工事

関西センター応用物理実験棟他解体撤去その他工事
つくば中央２－８棟解体撤去その他工事
北海道センターＣ１棟他解体撤去その他工事
つくば中央５－６Ａ棟解体撤去その他工事
東北センターＢ棟他解体撤去その他工事
関西センター放射化学実験棟他解体その他工事
つくば西事業所観測気球格納庫他解体撤去工事
つくば中央２－９棟解体撤去その他工事
つくば中央４－６棟他解体撤去その他工事
つくば中央第２事業所ＶＲ実験棟解体撤去その他工事
北海道センターＣ５棟・Ｃ６棟他解体撤去その他工事

施設整備費補助金事業の推進（3／5）

・つくば中央２－８棟（解体中：杭引抜き作業）

H25年度実績No. 710010
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施設整備費補助金事業の推進（4／5）

つくばセンター新北廃水処理施設
完成イメージ

・施設・設備の老朽化対策として、基幹設備（特別高圧受変電設備、廃水処理施設）の他、外壁（屋上防水、内装含む）、電気
設備、給排水設備、空調設備、排ガス処理設備等の改修に着手 総額218億円

〔主な改修工事〕
特別高圧受変電設備改修工事（つくば、関西）
廃水処理施設改修他工事（つくば、関西、九州）
外壁等改修工事（つくば、中部、九州）
電気設備改修工事
（つくば、関西、北海道、東北、中部、四国、九州）
給排水設備工事（つくば）
空調設備改修工事（つくば、東北、関西、四国）
排ガス処理設備改修
（つくば、関西、東北、中部、関西、四国）

改修した電気設備（変圧器）
（7-1棟)

改修中の建物外壁
（手前から5-1棟、4-1棟）

改修した空調室外機（2-13棟）

改修する給水設備（高置水槽）
（西-1棟）

H25年度実績No. 710010
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施設整備費補助金事業の推進（5／5）

（５） 【平成25年度施設整備費補助金（1次補正）】

・耐用年数を超え、経年劣化等により危険性が増して
いる基盤インフラに対する改修に着手 総額38.1億

主な改修工事の内容

分電盤改修、照明設備改修、空調設備改修、排ガス処理
設備改修、屋上防水改修、外壁改修、給排水関連設備
改修

・グローバル認証基盤整備事業の実施
大型パワーコンディショナ―に関して、系統連系試験、サージ電圧試験
等の安全性試験、電磁環境に関する試験、システム性能試験等を行う
世界トップレベルの試験評価･研究拠点を整備に着手 総額89.9億

・石綿吹き付け材除去及び関連設備改修の実施
総額0.1億円（平成26年3月完成）

（４） 【平成25年度施設整備費補助金（当初）】

石綿除去前 石綿除去後
（グラスウールボード貼付）

H25年度実績No. 710010
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Ⅶ-２．人事に関する計画
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優秀かつ多様な人材の確保（１／２）【再掲】

H25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

＜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

■ 女性職員の採用（平成２５年度新規採用者）

・ 女性研究職員の採用者数 １５人 (１８．８％)

・ 女性事務職員の採用者数 １６人 (６６．７％)

※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２５年度）

・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 ９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１，２５９人、児童４３７人

関西センター ： ２６２人、中部センター ： １０３人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ３８人（男性 ７１ ％）

・ 介護休暇制度の利用者 ５１人（男性 ６７ ％）

・ 子の看護休暇制度の利用者 ２５３人（男性 ３４ ％）

・ キャリアカウンセリング ２１１回

・ ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（介護情報、介護支援技術）

・ 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・活用支援のため、外国人研究者への聞き取り調査及び課題分析を実施。
・職場環境整備として、海外出張者が携行する「海外危機管理マニュアル」の英語版をイントラに公開するとともに、

新規採用者等が所内の事務手続きを容易に理解できるよう分かりやすく解説した日英の資料を作成し、
知的財産権、ベンチャー創出支援制度、兼業、利益相反マネージメント、実験を行う際の手続き一覧を掲示し、
イントラの充実を図った。
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優秀かつ多様な人材の確保（２／２）【再掲】

H25年度実績No. 231050

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

ダイバーシティに関するシンポジウム

■ 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、

宇宙航空研究開発機構、大阪大学及び産総研の21機関

■ セミナー等の開催

・シンポジウム「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」

・シンポジウム「世界で活躍できる女性研究者エンジニア」

■ DSOの主な活動

・ DSO事務局として、総会1回、懇話会2回をメンバー機関の会場持ち回りで開催。

活動内容を男女共同参画からダイバーシティ推進への拡大を図るとともに、連携関係の発展に努めた。

その結果、 2機関が新規加入し、 計21機関となった。

・ 各参画機関におけるイベント告知や活動紹介をニュースレター（毎月発行）、メーリングリスト等を通じ

て情報共有を図り、参加機関が主催する各セミナーへの相互参加により連携を強化した。

また、各参画機関における勤務制度などの情報交換を行い、担当者の連携及びコミュニケーション

強化を行った。
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人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の実施（1/2）

平成24年6月21日付で理事会決定した「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）」に沿って、下記措置を引き続き実
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
○役職の見直しに基づく異動発令

・役職の見直しにより新設した上級主任研究員について任用審査を実施し、平成
25年10
月1日付で13名の発令を行った。（審査合格率14.4％）

○職責手当の見直し
・平成25年度に行った役職に就かない５級研究職の職責手当の見直しについて、
平成26年2月をもって経過措置を終了した。

2）専門的な業務を担う人材の確保 【再掲】

・ファシリティマネジメント（研究施設管理）業務 3名 （平成25年4月1日付採用）
・国際輸出管理業務 1名 （平成25年7月1日付採用）
・つくばイノベーションアリーナ拠点の施設維持・運営業務 4名 （平成25年10月1
日付 3名/平成26年1月1日付 1名採用）

H25年度実績No. 231040, 720010
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人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の実施（2/2）

3）事務職員に係る役職定年制の実施

・平成24年度に導入した役職定年制により、平成25年10月1日にこれまでの見識を
生かし新たな立場で教育・支援等を行う役職定年後の職制としてキャリア主幹（注）

18名の発令を行った。

（注）役職定年年齢 部長相当職 58歳 室長・室長代理相当職 57歳

4）事務系契約職員等の職員登用 【再掲】
・地域型任期付職員（注） 10名 （平成25年4月1日付 5名/平成26年4月1日付 5名
採用）

（注）所内公募により、実務能力の高い契約職員、派遣職員から登用

H25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】

・平成24年度に今後の産業技術の発展を担
う若手の育成を考慮して採用する博士型任
期付研究員制度に改定したことにより、平成
24年度に引き続き、平成22年度及び平成23
年度に実施してきた産業人材育成型任期付
研究員制度より応募者の採用年齢が下がる
とともに採用者数が増加した。

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(博士型任期付)

H25年度実績No. 231010, 720020 

H22 H23 H24 H25

平均年齢 32 歳 31 歳 30 歳 30 歳

採用人数 55 名 54 名 60 名 66 名

1 

4 
5 

3 3 

8 8 
9 

3 3 3 
4 

0 

5 

10 

15 

20 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

採
用

人
数

採用時の年齢

産業技術人材育成型

平成22年度

19 

11 

2 

6 

10 

7 
6 

1 
2 2 

0 

5 

10 

15 

20 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

採
用

人
数

採用時の年齢

博士型

平成25年度

博士型任期付



255

人事戦略の策定および専門家人材の育成

事務職員における専門性の蓄積を重視した配置転換と専門家人材の育成

・ 事務職が配置されている部署の所属長等への人事ヒアリングでは、引き続き各部署
において専門性を必要とする業務の把握を行い、人事配置でその結果を踏まえた人
事ローテーションを実施した。

H25年度実績No. 720021

・ 専門性の必要な人材の育成については、引き続き産学官、知財、財務、広報等各専
門業務における研修を実施した。

・ 施設業務においては、他省庁研修を活用して育成を進めるとともに、関連する建築士
などの資格取得を支援するため、当該資格が対象とできるよう補助制度を改定した。

・ 「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日付で理事会決定した事務職員のキャリアパスの類型
を反映した人事調査書により、平成25年度も本人が希望する今後のキャリアパス、現
在の勤務状況等を調査した。


