
平成26年度及び第3期 
業務実績・自己評価結果説明資料 

産総研の自己評価について 
 

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 
   研究開発マネジメント 
   鉱工業の科学技術 
   地質の調査 
   計量の標準 
 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 

産総研全体の総合自己評価 
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産総研の自己評価について 
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総合科学技術・イノベーション会議 第3回研究開発法人部会資料 より 

独法評価制度委員会 総務省 

国立研究開発法人審議会 主務大臣 

独立行政法人 
（国立研究開発法人） 

５．点検 

３．助言 

４．評価 

２．報告 

１．自己評価 

独法評価の仕組み 

• 改正独立行政法人通則法(H27.4.1
施行）のシステムを用いる 

自己評価書の作成 
• 研究ユニット評価(外部評価)の結果を
活用 

「平成26年度評価」及び 
「第3期中期目標期間評価」 

自己評価検証委員会 

平成25年度までの評価 
(独法評価委員会） 

平成26年度評価及び第3期中長期目標期間評価 
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自己評価検証委員会 
〇委員 

 委員長 藤嶋  昭 東京理科大学 学長 

 委 員 赤井 芳恵 株式会社東芝 電力システム社 

           電力・社会システム技術開発センター 
     経営変革上席エキスパート 

 委 員 後藤  晃 政策研究大学院大学 教授 

 委 員 竹中 登一 公益財団法人ヒューマンサイエンス振 
     興財団会長 

 委 員 松田 修一 早稲田大学 名誉教授 

 

平成２７年６月１５日（月）産総研つくばセンターにて開催 

 

 

自己評価検証委員会 
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• 約４０の研究ユニットごとに評価委
員会を設置 

• 各研究ユニット４〜６名の外部委員
により客観的な評価を実施（のべ２
４０名：学会９３名、産業界１０４
名、その他マスコミ等４３名） 

• 産業的・社会的視点の評価委員を 
６０％程度 

• 評価結果は、独法評価委員会の参考
資料として活用 

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 

資料・説明 

理事長 
報告 

業務実績評価 

中期計画 
中期目標 

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 

評価結果 

研究ユニット評価システム 
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Ⅰ-１．研究開発マネジメント 
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〇 産総研の自己評価 第3期： A     
第3期各事業年度の評価 

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 
（１．「課題解決型国家」の実現に向けた研究開発の重点分野） ※1 

２．地域活性化の中核としての機能強化 
３．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備 ※2 

４．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築 
５．研究開発成果の社会への普及 

事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 A A A A A 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 

〇 対応する第3期中期計画の項目   

※1： 「Ⅰ－２．鉱工業の科学技術」にて評価 
※2： 一部は「Ⅰ－３ ．地質の調査」、「Ⅰ－４ ．計量の標準」にて評価 
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地域経済の競争力を支える最高水準の研究開発の推進 

九州センター： 
  製造プラント診断 

太陽電池信頼性
評価拠点 

東北センター： 化学ものづくり 
○ 二酸化炭素塗装技術を発展させ
た省エネルギー微粒子製造技術
を開発し、地域企業に技術移転
を展開 

○粘土耐熱ガスバリア膜による
GFRPの不燃化を達成し、不燃
規格適合認証を取得、サンプル
出荷開始 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： 
  バイオマス利用技術 

○ 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： ヘルスケア 

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 
○ 完全密閉型遺伝子組換え植
物工場システムで開発した
イヌ歯肉炎軽減薬の商品化
を実現 

○ 医薬原料物質の生産遺伝子
群を見出す新手法を開発 

○ ヒト核内受容体アッセイに
よるタマネギの機能性評価 

臨海副都心センター： バイオ・IT融合 

○ 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国内
大手製薬会社、研究機関などが計７
台導入（内閣府、平成26年度産学
官連携功労者賞受賞） 

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、フラウン 

  ホーファーとの共同研究 
  ラボFPCを開設 

関西センター： 電池技術、医療技術 

小型固体高分子型 
燃料電池 

中部センター： 機能部材 

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 

○ 地域企業と開発した新しいB4Cの製造
法を用い、高音質スピーカー振動板を
民間企業が製品化 

イヌ歯肉炎軽減薬 
（イヌインターフェロン） 

○ 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してインラ
イン全数検査を実現 

○ 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、自動車部品
などの試作品を作製 

赤字：平成26年度成果 

○ バイオマーカーを高感
度で測定可能なデバイ
スを開発 

バイオマスを分解
し易くするための
水熱処理装置 
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中小企業への技術支援・人材育成の強化 

中小企業の技術力強化支援 
 中小企業共同研究スタートアップ事業 

中小企業と産総研が連携して公的資金の提案を行うた
めの予備的研究 

中期計画目標達成に向けた各種の取り組み 

公設試との連携による中小企業支援 
 地域産業活性化支援事業 

地域中小企業ニーズの高い技術に対応する人材育成 

 研究連携支援事業 
中小企業の公的資金獲得を支援 

 技術向上支援事業 
中小企業のニーズに応える公設試の技術向上を支援 

※産総研に配分された額を含む 

産総研は共同研究や技術相談を通して中小企業の技術革新と人材育成を支援 

平成26年度 第3期 

実施テーマ数 18件 134件  

公的プロジェクト
採択件数 

8件 49件 

獲得総額※ 507百万円 2,941百万円 

平成26年度 第3期 

地域産業活性化 
支援事業 

11件 62件 

研究連携 
支援事業 

3件 
のべ15機関 

20件 
のべ140機関 

技術向上 
支援事業 

3件 
のべ84機関 

9件 
のべ261機関 

第3期中期計画 目標 第3期実績 達成度 （参考）第2期実績 

中小企業との共同研究 3,000件 3,139件 ○ 2,950件 

中小企業からの技術相談 10,000件 10,392件 ○ 9,118件 

中小企業の公的プロジェクト採択に結びついている 
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研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開 

１．国際標準化委員会等で活躍している産総研職員数の推移 

２．国際標準の素案作成数の推移 

・平成26年度は過去最多の、のべ258人が国際標準
化委員会へエキスパートとして参画。第3期目標の
100人を大きく上回る。 

・国際標準化委員会の役職を48ポスト獲得。 

・国際標準の素案作成数は20件。平成26年度も高い
水準を維持。 

・結果として、第3期合計は第2期の1.9倍となる94件。
国内標準61件と合わせて155件。第3期目標の100件
を大きく上回る。 

・うち、アジア諸国と共同のものは第3期目標の15件に
一歩及ばず13件。 

経済産業省の平成26年度
工業標準化事業表彰に産
総研の3名が受賞 

第2期に比べ、国際標準化における
プレゼンスは格段に向上 

第3期（合計：94件） 第2期（合計：50件） 

FY 
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Ⅰ-４-（２）戦略的分野における国際協力の推進 
戦略的分野における国際協力の推進 

高分子アクチュエーターの実用化を目指した 
共同研究ラボを関西センター内に開設（H26） 

ドイツ フラウンホーファー（FhG） 

抗がん試薬開発に向けた共同ラボの設立 
インド バイオテクノロジー庁(DBT) 

共同ラボでのヒューマノイドロボットに関する技術開発 
フランス 国立科学研究センター(CNRS) 

クリーンエネルギー分野での研究協力 
米国 国立研究所(NIST, NREL等） 

第5回日米クリーン・エネルギー技術協力ワークショップ 

産総研内の共同ラボでの 
DBT研究者との共同実験 

DBTとの共同研究契約調印式 
（DBT長官と中鉢理事長） 

産総研内のAIST-CNRSロボット工学研究ラボで研究する両機関スタッフ 
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・TIA-nano拠点運営において、産総研ほか3機関の担当役員等
による定期的な運営最高会議の実施等、議長のリーダシップが
発揮できる体制の強化を主導。 

●連携企業による事業化への取組 

●人材育成 
・産総研を代表機関として、H26年度文部科学省補助事業として、ナノテク分野における若手研究
者を対象としたキャリアアップを支援する人材育成コンソーシアム「Nanotech CUPAL」を始動。 

・H26年度より3名の研究者の育成を開始。 

●拠点運営の連携強化 

●TIA-nano第2期中期ビジョン策定 
・第1期（H22-26）の取組みの総括を行うとともに、産業界を含むTIA-nano関係者の意見を踏まえつ
つ、次期の中期ビジョンを策定。 

・ユーザー視点で一層魅力的なオープンプラットフォームへと拡大・再編していくためのマネジメント
を強化。 

（H26年度） 

（H26年度） 

単層カーボンナノチューブ（CNT）サンプル供給による
アプリケーション開発促進 

2015年 日本ゼオン製造プラント建設  

2011年～ 単層CNT実証プラントサンプル提供開始 

2013年～ 日本ゼオンからのサンプル提供開始 
（実証プラントを活用） 

産業化を見据えたサンプル提供 (B to B による事業化促進) 

（H26年度 新聞発表）   （H25年度） （H26年度） 

産学官が結集して行う研究開発の推進 

つくばイノベーションアリーナ （TIA-nano） 

2013年、SiCデバイスの6インチ
製造ラインを富士電機が構築 

2012年 民活型共同研究体ＴＰＥＣ発足 

2014年 産総研内製造ラインの 
24 時間稼働を開始 

産総研SiCパワエレファンドリー 
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若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進 

産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、産業界
で即戦力となる高度な実用化研究のスキルを持った人材を供給するため、
「産総研イノベーションスクール」 （平成20年度開始）を実施 

平成26年度（第8期生） 
• ポスドクコース  20名 
• 博士課程コース  8名 
• 講義専門コース  3名 

第3期中期計画通りイノベーションスクールにて講義・演習、企業ＯＪＴを実施し、イノベーティブ
な博士研究者等を育成・輩出してきた。4～8期におけるＰＤ生の正規就業率は68.9%であり、 
産業界への就職率も全体の38.8%と通常のポスドクに比べて高水準を保っている。 

産総研イノベーションスクール 

第3期中期目標期間 
• ポスドクコース  103名 
• 博士課程コース  46名 
• 講義専門コース   4名 

4～8期修了生の 
就業状況（103名） 

［H27.4.1現在］ 

38.8% 

13.6% 16.5% 

28.2% 

2.9% 

正規就業  
68.9% 

民間企業 

大学 
産総研ほか 

公的研究機関 

ポスドク 

未定等 

ＯＪＴ先企業５０社へのヒアリング 
 スクール制度の有効性  (括弧内は、同様意見の延べ件数) 

 ポスドクのキャリア開発手段として有効 （11件） 

 産総研との人材・技術交流がもて、共同研究へ発展する可能性あり （10件） 

 業務上の成果が得られ、技術開発が加速できた （39件） 

 採用に向けた人材発掘に有効 （26件） 

 企業現場への良い刺激 （26件） 

企業ＯＪＴ中の様子 
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平成22年度 
技術移転機関の機能を内部化し、
技術移転室発足 

知的財産の重点的な取得と企業への移転 

平成23年度 
知的財産ポリシーの策定 

平成26年度 知的財産行動指針の策定、共有知財にかかる制度の見直し 
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技術移転収入 実施契約件数 

（億円） （件） 

（第2期末） 

技術移転機能内部化の後、組織再構築、知的財産ポリシー策定等の取り組みの結果、平成23年
以降実施契約件数、技術移転収入とも着実に増加。技術移転を加速するため、不断に見直し。 

• 研究テーマ単位で知財戦略を検討することを旨とした情報集約ツールの導入。 
• 共有知財にかかる不実施補償の廃止、第三者実施許諾の手続簡素化。 

平成27年度 （第4期）パテントオフィサー（PO)を配置 
POを任命し、POを中心に知的財産の創出、活用、並びに技術
移転を連続的かつ一体的にマネジメント 

FY 
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産総研技術移転ベンチャー企業の数は着実に増加 
ただし、現時点ではスタートアップ段階が主体 

 ベンチャーの創業・育成に向けた支援体制の構築 
AISTハンズオン支援チームの創設：ベンチャー企業の更なる拡大・成長に向け、
組織横断的な所内支援体制を構築 

 産総研ベンチャー支援の強化 
弁護士、経営コンサル等専門家相談、有望ベンチャー重点支援 

 金融機関を含めた多様な外部支援機関との連携強化 
■ 産総研技術移転ベンチャーの活動状況・イグジット状況 

 産総研技術移転ベンチャー 52社に称号付与（累計102社） 
 Ｍ＆Ａ  6社 

第3期中期計画期間中に実施した対策 

第2期中期計画期間の実績 

平成26年度実績 

 産総研技術移転ベンチャー  6 社に称号付与 （代表例：（株）ミライセンス 次世代ユーザーインターフェースとなる空中で体感できる
3Ｄ触力覚デバイスを事業化） 

 M＆A １社（室内モデリング・行動計測サービスを提供する行動ラボ(株)が、顔認識デモグラフィック機器・ソフトウェアの開発・販売を
行うサイトセンシング（株）により吸収合併） 

 外部支援機関と共催のビジネスマッチングを開催 
（開催例）「協創マッチングフォーラム」、共催（株）ＫＳＰ（株）横浜銀行、大企業42社、支援機関10機関参加、参加者計189名 

 ベンチャー（（株）ナノルクス研究所）、大企業（シャープ（株））及び産総研の三者連携による赤外線カラー暗視カメラが製品化。
CEATEC JAPAN 米国メディアパネル・イノベーションアワードデジタルイメージング部門賞及び十大新製品賞日本力賞を受賞 

第3期中期計画期間の実績 

 産総研技術移転ベンチャー 21社に称号付与（累計123社） 

 第2期を上回るM＆A 9社、IPO １社（（株）ジーンテクノサイエンスが東証マザーズに上場（H24.11.30）） 

 有望ベンチャーの重点支援を開始（12社について産総研ウェブサイト上で紹介するなど、ベンチャー企業の更なる拡大・成長を支援） 

 外部支援機関と共催のビジネスマッチング等の開催18件、イベントへの協力等10件 

VBとして 
活動中 

M&A 
廃業 
等 計 

子会 
社化 

事業 
譲渡 

吸収 
合併 計 

第2期末 
時点 86 3 2 1 6 10 102 

第3期末 
時点 92 7 2 6 15 16 123 

平成27年3月31日現在 

研究開発成果を活用したベンチャー創出支援 
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その他
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サイエンスカフェ

実験教室

出前講座

合計560回

報道機関を通じた情報発信 

企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化  

対話型広報活動 

【プレス発表件数の推移】 【対話型広報活動数の推移（第3期中期目標期間）】 

サイエンスカフェ 実験教室 一般公開 
（中等学校理科系クラブの出展） 

第3期中期目標

期間中の対話型
広報活動総件数 

目標 
200回以上 

実績 
560回 

【日刊工業新聞への記事掲載】 

平成21年10月から、毎週掲載 

通算239件 

産総研の研究成果を 
積極的に発信 
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Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
 

自己評価結果 
事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 A A A AA A 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 

 第3期： A 
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グリーン・イノベーションを 
実現するための研究開発の推進 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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評点の分布 
 
 
グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

第3期中期目標期間評点 
（3.9） 

平成26年度評点 
（4.2） 

評価委員会・意見交換会における 
外部委員による評価     

評点平均 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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● 太陽光スマートスタック  
  （太陽光発電工学研究センター・再生可能エネルギー研究センター）   

グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進 
   

外部評価で高い評価を受けた研究例 
 
   
第４期に向けた新しい研究例 

● パワエレ共同研究体を構築し高耐圧低損失SiCデバイスを開発        
  （先進パワーエレクトロニクス研究センター）        

● 光情報技術  （電子光技術研究部門）                          

● ナノ粒子化したプルシアンブルーでセシウム吸着能が向上 
  （ナノシステム研究部門）        

橋渡し研究の研究例 
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      光情報技術                       電子光技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
シリコンフォトニクス技術の世界的オープンイノベーション拠
点を形成し、2つの大きな国家プロジェクトを推進した。 
その中で、集積プロセス、個別デバイス、および光集積回路等
を開発し世界最高水準の情報伝送密度30Tbps/cm2を達成した。 
また、世界最高性能の低伝搬損失アモルファスシリコン光導波
路を開発し、多層光回路の基本構造を実証した。 
 
【平成26年度成果の概要】 
・高伝送密度かつ125℃まで無調整で動作する光集積回路を開
発した。 
・量産化に必要な300mmウェハ装置を用いた水素化アモルファ
スシリコンの成膜技術を開発し、多層光回路のための十分な低
損失伝搬特性を確認した。 
 
【開発技術の用途】 
・情報通信機器内のデータ伝送を省電力化し、情報通信インフ
ラの持続的発展を可能とする。 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
・企業中心の新規プロジェクトを通して、技術が製品化される。 
・オープンイノベーションプラットフォームの利用促進。 

図１温度無依存高伝送密度光集積回路 

図２オープンイノベーション拠点のプロセス
装置と試作したシリコンフォトニクスウェハ 

高い評価を受けた研究 （グリーン） 
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 太陽光スマートスタック技術（産総研オリジナル） 再生可能エネルギー研究センター 
  太陽光発電工学研究センター                          

【研究成果の概要】 
【平成26年度の成果の概要】 
格子定数に関係なく様々な太陽電池の接合が
簡単に可能になる技術（スマートスタック）の開
発に成功。金属ナノ粒子配列を用いた世界で初
めての高効率タンデム太陽電池であり、高効率
・高信頼性モジュールを低コストで作製するため
の技術開発及び次々世代の高効率（＞30%）
太陽電池の開発を目指し、 新しい技術の開発
を行った。GaAs/InP系の 4接合セルに適用し、
変換効率 31.6% を達成した。 
 
【開発技術の用途】 
ボトムセルに薄型結晶 
シリコンを用いれば高効 
率・低コストを同時達成 
可能となる。 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
太陽光発電のモジュールの革新的改革を行
い、技術を企業で利用してもらう。 
 

図１ 薄型ウェハへの対応可能なスタック技術 
 

図２ セルの結合イメージ 
ボトムセルに薄型結晶シリコンを利用すれば
高効率と低コストを同時に達成できる。 

下部セル 
(III-V, CIGS, c-Si, etc.) 

上部セル 
(III-V, perovskite, etc.) 

金属ナノ粒子 多接合セル 
(スマートスタックセル) 

Metal (Pd) nanoparticles Fabricated cell Bonding interface 

p-InGaAsP: 1.05 eV

p+-InP
(Substrate)

p-InGaAs: 0.75 eV

p-InGaP: 1.89 eV

p-GaAs: 1.42 eV

第4期に向けた新しい研究 （グリーン） 
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パワエレ共同研究体を構築し高耐圧低損失SiCデバイスを開発    先進パワーエレクトロニクス研究センター                          

【研究成果の概要】 
 オープンイノベーションに基づく我が国のパワエレR&Dハブとして、
つくばイノベーションアリーナ（TIA-nano）に設立した企業共同研究
連合体（つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション：TPEC）
において、産総研独自構造の超低損失SiCパワースイッチングトランジ
スタ（IE-MOSFET）の低オン抵抗化と閾値変動抑制の両立に成功した。
この結果、高性能、高信頼な600V、1200V、3.3ｋV耐圧のSiC MOSFETが
実現し、企業へのデバイス技術の移管を行った。同時に、SiCデバイス
の応用開拓を目指してSiCデバイスチップのユーザー側への試供を進
め、ユーザー企業は、SiC搭載高性能電力機器の実用化を達成した。
(TPECの活動は広く認知されるようになり、１０億円規模の企業資金獲
得に繋がっている。） 
 

【平成26年度の成果の概要】 
 3.3kV耐圧のMOSFETの試供を行うと共に、国プロ成果である3kV級新
規MOSFET技術（当該電圧領域で世界最高の低損失性）をTPECに移管し
て量産レベル開発を開始した。また、TPECの1kV級MOSFETを用いた開発
製品がTPEC参画の素材企業、装置企業からアナウンスされた。 
 

【開発技術の用途】 
・地球温暖化抑制への貢献、省エネルギーの促進による低炭素社会実
現のための高機能電力変換器に活用 
電気自動車、産業用モータ駆動インバータ、電源用力率改善回路 
太陽光発電パワーコントロールユニット 
 

【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
・国プロ等の成果を、TPECにおける共同研究で実用化レベルに高度化
し、その成果を企業事業部に順次移管する。 

図１ 開発されたSiC 高信頼低損失MOSFETとそれを搭載
した小型高性能太陽光発電パワーコントロールユニット 

図２ つくばパワーエレクトロニクスコンステレーションの概念 
（H25産学官連携功労者表彰受賞） 

橋渡しの研究 （グリーン） 
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（川上～川下） 
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産業界と大学を集積 

企業 

企業 
企業 

企業 民活型 
共同研究体 

研究独
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研究課題 

コストシェアによる開発費の削減とリス
ク低減。企業の重複投資解消 

学生 
人材育成 

大学によるパワエレ研究拠点を活
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Source 

産総研独自の 
低損失デバイス構造 
（世界最高の低損失性） 

パワエレ分野におけるウェハ技術から機器技術
までを包含した世界初の技術開発コンソ 
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      ナノ粒子化したプルシアンブルーでセシウム吸着能が向上    ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、従来の4倍程度
の高い放射性セシウム吸着能を持つプルシアンブルーナノ粒子を合成、
吸着剤を開発し、これらの吸着剤を利用した、灰除染技術、ため池からの
汚染拡散防止対策技術を開発し、農林水産省の対策マニュアルに具体例
として掲載された。 
 
【平成26年度の成果の概要】 
農業用ため池（2,800m2）からの放射性物質汚染拡散防止対策として、池
内の底質に含まれる放射性物質の回収技術を確立した。加えてマイクロミ
キサーによるプルシアンブルー型錯体ナノ粒子の連続合成を実現するとと
もに、粒径及び組成の制御方法を一部材料に対して確立した。 
 
【開発技術の用途】 
･放射性セシウム含有灰の除染および汚染物の減容 
･ため池に蓄積した放射性セシウムの拡散防止技術 
･環境水中の低濃度放射性セシウム含有水の簡便な濃度評価技術 
 

【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
･ 吸着剤：すでに複数企業から販売中。用途展開を図ると共に、共
同研究を通じた高性能化などの技術支援 
･ 灰除染：国立環境研究所発表の技術資料に反映済み。今後は中間
貯蔵施設等への設置について実施企業および各省庁との連携推進 
･ ため池対策：農林水産省「ため池の放射性物質対策マニュアル」
に掲載。今後は実施企業による事業化を共同研究等の形で技術支援 

図１ プルシアンブルーの結晶構造と量産さ
れたナノ粒子(総合科学技術会議大臣・有識
者会合資料に掲載) 

図２ 不織布型吸着剤(農水省マニュアルに掲載)  

橋渡しの研究 （グリーン） 
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ライフ・イノベーションを実現するための 
研究開発の推進 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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評点の分布 
 
 
ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進     

第３期中期目標期間評点 
（3.8） 

平成26年度評点 
（4.1） 

評価委員会・意見交換会における 
外部委員による評価     

評点平均 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進 
  
外部評価で高い評価を受けた研究例 
 
 
 
第４期に向けた新しい研究例 
 
 
橋渡し研究の研究例 

● 創薬支援ロボット「まほろ」  
 （創薬分子プロファイリング研究センター） 

● 健康状態診断のためのデバイス開発 （健康工学研究部門） 

● 計測と理論計算の融合による分子設計 
 （創薬分子プロファイリング研究センター）                          

●  糖鎖を用いた肝線維化マーカーの実用化 
 （糖鎖創薬技術研究センター）                          
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計測と理論計算の融合による分子設計           創薬分子プロファイリング研究センター                          

【研究成果の概要】 
・タンパク質と化合物の複合体シミュレーションから、薬物
活性を求める方法を開発し、計算誤差を半減することにより
創薬候補物質の選出効率を著しく高める技術を開発した。 
・NMRを用いた化合物結合部位の解析方法を改良し、結合に
伴うタンパク質の運動性変化を評価することを可能にした。 
・上記成果を「創薬支援総合ソフトウェア：myPresto」とし
て公開し、複数企業との薬物相互作用の共同研究へ展開し
た。 
 
【平成26年度の成果の概要】 
・薬物活性の推算や副作用の予測などによる薬物分子設計技
術を改良し、合成にかかるコストを低減させるとともに、創
薬候補物質の選出効率を著しく高めることに成功した。  
 
【開発技術の用途】 
・バイオIT企業への技術普及による、ソフトウェア、受託解
析、ハード機器へのソフトウェア組み込み事業などの振興。 
・NMR解析技術による迅速な薬物分子設計支援により、既存
薬物の新規適用を可能にし、創薬研究を効率化する。 
 
【企業への橋渡しの具体的道筋】 
・ 世界最高速レベルで高精度な薬物ドッキング、薬物活性予測
ソフトを開発。バイオIT数社がこれを用いた受託解析事業を開始
、また製薬会社が創薬候補化合物を創成した。 
・ 民間企業9社との資金提供型共同研究、3社に技術指導を行
い、創薬に関する技術者養成に貢献した。 

図１：創薬支援のための分子モデリング技術 

図２:分子モデリング技術による創薬支援 

創薬候補の選択・ 
最適な化合物の設計 

創薬候補 

創薬支援総合 
ソフトウェア 
「myPresto」 

分子シュミレーションによる薬物活性予測 

NMR構造解析による化合物運動性解析 

高精度な分子モデリング・
シュミレーション 

技術やノウハウの提供 

高い評価を受けた研究 （ライフ） 
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      健康状態診断のためのデバイス開発                 健康工学研究部門                          

【研究成果の概要】 
20,944個のマイクロチャンバー（直径105 μm, 深さ50 μm)をアレイ

状に配列した細胞チップを作製し、大量の細胞を単一層配列する
技術を開発した。赤血球の場合、約270万個の単一層配列が可能に
なり、マラリア診断への応用では既存法の100倍以上の超高感度検

出が期待できる。本細胞チップを基盤技術として、フィールド使
用可能なマラリア診断システムを構築した。ウガンダ共和国での
フィールドテストの結果、マラリア流行域においても迅速・高感
度・正確なマラリア原虫検出能が認められ診断応用への高さを実
証している。 
 
【平成26年度の成果の概要】 
・マラリア感染域での臨床研究として、大学、企業と連携し、ウガンダ共
和国で４８症例を解析し、既存診断法と比較しても正確性が高く、さらに
PCR法に匹敵する高感度を確認。 
・本技術を循環がん細胞(CTC)検出に応用し、既存診断法と同等以上
の検出感度を達成し、肺がん患者血液よりCTC検出にも成功。 
 
【開発技術の用途】 

・マラリアの早期診断と治療、家畜原虫感染症の診断への応用。 
・空港など水際での効率的なマラリア検出を通して予防に寄与。 
・転移がんの予後診断指標となる循環がん細胞（CTC）の検出。 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
大学や大手家電企業などとの共同研究によって、アフリカなどの
感染地域での臨床研究を進めるとともに、診断装置として製品化
を目指している。 

図１．細胞チップを基盤技術としたマラリア診
断システム 

図２．ウガンダ共和国におけるマラリア患者血
液を用いたマラリア診断システムの実証試験 

細胞チップ プロトタイプ機 

赤血球の単一層配置 
130個／チャンバー マラリア感染赤血球の蛍光検出 

マラリア感染率0.004－2.5%
の広範囲な感染域での検出 

第４期に向けた新しい研究 （ライフ） 
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 糖鎖を用いた肝線維化マーカーの実用化                     糖鎖創薬技術研究センター                   

【研究成果の概要】 

・産総研独自の糖鎖解析技術を活用して、糖鎖バイオマーカー
探索戦略および実用化へ至るパイプライン（臨床検体収集含
む）を構築した。 

・肝硬変や肝がんなどの重篤な疾患に進行する肝臓の線維化に
ついて、その進行度を定量化するための有効な糖鎖マーカーを
発見した。従来、肝線維化の検査は、入院し肝臓組織を採取し
て実施していたが、糖鎖マーカーを用いた採血による低侵襲か
つ迅速な検査系を構築し、平成25年12月には薬事法に基づく検
査用試薬の製造販売申請が承認された（販売名：M2BPGi）。 

 

【平成26年度の成果の概要】 

・多検体測定を実施して有効性の検証を実施した。その結果、
有効性が認められH27年1月に保険適用を受けた。 
 
【開発技術の用途】 
・身体的負担が大きいとされる肝生検に代わる低侵襲性で安全
性が高く、安価な肝線維化検査方法を提供。30分程度での診断
が可能。 
・糖鎖の変異は疾患の進行に相関を示すことから、治療効果の
予測にも有効。 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
・産総研独自の糖鎖解析技術を活用し、シスメックス社と共同
して、世界で初めて糖鎖マーカーを用いた肝線維化検査技術の
実用化に成功した。 
 

図1.糖鎖マーカーによる肝線維化の検出 

疾患の 
進行 

検出 

タンパク質部分は無変化 

異常糖鎖 

肝線維化 
（青色部分） 

M2BPGi 

図２．臨床現場における肝線維化検査への応用 

血小板数測定 
生化学検査 
M2BPGi 

1. 採血 

2. 検査 (<30 min) 

3. 診察 血清をそのまま使用 
（17分で測定） 

糖鎖マーカー検査用試薬
による自動診断システム 

橋渡しの研究 （ライフ） 
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  創薬支援ロボット「まほろ」                 創薬分子プロファイリング研究センター                          

【研究成果の概要】 
・ヒト型汎用ロボットにヒトが実験に用いる一般的な実験器
具を使った動作を移植し、ライフサイエンス実験のプラット
フォームを構築した。実際にヒトを上回る精度と再現性で実
験結果が得られることを確認した。 
・ピペット操作や遠心分離といったライフサイエンス実験に
必要な個々の作業をロボット動作として保存・管理し、必要
に応じて組み替えられる動作パッケージを構築するとともに、
ロボット作業未経験の研究者が容易に操作できるユーザーイ
ンターフェースを開発した。 
 
【平成26年度の成果の概要】 
・パソコン上で個々の動作を組み合わせて、様々な実験手法
を作成しロボットに実行させるソフトウェアを開発した。 
・ロボット作業未経験者が、操作可能であることを確認した。 
 
【開発技術の用途】 
・ 創薬スクリーニング、前臨床・臨床検査全般 
・ 危険なウイルスや放射性同位元素を扱う実験 
・ 真空下、高温／低温下での実験 
 
【企業への橋渡しの具体的道筋】 
・ 安川電機の産業用ロボット開発技術に産総研におけるヒト
によるバイオ作業のノウハウや制御技術を応用して「まほ
ろ」を製作、販売。平成25年度までに大学・病院・大手製薬
会社10か所へ導入、売上げ累計2億円。産学官連携功労者賞日
本経済団体連合会会長賞受賞。 

図１ ヒト型汎用ロボットによるバイオ関連作業の自動化 

図２ 遺伝子増幅実験における人間との作業精度の比較 

ヒト型汎用ロボット 熟練したテクニシャン 
 

σ=0.0044 σ=0.0085 

橋渡しの研究 （ライフ） 
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他国の追随を許さない 
先端的技術開発の推進 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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評点の分布 
 
 
他国の追随を許さない先端的技術開発の推進 
     

第３期中期目標期間評点 
（3.6） 

平成26年度評点 
（3.9） 

評価委員会・意見交換会における 
外部委員による評価     

評点平均 

Ⅰ-２．鉱工業の科学技術 
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他国の追随を許さない先端的技術開発の推進 

● カーボンナノチューブの実用化・産業化のための研究開発 

 （ナノチューブ応用研究センター）  

● 大規模データのモデル化と活用技術に関する研究             
 （サービス工学研究センター）   

外部評価で高い評価を受け、 
かつ橋渡しを果たしている研究例  

第４期に向けた新しい研究例  

34 



   カーボンナノチューブの実用化・産業化のための研究開発    ナノチューブ応用研究センター                          

【研究成果の概要】 
工業材料として初の単層カーボンナノチューブ（CNT)の商業生産を目標と
し、工業的利用に用いるためのCNTの用途開発および、各用途に適した形
態や構造制御技術の開発を行った。また、第２世代の単層CNT量産技術の
原理実証実験を行い、量産基盤技術の開発を行った。 
 
【平成26年度の成果の概要】 
CNTを用いた複合材料や各種デバイスの産業応用を実現するために、企
業にCNT試料ならびに分散液、CNT複合材料等を20件提供した。微粒子を
基材に用いるスーパーグロースCNT量産技術を開発し、低コスト化を可能
にした。銅を用いた複合材料の量産技術開発を行い、4センチ角のCNT銅
複合材料を開発した。イオン交換クロマトによる分離技術を利用して単層
CNTからバンドギャップ1eV以上の半導体性CNTの分離・インク化に成功。 
 
【開発技術の用途】 
･単層CNT商業プラント（数十トン/年以上） 
･用途に構造と促成が最適化された単層CNT  
･導電性樹脂材料（体積抵抗率100Ωcm以下）による、電池部材。 
･従来の500倍の導電性を有する単層CNT導電性ゴムを用いたOA機器ﾛｰﾙ 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
･ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰｽ法においては、日本ゼオン株式会社による、カーボンナノチュ
ーブ製造プラントの建設が決定(2014年5月)、2015年下期の量産開始を目
指す。 
･ eDIPS法を基にして名城ナノカーボンにて工業生産プラントを設置し上市
(2014年）、工業化へ向けた企業連携・協業体制の構築 

図１ 研究ロードマップ 

図２ スーパーグロース実証プラント  

高い評価を受けた研究 （先端的技術開発） 
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      大規模データのモデル化と活用技術に関する研究           サービス工学研究センター                          

【研究成果の概要】 
購買データや共通ポイントカード、各種デバイスやセンサなどを通じて得
られるビッグデータの奥に隠れた意味(潜在セグメント)を自動的に抽出
し、プライバシーにも配慮しながら再利用性の高い計算モデルとして構築
する大規模データ活用技術を開発した。顧客・時間・空間を統合し相互作
用を含めた潜在セグメントの抽出と構造化を行うことで人々の行動や心
理、状態変化などを予測するソフトウェアとして実装、技術移転を行い、
当該技術のみで6業種,16件の組織への技術導入を行なった。その他、農水
産物の流通度制度設計、公共空間でのイベント盛り上がり度情報、農地土
壌化学成分変化提示等のサービスを実現し、合計22種の業種業態、計56組
織に技術導入を行った。 

【平成26年度成果】 
①社会シミュレーション技術の並列実行制御を公共交通システム評価等4地域
で実証 
②顧客ID付き大規模実データから文脈・空間・利用者関係モデルを自動生成す
る技術を商業施設に適用 
③業務ログ情報を用いた現場サービス改善支援システムを介護施設に導入 
④計算量削減とチップ化により1m以下の精度の屋内測位技術の消費電力を98
％削減し、その開発技術を7組織へ導入 
【開発技術の用途】 
・コミュニティの行動や心理をモデル化し「社会の今」を理解するモデル
を構築し、サービスや製品設計をユーザーに合わせて最適化し、より高い
生産性、品質や満足度向上、社会共有価値を創出する仕組みを実現する。 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
実ビジネスのビッグデータに適用するため、技術移転を先行し現場で試用
しながら、さらに当該技術を発展させる共同研究を併行して行うことで、
成果普及と技術の高度化を同時並行的に行う方法論を確立した。 

大規模データモデリング技術 

価値共創：製品開発・サービス現場支援 

高い評価を受けた研究 （先端的技術開発） 

36 



Ⅰ-３．地質の調査 

自己評価結果  第3期： A 
事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 A A AA A A 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 
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評点の分布（Ⅰ-３．地質の調査）     

第３期中期目標期間評点 
（3.9） 

平成26年度評点 
（4.2） 

評価委員会・意見交換会における 
外部委員による評価     

評点平均 
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地質の調査 
 
知的基盤整備計画の推進 
 
 
外部評価で高い評価を受けた研究例 
 
 
第４期に向けた新しい研究例 

● 海溝型地震評価の高度化 （活断層・火山研究部門） 

● 海底鉱物資源ポテンシャル調査 （地質情報研究部門）           

● 地球科学基本図等の整備と公開 （地質情報研究部門） 
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      地球科学基本図等の整備と公開                       地質情報研究部門                          

【研究成果の概要】 
・1/5万地質図幅は国土の地質情報の標準化と体系化、防災等の観点
から重点化した20区画（ 関東・東海地域）を整備・印刷、 1/20万地質図
幅は全区画の整備を完了。「大分」、「松山」、「横須賀」を改訂（図1）。 
・地質図幅をはじめとする産総研地質調査総合センターの多くの地質情
報を重ね合わせ表示できる「地質図Navi」を開発（図2）。 
・1/20万シームレス地質図のアクセス数 100万件/月を超える。 

【H26年度成果の概要】 
1/5万地質図幅2区画、1/20万地質図幅2区画を出版。また、利便性向上
を図った次世代型1/20万シームレス地質図の作成を継続。「地質図
Navi」に国際標準であるWMS / WMTS形式での情報配信用のポータル
ページをつくり、より利用しやすいサービスを実現。  
 
【開発技術の用途】 
・地質図類は都市基盤、インフラ等整備、地震･火山等への防災の
基本図として利活用。 
 ・各種地質情報は、防災計画・環境保全・都市計画・資源開発・観光等
の基礎データとして、また市民への地質情報の普及に利活用。 
 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
・地表から地下までの地質の分布等、土地利用の基礎情報を提供。 
・適地推定(資源ポテンシャル・企業立地等)算定の基礎データとし
て企業に情報提供（Webを用いた提供；API公開等）。 
・衛星画像情報・地質情報利活用の技術相談。 

図１ 地球科学基本図等の整備 

図２ 地質図Naviによる各種地質情報の統合 

知的基盤の整備（地質） 

5万分の1地質図幅index 
5万分の1地質図幅 

20万分の1地質図幅 

海底地質図 
地球化学図 

重力図・活断層図 

1/20万地質図幅 

1/20万シームレス地質図 

1/5万地質図幅 

地質構造発達史 
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      海溝型地震評価の高度化                       活断層・火山研究部門                          

【研究成果の概要】 
・東海・東南海・南海地震予測のための地下水等観測施設を新たに
2カ所整備し、他機関の観測データとの統合で短期予測のための前
兆すべりの検出システムを構築（図1）。 
・仙台平野などでの津波堆積物調査とそれに基づく津波シミュレー
ションから869年貞観地震の津波浸水域を解明。その結果は後に発
生した2011年東北沖地震による津波浸水域とほぼ一致していたこと
から、社会に大きなインパクトを与え、津波堆積物調査の有効性を
証明（図2）。H26年度には、津波堆積物データベースを公開し成果を
社会へ広く発信。 
【 H26年度成果の概要】 
・地下水等総合観測施設等を用いた東海・東南海・南海地震の短期
予測の研究を継続し、結果を地震予知連絡会等へ報告。 
・日本海溝、相模トラフ、南海トラフ沿いで過去数千年間に渡る津波堆
積物等の調査を実施。三陸海岸、九十九里浜、高知県で津波堆積物の
候補を複数枚検出。仙台平野の津波浸水履歴図を公表。 

【開発技術の用途】 
・東海・東南海・南海地震の短期予測のためのモニタリングデータ
は地震防災対策強化地域判定会や地震調査研究推進本部、地震予知
連絡会に提供され、国の地震防災業務に貢献。 
・津波堆積物調査等による成果は、国や自治体による津波防災対策
のための浸水想定において重要な基礎データとなっている。 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
津波堆積物調査手法の開発および整備による地質コンサルタントへ
の技術移転。 

図１ 東海・東南海・南海地震の短期予測のための観
測統合解析によって判明した深部すべりの履歴 

図２ 2011年東北地方太平洋沖地震と869年貞観地震
の津波堆積物（左）と仙台平野における津波浸水域の
比較（右） 

深部すべりによる
積算すべり 

微動の積算個数 

2011年 

869年 

高い評価を受けた研究 （地質） 
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      海底鉱物資源ポテンシャル調査                      地質情報研究部門                          

【研究成果の概要】 
・沖縄周辺海域の海洋地質図整備に係る「地質の調査」を実施す
るとともに、そこで得られた科学的知見を活用しつつ、沖縄トラ
フ東縁海域の広域海底鉱物資源ポテンシャル調査を実施（図1）。こ
れらの調査を通じて、久米島西方海底熱水活動域の発見(平成24年
12月プレス発表)、徳之島西方熱水活動域の発見(平成25年9月プレ
ス発表) 等の新たな成果を得るとともに、平成26年度の「平成25
年度延伸大陸棚等資源権益保全調査事業」(JOGMEC受託事業、2億
円)及びSIP「次世代海洋資源調査技術」(内閣府、1億円)の外部資
金獲得につなげた（図2）。 

【 H26年度成果の概要】 
・南西諸島周辺海域の調査を継続。海洋地質図2枚を出版（全49区
画中48区画が整備）。海洋基本計画に則り、探査法開発、海底鉱物資
源の分布や成因に関する調査研究を実施。 
【開発技術の用途】 
・我が国周辺海域の海底鉱物資源のポテンシャル把握と権益保全。 
・海洋地質調査手法の技術移転による民間調査産業の創出・振興。 
【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
海洋調査に際する用船においての民間企業の活用や、SIP事業での
民間企業との直接連携、定期的な会合におけるニーズの把握等を
通じて、産総研の有する地質情報、科学的知見の提供や海洋調査
技術の技術移転を実施。 

図1 海底鉱物資源ポテンシャル調査実施内容概要 

図2 平成31年度までに目指す連携体制と産総研の役割 
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海山 

広域
調査 

探査 
探鉱 開発 生産 

商業化 資源探査・開発 調査 

民間調
査産業 

国内資源開発企業（潜在的候補） 

産総研 

JOGMEC/経済産業省 
（資源エネルギー庁） 

科学
調査 

地質情報 
の提供 

目的 
基礎 
研究 

連携 「広域ポテンシャル評価」から 
「資源量評価」への流れ 

事業化に向けた 
技術シーズの橋渡し 

連携 

ビジネス化 

JAMSTEC 
大学 

海底地形 
データ提供 

海上 
保安庁 

第４期に向けた新しい研究 （地質） 
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Ⅰ-４．計量の標準 

自己評価結果 
事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 A A A A A 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 

 第3期： A 
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評点の分布（Ⅰ-４．計量の標準）     

第３期中期目標期間評点 
（3.7） 

平成26年度評点 
（4.0） 

評価委員会・意見交換会における 
外部委員による評価     

評点平均 

（ * ユニット戦略課題以外に「イノベーション 
    推進への取り組み」１件を含む ） 
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計量の標準 
 
知的基盤整備計画の推進 
 
 
 
外部評価で高い評価を受けた研究例 
 
 
 
第４期に向けた新しい研究例 

● 標準の高度化（光格子時計）  （計測標準研究部門） 

● サンプリングモアレ法によるインフラ診断 
 （計測フロンティア研究部門）  

●国家計量標準の整備と高度化  （計測標準研究部門） 
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     国家計量標準の整備と高度化                   計測標準研究部門                          

【第3期成果の概要】 
•我が国の技術革新や先端産業の国際競争力を支え、また新素
材、新製品の安全性や信頼性を評価する基盤として必要な計
量標準65種類を新たに開発し、供給を開始した。 

•グリーンイノベーションの推進に必要な、燃料電池、バイオ
マス、LEDの標準をはじめとする知的基盤整備を推進した。 

•定量NMRの利用による標準物質整備や、高温域における温度
定点・熱電対校正を実現し、計量トレーサビリティの合理
化・高度化を進めた。 

•基準器検査および型式承認、国内外の計量行政に対応するた
めの法定計量業務を遂行。 

【H26年度成果の概要】 
•EMC規制等の国際規格、法規制に対応する計量標準、半導体
産業に資するナノスケールの計量標準等、新たに20種類の標
準を整備、産業ニーズに対応して既存24種類を範囲拡大。 

•オンサイトで燃料電池の劣化検出が可能なインピーダンス評
価装置を開発。 

•電圧・抵抗の2次標準器パッケージを共同研究先から発売。 
•非自動はかりやガスメーターのJIS化を進めた。 

【開発した計量標準の用途】 
・約600種類の依頼試験サービス及び標準物質を産業界に提
供。 
・技術研修を通じた民間校正事業者の技術力向上や人材育
成。 

【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
開発した計量標準、校正技術の蓄積を生かし、共同研究や技
術コンサルティング等の支援ツールを活用し、大学・企業で
は解決が難しい技術的課題の解決を支援する  

図１ LED照明評価の信頼性確保に資する測光放射標準 

図２ 販売開始した抵抗2次標準器 

知的基盤の整備（計量標準） 

装置内への実装 
簡便なトレーサビリティ 

3 cm 

高度な校正室不要 
低廉な維持コスト 

パッケージ版 
素子 

θ

Φ

安定性・再現性に優れた標準LED 

全光束測光放射標準 LED照明の普及促進による省エネ 
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      標準の高度化（光格子時計）                     計測標準研究部門                          

【第3期研究成果の概要】 

• 光格子時計は単位「秒」の現行の定義（セシウム原子時計）を変え
る最有力候補として期待。 

• イッテルビウム原子やストロンチウム原子を閉じ込めた光格子時計
を製作、それら時計の周波数を800万年に1秒以下の精度で決定。 
→これにより、光格子時計は国際単位系を決める国際度量衡委員会
において、「秒の二次表現」として採択された。 
→秒の再定義に向けた世界的な検討を加速。 

• イッテルビウムとストロンチウムの両光格子時計をお互いに直接比
較測定することに初めて成功。 
→精度は現行のセシウム原子時計より高いことを証明し、百億年に
1秒以下の誤差と期待される光格子時計の精度実証へ道を開いた。 

【H26研究成果の概要】 
ストロンチウム光格子時計の開発に成功し、時計遷移の絶対周波数測
定を行った。絶対周波数測定における不確かさは、マイクロ波周波数
標準の不確かさによって制限されていることを示した。 

【開発技術の用途】 
• SI単位系における「秒」の再定義：セシウム原子時計の精度をはる
かに上回る光格子時計により時間の再定義を現実のものに。 

• 地質災害リスクの評価：光格子時計をジオイド面の変化を検出する
ツールとして用い、地震予知などへ応用。 

【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
光格子時計に用いられるレーザー光源、光周波数コムなどの要素技術
は、精密分光や精密計測を基盤とする様々な産業に応用できるもので
あり、技術移転や共同研究を通じて、技術の橋渡しを行う。 

図１ 光格子時計による「秒」の高精度化 

図２ ストロンチウム・イッテルビウム- 
   デュアル光格子時計 

レーザー冷却された 
ストロンチウム原子集団 

レーザ光による 
光格子 

閉じ込められた
原子 

光コムによる絶対周波数の同定 

１秒＝  

Cs133原子に共鳴するマイクロ波
の周期の9 192 631 770倍 

マイクロ波領域から 
光周波数領域へ 

多数の原子を協調させ 
短時間でSNの高い測定を実現 

高い評価を受けた研究 （計量標準） 
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      サンプリングモアレ法によるインフラ診断                計測フロンティア研究部門                          

【第3期研究成果の概要】 
・構造物のわずかな変形を、簡易かつ高速に検出するサンプリング

モアレ法を開発した。デジタルカメラを含む簡便なシステムで、

橋梁などの大型構造物の変形をミリメートルで診断、インフラ劣

化による大事故を未然に防止。 

・デジタル写真に収めた構造物の周期模様に着目し、そのたわみを

画像処理することで、構造物全体の変位分布を算出。 

【 H26研究成果の概要】 
 支間長300メートルを超えるたわみ分布を計測する全視野計測技術を

開発、橋梁などの社会インフラの健全性評価に適用 
 ・ 若戸大橋のたわみ計測に適用（図2）。  
 ・  開通前の高速道路橋の健全性評価に適用。 

【開発技術の用途】 
 ・従来の計測手法では高精度が確保できなかった、大型構造物の変

形分布の計測が可能となり、あらゆるインフラ診断への応用によ

る安全安心な社会の構築に貢献。 

【企業への橋渡しへの具体的道筋】 
・国内出願（2013年7月）、国際出願（2013年12月） 

 ※米国・韓国への出願移行予定 

・実用化レベルでは国内競合大学や海外企業に先行。 

・宇宙構造物の健全性評価：  
   JAXA、物材機構との共同研究、JAXA関連企業との共同研究 
・道路橋等、各種構造物の調査診断：大型構造物での実証試験で実績 
   道路関連企業との共同研究 

図１ JAXAイプシロンロケットモータケースの剛性試験 

図２トラック通過による大型橋梁のミリオーダー変形分布の計測  

ロケット部材
の負荷、除荷
における変形
分布を評価 

橋の周期
構造をマ
ーカーと
して画像
解析 

トラック通過による橋の微小変位を評価 

スパン長370mの大型架橋 

微小変位（分解能2mm）の検出が可能 

-20 mm 

+30 mm 

ロケットモータケース 

JAXAイプシロンロケット 

第４期に向けた新しい研究 （計量標準） 
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Ⅱ．業務運営の効率化 

49 



〇 産総研の自己評価 第3期： A     
第3期各事業年度の評価 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
  １．業務運営の抜本的効率化 

２．研究活動の高度化のための取組 
３．職員が能力を最大限発揮するための取組 

４．国民からの信頼の確保・向上 

事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 A A A A A 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 

〇 対応する第3期中期計画の項目   
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＜第3期中期目標期間実績＞ 
 

 毎年度の運営費交付金予算の交付において、一般管理費3％以
上、業務経費1％以上の削減・効率化を達成 

（具体的な取組事例） 
「しごと効率化ガイドブック」の活用による業務効率化の推進 
役職員の給与の見直し、退職手当支給水準の引下げ 
施設管理業務等についての包括契約や複数年契約の導入 等 

一般管理費 
88 

一般管理費 
85 

業務経費 
519 

業務経費 
513 

0

100

200

300

400

500

600

700

H25年度 H26年度 

（億円） 

▲3% 

▲1% 

※平成26年度は消費税の増税に関する増額調整分（約10億円）が別途交付されている。 

管理費、総人件費等の削減・見直し 

＜平成26年度実績＞ 

運営費交付金事業について、毎年度、一般管理費は3%以上、業務経費は1%以上の
削減・効率化を行う。 
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契約状況の点検・見直し   

単位（件、千円） 随意契約見直し計画（平成22年4月策定）の状況 

※「計画」は、20年度実績を点検・見直し、22年4月に策定 

随意契約見直し計画の達成状況 
  
 件数ベースにおいては、平成２４年度に計画（2.1%）
を達成。一方、金額ベースにおいては、平成２４年度か
ら３カ年連続で計画（9.7%）を達成している。 
 件数ベース、金額ベースともに、その割合は他独法と
比べて極めて低いレベルである。  

[参考]平成25年度における独立行政法人の契約状況 
（金額ベース） （件数ベース） 

※出展： 総務省公表データ、 独立行政法人数： １０１法人  

順
位 

独立行
政法人 

随意契約
割合 

1 A 80.0% 

2 B 69.6% 

3 C 59.5% 

4 D 52.9% 

5 E 49.1% 

99 産総研 2.3% 

順
位 

独立行
政法人 

随意契約
割合 

1 A 86.6% 

2 B 71.3% 

3 C 68.8% 

4 D 67.1% 

5 E 66.4% 

82 産総研 2.8% 

  

一般競争 企画競争・公募 随意契約 随意契約の割合 

契約 
件数 

契約金額 
契約 
件数 

契約金額 
契約 
件数 

契約金額 
契約件数 

（計画：2.1%） 
契約金額 

（計画：9.7%） 

平成２２年度 1,696 32,999,007 877 7,668,753 94 5,573,274 3.5% 12.1% 

平成２３年度 1,536 18,477,376 981 5,416,360 90 2,652,708 3.5% 9.9% 

平成２４年度 1,887 37,408,040 871 5,634,190 58 2,307,258 2.1% 5.1% 

平成２５年度 1,836 45,164,273 868 5,989,975 63 1,458,429 2.3% 2.8% 

平成２６年度 1,965 35,629,798 890 8,934,060 69 1,683,886 2.3% 3.6% 
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 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 

評価委員会における成果 
 

・外部委員からアウトカムの視点を重視
するコメントの増加 

・評点（1～5）の上昇： 
>研究ユニットの総合評点の平均の上
昇（＋0.2、平成24-26年度比） 

>4.5以上の高評点を得た研究開発課
題数の増加（3倍、同比） 

PDCAサイクルへの評価結果反映 
 

・研究活動の総括、機動的な組織の見直
しと第４期に向けた研究体制の強化 

・第４期の新独法評価制度に対応した新
しい産総研評価システムの設計 

外部委員による評価の強化 
 

・アウトカムの視点からの評価の継続 
・外部評価委員の増員 
・産業的・社会的視点の重視を目的に委
員の構成比率を変更 

・現場見学会、事前説明の実施 
・ベンチマーク等の優位性情報の提供 

(a) 研究ユニットの総合評点の平均 

図2 研究ユニット評価の評点の上昇 

(b) 評点が4.5以上の研究開発課題数 

図1 産業的・社会的視点の外部評価委員比率の増強 

平成年度 

注： 研究ユニットは、評価を実施する
年度について偶数年度と奇数年度の二
つのグループに分かれている。 

（平成17-21年度） 

（平成22-26年度） 

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

21 22 23 24 25 26 27
0

5
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21 22 23 24 25 26 27

偶数年度

に評価を実

施した研究

ユニット

奇数年度

に評価を実

施した研究

ユニット

学術的視点

学術的視点

産業的視点

産業的視点

社会的視点

社会的視点

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

第3期

第2期
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研究機器や設備の効率的な整備と活用    

 新棟建設 
 実験室は汎用性の高い標準仕様を原則とする、空調設備、
照明は省エネ性を考慮した仕様とする、など、経済性、効率性
を考慮した設計を行った。 

福島再生可能エネルギー研究所 

つくばセンター ５－１３棟 

 施設の閉鎖解体等 
 効率的な配置及び研究スペースの集約化を進めるため、「施設
整備計画」を策定し、施設の閉鎖解体等を実施した。 
 ・72棟30,598㎡を閉鎖、47棟15,344㎡を解体撤去 
 ・中部センター瀬戸サイトの土地及び建物を国庫返納 

 老朽化改修 
 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、給排水、空調設備等の改修を実
施した（平成25～26年度に合計300箇所以上改修）。 特高受変電設備他改修 照明改修 

解体後 解体前 

・地中熱を用いた空調設備 
・スマートグリッド 

・メンテナンスバルコニー 
・標準仕様実験室、ゾーン化 

一括受電による契約電力削減 ＬＥＤ化による消費電力削減 

第3期中期計画期間中に建設した主な新棟 完成 延床面積 

つくばセンター 西－７Ｅ棟 H25.3 6,100 ㎡ 

福島再生可能エネルギー研究所 研究本館、実験別棟 H26.3 11,900 ㎡ 

九州センター 第１５棟 H26.8 3,000 ㎡ 

東北センター L棟・M棟 H26.10 2,700 ㎡ 

北海道センター H１棟・H２棟 H27.3 3,100 ㎡ 

つくばセンター ５－１３棟 H27.3 7,800 ㎡ 

関西センター Ｃ－６棟 H27.3 4,400 ㎡ 
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外国人研究者支援 AICオフィス 

○第3期中期目標期間におけるダイバーシティ推進策を策定、実施 

（下線部：H26年度実績） 

年次有給休暇取得促進 
キャンペーン 

【女性研究者・外国人研究者】 

【ワーク・ライフ・バランス】 

・理工系女子対象の広報活動強化により、第3期累積
採用者の女性比率16.7 %を達成 
・外国人研究者を年に約5名程度採用、外国系研究グ
ループ長への言語支援を開始、AISTインターナショナ
ルセンター（AIC）の利便性向上を図り、外国人研究者
への支援体制を強化 

・仕事と育児の両立環境整備により、厚生労働大臣より
次世代認定マーク「くるみん」取得 
・ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催や、 
年次有給休暇の取得促進キャンペーンの実施 

第５回 平成２６年 ６月 （特別企画：介護のサイエンス） 
第６回 平成２６年１０月 （テーマ：介護） 

くるみん 

女性研究者採用比率の中期目標期間ごとの推移 

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 

研究系の全採用者に占める女性の比率について、第3期中期目標期間終了時までに
第2期実績を上回る15%以上を確保し、さらなる向上を目指す。 

第3期における女性研究者の採用実績 
第2期実績 H22FY H23FY H24FY H25FY H26FY 第3期計 

研究職採用者総数 424 83 75 76 80 81 395 
うち女性採用者数 60 9 11 14 15 17 66 
女性比率 14.2% 10.8% 14.7% 18.4% 18.8% 21.0% 16.7% 

（単位：人） 
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コンプライアンスの推進 

参加型コンプライアンスの推進 

研究不正の防止への取り組み（平成26年度） 

コンプライアンス推進本部の体制強化（平成26年度） 

理事長へのリスク情報の報告（平成26年度） 

リスク管理のPDCAサイクルの実施 

業務継続計画（BCP）の立案及び調整 

 各種研修の実施（24回）、コンプライアンスセルフチェックの実施（5回）、コンプラ便りの発信（20通）を行った。平成26年度は、各種研修の
実施（6回）、コンプラ便りの発信（5通）を行った。また、役職員等を対象にしたe-ラーニング研修を新たに開始した。 

 規程の改正、研究ノートの使用・管理体制の整備を行った。また「盗用」を防ぐ仕組みとして、文書類似度判定ツールを導入し、運用を開始した。 

 つくばセンターにおける震度6強以上の大規模地震への対応として、「業務継続計画（BCP）」を平成23年10月に策定した。平成26年度は、   
関係部署の連絡会合を開催するとともに、改善・検討の状況について取りまとめを行った。 

 研究センター及び研究部門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。平成26
年度は、3研究センターと意見交換を行った。 

 平成26年7月に、顕在化したリスク情報を現場から収集し、理事長にリスク事案の報告を行い、理事長が決定した対応方針を現場に実施させる
という体制を整備した。また、役員間で連絡会を月1回程度開催し、リスク事案の情報共有を図った。 

 コンプライアンス推進本部の体制の強化のため、平成26年7月に理事長を本部長とし、副理事長及び理事2名がリスクの区分に応じて補佐   
する体制を導入した。 

利益相反マネージメント定期自己申告の実施 

 役職員等を対象として、利益相反に係る定期自己申告を実施し、利益相反上ヒアリングが必要と認められた者に対して外部カウンセラーによる
ヒアリングを実施した。平成26年度は、年2回（上期8月、下期3月）の定期自己申告を実施した（実施率100％）。 
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安全衛生及び周辺環境への配慮 

 安全で快適な職場作り 
 毎朝、管理監・地域センター所長等による安全報告会の開催等により安全管理体制を強化。 
  第３期中期目標期間における人的被害事故の発生件数が第２期に比べて３割減少 

第２期 １７０件 第３期 １２２件 

 環境保全の取り組み 
 第３期から有害物質の公共水域、土壌への漏えい対策として 
 「環境事故対応訓練」を開始。26年度までに14事業所で実施 

• 全国一斉の安全研修を開始（955名が受講） 
• 危険薬品等の取扱者に対する法定資格取得

の義務化を開始 
• ライフサイエンス実験e-ラーニングを開始（延

べ3,214名が受講） 
• 核燃料物質の集約化を開始（7箇所→3箇所） 

＜その他の安全管理体制強化の取り組み＞ 
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Ⅲ．財務内容の改善 
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〇 産総研の自己評価 第3期： B     
第3期各事業年度の評価 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

• 運営費交付金及び外部資金の効果的な使用 
• 共同研究等を通じた自己収入の増加 
• 平成２６年度収入概要 
• 研究機器等の所内リユースの推進 
• 不要財産の処分 

事業年度 H22 H23 H24 H25 H26 

評定 B B B B B 

評価方式 国の独法評価委員会による評価（参考） 産総研の自己評価 

〇 対応する第3期中期計画の項目   
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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55.3％から59.6％に増加。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増加したことが挙げられる。 

産総研の「人」又は「場」を活用する外部資金の研究規模 
50％以上 ＝ 

【計算式】 

運営費交付金 

国・ＮＥＤＯのプロジェクト等による受託研究 

企業等からの提供資金による共同研究 

国等からの機関補助金による研究 

技術研究組合参画による研究 

産総研の「人」又は「場」を活用して実施される外部資金による
研究規模の内訳 

600.8億円 

国・ＮＥＤＯ等プロジェクトによる産総研集中研究 

国等からの個人助成金による研究 

582.1億円 

24年度実績 
５９．２％ 

25年度実績 
５５．３％ 

608.3億円 

26年度実績 
５９．６％ 

153.5  139.3  
111.1  121.1  128.3  

39.2 
34.2 

33.6 
34.3 35.6 

31.9 
32.8 

28.8 25.3 

9.1 

29.4 
27.4 

32.2 30.6 27.5 

41.0  82.3  
114.0  95.2  124.2  

49.1  
34.5  36.3  

15.4  37.7  
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H22 H23 H24 H25 H26

（億円） 

344.1億円 350.5億円 356.2億円 321.9億円 362.5億円 

23年度実績 
５８．０％ 

22年度実績 
５６．０％ 

603.9億円 運営費交付金 614.１億円 

    運営費交付金及び外部資金の効果的な使用、共同研究等を通じた自己収入の増加 
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平成２６年度収入概要（１／２） 
 

平成25年度(940.4億円)                    平成26年度(1212.3億円) 

主な収入源として、運営費交付金624.4億円、自己収入253.0億円 

平成26年度収入額 
1212.3億円 

運営費交付金 
624.4億円 

施設整備費補助金 
334.9億円 

自己収入 
253.0億円 

※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 ：  608.3億円 
復興特会 ：    16.1億円 

収入額 
（億円） 

614.1 699.9 578.3 591.1 624.4 

87.2 77.2 
96.6 113.8 

334.9 268.6 248.9 
228.9 235.4 

253.0  

0
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800

1000

1200

1400

H22 H23 H24 H25 H26

自己収入 

施設設備費補助金 

運営費交付金 
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平成２６年度収入概要（２／２） 

主な収入項目として、受託収入163.8億円、共同研究収入32.9億円 

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 

５０．９億円 

文部科学省からの 
受託収入 
２．９億円 

環境省他からの 
受託収入 
７．５億円 

独法、大学等からの 
受託収入 
７０．３億円 

外部グラント５．４億円 

民間企業からの 
受託収入７．４億円 

民間企業からの共同 
研究収入 ３２．９億円 

経済産業省からの受託収入 
７５．７億円 

平成26年度自己収入額  
253.0億円 
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研究機器等の所内リユースの推進 
中期計画では、リサイクル物品情報システムを活用し、研究機器等の所内リユース
について、第3期中期目標期間終了時までに年間600件以上を目指す。 

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

リユース件数 
（件） 439 532 500 588 704 

経費削減効果額 
（百万円） 462 308 481 730 727 

＜第3期中期期間中のリユース件数と経費効果削減額＞   ＜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 

 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２６年度は、全体で７０４件の所内リユースが成立（経費削減効果額は約７．２７億円※）。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５７５件（経費削減効果額は約３．４９億円※）。 
   ※資産（取得価格１０万円以上）の取得価格での見積額 

経費削減効果 (百万円) (件) (件) 登録件数 リユース件数 

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 

10,139  

10,884  92  

129  
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9,800

10,000
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303  378  
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730 727 
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不要財産の処分 

第３期中期計画に基づき、次の不要財産の国庫納付を実施 

九州センター直方サイトの土地（福岡県直方市、２２，９０７．３３㎡）及び建物を、平成２５年２月１５日
付けで国庫納付（現物納付） 

○九州センター直方サイト 

中部センター瀬戸サイトの土地（愛知県瀬戸市、１２，３２７．１１㎡）及び建物を、平成２６年３月３１日
付けで国庫納付（現物納付） 

○中部センター瀬戸サイト 
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産総研全体の総合自己評価 
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項目 26年度 
自己評価 

第3期 
自己評価 概要 

総合自己評価 A A 以下の項目の自己評価を、昨年度までの独法評価にお
ける重み付けに合わせて計算した結果を総合評定とした。 

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 

 研究開発マネジメント A A 
・全体を通じて計画を着実に実施している。 
・昨年度までの独法評価や外部評価において、意義や効
果が認められ、主要項目でA評定である。 

 鉱工業の科学技術 A A 
・高い技術を活かして、計画を上回る成果を上げている。 
・外部評価では、26年度は平均4.1（A）、第3期は平均3.8
（A）の高い評価である。 

 地質の調査 A A 
・地質の調査のナショナルセンターとして計画通り着実に
成果を上げている。 
・外部評価では、26年度は平均4.2（A）、第3期は平均3.9
（A）の高い評価である。 

 計量の標準 A A 
・計量の標準の研究を進め、計画通り着実に成果を上げ
ている。 
・外部評価では、26年度は平均4.0（A）。第3期は平均3.7
（A）の高い評価である。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 A A ・全体を通じて計画を着実に遂行している。 
・不断の業務改善により、効率化を継続的に行っている。 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 B B 
・全体を通じて計画を着実に遂行している。 
・外部資金の獲得を積極的に進めている。 
・不要資産の処分を適正に行っている。 
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（参考）過去の独立行政法人評価委員会の結果（項目毎の重み付け、評定及びコメント） 

項目 
重み付け 独法評価委員会の評定 

22，23年度 24，25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

産総研の総合評価 １００％ １００％ A A A A 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 研究開発マネジメント ２０％ ２０％ A A A A 

 鉱工業の科学技術 ３０％ ４０％ A A A AA 
 地質の調査 ５％ ５％ A A AA A 
 計量の標準 ５％ ５％ A A A A 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 ２０％ １５％ A A A A 
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 ２０％ １５％ B B B B 

コメント 
・ 質・量の両面において年度計画を越える成果を創出した研究ユニット、研究課題も多い。 
・ 平成２３年度末から開始された福島再生可能エネルギー研究開発拠点構築は着実に進展し、平成２６年４月に

は開所式を迎え、そこでは既に、経産省のみならず文科省との連携のもとで研究開発が開始されている。 
・ 地域センターの研究機能、連携機能、マネージメントを見直し、地域の中小企業への技術支援・人材育成が一

層強化された。 
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平成27年6月15日（月） 産総研自己評価検証委員会 

〇自己評価検証委員会 委員 
 委員長 藤嶋  昭 東京理科大学 学長 

 委 員 赤井 芳恵 株式会社東芝 電力システム社 

           電力・社会システム技術開発センター 経営変革上席エキスパート 

 委 員 後藤  晃 政策研究大学院大学 教授 

 委 員 竹中 登一 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団会長 

 委 員 松田 修一 早稲田大学 名誉教授 

〇自己評価検証委員会として取りまとめた見解 
（全体） 

 全体として、マネジメント、研究現場等、良い印象を持った。 

（研究開発マネジメント） 

 技術で勝ってビジネスで負けるということが言われている。技術で勝っているナノカーボンがどうやってビジ
ネスで勝てるかを考えてもらいたい。 

 不実施補償を止めたことは良いことであり、今後も強い知財戦略を持って、世界を相手にしてもらいたい。 

 良い研究テーマを選ぶのは重要。テーマの決め方も含めて基盤研究を重視し、今後を見据えた研究を進めて
いってもらいたい。 

 「橋渡し」については、企業出身の方もいるようなので、積極的に進めてもらいたい。 

（地質の調査） 

 地質分野は震災時の対応等も含め、S評価でもよいくらいすばらしい成果をあげている。今後もスピード感を
もって行っていただきたい。 

（業務運営の効率化に関する事項） 

 産総研全体の年齢構成があがっており、若手の積極的採用等、年齢構成を十分考慮した経営を今後期待する。 
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