
産総研の最近の取り組みについて

① イノベーションコーディネータの活動状況とこれまでの成果
〇重点的な橋渡しの取り組み
〇イノベーションコーディネータの現状
〇イノベーションコーディネータの活動事例

・大型連携
・中小企業連携
・地域連携
・金融機関との連携

〇平成28年度民間資金獲得状況

② 研究員の人材育成・流動への取り組み

〇人材育成の取り組み
〇人材流動化の取り組み

資料５
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② 研究員の人材育成・流動への取り組み

〇人材育成の取り組み

リサーチアシスタント（RA)制度

産総研イノベーションスクール

熊本地震に係る復興支援

若手研究員技術シーズ創出力の強化に向けた方策

理研との基本協定に基づく共同研究

若手採用

〇人材流動化の取り組み

クロスアポイントメント制度

卓越研究員の採用

大学・民間企業からの人材流入

産総研からの人材輩出

つくばイノベーションアリーナ拠点

人材育成に対する戦略
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その他の外部連携

■産総研リサーチアシスタント（RA）

・優れた研究開発能力を持つ大学院生を、産総研リサーチアシスタ
ント（RA契約職員）として雇用。
・雇用された大学院生は、研究成果を学位論文に活用できる。

◆平成27年度受入実績＝105名
◆平成28年度受入実数＝158名（12月現在）

対象
博士後期課程（博士課程）の大学
院生

博士前期課程（修士課程）の大学
院生

条件

産総研の研究開発プロジェクトの
推進に大きく貢献可能な高度な研
究開発能力・論文生産能力を持ち、
職員の指導のもと自立的に業務
を遂行できること

産総研の研究開発プロジェクトの
推進に貢献可能な研究開発能力
を持ち、職員の指導のもと自立的
に業務を遂行できること

雇用日数 1ヵ月あたり14日 1ヵ月あたり平均7日

給与額
時給1,900円

（月14日勤務で月額約20万円）
時給1,500円

（月7日勤務で月額約8万円）

リサーチアシスタントの雇用条件
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熊本大学の実験室の被害状況

「平成２８年熊本地震からの早期復興に向けた
連携及び協力に関する協定 」締結 (9月20日)

(1)熊本大学が実施する「産業復興プロジェクト」に

おいて、企業からのニーズに対し、熊本大学と
協力して技術的に支援

(2)熊本地震により大学内の実験装置の損壊など

の被害が出ており、研究継続に支障を来してい
る学生の受入れ等

【地元企業に対する技術的支援の取組】
(1)熊本県、九州局等を巻き込んだ「熊本産業復興

支援プロジェクト協議会(12月5日)」の立ち上げ
(2)産総研のイノベーションコーディネータが地元

企業を訪問し（11月末現在で7社）、技術ニーズ
等を把握

(3)熊本大学で来年2月に開催される地元企業との

マッチング事業と連携し、産総研の技術相談会
等を実施（2017年2月28日、於：熊本大学黒髪
キャンパス）

【学生受入れによる研究・教育活動支援の取組】
大学院生はリサーチアシスタントとして11月から雇

用開始 (学部生は技術研修で受入れ)
現在、8研究室から5名を受入れ済み、12名の受
入れ手続中(年度内に25名程度受入れの見込み)

なお、産総研宿泊施設を無償提供

産総研による熊本地震に係る地域産業の復興支援の取組
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目的

• １０年後も産総研の技術シーズが我が国のイノベーションを牽引するということを
現実のものとするため、チャレンジ精神旺盛な若手に対して大胆な支援を行う所
内プログラム。

概要

・ 支援対象者１人当たりに年間１，０００万円程度の研究資金を配賦する。

・ 支援期間は最大５年間とする。

・ 支援期間中は本部組織等への異動は原則として無いものとする。

・ 支援開始後５年目の下半期に評価を実施する。その際、「世界を揺るがす特筆す

べき成果」が認められた場合は、その課題を発展させるべく所内外の制度による

更なる支援を行う。

・ 理研、物材機構や主要な研究大学との共同研究や、領域横断的な研究課題を

推奨する。

・ 応募できる者は満４０歳以下の産総研常勤研究職員であり、かつ、本取組に対し

ユニット長等の了解のもと十分なエフォートを充てることができる者とする。

若手技術シーズ創出力の強化に向けた方策（AIST EDGE Runners）
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クロスアポイントメント制度

クロスアポイントメント制度の活⽤状況（H28.12.1現在）

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制度（平成27年度から本格的運⽤）

No
所属機関

役職 領域
出向先エ
フォート

出向先 ［％］

⼤
学→

 

産
総
研

1 名古屋⼤学 教授 エレクトロニクス・製造 10

2 名古屋⼤学 教授 材料・化学 10

3 ⼤阪⼤学 教授 エネルギー・環境 10

4 ⼭形⼤学 准教授 エネルギー・環境 20

5 北海道⼤学 教授 材料・化学 30

6 東京⼤学 教授 エネルギー・環境 20

7 東北⼤学 教授 エネルギー・環境 10

8 東北⼤学 教授 エレクトロニクス・製造 10

9 九州⼯業⼤学 教授 エレクトロニクス・製造 10

10 東京⼯業⼤学 准教授 材料・化学 25

11 神⼾⼤学 准教授 エネルギー・環境 15

12 神⼾⼤学 准教授 材料・化学 20

13 筑波⼤学 教授 材料・化学 10

14 筑波⼤学 教授 材料・化学 10

15 ⼤阪⼤学 教授 情報・⼈間⼯学 10

16 九州⼯業⼤学 教授 情報・⼈間⼯学 5

17 九州⼯業⼤学 准教授 情報・⼈間⼯学 5

18 東京⼤学 教授 地質調査総合 20

No 所属機関 役職 領域
出向先エ
フォート

出向先 ［％］

⼤
学→

 

産
総
研

19 筑波⼤学 助教 材料・化学 40
20 ⼤阪⼤学 教授 情報・⼈間⼯学 20
21 佐賀⼤学 教授 エネルギー・環境 5
22 ⼤阪⼤学 教授 情報・⼈間⼯学 20
23 東京⼤学 教授 材料・化学 10
24 東京⼯業⼤学 教授 情報・⼈間⼯学 15
25 東北⼤学 准教授 材料・化学 70
26 東北⼤学 准教授 材料・化学 70
27 ⼤阪⼤学 教授 材料・化学 10
28 名古屋⼤学 教授 エネルギー・環境 10

産
総
研→

 

⼤
学
等

1 名古屋⼤学 研究グループ⻑ 材料・化学 10
2 ⼤阪⼤学 主任研究員 エネルギー・環境 10
3 千葉⼤学 上級主任研究員 ⽣命⼯学 40
4 筑波⼤学 研究チーム⻑ 材料・化学 10
5 筑波⼤学 総括研究主幹 材料・化学 10
6 筑波⼤学 研究員 材料・化学 40
7 筑波⼤学 研究チーム⻑ ⽣命⼯学 10
8 神⼾⼤学 主任研究員 エネルギー・環境 10
9 東京⼤学 主任研究員 ⽣命⼯学 20
10 NEDO 副研究センター⻑ 情報・⼈間⼯学 20
11 島根⼤学 教授 地質調査総合 60
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卓越研究員の採⽤

【卓越研究員制度創設の趣旨】
◆優れた若手研究者の安定的な雇用と、産学官の各研究機関での人材流

動化促進を目的として、文部科学省が「卓越研究員」制度を創設。
○受入機関：大学、国立研究開発法人、民間企業等

○支援内容：一人当たり研究費：年間600万円程度(2年間)

研究環境整備費：年間300万円程度(5年間)

○申請者要件：40歳未満の博士学位取得者または満期退学者

【平成28年度実施状況】
◆平成28年4月に合計92機関（大学、国立研究開発法人、企業等）より317件の公募ポストを

公開（産総研では、18ポストを公開）。

◆7月下旬、文科省が176名（応募849名）の卓越研究員候補者を選定（うち延べ74名が産総研
を希望；優先順位1～3位）

◆卓越研究員として47機関から83名の卓越研究員を採用（H28年10月末現在）

◆産総研では、8名を平成28年度卓越研究員として採用(内定)。

採用(予定)日 ⇒ 11月:4名、12月:2名、年度内:2名
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採⽤年度 採⽤時年齢 前 職 採⽤時役職

H22
30代 国内⾃動⾞メーカ 主任研究員
50代 国内半導体デバイスメーカ 主任研究員
30代 国内化学メーカ 研究員

H23 30代 国内電気化学メーカ 研究員
30代 国内環境関連企業 研究員

H24
30代 国内半導体デバイスメーカ 研究員
40代 国内精密機器メーカ 主任研究員
30代 国内素材メーカ(研) 研究員

H25
40代 国内重電機メーカ(研) 研究チーム⻑
30代 国内重電機メーカ 研究員
30代 国内電⼒会社(研) 主任研究員
30代 国内電⼒会社(研) 研究員

H26
30代 国内重電機メーカ(研) 研究員
20代 国内⾮鉄⾦属メーカ(研) 研究員
30代 国内重電機メーカ(研) 研究員
50代 国内医薬品メーカ(研) 総括研究主幹

H27
50代 国内通信系企業(研) 研究グループ⻑
60代 国際ソフトウェアメーカ(研) 研究センター⻑
50代 国内製薬メーカ(研) 総括研究主幹
30代 国内製薬メーカ(研) 研究員

H28

50代 国内化学メーカ 総括研究主幹
30代 国内医療系企業(研) 研究員
40代 海外エレクトロニクス系企業 主任研究員
40代 国内化学メーカ 主任研究員
40代 国内電機メーカ 主任研究員

*(研)は前職が研究所勤務であったことを⽰す。
民間企業からの人材流入例
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