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第4期の新たな取り組み 
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産総研の概要 
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産総研の沿革 

代
表
的
な
研
究
成
果 

1890年代 1890年代 1920年代 1950年代 1960年代 2000年代 1890年代 1890年代 1920年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 
日本の度量衡制度
の整備（日本国の
キログラム原器） 

100万分の1 
地質図 

国産技術によるアン
モニア合成法（東工
試法）を開発 

PAN系炭素繊維を
開発 

甘味料生産に必要なグル
コースイソメラーゼ製造
法を開発 

アザラシ型の癒し系ロ
ボット“パロ”を開発 

希土類元素とコバ
ルトからなる強力
な永久磁力を実現 

1960年代 
透明導電膜（酸化インジ
ウム：ITO）の製造法の
開発 

ニッケル水素電池の
基礎となる負極用合
金を開発 

電気を使わずに湿度を調
整できる調質材料を開発 
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外部からの研究員等受入実績数 
● 企業から         約1,800 名 
● 大学から         約1,900 名 
● 独法・公設試等から     約1,000 名 
         （2013 年度受入延べ数） 

○常勤の研究職員（約2,300名）、ポスドク等の非常勤の研究職員（約1,800名）、大学・企業等からの外来研
究員等（約4,700名）を含め、合計約9,000名が産総研で研究開発活動を実施。 

○総収入額は約1,212億円。 

 

 

● 研究職員（うち外国籍） 2,258名（96 名） 
  ［ うちパーマネント］ ［ 1,928 名 ］ 
  ［ うち任期付］ ［ 330 名 ］ 
● 事務職員（うち外国籍） 675 名（1 名） 
           職員合計                  2,933 名（97 名） 
● 役員（非常勤１名含む)   13 名 
● 招聘研究員                    159 名 
● ポスドク                     200 名 
● テクニカルスタッフ                           1,441 名 
合計                                           4,746 名 
               （平成２７年４月１日現在） 

研究領域別の研究職員構成 
（平成27年4月1日現在） 

運営費交付金 
624.4億円 

施設整備費補助金 
334.9億円 

受託収入 
163.8億円 

資金提供型共同研究収入 
35.6億円 

計量関係収入 
2.6億円 

その他収入 
 47.9億円 

知的所有権収入 
 3.2億円 

平成26年度収入額 
1212.3億円 
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産総研の人員・予算 
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国内研究機関総合ランキング 

順位 H17 H22 H27※ 

1 東京大学 東京大学 東京大学 

2 京都大学 京都大学 京都大学 

3 大阪大学 大阪大学 大阪大学 

4 東北大学 東北大学 理化学研究所 

5 名古屋大学 科学技術振興機構 東北大学 

6 九州大学 名古屋大学 産業技術総合研究所 

7 北海道大学 九州大学 名古屋大学 

8 東京工業大学 理化学研究所 東京工業大学 

9 理化学研究所 北海道大学 物質・材料研究機構 

10 筑波大学 産業技術総合研究所 九州大学 

11 科学技術振興機構 東京工業大学 筑波大学 

12 産業技術総合研究所 筑波大学 北海道大学 

13 広島大学 慶應義塾大学 広島大学 

14 自然科学研究機構 自然科学研究機構 岡山大学 

15 千葉大学 広島大学 自然科学研究機構 

16 慶應義塾大学 千葉大学 慶應義塾大学 

17 神戸大学 岡山大学 早稲田大学 

18 金沢大学 神戸大学 神戸大学 

19 東京医科歯科大学 東京医科歯科大学 高エネルギー加速器研究機構 

20 熊本大学 金沢大学 千葉大学 

出典：トムソン・ロイター社のデータベースEssential Science Indicators（ESI)のプレスリリースより引用 
    （プレスリリース：H17は2005年4月12日、H22は2010年4月13日、H27は2015年4月16日） 

※科学技術振興機構(JST)はファンディングエージェンシーとしての事業内容を鑑みH27のランキングからは除外されている。 

インパクトの高い論文数分析による国内研究機関ランキング 



特許関係ランキング 

順位 前年 機関名
特許資産
規模

登録件
数

1 1 産業技術総合研究所 117,345 9,685
2 2 科学技術振興機構 49,629 2,749
3 3 東北大学 29,719 1,105
4 4 東京大学 27,693 976
5 5 物質・材料研究機構 23,057 1,780
6 8 原子力・ 代替エネルギー庁（仏） 21,746 885
7 6 鉄道総合技術研究所 19,766 1,348
8 12 大阪大学 19,234 694
9 13 理化学研究所 18,635 742

10 9 東京工業大学 18,554 878
11 10 名古屋大学 17,523 607
12 7 農業・食品産業技術総合研究機構 17,032 1,212
13 15 京都大学 16,454 614
14 14 九州大学 16,365 499
15 16 フランス国立科学研究センター 16,062 727

（出典） 
（株）パテントリザルト 「大学・研究機関 特許資産の規模ランキング2014」 
特許資産規模とは、特許として出願された技術の注目度を質の観点から指標
化したもの。※同社が独自に算出した値（パテントスコア）に、特許の残存年
数をそれぞれの権利ごとに乗じたものを積み上げ、積算したものとの説明。 

大学・研究機関の特許資産規模ランキング  

順位 企業名 引用された 
特許数 

1 産業技術総合研究所 1,450 
2 科学技術振興機構 800 
3 東北大学 285 
4 物質・材料研究機構 262 
5 東京工業大学 250 
6 理化学研究所 249 
7 カリフォルニア大学 247 
8 東京大学 229 
9 情報通信研究機構 204 

10 電力中央研究所 192 

大学・研究機関 他社牽制力ランキング 

（出展） 
（株）パテントリザルト 「大学・研究機関 他社牽制力ランキング
2014 上位10社」 
日本特許庁に特許出願され、2014年12月までに公開されたすべ
ての特許のうち、2014年1月から12月末までの期間に拒絶理由（
拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。 
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（参考）産総研の国内特許出願件数の推移 
（件） 
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研究機関 

産業技術 
総合研究所 

理化学 
研究所 

物質・材料 
研究機構 

 
フラウンホー
ファー協会 

IMEC 
（Interuniversity 
Microelectronics 

Centre） 

 
フランス国立科
学研究センター 

（CNRS） 

日本 日本 日本 ドイツ ベルギー フランス 

職員数 2,933人 3,502人 1,517人 23,230人 2,051人 約32,000人 

予算規模 1,212億円 1,040億円 306億円 2,462億円 431億円 約3,300億円 

論文発表数 3,544報 2,629報 1,260報 1,441報 449報 約43,000報 

特許出願件数 828件※ 243件 297件 499件 139件 4,521件 

国内外研究機関との比較 

産業技術総合研究所以外の研究機関についてはH25年度の公表データを使用。 
 
※ 国外特許も含む。 



第4期の新たな取り組み 
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• 産総研は平成２７年４月１日から第４期中長期目標
期間（５年間）に移行。 

 
• 同時に、独立行政法人通則法の改正により、 
   独立行政法人から国立研究開発法人へ。 
  （「業務の効率化」→「成果の最大化」へ） 
 

• 昨今の世界的なイノベーションを巡る潮流を踏ま
え、「革新的な技術シーズの創出」とそれらを速や
かに事業化につなげる「橋渡し」を重視。 
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産総研への期待 
（日本再興戦略 改訂２０１４ 抜粋）  

• 我が国が技術力で世界をリードしていくためには、民間企業
の努力だけでは限界があり、産学官の壁を越えて（中略）、
次々に革新的な技術シーズを創出するとともに、速やかに、
新製品や新たなビジネスモデルへつなげるための「橋渡し」
を進める「イノベーション・ナショナルシステム」を構築する必
要がある。 

• 革新的な技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」機能強
化については、先駆的な役割が期待されている産総研及び
NEDOにおいて先行的に取り組み、これらの先行的な取り組
みについて、適切に進捗状況の把握・評価を行い、その結果
を受け、「橋渡し」機能を担うべき他の研究開発法人に対し、
対象分野や各機関等の業務の特性等を踏まえ展開する。 

10 

参考6 



産総研の役割 

地域企業の求める技術について、 
地域センターが窓口となりオール産総研で開発 

地域との連携による課題解決 社会ニーズに応える 
革新的な技術の橋渡し 

民間企業 産総研 大学等 

人材交流と共同研究等の促進 

事業化 学術研究・基
礎研究 

橋渡し機能 

技術シーズを創出し、育て、産業界へ橋渡し 

社会の安全や産業の発展を支える技術基盤の構築 

・自然災害の軽減・環境保全・資源開発等のための地質調査 
・広範な産業分野に貢献する計量標準・標準物質の開発と普及 

人材ハブ機能の構築 
・産学官の人材・技術の流動性を高め、組織の枠組みを超えたトップクラスの研究開発体制を構築 
・若手研究者の研究現場における実務経験を支援し、社会で活躍できる人材を育成・輩出 

地域産業の活性化 
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【第４期中期目標期間（H27～31年度）における具体的な取組】 
○「橋渡し」機能の強化を促すために、民間企業からの資金獲得額を目
標期間の終了時（平成３１年度末）までに現行の３倍以上（４６億円/年
→１３８億円/年）とすることを最も重要な目標とする。 

○また、この実現に向け、研究段階に応じた適切な評価指標等の設定を
行う。 

 
 
 
 
 
 
 

＜目的基礎研究＞ ＜橋渡し研究前期＞ ＜橋渡し研究後期＞ 

研究テーマの適切性に 
加え、優れた論文や強い
知財の創出（質及び量） 

研究テーマの適切性に加
え、強い知財の創出（質及
び量）等 

産業界からの 
資金獲得額 

産総研の「橋渡し」機能の強化 
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第4期からの研究推進組織の体制 
エネルギー・環境領域 生命工学領域 

情報・人間工学領域 材料・化学領域 

エレクトロニクス・製造領域 
 

地質調査総合センター 

計量標準総合センター 

創エネルギー研究部門 
電池技術研究部門 
省エネルギー研究部門 
環境管理研究部門 
安全科学研究部門 

太陽光発電研究センター 
再生可能エネルギー研究センター 
先進パワーエレクトロニクス研究センター 

創薬基盤研究部門 
バイオメディカル研究部門 
健康工学研究部門 
生物プロセス研究部門 

創薬分子プロファイリング研究センター 
 

情報技術研究部門 
人間情報研究部門 
知能システム研究部門 

自動車ヒューマンファクター研究センター 
ロボットイノベーション研究センター 
人工知能研究センター 

機能化学研究部門 
化学プロセス研究部門 
ナノ材料研究部門 
無機機能材料研究部門 
構造材料研究部門 

触媒化学融合研究センター 
ナノチューブ実用化研究センター 
 

ナノエレクトロニクス研
究部門 
電子光技術研究部門 
製造技術研究部門 

スピントロニクス研究センター 
フレキシブルエレクトロニクス研究センター 
先進コーティング技術研究センター 
集積マイクロシステム研究センター 

工学計測標準研究部門 
物理計測標準研究部門 
物質計測標準研究部門 
分析計測標準研究部門 
計量標準普及センター 

活断層・火山研究部門 
地圏資源環境研究部門 
地質情報研究部門 
地質情報基盤センター 
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●情報・人間工学領域 
 

生活支援ロボット 

生活支援ロボット 
安全検証センター 

モビリティ 
ロボットの安全検証 

第４期に取り組む研究テーマ例 ① 

世界で唯一の生活支援ロボット安全検証セ
ンターを拠点において、生活支援ロボット
（ロボット介護機器やモビリティロボット
等）の安全・効果検証や国際標準化、認証
支援まで一貫して実施。 

●生命工学領域 
 

創薬分子プロファイリング 

ヒト型汎用ロボット 
「まほろ」 
ヒトに代わって高精度なベン
チワークを実現する創薬支援
ロボット技術の開発 

医薬品候補化合物の生体内挙動を分子レベル
で知り尽くすための創薬支援技術と独自の情
報解析技術を融合させた、産総研 only ONE
の創薬基盤技術の開発。 

●生命工学領域 
 
植物工場での動物用医薬品の生産 

●生命工学領域 
 

糖鎖による疾病診断 
疾患に伴って変化する糖鎖バイオマー
カーを発見し、進行すると肝がんや肝
硬変に至る肝線維化を診断するシステ
ムを開発。 

植物の遺伝子組換え技術と世界最先端
の密閉型植物工場システムを用いて世
界初となる遺伝子組換え植物体を原薬
とする動物用医薬品を開発。 

肝線維化 インターフェロンを含むイチゴ 

●エネルギー・環境領域 
 
メタンハイドレート保圧コア解析装置群

（PNATs）の開発 
 
海洋産出試験海域などで採取されたコア
試料を、メタンハイドレートを分解させ
ず保圧したまま貯留層特性の解析が可能
な評価装置群を開発。 

●エネルギー・環境領域 
 

SiCによるパワー半導体の技術開発 
 
新規半導体SiC（炭化ケイ素）を用いて、電
力損失を200分の1に低減できるパワーデバ
イス、及び性能を700倍にできる低損失小型
インバータを開発。 
 
 
 
 
 
 
 
 

SiCを用いた 
電力変換機器 

SiCインゴット メタンハイドレート
の燃焼 力学特性評価装置 
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●計量標準総合センター 
 

光格子時計 

●計量標準総合センター 
 

キログラムの再定義 

同位体濃縮シリコン結晶球の直
径をサブナノメートルの精度で
測るレーザ干渉計 

●地質調査総合センター 
 

海溝型巨大地震の 
履歴復元と将来予測 

歴史地震による津波の痕跡（静岡県太田川河岸） 
日本国キログラム原

器 
（現行の定義） 

地質記録を利用し、海溝型巨大地震や津波
について、長期間にわたる正確な情報を整
備。 

国際単位系（SI）において人工物に頼る最後の
基本単位であるキログラムの定義を改定し、世
界に先駆けて基礎物理定数を基準とする新しい
質量の単位を実現。 

●材料・化学領域 
 

カーボンナノチューブ(CNT) 
の実用化 

スーパーグロース法による単層CNT製造実証プラント 

CNTは、柔軟・超軽量・高強度で、熱や電
気の伝導性が極めて高い。既存の金属･ゴ
ム･樹脂･炭素繊維と複合化することで、従
来にない機能を持つ新機能材料の実用化技
術開発を実施。 

光格子に捕獲された
原子の概念図 

冷却されたYb原子を捕獲する
ための真空チャンバー 

世界に先駆けてYb光格子時計の開発に成功。そ
の後 メートル条約関連会議において、新しい
「秒の定義」の候補に採択される。原理的には、
137億年に対して誤差1秒という超高精度な時
計を実現できると考えられる。 

●エレクトロニクス・製造領域 
 

待機電力不要の不揮発メモリ 
「STT-MRAM」 

 

●エレクトロニクス・製造領域 
 
常温セラミックコーティングを実現する 
エアロゾルデポジション法（AD法） 

 

AD法による成膜例 
（TOTO（株） 
共同研究） 

AD法の 
成膜イメージ 

セラミックスの微粒子をガスと混合してエ
アロゾルジェットとして噴射させ、焼成せ
ずに膜を形成するオリジナルコーティング
技術を開発。 

産総研オリジナル技術のMgOを用いた高性
能磁気トンネル接合素子を中心に、情報機器
の大幅な低消費電力化が可能なSTT-MRAM
の中核技術の研究開発を実施。 

Fe(001)
(Pinned layer)

MgO(001)

Fe(001)
(Free layer)

2 nm

磁気トンネル接合素子の断面TEM像 

(m) 
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第４期に取り組む研究テーマ例 ② 
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技術マーケティングを推進する 

 イノベーションコーディネータ  100人体制 

地域連携の担い手として公設試に拡充 
公設試へのイノベーションコーディネータ（ＩＣ）の拡充 

平成27年6月22日現在 

技術支援 
パートナー(産) 

職員 
委員 
委嘱 

ニーズ 

産総研 
広い産業分野をカバーする 
膨大な技術シーズを保有 

公設試 
幅広いネットワークと 
地元からの信頼感 

ニーズ ニーズ 

ニーズ 

ニーズ 

IC(産)とIC(公)協働 

ニーズ情報 

企業ニーズ対応 

派遣(委員委嘱) 技術支援 
(地域) 

中小・中堅企業 
技術相談、試作、分析・評価、 
新技術の取り込み、新市場 
への展開、等のニーズ 

シーズ探索 

直接シーズ探索 

IC(産)活用 

 産総研  66名 
   本部   16名 
   領域   22名 
   地域   28名 

 
 公設試  46名 
（委嘱手続中を含む） 
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㈱エリオニクス 
㈱フルヤ金属 
スタック電子㈱ 等 

テイカ㈱ 
尾池工業㈱ 
エスペック㈱ 等 

新東工業㈱ 
北興化学工業㈱ 
美濃窯業㈱ 等 

クニミネ工業㈱ 
加美電子工業㈱ 
宮城化成㈱ 等 

㈱ダイナックス 
㈱ニッコー 
アミノアップ化学㈱ 等 

長州産業㈱ 
㈱ヒロテック 
シグマ㈱  

田口電機工業㈱ 
㈱西部技研 
熊本防錆工業㈱ 等 

㈱タダノ 
四国化工機㈱ 
阿南化成㈱  等 

地域中核企業とのコミュニケーションを一段高めることを目的とした連携協議体 

 “まめに”会うための仕掛け 

 “すぐやる”支援 

テクノブリッジ・クラブ 

（平成27年6月22日現在） 



技術コンサルティングの戦略的な活用 

 
 連携のステップと具体的なメニュー 

技術コンサルティング 
新技術・事業の探索に向けた調
査・企画段階 

1stステージ 
受託・共同研究 

有望なアイディア・シーズの事業
化に向けて研究開発段階 

2ndステージ 事業化支援 
研究成果を事業化し、ビジネス
を軌道に乗せるための支援段階 

3rdステージ 

イノベーションセミナー 
技術交流会形式で 
新事業アイディア 

・シーズの掘り起し 

先端技術動向調査 
国際ネットワークを
活用した先端技術 
動向のリサーチ 

施設貸し制度 
産総研施設を活用した 

サンプル試作で 
事業化への挑戦を後押し 

国プロ立案・支援 
経産省・NEDO等の 

プロジェクト獲得に向け提
案書作成・研究実施 

まで連携 

受託・共同研究 
基礎研究から実証まで 

ニーズに応じた 
多様な研究開発を推進 

• まずはコンサルティングから、“やってみせる”と“味見”でスタート 
• 徐々にステップアップして、連携を深化・規模の拡大を目指す 
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産総研の拠点 
都道府県庁所在地 

47の都道府県 
公設試験研究機関 

＋ 
10の産総研研究拠点 

で全国をカバー 

• 産総研職員による公設試への出向、公設試
職員のイノベーションコーディネータへの委
嘱等の人事交流。 

• 所在地域にこだわることなく関係する技術
シーズを有した研究ユニットと連携して、地
域中堅・中小企業へ「橋渡し」。 

• 公設試の協力の下、産総研の技術ポテン
シャルとネットワークを活かした研修等を実
施。地域を活性化するために必要な人材を
育成。 
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地域の中小・中堅企業のニーズを把
握している公設試等との密接な連携 

中堅・中小企業の技術力の強化が鍵 

公設試との連携強化 



産総研と公設試・自治体・大学との連携状況 

静岡 
・包括協定締結 
 産学連携研究開発 
 プロジェクト補助金： 
 8千万円(H27年度） 

平成27年6月22日現在 

佐賀 
・包括協定締結 香川 

・包括協定締結 

富山 
・公設試所長 

栃木 
・公設試所長 

北海道 
・包括協定締結 
 （札幌市） 

福岡 
・包括協定締結 
 （北九州市） 

埼玉 
・包括協定締結 
 先端企業育成プロ 
 ジェクト推進事業： 
 2億円(H27年度） 

大分 
・公設試所長 

就任済・内諾済： ４６名 

人選中： １２名    

産総研イノベーションコーディネーター就任状況 

東京 
・都産技研 理事 

・包括協定締結 
 （都産技研） 

茨城 
・本庁科学技術振興課 

・包括協定締結 
 （茨城県、つくば市） 

福島 
・公設試所長 

・包括協定締結 
 （福島県、郡山市） 

岡山 
・公設試所長 

・包括協定締結 
 （真庭市） 

産総研職員出向等 

包括協定締結 

自治体との連携状況 

公設試・自治体・大学等と幅広い連携 

石川 
・石川県工業試験場 
技術振興委員会委員 
 

名大、名工大 
・マッチング事業 

筑波大 
・マッチング事業 

東北大 
・マッチング事業 

金沢工大 
・COI事業推進委員
会委員 

九工大 
・連携ラボ 

福島大 
・復興支援 

包括協定締結： 
 ２５件、３０大学 

大学との連携状況 

四国国立５大学、
高知工科大 

・マッチング事業 

京都 
・京都サイバー犯罪対
策研究会委員 

沖縄 
・LSラネットワーク形成
事業評価委員会委員 
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クロスアポイントメント制度の活用状況（H27.4.1現在） 
大学→産総研 

産総研→大学 
1 名古屋大学 研究グループ長 材料・化学 3

2 大阪大学 主任研究員 エネルギー・環境 1

No. 役職 領域名（産総研） 期間（年）出向先

1 名古屋大学 教授 エレクトロニクス・製造 3

2 名古屋大学 教授 材料・化学 3

3 大阪大学 教授 エネルギー・環境 1

4 東京工業大学 准教授 エネルギー・環境 3

5 山形大学 准教授 エネルギー・環境 1

6 北海道大学 教授 材料・化学 3

7 東京大学 教授 エネルギー・環境 5

8 東北大学 教授 エネルギー・環境 2

9 東北大学 教授 エレクトロニクス・製造 3

10 九州工業大学 教授 エレクトロニクス・製造 2

期間（年）No. 役職 領域名（産総研）出向元
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クロスアポイントメント制度を活用した大学との連携強化 
 大学、公的研究機関等、複数の機関と雇用契約関係を結び、どちらの機関においても
所属する者として活躍できるクロスアポイントメント制度を平成２７年度から本格的運用。 
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