
I.   研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
-7領域の研究開発状況とその他本部機能について-

II. 業務運営の改善及び効率化に関する事項

III. 財務内容の改善に関する事項

IV. その他業務運営に関する重要事項

V.  産総研全体の総合自己評価

… P. 2 ～ 18

… P. 19 ～ 21

… P. 22

1

平成29年度
業務実績・自己評価結果説明資料

資料２－ 3



2

１） エネルギー・環境領域
２） 生命工学領域
３） 情報・人間工学領域
４） 材料・化学領域
５） エレクトロニクス・製造領域
６） 地質調査総合センター
７） 計量標準総合センター
８） その他本部機能

I.   研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
-7領域の研究開発状況とその他本部機能について-



エネルギー・環境領域
（１）新エネルギーの導入を促進する技術の開発 （創エネ）
・異種接合型太陽電池の導入に向けて、GaAsセル効率15%を達成する
とともにトータル効率28%を達成する。

・再生可能エネルギーを大規模に電力系統に接続する技術として、大型
パワーコンディショナーの系統連携や試験環境を整備する。

・超臨界地熱発電技術に関して、大規模発電の可能性の検討を開始する。

（２）エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発 （蓄エネ）
・蓄電池について、高容量材料である金属多硫化物の開発と充放電機構
解明や全固体電池等のポストリチウムイオン電池の研究開発を進める。

・水素エネルギー貯蔵を主体とするエネルギーマネジメントシステムに
ついて、ビル等での利用を想定した制御手法を開発し実証する。

（３）エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発 （省エネ）
・大電力制御用SiCパワーデバイスについて、金属酸化物（MOS）電界
効果トランジスタの開発と量産試作（6インチ対応）を行う。

・高性能硫化物熱電材料の開発および高温超電導線材の開発を行う。

（４）エネルギー資源を有効活用する技術の開発 （エネ資）
・メタンハイドレート第２回海洋産出試験に産出技術を提供する。
・未利用炭化水素資源の利用に向けて、メタンからベンゼンを直接合成
できる触媒プロセスを開発する。

（５）環境リスクを評価・低減する技術の開発 （安全・物質循環）
・微生物を利用した廃水処理システムの開発と、高汎用性の重金属類測
定技術の開発を進める。

・都市鉱山技術による資源循環等対策技術の開発を進める。
・水素エネルギーシステムに関するリスク評価、ライフサイクルアセス
メント（LCA）を実施する。LCAに用いるインベントリーデータベー
ス開発の海外展開を図る。

１．平成29年度の目標と代表的成果
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SiCパワエレの量産型完成版

水素エネルギーシステムの完成

オリジナル構造

・再エネ由来水素で出力変動吸収
・水素製造/貯蔵/発電 一貫システム
・危険物非該当の新規水素吸蔵合金

世界初

– ビルで再エネを使いこなす –

– 鉄道や電気自動車への利用拡大 –

・ 高信頼性と低コスト化の両立
・ 大電流、高温でも安定作動

蓄
電

水素吸蔵合金 水電解
蓄電池 燃料電池 タ ン ク 水素製造

電
気

電気電気

ビルエネルギーマネージメントシステム

発
電

水素 水素
貯蔵

水素 水 酸
素 素

電気

【従来型素子】 【新開発素子】
大電流後の 欠陥無し 新開発素子
積層欠陥 SBD:ショットキーバリアダイオード
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２．特筆すべき成果

「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 FREA 人材

項目評価 A A B A A A A A
総合評価 A

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

【目的基礎】
・蓄電池技術に関して、高サイクル特性と高容量を両立するリチウム硫黄系電池の正極材料につながる新材料である金属多硫化物の開発と新

たな充放電機構の解明に成功。（業績例：J. Am. Chem. Soc., 139 (2017) [IF: 13.038] ）。
・論文被引用数は17,474回（目標15,800回）、論文発表数は491報（目標430報）と目標を大幅に上回り、昨年度比もそれぞれ107%、

113%と増加。IF10以上の論文誌に掲載された論文数は31報、IF5以上10未満は74報である。またClarivate AnalyticsのHighly Cited 
Researchers 2017（2005〜2015年発表論文の高被引用著者、日本で82件）に3件（2名）が選出された。

【橋渡し前期】
・高温超電導線材の開発において世界最高の磁場中臨界電流密度を低コスト型線材で実現。高磁場中での特性維持が要求されるモーターなど
の省エネ産業用機器やMRIなどの医療機器の超電導磁石への応用が期待できる。（業績例：NPG Asia Materials 9 (2017) [IF: 9.157]）。

・数多くのナショナルプロジェクト等でPL・サブPLを務める等中心的な役割を果たし、資源循環システム構築のための都市鉱山技術（PLが日
経地球環境技術賞優秀賞を受賞）や未利用熱エネルギー革新的有効活用技術開発等を推進した（公的資金獲得額51.3億円）。

・知的財産の実施契約等件数は3月末時点で130件（目標100件）と目標を大幅に上回り、昨年度同月比では137%と顕著な増加が認められる。
【橋渡し後期】
・清水建設株式会社との共同研究において、再生可能エネルギーから水素エネルギーを『作る ・貯める・ 使う』まで一貫したシステムの運用
を開始。排熱利用も含むエネルギー全体を最適管理し、水素による多量貯蔵で変動する再エネを必要な時に利用する技術を完成。

・SiCパワーデバイスにおいて、 1600A/cm2の大電流ストレスでも劣化しない新規構造（金属/半導体接合ダイオード内蔵）を採用、1200V
級SiCパワーデバイスの最終解と呼べるパワーMOSトランジスタを量産試作レベルで開発。社会実装の加速が期待される。

・インベントリーデータベースIDEAの産業界の活動支援による第13回LCA日本フォーラム表彰（経済産業省産業技術環境局長賞）、ダイヤ
モンドウェハ製造基盤技術の確立と産総研ベンチャーへの技術移転を通じたダイヤモンドの工業製品化に対する第15回産学官連携功労者表
彰（内閣総理大臣賞）等、産業界への貢献が認められた受賞。民間資金獲得額22.5億円は平成29年度目標に達しなかった（達成率63.2%）。

・FREAに開所した「スマートシステム研究棟」でパワーコンディショナー試験技術を民間企業に提供、フル稼動中。分散電源の系統連携に係
る国際標準規格等の国際標準化（成立3件、審議中2件）の推進、大型パワーコンディショナ等の認証試験需要拡大と海外輸出促進が期待。

・FREAで実施する被災3県企業を対象とした再生可能エネルギー関連技術の事業化支援では、支援テーマ数は24社25件（平成25〜29年度合
計44社107件）に上り、これまでに9件の製品化に至った。

エネルギー・環境領域
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生命工学領域
１．平成29年度の目標と代表的成果

マイクロバイオーム解析を世界で初めて定量化

• マイクロバイオーム（微生物群ゲノム）解析に適用できる世界初の
精度管理を実現する標準物質を開発

• マイクロバイオーム解析による新たな創薬開発を可能に

（１）創薬基盤技術の開発
・タンパク質アレイ解析とバイオ情報処理技術を融合した網羅的薬効解
析技術の検証

・培養細胞や身体・臓器モデルを用いて精密な薬効・毒性評価を行う技
術の開発

・糖鎖標的医薬品の開発を目指した糖鎖マーカー探索と糖鎖検出技術の
高度化

・ナノイメージング技術の開発、タンパク質の精密立体構造解析と化学
合成技術を融合させた低分子医薬探索、及び抗体医薬品製造の標準化

・創薬支援ネットワークの一員として、次世代天然物ライブラリーを用
いた創薬開発支援

（２）医療基盤・ヘルスケア技術の開発
・RNAベクターの高度化と幹細胞の品質管理技術の開発
・がん・感染症の高速かつ安価な疾病診断デバイスの開発
・医療機器等の品質・有効性・安全性等に関する標準化・ガイドライン
化

・医療機器支援ネットワークの一員として医療機器開発支援

（３）生物機能活用による医薬品等の物質生産技術の開発
・遺伝子組換え植物を用いた高価値物質の生産技術の開発
・微生物の代謝系改良による有用微生物の開発
・ゲノム編集の基盤技術開発とその産業応用技術の開発

解析の定量
性を保証し
相互比較を
可能に

抽出DNA

腸内、口腔内、環境の
マイクロバイオームは
健康、疾病と深く関係

微生物のゲノム配列
を含まない人工核酸
標準物質（12種類）

増幅度に
ばらつき

好気培養
細胞内に蓄積

微好気培養
細胞外に分泌

ハロモナス菌によるケトン体・3-ヒドロキシ酪酸(3HB)の生産

体内エネルギー源物質を微生物で大量生産、実用化に成功

• 大阪ガス株式会社と共同でトンスケールでの生産に成功（世界初）
生物による化学品の大量生産は、1985年のアクリルアミド以来の成功

• 機能性食品、サプリメント、医薬品原料、化粧品原料として期待

3ＨＢ 低血糖時にエネル
ギー源として代謝

菌の発見と効率的プロセスの確立

抗酸化・抗炎症・
運動能力の向上・
糖尿病対策に期待

HO
CO2H
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２．特筆すべき成果
【目的基礎】
・マイクロバイオーム解析の精度管理を実現する標準物質を世界で初めて開発、国際標準化によりビッグデータ解析を可能に
・質の高い論文が増加、IF付論文の発表数338報（目標値400報）

① IF10以上の論文掲載数の増加：実績値21報（昨年度実績13報）
② 論文の被引用数の増加：目標値7,400回に対し実績値7,603回（前年度比102%）
③ 論文１報あたりの平均被引用数の増加：実績値 6.6 （昨年度6.1、一昨年度6.0）

・害虫が獲得する殺虫剤抵抗性は共生細菌によって急速にもたらされることを世界で初めて解明、新しい害虫防除技術の開発につながる成果
・権威ある賞を受賞：2017年日本分析化学会賞奨励賞、竹田国際貢献賞、日本動物学会奨励賞、2017年度極限環境生物学会研究奨励賞
【橋渡し前期】
・大型国家プロジェクトを立ち上げ（1課題）、研究開発の策定から実施までを牽引（2課題）→ 国の産業基盤の構築に貢献

Organ/multi-organs-on-a-chipの開発とその製造技術基盤の確立(AMED)、植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発（NEDO）、糖
鎖利用による革新的創薬技術開発事業（AMED）

・公的外部資金（直接経費）獲得額の増加：17.5億円を獲得（前年度獲得額15.6億円）
・知的財産の実施・譲渡契約件数が大幅増加：実績値131件（目標値100件、達成率131%、前年同月比の120%）
【橋渡し後期】
・大阪ガスとの共同開発により、3-ヒドロキシ酪酸(3HB) の大量生産に世界で初めて成功。産総研技術を利用した製品5件を上市（高速遺伝子検査装
置、体内時計遺伝子評価細胞、未分化幹細胞除去試薬、不凍タンパク質、精神神経疾患モデルマウス）

・産総研発ベンチャー設立により技術を事業に展開して「橋渡し」
① 産総研発ベンチャー１社を設立し、H27年からの累計は7社（獲得した出資・共同研究費等は計4.6億円、昨年度の2.2倍）
② 産総研発ベンチャーである株式会社ジェイタスの事業をＭ＆Ａで杏林製薬株式会社に譲渡（譲渡額未公表）

・民間資金獲得額は総額6.2億円（目標額12.7億円）
・「平成29年度工業標準化事業表彰／産業技術環境局長表彰」を受賞：再生医療分野での国際標準化に対する貢献が評価
【研究人材の拡充、流動化、育成】
・リサーチアシスタント等の採用・育成で、目標値15名を大幅に超える39名を実施。その他に、技術研修生として267名を受け入れて育成

生命工学領域

「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 A A B A B A A
総合評価 A

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果



（１）ビッグデータから価値を創造する人工知能技術の開発
・膨大なデータから規則性を学習する機械学習技術と、意味理解・推論
技術との融合に基づいた、人工知能の先端的な要素技術群の開発、お
よびそれらを統合して多様な応用に適用するための、次世代人工知能
フレームワークの開発

（２）産業や社会システムの高度化に資するサイバーフィジカル
システム技術の開発

・IoT社会におけるセキュリティ問題を解決するための高機能クラウド
暗号化技術の開発と、その安全性および高速性の検証

・産業・社会システムの高度化に資する、人間行動センシング技術を拡
張した車輪移動体センシングシステムの開発

（３）快適で安全な社会生活を実現する人間計測評価技術の開発
・健康起因交通事故撲滅に向けた、ドライバの体調急変を検出する技術
開発を目指したデータ収集

・自動運転システムの実用化に向けた、自動から手動運転への遷移にお
けるドライバー状態の評価

・装着型センサを用いた歩行・走行機能の計測、評価、可視化技術の開
発のための、歩行評価技術の実証

（４）産業と生活に革命的変革を実現するロボット技術の開発
・介護を支援する安全なロボット介護機器を設計するための開発手順書
や力学モデルに基づく設計支援ツールの開発

・画像センシングおよびパターン認識技術に基づいた高度な空間情報取
得・理解技術の開発

情報・人間工学領域
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１．平成29年度の目標と代表的成果

行動計測技術
自律的に移動するロボットで、人の
移動軌跡を収集する技術を開発
（IEEE国際会議で最優秀論文賞）

実世界のビッグデータに基づいて学習し
社会問題を解決する人工知能技術群を開発

安全なロボット介護機器の開発手順書を
世界で初めて策定

ロボット介護機器開発ハンドブック
ロボット機器開発のための安全ハンドブック
実証実験や倫理審査のためのガイドライン

15機器以上の製品化に寄与 生活支援ロボット
安全規格取得

4製品
力学モデルに基づく
設計支援ツールの開発

デジタル
ヒューマン

ロボット

物体認識技術
被写体から日用品とその姿勢を認識
する、高精度な物体認識技術を開発
（国際コンペで世界第1位）

人々の行動制御技術
避難支援のための人流計測および
シミュレーション技術を開発
（避難誘導の約30%の迅速化を実証）
汎用的な要素技術開発で広く展開 NEDO委託事業「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」

による成果

CYBERDYNE株式会社 株式会社イノフィス RT.ワークス（株）

有効で安全なロボット介護機器市場
（100億円規模）創出に貢献

推定に必要な
観測画像数

推定に必要な
観測画像数

深層学習による新しい物体認識技術
日用品とその姿勢を同時に

少量の画像でより高精度な認識性能

400ページ以上
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２．特筆すべき成果
【目的基礎】
・実世界で生成されるデータに基づいて学習し、困難な社会問題を解決するための人工知能技術群を開発。物体認識技術
（国際コンペで世界一位）、自律移動ロボットによる人の移動軌跡収集技術（IEEE国際会議で最優秀論文賞）、人流計測および
シミュレーション技術（実証実験で約30％の迅速化を達成。テレビ1社、新聞10社で報道）などの開発で世界を牽引。

・IF論文発表数：160報（目標達成率133%）。論文被引用数：2,224（目標達成率222%）。
Google Scholar カテゴリ上位20位内のプロシーディングス：104報（平成28年度69報）。

・産総研初の世界最速の格子暗号問題解読アルゴリズムに対して、理論的裏付けに成功。公開鍵暗号分野トップ国際会議に採録。
高い安全・効率性を備えた暗号技術の実用化が期待。文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。

【橋渡し前期】
・知的財産契約件数：231件（目標達成率136%）。文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。
・道路構造物ひび割れ検出サービス、作業時間を1/10に短縮し、効率化・省力化に貢献。プレス発表へのアクセス数 830件、

掲載紙7件、試験公開して実証実験中。インフラ維持更新の正確な判断を下支えする技術として有望。
・人工知能・IoT研究開発のための共用計算プラットフォーム（AAIC: AIST AI Cloud）が計算システム電力性能ランキング

「Green 500」で世界3位を獲得。180名30チームを超えるユーザが人工知能研究で共同・連携利用。
【橋渡し後期】
・AMEDプロジェクトの最終成果として、有効で安全なロボット介護機器を設計するための世界初の開発手順書を策定、支援ツールを開発。

15件以上の製品事例、100億円規模の介護機器市場の創生に貢献。
・民間資金獲得額：16.6億円（目標達成率137%）、平成28年度比124％。企業との共同研究：152件（大企業）、45件（中小企業）。
・平成28年度に設置した4つの連携研究室・連携ラボ（NEC、住友電工、豊田自動織機、パナソニック）にて 、人工知能の社会実装、

サイバーセキュリティ、先進的物流システムなどの橋渡し研究を推進。
・平成28年度に設置した、筑波大学付属病院、東大、企業11社を含むコンソーシアム（AMECC: Automotive and Medical Concert

Consortium）で、健康起因事故撲滅のための大型共同研究を推進。成果を国土交通省第６期先進安全自動車推進計画に移管予定。
【マーケティング力】民間資金獲得額の目標値を1年度分前倒しで達成
・民間資金獲得は、IC・連携主幹のチームによる連携活動、ユニットとの密接な情報交換、企業の価値を創造するアプローチ導入等の成果。

「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 S A S A S S A
総合評価 S

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

情報・人間工学領域



材料・化学領域
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１．平成29年度の目標と代表的成果
（１）グリーンサステイナブルケミストリーの推進
・化学材料の多様化と高付加価値化に向け、粘接着剤等の開発を進める。
・実材料の特性把握や劣化構造の解析等、材料評価技術の開発を進める。
・高機能な有機ケイ素部材の製造プロセスを実現するための触媒技術及び
触媒プロセス技術を開発する。

（２）化学プロセスイノベーションの推進
・高効率で精密制御が可能なマイクロ化学プロセスの構築を目指し、 マイ
クロ波加熱技術においては、大容積照射手法のシステム化により、長時
間の連続運転が可能なプロトタイプ機の開発を行う。

（３）ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術の開発
・産総研独自の電子顕微鏡技術を活用し、低次元材料の原子レベル構造変
化や個別分子の化学反応の解明を可能とするイメージングと分光技術の
開発を進める。

・カーボンナノチューブ(CNT)の特性を最大限に生かせる応用として重要
なCNT／ゴム・樹脂複合材料およびCNT糸について、その構造を可視化
する技術を開発するとともに、特性との相関を見いだす。

・材料機能の直接予測手法とマルチスケールシミュレーション技術を更に
開拓しつつ、機械学習等の情報科学手法を援用した材料設計の為の基盤
技術の開発に着手する。

（４）新たなものづくり技術を牽引する無機機能材料の開発
・プロトン導電性電気化学セルについて、連携体制を構築する。二酸化炭
素との反応耐久性とプロトン導電率のトレードオフを解消し、新たなプ
ロトン導電性電極の設計指針を構築する。

・高性能軟磁性材料の大量合成に取り組み、企業連携に繋げる。

（５）省エネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材の開発
・難燃性Mg合金押出材の信頼性（疲労特性、難燃性、応力腐食特性）を調
べるとともに、各種信頼性に及ぼす組織や組成の影響を明らかにする。

難燃性と加工性に優れたマグネシウム（Mg）合金
の大型展伸材を開発

・汎用アルミ合金A7N01に匹敵する性能。
・輸送機器の軽量化、高速化、省エネ化
に貢献。

99.9％以上の電磁波遮蔽能を持つスーパーグロー
ス (SG) CNT塗布膜の開発に成功

SGCNT
電磁波遮蔽塗布膜バーコート法

SGCNT

SGCNT
水性塗料

スプレー法

・新幹線用の実寸大簡易モックアップ構体(右上図)を作製中。

・本材料は既存の金属系電磁波遮蔽塗料とは異なり、多様な
基材に使用可能。また、曲げに強く、複雑形状部や可動部
でも使用可能。

・自動車用ワイヤーハーネスや低ノイズ電送線等の電磁波遮
蔽対策に有効。

Mg押出材製造の流れ
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「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 A A A A A A S
総合評価 A

２．特筆すべき成果

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

【目的基礎】
・ガラスの基本単位であるオルトケイ酸の安定合成と結晶化に世界で初めて成功し、その詳細な構造を明らかにした (Nature Commun., IF

=12.1)。本研究により、オルトケイ酸を原料とした高機能・高性能ケイ素材料の創出が期待できる。
・電子顕微鏡等による構造・元素解析手法の高度化を図り、電子線照射下でのカーボン原子鎖の生成とその結合距離や電子状態の高精度測定に成功し
た (Nano Lett., IF=12.7)。本研究により、正確な局所構造解析と構造由来の特異な物性の予測・検証が可能になり、高機能材料の開発に貢献できる。

・IF10以上の論文誌への論文掲載42報、多数の学会賞 (日本セラミックス協会 学術賞等）の受賞等、国内外の学術界で高く評価された。
【橋渡し前期】
・難燃性と加工性に優れたマグネシウム合金の大型展伸部材を開発した。鉄道車両等の軽量部材として活用が期待される。
・触媒の量子化学シミュレーション結果と実験で得られた触媒の反応収率との関係をAIで機械学習し、シミュレーション結果から触媒の反応

収率を直接予測する手法を開発した。 本研究により、触媒の開発時間の大幅短縮による化学品製造の効率化が期待できる。
・国家プロジェクトとして、NEDO PJの1件とNEDOエネルギー・環境新技術先導プログラムの4件を新規獲得（「超高変換効率新規プロト
ン導電デバイスの開発」、「革新的高飽和磁束密度・低鉄損軟磁性粉体の開発」等）し、企業や大学と連携して橋渡し研究に取り組んだ。

【橋渡し後期】
・99.9％以上の電磁波遮蔽能を持つSGCNT塗布膜を開発した。自動車用ワイヤーハーネス等の電磁波遮蔽対策として活用が期待される。
・均一照射と高速加熱(秒オーダー)が可能な「マイクロ波照射技術」を確立し、共同研究先企業へのライセンシングと技術移転を実施した。
・オープンプラットフォーム共同研究「CNTアライアンス・コンソーシアム」において、民間企業6社とCNT生産管理技術の開発を開始し、
日本発のCNT産業創出に向けて、特にCNT総合評価技術を提供した。

・「日本特殊陶業-産総研 ヘルスケア・マテリアル連携研究ラボ」と「矢崎総業-産総研 次世代つなぐ技術 連携研究ラボ」の2件の企業冠ラボ
を新たに設立し、合計5個の企業冠ラボ/連携研究室等を通じて、産総研技術の社会への普及を加速させた。

・「株式会社エアメンブレン」、「インデント・プローブ・テクノロジー株式会社」、「ラスケーズ株式会社」の3社のベンチャー企業を設立
し、産総研独自技術の社会実装に向けて具体的な一歩を踏み出した。

【技術的ポテンシャルを生かした指導助言等の実施および研究人材の拡充、流動化、育成】
・技術コンサルティング契約を結んだ企業数が平成28年度の2.6倍の26社、収入が2.9倍の5,427万円へと飛躍的に増加した。
・リサーチアシスタントと産総研イノベーションスクール生の採用と育成で、目標値12名を大きく上回る53名という特に顕著な実績を挙げた。

材料・化学領域



（１）情報通信システムの高性能化および超低消費電力化技術の開発
・相変化メモリの高集積化を目指し、クロスポイント構造で必要となる
セレクタ素子をメモリ材料と同種材料で形成することを試みる。

・量子アニーリングにおいて大規模アーキテクチャ設計のための8ビッ
ト級超伝導回路シミュレータシステムの動作検証を行う。

・不揮発性メモリMRAMの高度化のため電圧トルクMRAMの基盤技術を
開発し、書き込みエラー率10-5(エラー訂正無し)を実証する。

・光ネットワーク超低エネルギー化技術開発ではダイナミック光パスネ
ットワークの実運用を進め大容量伝送実験を実施する。

（２）もののインターネット化に対応する製造およびセンシング技術の
開発

・MEMS技術を用いて作製した各センサネットワークシステムを試作・
社会実装して実証試験を実施する。また、構造物検査技術として500
画素超の超伝導アレイ検出器システムを実現する。

・生産ライン、製品品質や状況の可視化技術及びモデル化による情報の
抽出手法の開発を行う。また、生産ラインの状況に対してサイバー空
間での最適化結果を情報提供するシステムを開発する。

（３）ものづくりにおける産業競争力強化のための設計・製造技術の開
発

・伸縮性フレキシブルIoTセンサ、透明フレキシブル材料の開発に取り
組み、印刷デバイス製造技術の高度化を目指す。

・ミニマルファブ技術について各装置を高度化し、MEMSセンサ技術、
CMOS回路の高機能化を目指した集積プロセス開発を進める。

（４）多様な産業用部材に適用可能な表面機能付与技術の開発
・積層造形技術についてプロセスの高度化と適用材料の多様化を目指し、
実用化を目指した検討を進める。

・AD法では出口戦略に基づいたプロトタイプ試作を行い、光MOD法で
は光機能材料開発、樹脂基材への製膜プロセス開発を行う。

高精細な回路を大面積に印刷する技術を事業化

11

エレクトロニクス・製造領域
１．平成29年度の目標と代表的成果

スーパーナップ®法
表面光反応性ナノメタル印刷
高精細・大面積・高速印刷

2016
Nature Commun.

量産化技術開発

従来の1/20とな
る精細度で回路パ
ターンを高速印刷

タッチパネル形成技術とし
て技術移転(量産化を開始)

ダイナミック光パスネットワークテストベッドの実運用
シリコンフォトニクス光スイッチを用いたネットワークシステムを東京都内に敷設
高品位で超低遅延な映像によるテレセッションを世界で初めて実運用

ミュージック”テレ”セッション
遠隔授業デモ遠隔医療 エンタテインメント

最小線幅:0.8 μm
プリンテッドエレクトロ
ニクスの製品化を先導

フレキシブルタッチパネ
ルシートの生産に適用

あたかも同じ場所にいるような感覚で
コミュニケーションできる環境「遠隔共存」の実現へ



12

「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 A A B A B A A
総合評価 A

２．特筆すべき成果

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

【目的基礎】
・消費電力を大幅に削減可能な電圧書込み型磁気メモリについて、電圧パルス波形制御により10-6(エラー訂正なし)の書き込みエラー率(世界

最高値)を達成。実用化に向けた課題であったデータ書き込みの信頼性を大幅に向上。スマート社会を支える超低消費電力IT機器の実現へ大
きなブレークスルー。

・ナノメートルサイズのスピン発振素子を用いたニューロモルフィック回路音声認識システムを開発し、人間が発声した“0”〜“9”の言葉を
99.6 %の正答率で認識することに成功。新原理コンピューティングのコンセプトを実証。

・半導体転写技術の高度化によりGeチャネルの超薄膜形成技術を確立し、膜厚10 nm以下における電子移動度の向上を発見。大規模集積回路
のさらなる高性能化への道を拓いた。

・発表論文数が333報(平成28年度比106%)と増加するとともに全発表論文の平均IF値が2.80へ大幅に向上し(平成28年度比120%)、高
IF(>10)論文誌(Nature等)へ11報掲載(平成28年度比138%)するなど良質な論文を数多く発表。

【橋渡し前期】
・「光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点」で開発した技術の実用化のため、シリコンフォトニクス光スイッチ・サブシステムを東京都

内に敷設。ダイナミック光パスネットワークテストベッドの構築により、高品位で超低遅延なテレセッションの実運用を世界で初めて実現。
遠隔地の人々が、あたかも同じ場所にいるような自然な感覚でコミュニケーションできる環境「遠隔共存」の実現に大きな期待。

・東京エレクトロンとの連携研究室(冠ラボ)を産総研内に設置し、半導体デバイスの超高集積化・低消費電力化を実現するための次世代
MRAM製造プロセス技術の開発をスタート。

・応力発光体を用いて材料の破壊初期過程で内部に発生するクラックを可視化し、航空機用CFRP部材の破壊予兆検出技術を開発(世界初)。
【橋渡し後期】
・高い生産性を有する高精細回路印刷技術「スーパーナップ®法」をタッチパネル形成技術として企業の量産ライン構築につなげ、橋渡しを実

現。デバイス設計の自由度をもたらすフレキシブル機器の高効率製造を実現し、プリンテッドエレクトロニクスの製品化を先導。
・造形速度が従来比約2倍の10万cc/h(世界最高)となる1液硬化型バインダジェットを新開発し、鋳造用精密砂型3D造形装置を市販化。複雑
形状を有する輸送機器、建設機械用新部材の変量多品種生産を実現。

・AD法による大面積TiO2膜の形成手法を技術移転。企業がフレキシブル色素増感型太陽電池パイロット量産機を導入し製品販売を開始。
・企業への橋渡しを実現した産総研開発技術数が平成28年度の1件から6件となり大幅に増加。

エレクトロニクス・製造領域



地質調査総合センター
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（１）地質調査のナショナルセンターとしての地質情報の整備
・地質図幅・地球科学図等の系統的調査研究、次世代シームレス地質図
の公開

・日本周辺海域の鉱物資源の成因と賦存資源ポテンシャルの情報整備
・沿岸域の地質・活断層調査（南関東など）、3D地質地盤図を初めて
公開（千葉県北部）

（２）レジリエントな社会基盤の構築に資する地質の評価
・5地域以上の活断層調査、海溝型地震と津波履歴情報の整備
・関東地域のテクトニックマップの試作版作成、および活断層活動によ
る地盤変形の3D予測手法の開発

・八丈島火山の地質図の完成、3火山以上での噴火履歴解明を推進
・原子力利用・安全規制に必要な知見の整備（大規模噴火の履歴、超長
期（100万年）の将来にわたる地質変動予測など）

（３）地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発
・米国・南ア等の希土類等レアメタル資源の開発可能性の評価
・機能性鉱物材料の吸着性能評価及び工業的利用に向けた技術開発
・日本海等のメタンハイドレート資源量調査データのとりまとめ
・油田・炭層微生物のメタン生成ポテンシャル評価
・地熱資源利用のための技術開発、地中熱ポテンシャル調査と評価
・二酸化炭素地中貯留に関する安全技術の開発
・土壌汚染に係るリスク評価技術の高度化・標準化

（４）地質情報の管理と社会利用促進
・地質情報の標準化を含めた品質管理とアーカイブ管理
・組織出版物の発行と電子化・標準化の推進
・新規データベースの整備・発信と利用促進
・地質情報の利活用に関するユーザー層の把握とニーズ調査
・アウトリーチ業務を通じた、地質情報二次利用の促進

１．平成29年度の目標と代表的成果

－ 首都圏の地震防災・インフラ整備に貢献 －
地下構造を3Dで可視化する新しい地質図を公開

120 m

－ 数兆円規模の全国老朽水道管の更新に貢献 －
道路を掘らずに水道管の腐食を評価

ローラー電極

送信機

受信機

千
葉
県
北
部

3

モ
デ
ル

最新の知見に基づく
層序＆物性データ

自治体所有ボーリング
データ（1万本以上）

埋立層

沖積層

軟弱地層の3D分布
が明らかに

 液状化被害調査に活用
 地震ハザードマップ作成、産業立地計画の立案

への活用が期待

東京23区での
整備へ展開

水道管更新事業に展開
液状化リスク評価等に応用

従来の水道管腐食リスク評価の工程

路面掘削 土壌採取 測定 埋め戻し

交通規制

本技術の場合
測定のみ

 従来の数10倍感度の高周波電気探査

 コスト・時間・労力・交通影響の大幅削減

D

習志野の3D地質地盤図



「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務
知的基盤

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 A S A S A A S A
総合評価 A
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２．特筆すべき成果

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

【知的基盤】
・軟弱地層を含む都市域の地下地質の分布形態を立体的に可視化し、千葉県北部地域の３D地質地盤図をWeb公表した。自治体の液状化被害
調査等に活用された。また、GSJが長年積み上げた国土全域の地質情報をまとめ、情報の精度と利便性を飛躍的に向上させた20万分の1
シームレス地質図V2をWeb公開し、Webサイト年間3.5億ヒットを超えた。これらは、産業立地環境・防災・資源に係る地質情報の提供な
ど、様々な利活用につながる大きな成果である。

【目的基礎】
・土壌・地下水汚染浄化技術の開発では、残留性有機化合物の自然減衰メカニズム等を解明した。国の規制施策立案への反映が期待される。
・極微小な自然地震の発震機構解をこれまでになく大量に決定し、先行の3倍の分解能を持つ関東地方広域の応力マップを作成した。社会に深
刻な影響を及ぼす首都圏での大地震の発生場・規模・様式の高精度な予測につながり、有効な防災対策立案に貢献する。

・IF付国際誌188報（目標の145％）を達成。
【橋渡し前期】
・道路を掘らずに水道管の腐食を評価する高周波電気探査システムを開発した。また、土砂災害において、人やヘリコプターの立ち入りが困
難な災害現場での埋没車両を検出するドローンを利用した空中電磁探査技術を開発した。

・熊本地震の継続的な調査により、その成果は、被災地施設の移転等の復興計画や、国の活断層長期評価の新指針として活用された。
・公的外部資金20.9億円（前年度比143％）を獲得。
【橋渡し後期】
・従来の数百倍となる革新的な垂直分解能を持つ深海曳航式マルチチャンネルケーブルシステムを民間と共同で開発し、実海域でのテストに
成功した。海洋立国日本での海底鉱物資源や海底活断層活動履歴を広域にわたり効率的かつ高精度に調査することを可能とする。

・原子力発電所の立地選定でのリスク排除が困難な大規模噴火による火山灰リスクの評価を可能とする、世界で初めての火山噴火ハザード評
価手法を開発した。原子力研究開発加盟国への技術提供や、発電用原子炉設計基準の大幅改定による原子力発電の安全運用に貢献した。

【指導・人材】
・GSJのトップ技術のポテンシャルを活かし、民間企業等への技術コンサルティングの件数を大幅に増加させた。また、イノベーション人材

育成人数の増加や、国内外の研修を大幅に強化した実績も大きな成果である。

地質調査総合センター



これまで不可能であった微小質量計測等の可能性を拓く

計量標準総合センター
（１）計量標準の整備と利活用促進
・知的基盤整備計画に沿った、物理標準の開発・範囲拡張・高度化等の
整備、化学・材料評価のための標準物質の開発。

・水道法等の規制に対応した基準物質の開発、定量核磁気共鳴(定量
NMR)に関するトレーサビリティ体系の構築。

・キログラムの新しい定義に用いるためのプランク定数の決定に貢献。

（２）法定計量業務の実施と人材の育成
・特定計量器の基準器検査、型式承認試験等の効率的な実施。
・計量教習、計量講習、計量研修の実施、法定計量技術に関わる人材育
成。

（３）計量標準の普及活動
・計量標準の利用を促進するため、情報提供及び講習・技能研修活動の
拡充を図り、関連する工業標準化、国際標準化へ貢献。

・水素ディスペンサーの計量値を、国家標準にトレーサブルに校正・試
験する技術を開発。

・計量標準の管理、計量法トレーサビリティ制度に定められた参照標準
等の供給を実施。計量法の運用に係る技術的な審査に関連する支援、
国際同等性向上のためアジア・太平洋地域等への技術協力を実施。

（４）計量標準に関連した計測技術の開発
・開発、高度化した計測・分析・解析手法及び計測機器・分析装置を利
用して、ユーザーが抱える計測課題を解決、技術指導や機器公開によ
る計測支援等を実施。

・目的基礎研究 (小型実用原子時計等)、「橋渡し」研究前期 (光コムに
よる温度計測等)、 「橋渡し」研究後期 (pH自動調整装置の高度化
等)の研究課題への取組。

・スペクトルデータや熱物性データに関する情報を更新・拡充し、ユー
ザーの利便性向上を目指した高度化を実施。

１．平成29年度の目標と代表的成果

• 超伝導光検出器を用いた光子顕微鏡を開発
• 光子1個〜20個程度の極微弱光でのカラー
画像撮影に世界で初めて成功

光子の色を捉える 世界最高感度の「光子顕微鏡」を開発

細胞や組織に無害で高感度な観察が可能
新しい診断や治療法、医薬品開発への貢献に期待

超伝導
光検出器

光ファイバ

画像の構築

光子

XY走査

観察試料

新たにキログラムの基準となる予定のプランク定数の決定に貢献
プランク定数決定に寄与できたのは、米、独、加、仏、日の5か国のみ。

130年ぶりのキログラムの定義改定に歴史的な貢献

シリコン単結晶球体を用いた
プランク定数の世界最高レベル
精度の測定を実現

15

- 従来の光学顕微鏡で不可能な極微弱光でのカラー画像撮影を可能に-

- 未来永劫不変な質量の定義を実現-
光のエネルギー

プランク定数

1千万分の1 g 光の分銅

1 kg
ｷﾛｸﾞﾗﾑ原器

分銅

1兆分の1 g1 pg

1  g

1 μg

光の最小単位
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２．特筆すべき成果
【知的基盤】
・シリコン単結晶球体を用いたプランク定数の世界最高レベル精度の測定で、新たにキログラムの基準となるプランク定数の決定に米, 独, カ
ナダ, 仏とともに寄与。平成３0－31年実施予定の130年ぶりとなるキログラムの定義改定に大きく貢献。新聞掲載30紙超。

・気体高圧力, 電界強度, 低温温度計, 放射性表面汚染等の物理標準17件を開発/範囲拡張/高度化。化学/材料評価用の標準物質10件を整備。
・水道法改正に対応した計量標準が必要な水質基準のほぼ全て(43項目)の整備を完了。定量NMRに関するトレーサビリティ体系構築のための
基準物質を開発、国際比較を主催。特定計量器の型式承認の迅速化を目的とする民間試験所の試験成績書を活用したシステムの構築に貢献。

・校正事業者向け校正419件, 依頼試験249件, 標準物質頒布2,218件, 基準器検査1,645件, 型式承認110件, 計量研修生606名を達成。
・研究開発の基盤強化に資するスペクトルデータベース（年間アクセス数3000万件）、熱物性データベース（200万件）を更新・拡充。
【目的基礎】
・次世代の量子計測技術シーズである単一光子分光イメージング技術を実現して光子の色を捉える世界最高感度の「光子顕微鏡」を開発。
次世代ディスプレイの実現に役立つ次世代有機EL材料の発光メカニズムの解明のほか、IoTに必要な時刻同期に役立つ小型実用原子時計、
ハードディスクなど精密機器内部の微小モーターの高性能化に資する微小トルク計測技術、燃料電池の機構解明に役立つ固液界面のリアル
タイム観察等の評価技術など、計量標準研究機関としての競争力強化や、将来の橋渡しに繋がる革新的計測技術シーズを開発。

・論文の合計引用数は 2,626回で目標2,600回を達成。論文数は239報で目標200報を達成。
【橋渡し前期】
・公的資金の獲得状況は、7.1億円と平成28年度並の高水準。
・国家戦略や法令・規制対応に繋がる技術を開発 (水素ステーション用水素ディスペンサーの校正・検査技術、水俣条約履行評価に資するガ
ス状水銀分析技術)。計量標準開発の知見をもとに、その場計測・制御技術を創出（省エネに必要な燃焼ガスリアルタイム温度計測、レー
ザー加工の品質向上に役立つ精密制御、半導体製造プロセスに役立つ結晶欠陥の自動検出、食品検査用参照物質製造に役立つ噴霧乾燥）。

【橋渡し後期】
・民間資金の獲得額は 目標6.0億円を上回る7.2億円（平成28年度比155 %）を達成。技術コンサルティング制度を活用した連携を拡大強化。
・民間共同研究で、幾何形状計測用X線CT、化学分析用pH自動調整装置、インフラ診断用X線非破壊検査システム等の製品化・実用化に貢献。
・物体の色や見え方の定量化技術、微細加工精度を向上させる精密変位計の評価技術、通信用ミリ波帯平面回路評価技術を実現、製品の性能
評価・付加価値創造を通じてものづくり支援、産業創出に貢献。全国規模で3次元(3D)スキャナと3Dプリンタを通じた地域連携を推進。

「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務
知的基盤

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材

項目評価 S A S A A A A S
総合評価 S

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果

計量標準総合センター



その他本部機能
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・産総研技術移転ベンチャー5社がベンチャーキャピタル等から目標額
を大幅（約1.7倍）に上回る総額約11億円の出資を受けた。

・さらに、産総研技術移転ベンチャーへの出口支援として、販路開拓、
資金調達等に関する助言を実施したことで、2社がM&Aに繋がった。
（これまでのM&A累計は19社に上り、産総研技術移転ベンチャーに占
める割合は13.7％。）

・宣伝等により技術コンサルティングが普及拡大、その収入が、目標を
大幅に上回る平成28年度比78％増の5.38億円に増加した。

・その際、件数が平成28年度275件から平成29年度409件と大幅に増大
したにもかかわらず、顧客満足度調査において所外・所内ともに約9
割の回答者が高い満足度を示し、さらに、その半数が技術コンサル
ティングの継続や共同研究への進展予定を回答。

・イノベーションコーディネータが主導して、研究コンセプトを共創す
ることで、複数の領域・地域センターをまたがる包括連携や、新たな
業界（食品業界やエンターテイメント業界）との連携が拡大された。

・農研機構との共催や計測等テーマ別によるテクノブリッジフェアの地
方開催、公設試への産総研イノベーションコーディネータの設置によ
る地域中核企業と公設試・産総研の連携作りの結果、地域中核企業と
の連携研究は65件（目標50件の130%）となり、地域における更な
る連携拡大につながった。

・ TIA連携大学院のサマーオープンフェスティバルでは、企業等からの
参加者が平成28年度の111名から60名増加し、171人となった。

・TIAかけはし成果報告会を開催したところ、参加者数は企業からの約
80名を含む250名に上った。また、新テーマ30件を含め、全体で50
件のテーマを採択し、活動を強化した。

１．平成29年度の目標と特筆すべき成果
＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞

【産総研移転ベンチャー支援の強化】
・民間企業から産総研技術移転ベンチャーへの出資を促進するため、
ビジネスインキュベーション機関及びベンチャーキャピタル等との
ネットワークを活用した連携活動並びに事業計画・ビジネスプラン
のブラッシュアップ等の事業支援を強化する。

【技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施】
・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の
理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場
での一層の活用を図る。さらに顧客満足度のサンプリング調査を実
施し、業務品質の向上を図る。

【マーケティング力の強化】
・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加えて、
民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、コ
ンセプトを共創するマーケティングを推進する。

【地域イノベーションの推進等】
・地域における「橋渡し」の推進のため、自治体や公設試との連携関
係の強化や、「産総研イノベーションコーディネータ」制度のさら
なる拡充と活用等により、地域中核企業との研究連携を推進する。

【世界的な産学官連携拠点の形成】
・人材育成では、ナノテクキャリアアップアライアンスやASCOT人
材育成等、今後のTIAの人材育成機能の方向性となりうる、民間企
業の人材育成に資する機能を強化する。

・研究機関の研究者間の連携を促進し新たなシーズ創出を加速する、
TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」を推進する。



その他本部機能
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・本部から領域に対する研究費の配分について、橋渡し強化につなげる
ため、民間資金獲得額等を踏まえたインセンティブ配分を行い、研究
予算に占めるその割合を約20%から約40%に増額した。その結果、民
間資金獲得額が平成28年度比113%を達成した。

・外部人材受入れ制度の柔軟化（クロスアポイントメント：産総研から
の出向者に対する給与面でのインセンティブ、リサーチアシスタン
ト：勤務日数の制限の緩和）等によりクロスアポイントメントの実績
が対前年度比で約1.3倍、リサーチアシスタントが約1.5倍に増加した。

・産総研及びロールモデルの紹介等により、女性研究者2名の採用（平
成30年度採用女性研究者の18%）に繋がるとともに、これらの活動
がマスコミに取り上げられる等、産総研の知名度向上にも寄与した。

・領域に設置された7つのOILを統括するOIL室を本部に設置し、企業連
携の活動支援や進捗管理を行う体制を強化することで、企業との共同
研究数が8件増加、論文数が108件増加した。

・同様に、大型連携を統括する大型連携推進室を本部に設置し、パート
ナー企業や各冠ラボのニーズに応じた柔軟な制度運用と業務の効率化
により、冠ラボに係る民間資金獲得額が平成28年度比94％増加した。

・理事長戦略予算を活用して、若手研究者が５年間全く新しいテーマに
挑戦できる「エッジランナーズ制度」を実施し、5件の研究課題を採択。

・標準化戦略フィジビリティスタディ(15件)を支援、産総研から38件の
国際標準化提案。これまでに、日本からの提案の約7件に1件は産総研
が参画など、標準化に大きく貢献。

＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞
【「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入】
・「橋渡し」研究を担う領域への研究予算は民間資金獲得実績を最重
視して行う。

【研究人材の拡充、流動化、育成】
・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、クロスアポイントメント制
度の活用により、大学等の優れた研究人材の受け入れと同時に、産
総研の研究室の大学等への設置を通じて組織の枠組みを超えた研究
体制を構築する。リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手
人材を確保する。

・女性が活躍できる職場環境の整備を行うため、産総研「女性活躍推
進法行動計画」に基づく取り組みを推進する。

【組織の見直し】
・産総研全体として「橋渡し」機能の強化を図る体制を維持する観点
から本部組織等について、必要に応じて柔軟に見直す。

【特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項】
・理事長戦略予算の位置づけを明確化し、当該予算で実施する課題に
ついては、各領域からの提案及び理事長等からのトップダウンの提
案の中から選定する。

・国際標準化活動を推進するため、標準化戦略会議を活用して戦略的
な標準化活動を促進するための支援策を検討し、民間企業等との連
携を強化する。

「橋渡し」機能の強化 横断的な取組

ﾍﾞﾝﾁｬ支援 指導助言 ﾏｰｹ力 知財 地域ｲﾉﾍﾞ 拠点形成 評価基準 補正予算 人材拡充 組織見直 特定法人

項目評価 S S A B A A A B A A A
総合評価 A

２．特筆成果を踏まえた自己評価結果
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Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項
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・TIAの事業を拡大して連携活動実績を大きく増大。施設・装置の利用
申込は延べ273件（うち民間企業163件）にのぼり、利用料収入とし
て平成28年度比8,000万円増の約3.7億円を得て、施設の利用申込件
数が前年度比128％になった。

・領域ごとの民間資金獲得額や論文データ（論文発表数および被引用
数）等を毎月見える化し、実績に応じた予算配賦等により、目標達成
に向けたPDCAサイクルを働かせた。これにより、論文発表数が前年
度比約10％増加等の効果を得た。

・「一般競争入札」に変えて、「公開見積競争」を原則とする新たな随
意契約方式を他機関に先駆けて導入し、平成29年10月1日から運用を
開始したことにより研究者の調達請求に係る手間も約1,000時間／年
軽減できる。

・当初の計画にはなかった取り組みとして、減価償却計算における償却
可能限度額を「残存価額1円」までの償却とする新たな減価償却計算へ
の変更を実現した。他の特定国立研究開発法人に合わせ統一された計
算基準による資産総額を明らかにすることで、適切な情報開示に基づ
く説明責任を果たすことができた。

・4,806件の記事化及びTV報道につながり、プレス発表については9割
以上が新聞に記事掲載された。ホームページへのアクセス数が平成28
年度比73万増加した。また、産総研チャンネル（YouTube）に「研究
者が語る！１分解説」動画を新たに公開し、再生回数が平成28年度の
40万回から86万回に増加し、講談社のブルーバックスとの連携事業な
どにより、ホームページへのアクセス数が平成28年度比73万増加した。

１．平成29年度の目標と特筆すべき成果
＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞

【研究施設の効果的な整備と効率的な運営】
・産学官が一体となって行う研究開発を行うため、連携先の要望に柔
軟に対応できる施設・仕組み等の整備、構築、見直しを進めるとと
もに、産総研の施設等を活用した共同研究の他、企業による分析、
計測等により、引き続き橋渡し機能の強化を図る。

【PDCAサイクルの徹底】
・評価結果を領域への予算配分額に反映させること等を通じて産総研
全体として目標を達成するためのPDCAサイクルを働かせる。

【適切な調達の実施】
・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24
日閣議決定）を踏まえ、一般競争入札を原則としつつも、研究開発
業務を考慮し規定した随意契約によることができる事由につき、適
切かつ合理的な調達を実施する。

【財務内容の改善に関する事項】
・研究用備品等の管理の適正化を図るため整備した制度・体制につい
て、引き続きフォローアップを実施し、適正な管理体制の継続を図
る。また、国等の委託事業で取得した研究用備品に関し、適切な資
産管理のためのルールを整備する。

【広報業務の強化】
・プレス発表、取材対応などを通して、報道機関へ研究成果や組織経
営に関する情報を提供することにより、産総研の成果、活動の記事
化およびTV報道へつなげる。また、産総研と企業との連携事例の
紹介、記者との懇談会の開催、理事長からのトップメッセージの発
信に引き続き取り組む。

II~IV 業務運営の改善、効率化に関する事項等
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・国研協「コンプライアンス専門部会」の設立を提案し、専門部会長及
び事務局を産総研が担い、同部会の中心的役割を果たすとともに、第
１回専門部会を開催し、参加法人の体制及び取組み等について情報共
有、意見交換を行い、参加法人のリスク管理機能の向上に貢献した。

・理事長主導のもとに業務改革推進室を設置し、制度・手続等の見直し
や全組織による職場改善活動の実施、これら状況の研究所幹部への定
期的な報告等組織一丸となった取り組みを実施した。

・全ての規程類、共同研究の契約書ひな型及び利益相反マネジメントの
実施状況等、任意情報を積極的に公開し、業務の信頼性及び透明性の
向上に寄与した。また、国等の行政文書の対応等を踏まえ、法人文書
への取り組みを意欲的かつ適確に推進した。

・空調設備改修において、旧型機器をエネルギー効率の高い機器に更新
（1,105室について平均30％のエネルギー消費量を低減）。
産総研全体の契約電力合計を平成28年度比で約3.4%（1,491kW）削
減。フロン漏えい量（259t-CO2）は、平成28年度比で約36%
（143t-CO2）削減。土壌汚染に係る環境事故は0件。

＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞
【業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進】
・e-ラーニング研修を着実に実施する他、組織文化を一層強化するこ
とに重点を置いた研修の開催及び啓発の取組みを実施する。

・各種研究支援業務を適正かつ確実に実施するとともに、研究現場の
ニーズや要望等を踏まえ、業務改善・効率化に取り組む。また、研
究成果の最大化や職員等が働き易い職場の環境整備のため、働き方
改革にも取り組む。

【情報公開の推進等】
・法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情報公開を適切かつ円
滑に実施する。

【施設及び設備に関する計画】
・平成28年度2次補正予算で実施する、人工知能に関するグローバル
研究拠点整備事業における新営棟建設（柏・臨海）及び老朽化対策
（研究廃水処理施設改修・空調設備改修）を着実に推進するととも
に、推進にあたってはエネルギー効率の高い機器を積極的に採用す
る。

II~IV 業務運営の改善、効率化に関する事項等

２．特筆成果を踏まえた自己評価結果
ＩＩ．業務運営の改善、効率化 ＩＩＩ．財務内容の改善

研究施設 PDCA 調達 電子化 効率化 財務 財産処分

項目評価 A A A B B A B
総合評価 A B

ＩＶ．その他業務運営の重要事項

広報 業務運営・ｺﾝﾌﾟﾗ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ 内部統制 情報公開 施設設備

項目評価 A A B B A A
総合評価 A



V 産総研全体の総合自己評価

産総研の総合自己評価 A

I. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

エネルギー・環境領域 A
生命工学領域 A
情報・人間工学領域 S
材料・化学領域 A
エレクトロニクス・製造領域 A
地質調査総合センター A
計量標準総合センター S
その他本部機能 A

Ⅱ. 業務運営の改善及び効率化に関する事項 A
Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 B
Ⅳ. その他業務運営に関する重要事項 A
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