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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 ～ 17 

P. 18 ～ 19 

… P. 20 
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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 
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（１） 
・高効率化・信頼性向上・フレキシブル化などを民間企業との連携やNEDOプロで 
 実施し、CIGS太陽電池で世界トップレベルの効率20.7％を達成。 
・GaAs/InP系4接合セルで効率31.6%を得た。さらに、安価な結晶Siセルを下層セ 
 ルとしたスタック作製プロセスを開発し、低価格が望めるGaAs/Si系のセルで効率 
 20.1％を達成。発電コスト7 円 / kWhを目指す有効な手段である。 
・日本特有の複雑な風況条件下で風速分布をナセル搭載LIDARで遠隔計測するこ 
 とに成功した。 
・産総研オリジナルの熱応答試験結果を組み入れた地下水流動・熱輸送モデルを 
 構築し、少数の観測井から有効熱伝導率の分布を推定する新しいポテンシャル 
 マップを作成した。 

（２） 
・世界最大級の水素キャリア製造・利用統合システム実証機を稼働し、エンジン排 
 熱を利用してMCHからの水素発生量を維持しつつ、この水素を60％混合した燃料  
 （世界最高水準）で熱効率40％を実現した。さらに、小型ガスタービンで、世界で初 
 めて100％アンモニア燃料による燃焼と発電に成功した。 
・Li硫黄電池用Li2S-FeS系正極材料の合成に成功し、段階充放電処理により通常 
 より大きな初期放電容量が得られた。さらに、電荷担体に金属イオンを含まない分 
 子性イオン新型二次電池の開発、イオン液体を用いたMg二次電池での理論容量 
 付近での充放電可能性を見出した。 

（３） 
・SiC 3.3kVスイッチングトランジスタの作製プロセス構築等で実用化に直結する成 
 果を得た。また、民間からの獲得資金は約9億円に達した。 
・TherMATと連携して、PbTeの内部にナノ構造MgTeを埋め込む技術を開発し、試 
 作モジュールにおいて世界トップレベルの発電効率11％（温度差590℃）を達成。 
・AICEと連携し、排気ガス再循環デポジット生成機構解明やディーゼルパティキュ 
 レートフィルタ（DPF）酸化触媒の機能評価等を実施した。 

（４） 
・出砂現象に対し、数値解析等を実施し得られたグラベル（砂利）の最適な粒子形 
 状を同定した。 

（５） 
・ナノ材料のリスク評価法を確立し、国際枠組み策定に向けたOECD工業ナノ材料 
 部会の専門家会合を主催。 
・四管式気流選別機により、廃棄された電子基板上のタンタルコンデンサを 
 92％、IC類を84％の分離効率で同時に回収することに成功（従来は30％程 
 度）。 

（１）新エネルギーの導入を促進する技術の開発 
 ・Si, CIGS等の太陽光発電システムにおける発電コスト低減と信頼性向上 
 ・スマートスタック技術を利用した薄膜多接合太陽電池について、コスト低減 
 を実現するためのプロセス開発 
 ・ネットワークの制御に利用可能な太陽光・風力のモニタリング技術構築 
 ・EGS（Enhanced Geothermal Systems）開発時の現像の解明や高温坑井用 
 機器の試作 
 
 
 
 

（２）エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発   
 ・再エネ等の長時間蓄蔵技術としてMCHの水素・エネルギーキャリアシステム 
 の水素混焼率を向上できる技術の開発 
 ・金属硫化物材料による数Ah級のラミネートセルの硫化物電池の試作実証 
 
 
 
 

（３）エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発  
 ・SiCスイッチングデバイスについて、1.2 kV、30 A級の低オン抵抗を有する 
 トレンチ型電界効果トランジスタの量産技術開発 
 ・省エネ化に資する未利用熱有効利用のための熱マネジメント技術の開発、 
 硫化物等の環境調和型熱電材料の量産化及び高耐久化技術の開発 
 ・クリーンディーゼルエンジン技術における燃料噴霧・着火・燃焼に関する 
 高度解析技術の開発 
 

（４）エネルギー資源を有効活用する技術の開発 
 ・メタンハイドレートの海洋産出試験で生じた出砂現象に係る室内実験や 
 解析評価による、長期的に安定な生産に必要な出砂対策手法の構築 
 

（５）環境リスクを評価・低減する技術の開発 
 ・ナノ材料の審査を想定したガイダンス原案の作成・技術試作モデルの試作 
 ・都市鉱山技術によるレアメタルリサイクル等、資源循環等対策技術の開発 

１．平成27年度の目標と主な実績 ＜目標＞ ＜実績＞ 

エネルギー・環境領域 エネ環 
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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 

備考 
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 

重み 0.27 0.27 0.27 0.025 0.025 0.025 0.09 0.025 ― 

委員評価 B,A,A, 
A/B,B,B 

B,A/B,B, 
A/B,B,B 

B,S/A,A/B,
B,B,B 

B,B,A, 
B,B,B 

B,A,A, 
B,B,B 

B,A,A/B, 
A/B,B,B 

A,S/A,A,
A,A 

B,A,B, 
B,B,B ― 

自己評価 A B A B B B A B ― 

総合評価                               A 

【目的基礎】 
 ・論文発表数の目標達成率は107.4%であり、伸び率は基準値比112.1%。うちIF10以上の論文誌に掲載された論文数は24報（所内2 
  位）と多い。 
  ＜高IF筆頭論文トップ3＞ 1. X. Hu et al., Energy & Environmental Science 9, 517-529 (2016). [IF: 25.427] 
                1. Y. Liu et al., Energy & Environmental Science 8, 2664-2667 (2015). [IF: 25.427] 
                1. K. Liao et al., Energy & Environmental Science 8, 1992-1997 (2015). [IF: 25.427] 
 

 ・固体高分子形燃料電池の高性能化・高耐久化及び水素製造と発電を両立する可逆型燃料電池の開発に対し、 
  CALTECH THE RESONATE AWARDS 2015を受賞。（業績名：Resonate Award recipient for innovating enhanced materials for       
        next-generation fuel cells, 業績例：Ioroi et al., J. Electrochem. Soc. 155, B321 (2008) [IF: 3.014].) 
 

【橋渡し前期（H27に新規に受託したNEDOプロ等）】 
  ・SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発（SIP）  ・革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発事業 
  ・薄型セルを用いた高信頼性・高効率モジュール製造技術開発  ・小型V溝バイオセンサーの開発に関する研究 
  ・CIS太陽電池高性能化技術の研究開発             ・地熱発電のための簡易遠隔温泉モニタリング装置の研究開発 
  ・固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究 ・太陽電池性能高度評価技術の開発                他 
 

【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・TPEC参加企業から合計約9億円をはじめ、受入れた民間資金は総額約19.6億円に達する。 
  ・A社 トレンチMOSデバイスに関する基礎検討（約4.7億円）       ・D社 第一世代UMOSデバイスの成果普及活動（約0.6億円） 
  ・B社 再生可能エネルギーを用いた水素製造利用技術開発（約1.3億円） ・E社 化合物薄膜太陽電池の高性能化（中略）研究（約0.5億円） 
  ・C社 次世代MOSデバイスに関する基礎検討（約1.0億円）             他 
 

 ・住友電工からプロセス共同研究のための6インチラインの現物資産（評価額6億円）を受け入れ、SiCパワー半導体デバイス量産 
  ラインの構築を開始した。 

２．特筆すべき成果 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

エネ環 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 



5 

（１）創薬基盤技術の開発 
 

• バイオとロボット・ＩＴ技術を統合した医薬リード化合物最適化技
術の高度化・高速化 
 

• 糖鎖マーカー等を活用した高い特異性をもつ分子標的薬開発
のための基盤技術開発 

 
• 世界最大の天然物ライブラリーや先進的な細胞操作技術を利
用した、新しい創薬技術基盤、医療技術基盤の開発 

 
 

 
（２）医療基盤・ヘルスケア技術の開発   
 

• 再生医療技術等に資する生体材料ならびに医療機器・システ
ムの技術開発 
 

• 健康状態を簡便に評価する技術や感染症等の検知デバイスの
開発 

 
 
 

（３）生物機能活用による医薬原材料等の物質生産技術
の開発  
 

• 組換え微生物生産技術開発のための遺伝子探索と評価 
 

• 組換え植物を利用した有用物質生産技術開発 
 

１．平成27年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

生命工学領域 生命工学 

（１） 
• 汎用ヒト型ロボット「まほろ」によるバイオ実験の自動化システムを開発・販売す

る産総研発のベンチャー企業（ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株
式会社）を設立し共同研究先やJSTからの資本参加を受けた。 

• 平成27年1月に保険適用を受けた糖鎖マーカーを活用した肝線維化診断薬
M2BPGiの有効性検証を進め、平成27年度売り上げ実績は約1.9億円（本診断薬
を利用した患者数は延べ約20万人）となった。 

• 胆管がんや卵巣がん、肺がんについても検出可能な糖鎖マーカーの候補を選
定し、実用化に向けて検出系の開発や検証を実施した。 

• 世界最大級の天然物ライブラリーを用い、上市駆虫薬イベルメクチンを含む数
種類の薬剤ががん細胞の接触阻害に関与する遺伝子を阻害する新規機能があ
ることを発見した。 

• 独自に開発した高効率組換え蛋白質発現システムを応用し、ヒト抗体など従来
の技術では生産が困難であったバイオ医薬品を、高い遺伝子発現効率で安定
生産する技術を確立した（製剤Aの遺伝子発現効率は従来の100倍超）。 

（２） 
• 未分化のヒトiPS細胞とヒトES細胞に特異的に反応するレクチンと薬剤を融合し、

培地に添加するだけで未分化細胞を選択的に除去する技術を開発した。この技
術を国内試薬メーカーに橋渡しし、試薬（未分化ヒトES細胞・iPS細胞除去試薬：
rBC2LCN-PE23）として上市された。 

• マウスES細胞から、試験管内で胃の組織を丸ごと分化させる培養技術を開発し、
成体の胃組織と同様にヒスタミン刺激に応答して胃酸を分泌し、消化酵素などを
分泌するマウスの胃の組織細胞の作製に世界で初めて成功した。 

• 企業や大学医学部との共同研究で開発した超高感度・正確なマラリア診断デバ
イスについて、ケニア共和国やウガンダ共和国でマラリア患者260症例について
検証し、極めて正確にマラリア感染赤血球を定量検出可能なことを実証した。 

（３） 
• 昆虫が持つ菌細胞ができる仕組みを初めて解明、鍵となる遺伝子（Ubx）を同定

し、昆虫と微生物の共生メカニズムを解明した。 
• 農作物の重要害虫として知られるカメムシ類の消化管には細菌を選別する特殊

な器官があることを発見し、カメムシが共生細菌を体内に取り込む特異な仕組
みを解明した。 

• イネにおいて木質生産を制御する遺伝子を、ポプラに導入することで木質を4割
増強し、木材の強度を約6割向上することに成功した。 
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【目的基礎】 
 ・論文発表数の目標達成率は105.0%であり、伸び率は基準値比122.1%。うちIF10以上の論文誌に掲載された論文数は18報。 
  ＜高IF筆頭論文トップ3＞   1. Y. Kida et al., Cell Stem Cell 16 (5), 547-555 (2015). [IF: 22.387]  
              2. K. Sumita et al., Molecular Cell 61, 187-198 (2016). [IF: 13.958]            
                                         2. T. Osawa et al., Molecular Cell 58, 418-430 (2015). [IF: 13.958] 
 

 ・Human Frontier Science Program 研究グラントを獲得。 
   ミツバチの腸内細菌の一群を研究モデルとして用い、自然生態系における遺伝子水平伝播の影響について研究を実施する。  
    世界871の研究チームの中から、唯一日本人が代表者を務めるチームとして選出。（生物プロセス研究部門 宮崎 亮 研究員） 
 

【橋渡し前期（H27に新規に受託したAMEDプロ等）】 
  ・肝疾患病態指標血清マーカーの開発と低侵襲かつ効率的に評価・予測 ・自己抗体マーカー探索システムの開発  
   する新規検査系の実用化                     ・天然物ライブラリーを用いた探索試験の実施 
  ・細胞性粘菌リソースの安定提供と発展               （次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤）                  
  ・B型肝炎ウイルスにおける糖鎖の機能解析と医用応用技術の実用化                            他 
 

【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・バイオ医薬品生産について民間企業と大型知財ライセンス契約締結。 
 ・前年度末に保険適用を受けた糖鎖マーカーを用いた肝線維化診断薬の売上げが約1.9億円となった。罹患者数約38万人に対し、 
  本マーカーを利用した患者数は延べ約20万人に上る（本マーカーの利用頻度は平均的に年1回程度）。他に、本マーカーを利用し 
  うる慢性肝炎疑いの患者数は推定約31万人。 
 ・生命工学領域発のベンチャー企業３社が産総研技術移転ベンチャーとして認定（民間企業からの資本出資あり）。 
 ・民間企業との共同研究等による民間資金獲得額は総額約6.4億円。 
  ・A社 低侵襲医療機器装置の開発研究（約0.5億円)       ・C社 幹細胞の産業応用化に向けた試薬の開発（約0.2億円） 
  ・B社 キノコの有効成分の探索と利用に関する研究（約0.2億円）                             他 
 

                                           

２．特筆すべき成果 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

生命工学 

  「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務 
備考 

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 
重み 0.3 0.3 0.3 0.025 0.025 0.025 0.025 ― 

委員評価 B,A/B,B, 
A/B,B 

A/B,B,B, 
A/B,B 

A,A/B,A, 
B,A 

B,B,B, 
B/C,B 

B,B,B, 
B/C,B 

A,A,A/B,
B,A 

A/B,A,A, 
B/C,A ― 

自己評価 A B A B B A A ― 

総合評価                             A 
※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 



情報人間 

１．平成27年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

（１） 
・ 日本の公的研究機関で初めて人工知能研究センターを設立。初年度中に200人 
 を超える研究者の体制を構築した。 

 
（２） 

・世界的な暗号安全性コンテストで世界記録を更新し、第1位から6位までを独占し 
 た。 
・高機能クラウド暗号化技術では、暗号化状態のまま任意のデータ処理を可能とす 
 る完全準同型暗号技術において、従来は平文データを１ビット毎に個別に暗号化 
 する必要があったが、安全性を犠牲にすることなく高速処理が可能となる多値デー  
 タ一括処理方式を世界で初めて開発した。 
・個人を特定する情報ではなく性別や所属組織などの属性を用いて復号を許可す 
 る属性ベース暗号において、従来技術では暗号文サイズが属性数に比例した大き 
 な値となっていたのに対し、本研究では、暗号文サイズが属性数によらず、標準的 
 な安全性レベルにおいて平文サイズに320ビットを加えた、世界最小の値となる属 
 性ベース暗号を実現した。 

（３） 
・テーラーメイド化を目指したニューロリハビリテーション技術の開発では、脳損傷モ 
 デルに関して、脳卒中患者の病態に近い運動障害を示す内包梗塞サルモデルを 
 世界に先駆けて開発した。 
・fNIRS（機能的近赤外分光法）による評価技術に関しては、体動アーティファクト除 
 去により70％のノイズ低減を実現し、脳神経活動成分のリアルタイム抽出技術を 
 確立した。 
・ドライバ状態評価技術の開発では、高齢ドライバの状況適応能力の定量化技術、 
 自動運転時のドライバ状態を定量的に計測する技術を開発した。 

（４） 
・災害対応・インフラ維持管理ロボット技術の研究開発の全テーマにおいて、産業界 
 と共同研究を積極的に実施した。特に、東日本大震災以降、最重要課題である福 
 島第一原発廃炉作業に向けて、現場環境に適したロボットを設計するためのロ  
 ボットシミュレータを開発し、日本原子力研究開発機構に納入した。 
・生活支援ロボットとして、多くの公的資金を獲得し、大規模国家プロジェクトで20社 
 以上の民間企業のロボット安全性確保を支援し、製品化実績を挙げた。 
・DARPAロボティクスチャレンジでは世界10位（日本の参加チームとしては最高位） 
 だった。 

（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 
 ・人工知能・ビッグデータについては、これらがもたらす変革を最大限活用す 
 ることで、日本経済の潜在成長率の低迷等の構造的課題を新たなアプロー 
 チで解決できる可能性があり、また、「2015年ロボット新戦略」では、就労人  
 口減少および安心安全な社会の実現に向け、ロボットと人工知能とを合わせ、 
 日本が世界をリードするイノベーションの拠点となることを目指す。 
 

（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社会に向けたセキュリティ問題について対応する高機能クラウド暗号化 
 技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 

（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  
 ・高齢化社会に向けた健康寿命向上に対応するためのテーラーメイド化を目 
 指したニューロリハビリテーション技術の開発 
 ・fNIRS（機能的近赤外分光法）による評価技術の開発 
 ・ドライバ状態評価技術の開発 
 
 
 

（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 
 ・災害対応・インフラ維持管理ロボット技術の開発 
 ・生活支援ロボットの安全検証技術の成果に基づいて、ロボット介護機器の 
 安全基準・効果性能基準の策定評価を行うとともに、民間企業のロボット介 
 護機器の開発支援を実施 

情報・人間工学領域 
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【目的基礎】 
 ・＜高IF筆頭論文トップ3＞ 1. N. Matsumoto et al., J. Neuroscience 36 (1), 43-53 (2016). [IF: 5.924] 
              2. M. Yoshie et al., Scientific Reports 6, 19305 (2016). [IF: 5.228] 
              3. K. Kaida et al., Neurobiology of Learning and Memory 121, 72-79 (2015). [IF: 3.439] 
 

 ・ダルムシュタット工科大が主催する暗号の安全性を評価するための格子暗号解読コンテストSVP Challengeで世界記録を更新し、 
  第１位から第６位までを独占(277エントリ中)。 
 
【橋渡し前期（H27に新規に受託したNEDOプロ等）】 
  ・ブレイン・マシン・インターフェース／脳波によるヒト型ロボット高速制御技術の実現可能性に関する検討 
  ・非整備環境対応型高信頼ヒューマノイドロボットシステムの開発 
  ・重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保／（b1）認証制度の設計（SIP）                       他 
 
【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・参考値ながら、産総研技術移転ベンチャー（ミライセンス、ライフロボティクス）への投資ファンド等からの出資額約8億円を 
  加算すると、民間資金獲得額は目標額の2倍近くに達する。 
 ・生活支援ロボットの安全検証技術を開発し、国際標準化を実現したことに対して、第13回産学官連携功労者表彰内閣総理大臣賞 
  を受賞。Honda歩行アシスト（本田技研工業株式会社）等の製品化を支援した。 
 ・ISO/TC22(自動車)/SC13(人間工学)/WG8(ITS機器のヒューマンインターフェース)における標準化の取り組みに対して、工業 
  標準化事業表彰を受賞。 
 ・民間企業との共同研究等による民間資金獲得額は総額約5.7億円。 
  ・A社 清涼飲料／アルコール飲料に関するニューロマーケティング手法の開発 ・C社 生体力学特性に基づくランニング用板バネ足部の開発 
  ・B社 UAV屋内飛行技術に関する研究                   ・D社 ゲノム関連データの高速情報解析に関する研究 
                                                                 他 
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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 

備考 
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 

重み 0.3 0.3 0.3 0.025 0.025 0.025 0.025 ― 

委員評価 A,A,B, 
A/B,B 

A/B,B,B, 
B,B 

A,B,B, 
A/B,B 

B,B,B, 
B,B 

B,B,B, 
B,B 

A,B,B, 
B,B 

A,A,A, 
B,B ― 

自己評価 B B S B B B A ― 

総合評価                             A 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

２．特筆すべき成果 
情報人間 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 



（１） 
・木質バイオマス材料から、機能化学品エンプラモノマーを合成するプロセスにつ 
 いて、必要な酸量をベンチマークプロセス（Biofineプロセス）比で1/20に低減させ、 
 かつ収量を20％程度向上させる合成技術を開発した。 

（２） 
・グリーン溶媒CO2を用いた塗装技術開発で、産業利用に資する大きな成果が得 
 られた。自動車トップクリアコートでは業界における塗膜性能基準をクリアし、成 
 果の一部は建機塗装関連企業のラインに実装された。 
・リグニンと粘土鉱物の複合化により、従来プラスチック材料の10倍程度の高い 
 水蒸気バリア性を持つ耐熱性膜材料を開発。印刷技術によりタッチセンサの試 
 作、動作検証を行った。 

（３） 
・産総研オリジナル技術であるスーパーグロース法を使った単層カーボンナノ 
 チューブ（CNT）プラントを日本ゼオン株式会社が周南市に完成させ、平成27年 
 11月から稼働を開始。 
・触媒形成方法開発や合成条件制御を含めた量産化に適したビーズ合成法の開 
 発により、単層CNTの収量を従来合成法に対し15倍以上に向上させ、プラントで 
 の実証実験を行った。 
・世界で初めて電子顕微鏡による軽元素（Li、H）の単原子計測に成功。IF10を超 
 える世界最高峰の学術雑誌にも掲載された。 
・電池等に適用できる電気化学シミュレーション技術の開発に成功。産総研コン 
 ソーシアムを設立し、シミュレーションの普及・適用事例拡大を進めた。 

（４） 
・チタン酸バリウムのナノキューブ集積体によるマイクロパターンの形成、固溶体 
 ナノキューブ合成に成功し、キューブ組成制御を可能とした。さらに新たに開発し 
 た強誘電性ナノキューブは、従来膜材料の10倍程度の高誘電率を実現した。 
・マイクロSOFC部材開発において、実用サイズ（10 cm角）に適用可能な燃料極 
 プロセス技術開発に成功。電圧損失1/4、電力を従来比2倍（800℃）を達成した。 
・フロンフリー磁気冷凍の基幹となるエントロピクス材料La(Fe-Si)13Hxの生成方 
 法改良で、熱処理時間の大幅な短縮と、磁気冷凍性能の高性能化のための基 
 幹材料の特性を改良した。  

（５） 
・難燃焼性マグネシウム合金の高強度化（350MPa）と高延性（14％）の両立を実 
 現した。 

（１）グリーンサステイナブルケミストリーの推進 
・リグノセルロース原料によるレブリン酸エステル生成と、有用な化学品群を 
 合成するための触媒･反応プロセスの検証 
 
 

（２）化学プロセスイノベーションの推進 
 ・企業と共に高温高圧反応制御やマイクロ波・マイクロリアクターの利用技術 
 等について、産業利用への展開 
 ・エレクトロニクス素材用の耐熱性ガスバリア膜材料開発と、従来材料に対す 
 る透湿度等性能優位性検証 
 
 

（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 
・精密に構造を制御したナノカーボン材料の量産化。現在のプラントでの収量 
 を10倍程度（15 mg/cm2）に向上させるための製造技術開発 
・電子顕微鏡等の構造・元素解析の評価手法高度化。原子レベルでの化学結 
 合や構造解析の適応範囲拡充 
・電池等を主なターゲットとした反応プロセスシミュレーション技術等研究開発 
 
 
 
 

（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 
 ・結晶構造、形状、サイズをナノレベルで精密に制御したチタン酸バリウム等 
 のナノキューブの量産化技術設計指針の構築 
・高集積化可能なマイクロSOFC部材技術の活用、発電モジュール部材等試作 
・フロンフリー冷凍システム等の実現に向けた、エントロピクス材料等の探索 
 
 
 

（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 
 ・マグネシウム合金、アルミニウム合金、チタン合金、炭素繊維強化プラスチッ 
 ク等の新構造材料について、成形性に優れた自動車部品等の試作 

１．平成27年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

材料・化学領域 材料化学 
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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 

備考 
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 

重み 0.3 0.3 0.3 0.025 0.025 0.025 0.025 ― 

委員評価 A,A,A, 
A,A,S/A 

A,A,B, 
B,A/B,A/B 

S,A,S, 
S/A,S/A,S/A 

B,B,A, 
B,B,B 

A,A,B, 
A/B,A,A 

S,A,S/A,
A,A,A 

A,B,A, 
B,A/B,A ― 

自己評価 A B S B A A A ― 

総合評価                             A 

材料化学 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 

【目的基礎】 
 ・論文発表数の目標達成率は101.6%であり、伸び率は基準値比104.5%。うちIF10以上の論文誌に掲載された論文数は33報（所内 
  1位）と多い。 
  ＜高IF筆頭論文トップ3＞ 1. T. Kodaira et al., Advanced Materials 27, 5901-5905 (2015). [IF: 18.960] 
              2. K. U. Laszczyk et al., Advanced Energy Materials 5, 1500741 (2015). [IF: 15.230] 
              3. Y. C. Lin et al., Nano Letters 15 (11), 7408-7413 (2015). [IF: 13.779] 
 

 ・世界で初めて電子顕微鏡による軽元素（Li、H）の単原子計測に成功し、電子顕微鏡等による構造・元素解析の評価手法の高度 
  化の成果がNano Letters [IF: 13.779]やNature Communications [IF: 11.329]等の高IF論文誌に掲載された。 
 

【橋渡し前期（H27に新規に受託したNEDOプロ等）】 
  ・生物表面模倣による難付着・低抵抗表面の開発 ・革新的分離技術の導入による省エネ型基幹化学品製造プロセスの研究開発 
  ・超精密原子配列制御型排ガス触媒の研究開発                                          他 
 

【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・スーパーグロース法を使ったCNTプラントを日本ゼオン株式会社が周南市に完成させ、平成27年11月から稼働を開始。 
 ・CO2塗装技術開発において、自動車トップクリアコートでは業界における塗膜性能基準をクリアする他、成果の一部が建機塗装 
  関連企業のラインに実装された。 
 ・民間企業との共同研究等による民間資金獲得額は総額約9.2億円。 
  ・A社 CNT合成炉実用化に向けた課題解決研究                     ・D社 新規血糖値センサの製品化に関する研究   
  ・B社 自動車用ワイヤーハーネス用コネクタ接触信頼性向上の為の創製、維持、劣化の研究 ・E社 低燃焼性ガスの燃焼挙動に関する研究  
  ・C社 無機素材を用いた機能品の開発に関する研究                                        他 

２．特筆すべき成果 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 



11 

（１） 
・作製プロセスの改良によって記憶層のイリジウム薄膜と極薄（1 nm）のコバル 
 ト薄膜の原子レベルでの混じり合いを抑制し、実用的な垂直磁化STT-MRAM 
 用の超低抵抗記録素子を開発した。世界最高性能である100 mV以下の超低 
 電圧書き込みを実現した。（従来は400 mV程度が必要だった。） 
・シリコンフォトニクスによる実用的な8×8光スイッチを試作し、その制御回路を 
 開発した。超低エネルギー・大容量光ネットワークテストベッドを世界に先駆け 
 て安定稼働させた。 
・産総研コンソーシアム「PHOENICS」を発足し、光デバイス関連企業10社と連 
 携体制を構築した。 

（２） 
・将来的に展開しうる日本の製造業の状況を網羅的に記述することができる外 
 部環境に適用可能な生産システムのシナリオ分析手法を提唱した。 
・極薄シリコン実装技術を用いた橋梁モニタリング用動ひずみ高感度センサア 
 レイシートを世界で初めて開発した。 

（３） 
・世界で唯一の自動連続一貫印刷デバイス生産ラインを構築した。 
・厚膜（3 μm厚以上）、高精細（10 μm幅以下）、高均質（ばらつき10%以下）を 
 両立させ、かつ生産性が高い印刷デバイス配線形成技術を開発した。 
・半導体ミニマルファブ構想の中で、小型化した実用機の実現が難しかったイ 
 オン注入装置の開発を行い、イオンの打ち込みに成功。同様に、実現が難し 
 かったCVD装置の開発を行い、気流を制御しキャリアガス流量を1/10とした小 
 型装置による単結晶エピタキシャル層の成長に成功した。 
・デバイス製造プラットフォーム構築に向けて、装置間のシャトル搬送機構を開 
 発するとともに、フルミニマルによるアルミゲートCMOSプロセスおよびクリーン 
 ルーム装置とのハイブリッドプロセスによるTiNゲートCMOSプロセスレシピを 
 整備した。 

（４） 
・ハイブリッドAD法では、300℃以下の低温プロセスでイットリアやアルミナ材料 
 について従来のAD法と同等の膜密度、膜質を維持したまま、ほぼ10倍の成 
 膜速度の向上を実現した。 
・光MOD法について、実装基板上で抵抗温度係数12%のボロメータ膜、ハイブ 
 リッ ド溶液による新規なフレキシブル高耐熱抵抗体膜を開発した。 

（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 
・垂直磁化STT-MRAMの記憶素子の材料及び作製プロセスを改良することによ 
 り120 mV 以下の超低電圧書き込み技術を開発する。 
・ダイナミック光パスネットワーク・テストベッドの整備等、実用化・標準化検討のた 
 めの環境を整備する。 
・産総研コンソーシアムを形成し、シリコンフォトニクス・プラットフォーム上で機関 
 を跨って製造可能なハイブリッド集積デバイスの基本仕様を決定する。 
 
 
（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   
 ・広範囲に分散した製造設備や労働力を柔軟かつ効率的に活用して、製造設備 
 ネットワーク全体として高い付加価値を創出するための手法を確立する。 
・無線センサネットワークによる安全安心道路インフラの実現のために、フレキシ 
 ブル回路基板上に極薄シリコン転写技術によるひずみセンサ等を集積化したデ 
 バイスを試作する。 
 
（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 
 ・高効率有版印刷デバイス製造技術、製版技術、低抵抗配線形成技術等の開発 
 を行い、それにより大面積フレキシブル基板上に厚膜高精細パターンを形成さ 
 せる技術を開発する。 
・多品種少量の半導体生産向けのミニマルファブ構想を提唱し、小型化の難度が 
 高いイオン注入装置とCVD装置について開発を進め、デバイス試作に供するこ 
 とのできるレベルにまで仕上げる。開発した一連の装置がユーザーにとって使 
 いやすいデバイス製造プラットフォームとなるように、標準的なデバイスについて   
 プロセスを開発し、レシピを整備する。 
 
 
（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 
 ・エアロゾルでポジション法（AD法）では、プラズマの援用等により大幅な成膜速 
 度向上の目途を得る。 
・光金属有機化合物分解法（光MOD）については、高感度センサ、高耐熱部品及 
 び発光部材の事業化に向けて実装成膜、特性評価を行い、部材・デバイスレベ 
 ルに必要な性能を立証する。 

１．平成27年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

エレクトロニクス・製造領域 エレ製造 
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【目的基礎】 
 ・論文発表数の目標達成率は86.3%であり、また伸び率は基準値割れしている(96.4%)。一方、IF10以上の論文誌に掲載された 
  論文数は21報(所内3位)と多い。 
  <高IF筆頭論文トップ3>   1. Y. Noda et al., Advanced Materials 27, 6475-6481 (2015). [IF: 18.960] 
               2. A. Iyo et al., J. American Chemical Society 138 (10), 3410-3415 (2016). [IF: 13.038] 
               3. E. Uchida et al., Nature Communications 6, 7310 (2015). [IF: 11.329] 
 

 ・超薄膜金属磁石の磁気異方性を、電圧を加えることで制御する技術の開発に取り組み、トンネル磁気抵抗素子を電界で駆動 
  させる手法を実現したことに対し、毎年数名しか選出されないつくば奨励賞を受賞。（業績名：超省電力高速スピン制御技術の 
  実現とその応用） 
 
【橋渡し前期（H27に新規に受託したNEDOプロ等）】 
  ・IoT 向けセキュリティ確認技術の研究開発（SIP）         ・ビッグデータ処理を加速・利活用する脳型推論システムの研究開発 
  ・デザイン多用途型省エネディスプレイ        ・直描その場製版式付着力コントラスト印刷装置の開発 
  ・CIS太陽電池高性能化技術の研究開発        ・印刷製造物理複製不能回路を利用したセキュリティタグの研究開発 
  ・インテリジェントカーシートを実現するセンサテキスタイルの開発              他 
 
【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・産総研技術移転ベンチャーへの投資ファンド等の出資額約１億円は、橋渡し後期への貢献として大きい。 
 ・TOTO株式会社が産総研シーズ技術のAD法を使用して低発塵性部材を実用化したことに対し、第6回ものづくり日本大賞内閣総 
  理大臣賞を受賞。（受賞件名：次世代半導体デバイスを支える「製造装置用低発塵性部材」の開発） 
 ・民間企業との共同研究等による民間資金獲得額は総額約6.5億円。 
  ・A～F社 光MOD法によるセンサ開発等（約0.2億円） ・G～J社 高容量新規負極材料等（約0.1億円）                他 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 

エレ製造 

  
「橋渡し」のための研究開発 「橋渡し」のための関連業務 

備考 
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 

重み 0.3 0.3 0.3 0.025 0.025 0.025 0.025 ― 

委員評価 A,S/A,A, 
S/A,A 

A,A,A, 
A/B,A 

A/B,A/B,B, 
A/B,B 

B,A/B,B, 
B,B 

B,B,B, 
B,B/C 

A,A,A, 
A,A/B 

A,A,A/B, 
B,A/B ― 

自己評価 A A B B B A A ― 

総合評価                             A 

２．特筆すべき成果 



（１） 
・1/5万地質図幅は「茂原」を含む４図幅（５区画）の完成、1/20万地質図幅は１区画 
 の改訂出版を行なった。次世代シームレス地質図の全体調整を実施した。 
・海域地質は海洋地質図２枚を出版し、主要四島周辺の整備を完了した。 
・ボーリングデータ整備と地質地盤を３次元で可視化する技術の開発を進めた。 
・1/20万駿河湾北部沿岸域の海陸シームレス地質情報集、および富士川河口断層 
 帯及び周辺地域の1/5万地質編纂図として取りまとめた。 

 
（２） 

・陸域・海域で合計7断層帯の調査と活動性評価を実施した。活断層データベース 
 は、活動セグメントパラメータ評価の見直し、28セグメントの形状変更、調査地点 
 データの追加（約980件）を実施した。 
・富士火山の地質図について最新の調査結果を取りまとめ、平成27年の口永良部 
 島噴火、箱根噴火、平成26年御嶽山噴火について火山噴出物の物質科学的研究 
 を実施した。 

（３） 
・日本海での表層型メタンハイドレート調査を広域(63,700km2)で実施した。海中ロ 
 ボット（AUV）を使用して高密度（測線間隔10 m等）・高精度で海底地形マッピング 
 を行い、資源量推定のデータを取得し分布傾向を把握した。 
・地下に圧入したCO2の挙動を監視（モニタリング）する技術開発に取り組み、超伝 
 導重力計を駆使した高精度重力モニタリング法を開発した。 
・環境水中セシウムの連続迅速モニタリングシステムを開発し、民間企業との共同 
 研究を獲得した。 
・水文環境図｢富士山」整備にあたり、富士山頂から駿河湾海底にいたる高度差 
 4,000 mにおよぶ地下水流動の実態を解明した。 
・沖縄トラフ東縁海域では深海曳航探査装置を用いた調査により硫黄鳥島堆で従 
 来法では分からなかった熱水プルームを捉え、多種類金属を含む塊状硫化物の 
 存在も確認した。 

（４） 
・地質情報の統合ビューアである地質図Naviで表示しているラスター画像を、国際 
 標準形式 (WMTS) で配信する新サービスを開始した。 
・1/20万シームレス地質図のビューアをバージョンアップし、オープンソースへの移 
 行を果たした。 

（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
全体調整。 
・海洋地質の知的基盤情報の整備、日本周辺海域の鉱物資源成因及び
賦存資源ポテンシャルの情報整備。 
・相模湾から房総半島沿岸域の地質・活断層調査研究、千葉県湾岸低地
の地質地盤の調査・情報整備。 
・地質調査の人材育成。 
 

（２）レジリエントな社会基盤の構築に資する地質の評価  
・陸域・沿岸海域の5地域以上の活断層調査と地震調査研究推進本部へ
の情報提供。 
・富士山地域の地質図の刊行、3火山以上の調査。 
・噴出物の解析結果等、噴火推移等の予測にかかる情報提供。 
・超長期（100万年）の将来にわたる地質変動および地下水・深部流体の
将来予測・評価手法の検討と整理。 
 

（３）地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発 
・工業原料鉱物の評価、機能性鉱物材料の合成及び工業的利用に関する
技術開発。 
・日本海等の表層型メタンハイドレートの調査。 
・石油・天然ガス等燃料資源鉱床の成因解析、資源量評価手法の開発。 
・二酸化炭素地中貯留のための多面的監視手法の実施指針の作成。 
・水中低濃度放射性セシウム等の有害物質汚染に係る計測・浄化及びリ
スク評価技術の高度化。 
・富士山地域の水文環境図の編集。 
 

（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27年度の目標と主な実績 

地質調査総合センター 
＜目標＞ ＜実績＞ 

地質 
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【目的基礎】 
 ・表層型メタンハイドレートの調査における高密度な詳細海底地形マッピングは世界初である。表層型メタンハイドレートは海底地形的なマ 
  ウンド（凸部）周辺に賦存することが多く、海底地形を詳細に調査することで、有望エリアをさらに絞り込むことが可能である。この探査 
  手法は、表層型メタンハイドレート分布把握・資源量評価に極めて有効であり、資源量推定に向けた橋渡しにつながる着実な成果である。 
 ・地域地質に関する研究成果としての邦文査読付論文誌は67報あり、前年度比131.4%増加している。 
 

【橋渡し前期】 
 ・JOGMEC受託研究やSIPプロジェクトを通じて、日本周辺海域の鉱物資源の成因及び賦存資源ポテンシャルに関する情報整備を行った。 
  沖縄トラフ東縁海域では深海曳航探査装置を用いた調査により硫黄鳥島堆で従来法（船上からの調査）では分からなかった熱水プルー 
  ムを捉え、多種類金属を含む塊状硫化物の存在も確認し、新たな調査に発展した。これらの成果により、「広域調査」から「資源量評価」 
  へとつなぐ技術やノウハウの整理（プロトコル化）を進めた。        
 

【橋渡し後期】 
 ・GSJが主体で開発した手法である環境水中の低濃度の放射性セシウムモニタリング手法は、IAEAなども参加した精度評価試験において、 
  その有効性が確認された。また、放射性セシウムモニタリング技術を標準化し移転普及するとともに、その濃縮用カートリッジの製品化を 
  実現した。 
 

【知的基盤】 
 ・自治体等が軟弱地盤，断層の分布等を知り，交通網や都市の設計安全評価に役立つ基盤情報として1/5万地質図幅千葉県の「茂原」や「新 
  潟」を含む4図幅（5区画）の完成、1/20万地質図幅は１区画の改訂、海洋地質図2枚、駿河湾北部沿岸域の海陸シームレス地質情報集の取 
  りまとめを実施。都市部の3次元地質情報について、千葉県北部をモデル地区としてデータの整備と閲覧システムの構築を進めた。 
 

【マーケティング力】 
 ・地震・火山等を中心に273件の取材（産総研全体の3割強）と延べ424件の報道があった。地質関係のデータベースアクセス数は国内最大級。 
 

２．特筆すべき成果 

３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 

  「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  備考 

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 
重み 0.12 0.12 0.12 0.025 0.025 0.025 0.025 0.54 ― 

委員評価 A/B,S/A,B, 
A/B,B/C 

A,A,A/B, 
S/A,A/B 

B,B,B/C, 
B,B 

B,B,B/C, 
A/B,B 

B,B,B, 
B,B/C 

A/B,B,B,
B,B 

A/B,B,B,
B,B 

A/B,A,A/B,
B,A/B ― 

自己評価 B A C B A B B B ― 

総合評価                               B 

地質 
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（１） 
・タンパク質の新しいアミノ酸配列解析法として、狙った結合を選択的に切断すること 
 で直接分析が可能なラジカル分解質量分析法の量子科学計算を用いた詳細なメカ 
 ニズムを解明し、論文発表（J. Phys. Chem. B誌の表紙に採用）。 
・ナノ材料の安全性を確保し、適正管理を可能とする基盤として、ナノ材料のサイズを 
 選別する分級モジュールを中核とした複合計測システムのプロトタイプを開発。 
・産総研の世界最大規模の高精度・大流量校正設備を用い、全20社の民間企業と流 
 量計測技術に関する資金提供型共同研究や受託研究を行い、民間校正設備の精度 
 向上や校正事業への新規参入に結び付けた。 
・産総研が開発した有機化合物のオンラインメタン化を利用した炭素数に正確に比例 
 した感度を持つ「ポストカラム反応GC-FIDシステム」の技術を企業に橋渡しし、その 
 装置の製品化を支援（日本分析化学会先端分析技術賞CERI評価技術賞）。 

（２） 
・医療用放射線量標準などの新規開発・高度化を進め、主に婦人科の放射線治療に 
 用いられるIr-192医療用小線源の標準開発に成功（プレス発表）。 
・現行の「国際キログラム原器」による定義を置き換えるため、シリコン結晶球を使用 
 して世界で最初に国際キログラム原器の質量安定性を超える精度で質量標準を実 
 現。また、“秒”の改定に向け、超高精度な中間発振器を用いたことなどにより光格子 
 時計の測定精度を３倍以上向上させた。 
・食や水の安全に関して、国際基準に適合した貝毒の認証標準物質や、水道水質検 
 査方法の告示改正に対応した水質検査用標準液を整備し、供給体制を整えた。 
・国家計量標準の供給が370件、産総研依頼試験が465件、標準物質の頒布が2030 
 件、基準器検査1333件、型式承認83件、計量研修生610名を達成。 
・国際度量衡委員ポスト等を継続して獲得。二国間MoUに基づく技術専門家の派遣 
 （10カ国へ29名）と招聘、主にアジア地域を中心とした研修生の受け入れ（13カ国か 
 ら58名）を実施し、我が国の計量分野での国際的プレゼンス向上に努めた。 

（３） 
・計測分析・校正など豊富な技術や知識を活用し、認証や校正に関する技術指導、計 
 測機器の特性や信頼性評価、製品化のためのアドバイスなどの技術コンサルティン 
 グ業務を実施、契約数35件（7領域で最大）、総額約3,165万円に達した。 
・独自の技術マーケティング会議を通した所内連携体制の下、橋渡し推進のための組 
 織的な活動として、企業訪問等のトップマネジメント、テクノブリッジフェア出展等ボト 
 ムアップ活動、さらにコンソーシアムによる民間企業との連携、技術戦略マップの作 
 成など、戦略的なマーケティング活動の結果、企業への橋渡しや民間資金獲得額の 
 目標達成につなげることができた。 

（１）「橋渡し」のための研究開発： 計量標準に関連した計測技
術の開発 
・目的基礎研究として、特に超高安定マイクロ波発信機、加速器利用等の 
 研究に注力する。 
・橋渡し研究（前期）として、特に3次元形状計測技術、ナノ粒子を含むナノ 
 構造体計測など基盤技術等の研究に注力する。 
・橋渡し研究（後期）として、特に流量計測技術、表面形状計測技術、レー 
 ダ用アンテナ等の研究に注力する。 
・スペクトルデータや熱物性データ、国内外の計量標準サービスに関する 
 情報を更新・拡充する。 
 
 
（２）計量標準の知的基盤の整備  
・物理標準： 高温熱電対、蓄電池の内部インピーダンス、医療用線量標 
 準等の開発・範囲拡張・高度化等の整備を知的基盤整備計画に沿って 
 行う。 
・ 標準物質： 既存標準物質の安定性評価を行い、水道法等の規制に対 
 応した標準物質を知的基盤整備計画に沿って開発、整備する。 
・計量法に係る業務については、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に取り組む。 
・計量教習、計量講習、計量研修を実施し、法定計量技術に関わる人材育 
 成を行う。 
・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、計量標準に関連する工業標準化、国際標準化へ貢献する。 
・国際比較等を通じて計量標準の管理を行い、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行う。 
 

（３）「橋渡し」のための関連業務 
・ユーザーの計測課題を解決するため、開発した計測・解析手法や装置を 
 利用して、技術指導や機器公開による計測支援等を行う。 
・スペクトルデータや熱物性データ、国内外の計量標準サービスに関する 
 情報を更新・拡充する。 

１．平成27年度の目標と主な実績 

計量標準総合センター 
＜目標＞ ＜実績＞ 

計量標準 
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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 
知的基盤 備考 

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期 指導 ﾏｰｹ力 連携 人材 
重み 0.18 0.18 0.18 0.025 0.025 0.025 0.025 0.36 ― 

委員評価 B,A/B,A/B, 
A/B,B,B 

B,B,A/B, 
A,B,B 

A/B,B,A/B,
S/A,B,B 

A/B,A,A/B,
A/B,A,A 

A/B,A,A/B,
A/B,A/B,A 

B,B,B, 
B,B,B 

B,B,B, 
B,B.B 

A/B,A/B,B,
A,B,B ― 

自己評価 B B A A A B B B ― 
総合評価                               B 

計量標準 

【目的基礎】 
 ・タンパク質の新しいアミノ酸配列解析法であるジカル分解質量分析法の量子科学計算を用いた詳細なメカニズムを解明し、国際論文誌 
  J. Phys. Chem. B [IF: 3.302]の表紙に採用された。 
 

【橋渡し前期（H27に新規に受託したNEDOプロ等）】 
  ・次世代超薄板ガラスのインライン検査を可能とする超高速複屈折計測装置の開発等  他                           
 

【橋渡し後期（H27に受入れた民間資金等）】 
 ・民間企業との共同研究等による民間資金獲得額は目標獲得額の112.8%（総額約4.1億円）であり、伸び率も基準値比170.8%と突出して 
 高い（所内1位）。 
  ・流量校正設備の校正技術の研究開発および性能評価に関する研究（約0.2億円）    他 
 ・新たに技術コンサルティング制度を開始し、総額約3,165万円（契約総数35件）を得た。 
 ・産総研オリジナルの「ポストカラム反応GC-FIDシステム」を企業に橋渡しし、その装置の製品化を支援したことにより、日本分析化学会 
 先端分析技術賞CERI評価技術賞を受賞。 
 

【知的基盤】 
 ・「秒」のセシウム原子時計による定義から光による再定義に向け、超高精度な中間発振器を用いストロンチウムの遷移周波数測定精度を従
来比で3倍以上高め、最先端の光格子時計の精度を大幅に向上させた。 

 ・産総研の精密測定技術を活用し、電圧計測の基盤となる世界最高精度の電圧安定度を有する世界最小の電圧標準器の製品化を実現。また、
企業との共同研究により、可視光全域の波長をカバーする、製品評価に不可欠な標準LEDを世界で初めて実現した。 

 ・骨に転移したがんの治療に有効な医療用核種ラジウム223の放射能標準を開発し、また下痢性貝毒オカダ酸群や水道法の告知改正に対応し
た臭素酸イオン、塩素酸イオン、揮発性有機化合物等、国民の健康や安心・安全に関するニーズや規制に機動的に対応した標準物質を開発。 

 ・国家計量標準の供給が370件、産総研依頼試験が465件、標準物質の頒布が2030件、基準器検査1333件、型式承認83件、計量研修生610
名を達成。さらに、JIS規格作成（家庭用はかり、水素ディスペンサー等）や計量法の法令改正作業も支援。 

 
３．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

２．特筆すべき成果 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 



その他本部機能 

17 

【マーケティング力、地域連携】 
 ・マーケティングを担う専門人材としてのイノベーションコーディネータを民間企業等外部機関から積極的に採用し、70名の体制を整えた。加えて、公設 
  試等の人材を産総研イノベーションコーディネータとして招聘（55名）し、総勢125名の体制となった。 
 ・産総研の職員を出向させる等の人事交流を生かして公設試等と密接に連携し、地域企業へのマーケティング活動を行った。このような取組の結果、14件 
  の中堅・中小企業との受託研究、共同研究を本年度から新たに開始した。 
 ・地域中核企業からなるテクノブリッジ・クラブを各地域センターが所在する地域ごとに創設した。全国で181社がテクノブリッジ・クラブに参加し、テ 
  クノブリッジ・クラブをきっかけとして、69件の受託研究、共同研究等を新たに開始した。 
 ・連携企業及び連携候補企業を招待するマッチングイベントとしてテクノブリッジフェアをつくばセンター及び各地域センターにおいて、さらに企業を訪 
  問して開催した。また、関西地域の中小・中堅企業の連携強化を進めるため、大阪市立工業研究所との包括協定を締結した（平成27年11月）。これらの  
  マーケティング活動を反映して、民間資金獲得額は約53.2億円となった。 
 ・各県内産業の発展を目指して石川／福井サイト開設の準備等を実施し、地域イノベーションを推進した。 
 

【知的財産マネジメント】 
 ・民間出身の技術移転マネージャー（14名）と、ビジネスモデルの策定や資金調達等のベンチャー創業に係る経験を有するスタートアップ・アドバイザー 
  (６名)をベンチャー開発・技術移転センターに配置し、ライセンス活動やベンチャー創業等による新市場創出を支援する体制を強化した。 
 ・産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産権の一部譲渡（６社）、独占的実施権の許諾（７社）、契約一時金免除（７社）等の支援措置を行った。 
  また、新たに産総研技術移転ベンチャーを６社認定し、累計129社となった。これら産総研技術移転ベンチャーに対して資金調達や販路開拓を支援し、  
  産総研技術移転ベンチャー５社が投資ファンド等から総額約11.2億円の出資を受けた。（H26年度実績約1.7億円の6.6倍） 
 
 

【人材育成】 
 ・大学院生を有給で雇用し、経済的な不安無く学位取得のための研究活動に専念させるリサーチアシスタント制度について、雇用形態を明確化し、105名 
  を雇用して国の研究開発プロジェクトや、民間企業との共同研究プロジェクト等に参画させて人材育成を行った。 （H26年度の約2.4倍の規模） 
 

【組織の見直し】 
 ・海外大手企業から自然言語処理の第一人者を研究センター長として迎え入れ、国内でいち早く人工知能研究センターを立ち上げ、人工知能研究を強力に 
  推進した。また、産業を牽引する新素材創出のスピードアップを目指した機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター等を新設した。 
 ・名大、東大柏におけるオープンイノベーションラボラトリ（OIL）設立の準備を実施し、新たな研究組織体制の構築を強力に推進した。 

※委員評価の時点では、論文数、民間資金獲得額等の数値実績は暫定値であった。 

  
「橋渡し」機能の強化 横断的な取組 

指導 ﾏｰｹ力 知財 地域 拠点 基準 人材 組織 

委員評価 B,B,B,B,B A,A/B,A,A,
A/B 

A/B,A/B,A,
B,A 

A/B,A/B,
A,B,A 

B,B,A/B,
B,A 

A,B,B,B,
A/B 

B,B,A, 
A/B,B 

A/B,B,B,A,
B 

自己評価 B A A A B B A A 
総合評価 A 

１．特筆すべき成果 

２．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 
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II 業務運営の効率化に関する事項 
【調達】年度途中に追加となった調達等合理化計画への対応に加え、「随意契約によることができる事由」を19項目に整理し規定化（平成27年10月

1日付)。従来よりも約20日間の手続き期間の短縮（約30日間⇒約10日間）を実現。 
  ＜契約監視委員会委員からの主な意見＞委員からの意見を踏まえ適切に取り組んでいる。契約審査役による指導・助言の取り組みは、適切な仕様

書作成に向けた取り組みや調達に関するガバナンスの確保以外に、人材育成にも踏み込んだものであり評価できる。 
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  業務運営の効率化 財務内容の改善 
研究施設 PDCA 調達 電子化 効率化 財務 財産 

委員評価 
A/B,S/A,B, 

A/B,B 
B,A,B/C,A, 

B/C 
A/B,A,B,A,B B,A/B,B,A,B B,S/A,B,A/B

,B 
A,B,B/C, 
B/C,B/C 

B,A/B,B,B,B 

自己評価 B B A B B B B 
総合評価 B B 

IV その他業務運営の重要事項 
【コンプライアンス、内部統制に係る体制の整備】 
 ・理事長がコンプライアンス推進本部の幹部を毎週招集しリスクを管理。 
  ⇒より多くのリスク情報の吸い上げ、能動的な方針策定、処理へと迅速性向上につながり、意識改革が図られた。 
 ・不正防止等のための教育システムとして、英語版を追加するなどした上で全職員を対象としたe-ラーニングによる研修を実施。 
  平成27年度については、5,429人が受講し、受講率は約99％であった。 
 ・研究ノートを用いた研究記録に関して必要な事項を定めた「研究記録の管理等に関する規程」を平成27年4月に制定し、研究ノートの電子的記録 
  保存を含めた研究記録制度の導入を開始。研究記録の保管及び改ざんの防止を徹底し、上長による四半期ごとの検認実施率は約99％。 

  その他業務運営の重要事項 
広報 コンプラ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ 内部統制 情報公開 施設設備 

重み 0.2 0.2 0.2 0.15 0.05 0.2 

委員評価 
A/B,S/A,A/B,A,

B 
A/B,A,B,A,B B,A/B,B,A,B B,A/B,B, 

A/B,B 
B,B,B,B,B B,A/B,B,B,B 

自己評価 A A B A B B 
総合評価 A 

２．委員評価と特筆成果を踏まえた自己評価結果 

１．特筆すべき成果 
II~IV 業務運営の効率化に関する事項等 



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 A 
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 B 
計量標準総合センター B 
その他本部機能 A 

Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 B 
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事項 A 

研究開発成果の最大化の項目の多く（８項目のうち６項目でＡ、２項目でＢ）がＡ評
定であり、その他の重要事項の項目もＡ評定であることを総合的に勘案し、全体
の評定をＡとした。 
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