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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- 



情報人間 情報・人間工学領域 
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１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

（１） 
・ 「NEC-産総研人工知能連携研究室」を設立し、シミュレーション 
 とAIの融合で「未知の状況での意思決定支援」技術の開発に着手 
 した。 
・国立がん研究センターに蓄積されたデータを解析し、個々のがん 
 罹患者に最適化された医療提供を目指す「人工知能(AI)を活用 
 した統合的がん医療システム開発プロジェクト」を受託した。   
              （２） 
・高機能クラウド暗号化技術の研究について、格子暗号の実用化の 
 最大の障害である公開鍵サイズを90%削減することに成功した。  
・生体情報を署名鍵として安全に使用することで、署名鍵管理を 
 不要とする、世界初の電子署名方式を日立製作所と実用化した。 
  

 
（３） 

・ニューロリハビリテーション技術の開発では、リハビリにおいて 
 回復が難しい巧緻動作の生理、分子的基盤を解明した。また巧緻 
 動作障害の背景にある神経細胞欠落を同定することに成功した。  
・fNIRSによる評価技術について、サルとヒトの両方で計測可能な 
 非侵襲脳機能計測fNIRSを開発した。  
・ドライバー状態評価技術の開発では、医工連携研究開発コンソー 
 シアムを設立し、自動車運転中の体調急変を検知する基盤となる 
 疾患発症時の生理・行動データベース構築を開始した。 

（４） 
・経済産業省と国土交通省の事業「専用空間における自動走行等を活   
 用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」を受託した。 
・「豊田自動織機-産総研 アドバンスト・ロジスティクス連携研究 
 室」を設立し、ロボット・人工知能技術を活かした先進的な産業 
 車両・物流システム実現を目指した技術開発を開始した。 

（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 
 ・膨大なデータから規則性を学習する機械学習技術と、人間 
  社会が蓄積してきたテキストや知識を理解する意味理解技術 
  やテキスト・知識を使う推論の技術とを自然に融合すること 
  で、複雑な判断や行動の決定とその過程の説明ができる 
  データ知識融合型人工知能の研究開発 
 
（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 
 ・安心して利用できるサイバーフィジカルシステムを実現する 
  ためのセキュリティ基盤技術の開発 
 
（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 
 ・ドライバー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 
 ・高齢者の機能と活動を向上させるために高齢者の運動・ 
  コミュニケーション機能を支援するロボット技術の開発 
 ・製造業など様々な産業においてイノベーションを実現する、 
  人間共存型産業用等のロボット技術の開発 
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情報人間 

  
「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 

項目評価 S A S A S A A 

総合評価 S 

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

【目的基礎】            
 ・署名鍵管理を不要とする世界初の電子署名方式の提案でドコモモバイルサイエンス賞（先端技術部門）を受賞。 
   花岡, 村上, 松田他, “安全性を暗号学的に保証した次世代生体認証基盤技術の先駆的研究と実用化” 
   生体情報を電子署名の鍵とする電子署名技術により、煩雑な鍵データ管理から利用者を解放。 
 ・ダルムシュタット工科大が主催する暗号の安全性評価コンテスト「格子暗号解読コンテストSVP Challenge」で世界一を堅持。 
   平成28年度さらに2度世界記録を更新し、第1位から第8位までを独占（335エントリ中）。 
 ・IF論文発表数：152報（目標達成率138.2％）。Google Scholar のカテゴリ上位20位内のプロシーディングス：69報。 
   ・論文被引用数：1,675（目標達成率223.3%）。 
【橋渡し前期】 
 ・安全な秘匿化データ処理を実現する汎用依頼計算技術（JST CREST）。 
   クラウド等、信頼できない外部計算環境を用いた場合でも、暗号化状態のまま安全にデータ処理ができる汎用的な技術の開発。 
 ・専用空間における自動走行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証（経済産業省・国土交通省）。 
   自律車両群による柔軟な協調走行等、産総研の高い技術力の元に6企業1大学が参加。研究体制、研究計画が高評価を受け採択。 
 ・知財実施契約等件数：197件（目標達成率115.9％）。 
【橋渡し後期】 
 ・今年度導入された連携研究室制度を活用、連携研究室・ラボを4つ（NEC、住友電工、豊田自動織機、パナソニック）設置。 
 ・自動車メーカーやサプライヤー等産業界、医療機関、大学との共同研究による「健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発」 
  コンソーシアム（AMECC: Automotive and Medical Concert Consortium）を設立。 
   ドライバーの体調急変を検出するための技術研究や、技術開発の元となるデータベースを構築。 
   産総研の持つ人間計測評価技術が高い評価を受け、企業10社（自動車メーカー・サプライヤー企業）が参加。 
 ・民間からの資金獲得は目標の138%（総額13.4億円）で前年度比233%。 
 ・企業との共同研究：154件（大企業）、49件（中小企業）。 
【マーケティング力】 
 ・IC、POの増員、チームによる連携活動、ユニットとの密接な情報交換、共創コンサルティング手法の導入等の成果。 

２．特筆すべき成果 



（１） 
・1/5万地質図幅（3図幅/4区画）、海洋地質図（1枚）を出版 
・海陸シームレス地質情報集「駿河湾北部沿岸域」を出版、千葉県北 
 部の「都市域の地質地盤図」の一部を先行公開 
・民間と大型共同研究で高解像度深海曳航式海洋調査技術の開発開始 

（２） 
・平成28年4月熊本地震の緊急調査を実施、成果を公表。陸域3断層 
 帯（曽根丘陵、綾瀬川、日奈久）、海域2断層帯（長岡平野西縁、 
 日奈久）の活動履歴調査を実施 
・微小地震データ等を基に、関東地域のテクトニックマップを作成 
・八丈島火山地質図完成。桜島・阿蘇山の噴出物解析、霧島硫黄山火 
 山ガス観測など実施。その成果を噴火予知連絡会に提出し、火山噴 
 火予測に貢献 

（３） 
・南ア鉱物処理研究所と共同でレアアース濃度を原鉱の5倍に濃縮する 
 選鉱技術を開発 
・高性能蓄熱材の量産技術を確立し、従来の2倍以上の蓄熱密度を持つ 
 蓄熱システムを開発、関連する特許2件を出願 
・対象海域の表層型メタンハイドレートの資源量を推定 
・微生物による新たなメタン生成機構を発見、これがコールベッドメ 
 タン形成に重要な役割を担う可能性を米Science誌に掲載 

（４） 
・ウェブ公開する地質情報を国が策定した新しいオープンライセンス 
 「政府標準利用規約（第2.0版）」へ移行（10月3日適用） 
・「地質図Navi」「シームレス地質図」のアクセス数が大幅増加、 
 地質図Naviは日本地質学会表彰を受賞 
・地質情報のLOD（Linked Open Data）による発信（GSJ LD）を 
 開始、GSJ LODが国内のLD関連団体で受賞 
・地形・地質情報を高速でウェブ配信するシステム「PNG標高タイ 
 ル」が国土地理院で正式採用 

地質調査総合センター 地質 

１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

（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 
・沿岸域の地質・活断層調査、3次元地質地盤図の開発 
・日本周辺海域の鉱物資源の成因、賦存資源ポテンシャルの情報整備 
・ASTER衛星データとセンサを利用したサービスの強化 
 
（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3次元予測手法の開発 
・八丈島火山の地質図の完成、3火山以上の噴火履歴解明推進 
・大規模噴火履歴や100万年スケールの地質変動予測など、原子力利 
 用・安全規制に必要な地質情報の知見を整備 
 
（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およ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調査データのとりまとめ 
・炭層微生物のメタン生成ポテンシャル評価 
・地熱資源利用の技術開発、地中熱ポテンシャル調査と評価の実施 
・二酸化炭素地中貯留（CCS)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 
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３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

  「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 
項目評価 A S S A A A A A 
総合評価 S 

地質 

【知的基盤】 
・1/5万地質図幅「播州赤穂」、「1/5万富士川河口断層帯及び周辺地域の地質編纂図」はプレス発表で大きな反響を呼び、「播州赤穂」につ 
 いての報道は67件。地元自治体からの要望に応え、教育や観光産業に活用するため助言。「新潟及び内野」は地盤工学会出版賞受賞。 
・地質情報をウェブで高速配信する「PNG標高タイル」を開発し、国土地理院で正式採用。シームレス地質図のヒット数は前年度の1.5倍の 
 2.8億件、地質図Naviのアクセス数は1.7倍の43万件となるなど飛躍的に増加し、地質情報の利活用が拡大。 
【目的基礎】 
・微生物による新たなメタン生成機構を発見し、米Science誌（Mayumi et al., 345, 222-225 [IF=34.661] ）で発表。現在の技術で 
 は回収できない石炭資源をメタンガスとして回収可能にする、石油・天然ガス開発企業への橋渡しにつながる成果。  
・日本海において、世界で初めて、海底下の表層型メタンハイドレート資源量を推定。資源化にむけた基礎情報として国がプレス発表。 
【橋渡し前期】 
・熊本地震の緊急調査を実施し、地表地震断層の分布などを国に報告。ウェブやメディア報道を通じて国民への情報提供。熊本平野周辺の陸 
 域・海域で活断層調査を実施。過去1万5千年間に複数回の断層活動が繰返したことを確認し、政府の地震調査推進本部に提出。益城町で地 
 盤調査を実施し、地層の特徴を反映して特異に増幅された揺れが原因で被害が集中したことを解明。詳細な地質地盤情報の解析も含めて地 
 震被害予測の精度を上げることで、防災・減災につながる成果。 
・桜島・阿蘇山の火山噴出物の解析結果などを気象庁を通じて公表。噴火推移等の予測情報を噴火予知連絡会へ提供し、火山防災に貢献。 
・沖縄トラフ伊平屋北フィールドの熱水鉱床成因モデルを構築。深海曳航探査によって世界最高レベルの高解像度の海底地形図を作成し、熱 
 水鉱床の位置や分布の推定に必要な情報を取得。これら成果は資源量や品質評価へとつながる技術。 
【橋渡し後期】 
・熊本地震からの復興に際し、活断層や益城町の被害集中地域の地盤の調査結果を国へ提供、国の復興計画策定に活用。さらに、技術コンサ 
 ルティングにより地質コンサルタント会社へ断層や地盤に関わる調査手法を技術移転し、企業による活断層履歴調査の信頼性向上に寄与。 
・民間企業と連携したNEDOプロにより、低温廃熱を利用可能な高性能蓄熱剤「ハスクレイ造粒体」の量産製造技術を確立し（特許出願2件）、 
 従来システムに比べ２倍以上の蓄熱密度を持つ蓄熱システムを開発、実証試験を開始。省エネルギーシステム実用化に目途。 
・世界最高レベルの分解能を超える反射法音波探査技術の開発を民間との大型共同研究で開始。国の海底資源調査を飛躍的に推進させる技術。 

  〔 民間からの資金獲得額 2.5億円。 目標値（2.0億円）の124％。 前年度（0.8億円）の3倍。〕 
 

２．特筆すべき成果 
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エネルギー・環境領域 エネ環 

（１） 
• 酢酸蒸気暴露によるセル電極試験法が、セル電極の優劣を簡便かつ高速に  
判定可能な普遍的試験法であることを証明。また多用途展開可能な難燃 
軽量モジュールを世界で初めて開発 

• 最大出力2.5 MW（国内最大） 、入力電圧1.5 kVの大型PCSに対する単独
運転防止試験を世界で初めて実施し国際標準を5件提案 

• ナセル搭載ライダーによる突風検知後数～数十秒後に発生する風車の過回
転を、フィードフォーワード制御の適用により防止可能に 

• 福島県会津盆地において、地下水流動・熱輸送モデルによる地中熱ポテン
シャル評価と現地水文調査結果を組み合わせたポテンシャルマップを作成 

（２） 
• Na過酸化物とMn酸化物の混合物より、イオン交換時と同等性能のNa過剰

正極材料の室温での直接合成に成功（Li二次電池を超える高出力化に期待） 
（３） 

• 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12億円規
模の企業資金を獲得し、6インチ対応のSiCデバイス量産試作ラインを構築 

• TPEC事業として1.2 kV耐圧クラスの量産化技術開発に加え、微細化により、  
市場で入手可能な最も低いオン抵抗SiC-MOSFETの開発に成功 

• 良好なMOS構造の形成により、反転層チャネルダイヤモンドMOSFETの 
動作実証に世界で初めて成功 

（４） 
• ガス生産を正確に予測するためのMH貯留層モデルの高精度化に必要なコア 
解析・評価技術の開発を進め、貯留層モデルを用いて次回海洋産出試験候
補地に関するモデル構築に貢献 

• 単塔式流動層反応装置を用い、 800℃ 、4気圧にてメタンのベンゼン直接
転換プロセスを実施することにより、ベンゼン最大生成速度を約2倍に向上 

（５） 
• 次世代シークエンサー解析と共焦点反射顕微鏡法を融合し、水処理膜閉塞の
原因を解析する新手法を開発。実産業排水に適用し膜閉塞モデルを提案 

• 人工合成した蛍光RNAプローブをヒト細胞内に導入し，細胞内RNA分解速
度の差を利用して簡単・迅速に化学物質の有害性評価可能な技術を開発 

• 室内製品暴露評価ツール（ICET）を公開し、業界団体での講演会実施によ
り国内企業の、効率的かつ人健康に配慮した製品開発を支援 

（１）新エネルギーの導入を促進する技術の開発 （創エネ） 
• Si型太陽電池モジュールの長期信頼性に係る要素技術・評価手法の開発 
• FREAスマートシステム研究棟において、国内最大級の大容量パワーコン
ディショナー（PCS）の試験，海外認証向けのPCSの試験を開始 

• 風力に関するモニタリング技術を改良し、変動平滑化の検討に必要な分 
単位のモニタリング技術の開発 

• 東北主要地域において高精度な地中熱ポテンシャルマップを作成する  
ための、水文地質データのコンパイルおよびデータの評価・解析 

（２）エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発 （蓄エネ）   
• バルク型全固体電池への応用を想定した、電極活物質/固体電解質間に 
良好な界面を構築する技術開発 

（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）  
• 6インチ対応最先端SiCパワーデバイス量産試作ラインを整備し、第1次 
試作レシピを確定 

• 1.2 kV-30 A級の世界最高水準の低オン抵抗トレンチ型電界効果トラン  
ジスタの量産技術を確立し外部提供を開始 

• 1 cm2級内製ダイヤモンドウェハを用いてダイオード要素構造を作製し、 
その特性均一性等の評価を通じてウェハ作成技術およびデバイス化プロ 
セス技術における問題の抽出 

（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（MH）資源からの天然ガス商用生産に向けて、出砂 
現象に関する室内実験や解析評価を実施 

• 褐炭等の未利用炭化水素資源を水素や化学基幹原料へ転換するガス化等 
のプロセス技術を開発 

（５）環境リスクを評価・低減する技術の開発 （安全・物質循環） 
• 膜分離を融合した水処理システムにおける膜閉塞に関し、その立体構造 
と関連微生物種の同定を通じた、膜閉塞モニタリングおよび制御に向けた
基盤的知見の獲得 

• 水質監視技術に関する、微生物群、生理活性物質、有害化学物質等の迅速
検出を行うためのセンサおよび測定技術の開発 

• 化学物質のリスク評価研究において、ナノ材料のリスク評価手法と化審法
で問題となっている石油由来炭化水素の評価単位を同定する手法を確立 
し、室内製品暴露評価ツールを完成 

１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 
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エネ環 

【目的基礎】 
 ・高容量で安定性が高く、資源制約の少ないNa系蓄電池設計への展開に向け、新規正極材料としてNa2MnO3の合成に成功した。（業績例：Kataoka et 

al., Electrochim. Acta 212, 458 (2016) [IF: 4.803].） 
 ・評価指標である論文被引用数は16,302（目標15,300）と目標を上回っており、論文発表数（モニタリング）も433報と目標（430報）を達成した。

IF10以上の論文誌に掲載された論文数は12報、IF5以上で60報あり、Thomson Reutersの Highly Cited Researchers 2016（2004～2014年 
発表論文の被引用数が上位1%以内、日本で76名）に2名が選出され、またヨーロッパ科学アカデミー会員に1名が選出された。 

【橋渡し前期】 
 ・NEDO等の研究開発プロジェクトにおいて、未利用熱エネルギー有効活用技術や革新型蓄電池の開発等を担うとともに、リーダー・サブリーダーを 

務める等中心的な役割を果たした（競争的研究資金44.8億円）。 
 ・次世代の電力制御用パワーデバイス材料として期待されているダイヤモンドを用いてトランジスタを作製し、パワーデバイスにおいて重要なノーマ

リーオフ特性を有する反転層チャネルMOSFETの動作実証に世界で初めて成功した。新幹線や飛行機、ロケット、送電システム等の特に大電流・  
大電圧の必要な領域への導入により、大幅な省エネルギー化が期待される。（業績例：Matsumoto et al., Scientific Reports 6, 31585 (2016)  
[IF: 5.228].） 

 ・エネルギー自給への貢献が期待されるメタンハイドレート（MH）資源からの天然ガス生産研究開発において、世界トップレベルのMHコアサンプル 
分析技術を通じ、高精度な砂層型貯留層モデルを構築した。これを使用して東部南海トラフにおける第2回海洋産出試験候補地の条件最適化を行った。 

【橋渡し後期】 
 ・広くオープンイノベーションプラットフォーム型の展開を図り、つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）では29社／9大学／  

5機関の参画を得て、12億円規模の企業資金を獲得した。また6インチ対応のSiCデバイス量産試作ラインを構築し、稼働を開始した。これにより  
パワー半導体デバイスの量産技術や信頼性評価技術、品質評価技術の開発が加速される。 

 ・福島再生可能エネルギー研究所内に、再生可能エネルギー大量導入に資する大型パワーコンディショナの国際認証試験設備を構築し、「スマートシス
テム研究棟」を開所した。国内外メーカーの迅速かつ低コストでの国際認証取得に貢献できる。また被災地3県（福島県、宮城県、岩手県）に所在 
する企業を対象に、再生可能エネルギー関連技術の事業化を支援した。支援したテーマ数は18社19件（平成25～28年度合計78社82件）に上り、  
本年度製品化した太陽電池モジュール封止材用の新規添加剤を含め、 これまでに7件の製品化に至った。 

 ・水産物鮮度保持に有効なシャーベット状海水氷の製氷機の製品化に成功した成果に対し、第14回産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞を受賞した。 
 ・水素エネルギー貯蔵や膜利用水処理技術開発等でも、企業と大型の共同研究を実施した。 
 ・（公財）国際超電導産業技術研究センター（ISTEC）より、長尺・高臨界電流密度・低損失・低コストの高温超電導線材の開発を目的として、大型

PLD成膜装置および有機金属気相成長装置の現物資産（評価額約4.4億円）の提供を受けた。 

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 

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 

項目評価 A A A 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 
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生命工学領域 生命工学 

（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 

 
•ナノイメージング技術を利用した生体分子の構造・機能解析
の高度化 

 
 
（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  
 

•多種多様な生物の機能解明とその産業応用技術 
 

•ゲノムデザインによるものづくり革命 

１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 

（１） 
• 産総研の有するヒトcDNAライブラリを用いたタンパク質アレイ測定技術と、
数理情報解析技術を統合し、細胞内シグナル伝達を網羅的に解析するシステ
ムを開発した。これにより、創薬開発に資する新たな手法を確立した。 

• 胆管がん、慢性関節リウマチに特異的な糖鎖マーカーをそれぞれ発見。既に
実用化されている肝線維化診断薬と同様の手法で検出可能なシステムを開発
し有効性を実証した。 

• 悪性腫瘍集積能と血液脳関門通過能をもち、経口投与可能なペプチドを発見。
それを用いた脳腫瘍治療薬開発のベンチャー企業を新たに設立。（産総研ベ
ンチャーに認定、2016/11/4）。 

• 培養細胞を生きた状態で非染色・非固定のまま観察する誘電率顕微鏡の観察
技術を開発し、高分解能化（10 nm）に成功。材料化学、医薬、食品系企業
等、9社とコンサルタント契約を締結。 

（２） 
• ヒト間葉系幹細胞が骨や軟骨に分化する能力を評価する技術を開発。評価に
必要となるマーカー遺伝子やレクチンを見出し、共同研究先企業が測定キッ
トの販売に向けて市場評価中。 

• 日米の合同研究チームの一員として、発生学のモデル生物であるアフリカツ
メガエルの複雑なゲノムの解読に成功。脊椎動物が誕生する過程で起きたと
される異種交配による「全ゲノム重複」の解明に貢献。 

• マイクロ流路中の往復送液を利用した超小型リアルタイムPCR技術を開発。
片手で持ち運び可能で、移動中の救急車や航空機等場所を問わず細菌やウイ
ルスなどの遺伝子検査を可能にした。 

（３） 
• 菌単独で石炭から直接メタンを生成可能な微生物を発見し、全く新規な代謝

機能を有することを明らかにした。石炭層中の天然ガス資源として注目され
る「コールベッドメタン」の生成メカニズム解明に大きく貢献。 

• ゲノム編集技術をニワトリに適用し、アレルゲンであるオボムコイドの遺伝
子を欠失したニワトリの作製に成功。副作用の少ないワクチンの生産や低ア
レルゲン性卵の開発に繋がる成果をあげた。 

• 氷の結晶成長を抑制し、低温化における細胞保護を可能にする不凍タンパク
質について、製品化のための抽出・精製法を確立し、共同研究先から上市さ
れた。 
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生命工学 

【目的基礎】 
• アフリカツメガエルのゲノム解読、メタン生成可能な微生物の発見、ニワトリのゲノム編集など、世界初の研究成果を発信。 
• アフリカツメガエルのゲノム解読はNature（IF: 38.131）に、メタン生成菌の発見についてはScience（IF: 34.661）に掲載。 
• 論文被引用数は目標を達成。論文発表数は目標の94%。IF10以上の論文誌への掲載論文数は13報。 

【橋渡し前期】 
• 生物のゲノムをデザインし有用物質の高生産技術を開発する「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発（NEDO）」と、高感度糖鎖マー
カー検出技術を基盤として創薬標的を探索する「糖鎖利用による革新的創薬技術開発事業（AMED）」の 2件の大型ナショナルプロジェクトを立
ち上げ、プロジェクトの実施を牽引。 

• 上記2件に加え、AMED3件とMETI1件のプロジェクトを推進し、国の産業基盤を構築するための研究開発の牽引役を果たした。 
• 公的資金獲得額（直接経費金額）は、前年度（13.9億円）から12.6%増の15.6億円となり、橋渡し前期の研究を強く推進。 
• 特許の実施契約および譲渡契約件数は109件であり、目標の100件を超える実績を上げた。 

【橋渡し後期】 
• 産総研発ベンチャーを新しく1社設立（第４期開始直前（H27.1）から設立した産総研発ベンチャー計6社）。 
• 「小型高速リアルタイムPCR装置」の開発に成功。救急車や航空機内等で細菌やウイルスの遺伝子検査を可能にする等、幅広い利用が期待される。 
• 民間企業との共同研究により開発した「不凍タンパク質」が製品化。 
• 民間資金獲得額は約7.2億円で目標に未達であるが前年度比113%を達成。民間企業との共同研究で装置提供（３件、計２.5億円相当）を受けた。 
• 「糖鎖マーカーの実用化」が第14回産学官功労者表彰経済産業大臣賞を受賞。バイオロボット「まほろ」が第7回ロボット大賞優秀賞を受賞。 

【国際連携】 
• インドとスリランカに新たに３つの国際共同研究ラボ（DAILAB）を設置。アジア圏に合計7つの国際共同研究ラボを設置し、地域特有の生物種
を活用した研究、人材交流、人材育成を進め、国際的プレゼンス向上にも貢献した。 

【人材育成】 
• イノスク生とＲＡの受入は目標の12名を大幅に上回る29名を達成（前年度比322％）。その他に領域独自の人材育成として国内外から321名を

受入。 

２．特筆すべき成果 

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

  「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 
項目評価 A A B A B A S 

総合評価 A 
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（１） 
・酵素の高次構造情報を活用した酵素の基質特異性の改変により、従来にな 
 い高選択率・高生産効率を有する酵素への改良に成功。 
・多段階合成を必要とした精密構造制御シロキサン化合物をワンポットで簡 
 便に合成可能なイリジウム-ホウ素触媒技術を開発。高性能シリコーン部 
 材開発の道を拓く。 

（２） 
・耐熱性ガスバリア膜材料にて、30cm幅の均一厚長尺膜の作製に成功。 
・炭素膜で水素選択性の向上とモジュール化に成功。 

（３） 
・ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）とCNTの複合材料を開発し、耐熱 
 性400℃以上、曲げ強度1.8倍と熱的特性や機械的強度を大きく向上。 
・市販のイオン吸着材の2倍の吸着容量を有し、ppmオーダーの希薄アンモ 
 ニアを短時間で除去可能なプルシアンブルーをベースとした高性能吸着材 
 を開発。 
・材料機能理解の上で必要不可欠な原子配列表記手法として、多面体タイリ 
 ングを用いてアモルファス材料等の不規則構造の簡便な数理的表記手法を  
 開発。 

（４） 
・これまで大量合成が困難だった単分散チタン酸バリウムナノキューブ粒子 
 を、50Lパイロットスケールにて100gオーダーで合成する事に成功。 
・配向度95%以上のバルク焼結磁石（ Sm-Fe-N系）の作製に成功。 

（５） 
・高い耐温度サイクル性（-40～250℃、1,000サイクル後も初期強度維 
 持）と放熱性を併せ持つ窒化ケイ素メタライズ基板を実現。 
・３D造形に最適なアルミナや炭化ケイ素原料を開発。従来の成形技術では 
 作製困難な複雑な構造・形状の各種モデル部材の作製に成功。 
・引張強度367MPa、破断伸び17%の機械的強度を有するマグネシウム合金 
 の開発。１ｍ級押出材を企業と共同で作製に成功。 

（１）グリーンサステイナブルケミストリーの推進 
・D-アミノ酸の生産技術開発：酵素の耐熱性・基質特異性の改変 
・有機ケイ素部材開発用触媒・プロセス技術：新規シラノール類の製 
 造法開発 
 

（２）化学プロセスイノベーションの推進 
・粘土膜（クレースト）：材料複合化技術、分離・遮蔽特性の制御技 
 術の開発 
・高機能分離膜の開発：支持基材、合成条件等の最適化 
 

（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 

・複合化および集積技術：インク材料やゴム等の新材料の開発 
・低次元ナノ複合体粒子：最適構造設計技術の明確化、高選択性吸着 
 剤の開発 
・計算機科学：材料機能、デバイス機能、反応プロセス、固・流体の 
 マクロ特性等に対して、高い予測性能を持つ計算シミュレーション 
 基盤技術の開発 
 

（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 
・チタン酸バリウムナノキューブ：量産技術の開発、ナノクリスタル 
 の応用部材サイズへ展開可能な三次元配列技術の開発 
・Sm-Fe-N異方性焼結磁石：磁気特性の向上、高性能モーター用磁石 
 として実用させるための課題抽出 
 

（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 
・メタライズ放熱基板：技術移転の加速、加速劣化試験法の開発 
・セラミックス3D造形法：各種形状を持つモデル部材焼結体の試作 
・難燃性マグネシウム合金：高強度化と高延性化の両立、ラボスケー 
 ルの材料設計手法の開発 

１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 
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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 

項目評価 A A A A A A S 
総合評価 A 

材料・化学 

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

【 目的基礎 】 
  ・IF10以上の論文誌に掲載された論文数は30報（電子顕微鏡の電子源の単色化で20倍以上エネルギー分解能向上により原子レベルでの構造と物理特 
     性を解明 ⇒ 高IF論文誌 Nano Letters [IF: 13.592] に掲載） 
  ・特出した成果（Very Important Paper）として学術誌（Angew. Chem. Int. Ed. [IF: 11.261]）に選出された「精密構造制御シロキサン化合 
     物のワンポットでの合成法の開発」 ⇒ 短時間・高効率合成が可能な手法であり、今後、シリコーン部材製造法での基盤技術として展開 
  ・アモルファスの不規則構造の原子配列記述方法について、多角形の接合の順番をルール化した命名法および多面体タイリングの命名法を開発 
     ⇒ Nature 関連誌 Scienfitic Reports [IF: 5.578] に2報掲載 
 ＜受賞＞大司達樹首席研究員（構造材料研究部門）：セラミックス材料科学分野で権威あるJohn Jeppson Award（米国セラミックス協会） 
     武仲能子主任研究員（機能化学研究部門）：日本化学会コロイドおよび界面化学部会 科学奨励賞 等 
【 橋渡し前期 】 
  ・NEDO「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（PL村山宣光領域長）（機能材料コンピュテーショナルデザインRC等）採択 
          ⇒ 材料設計のためのシミュレーション技術の開発、企業との連携強化により先端材料の開発期間を従来の1/20に短縮することを目指す                                                      
  ・NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム 
      「ナノクリスタルエンジニアリングによる材料・デバイス革新」（無機機能材料RI）採択 
          ⇒ 形態が高度に制御されたナノキューブの集積によるナノクリスタルデバイスの実現とチタン酸バリウムナノキューブの量産技術を開発 
      「ファインケミカルズ製造のためのフロー精密合成の開発」（触媒化学融合RC）採択 
          ⇒ 高効率触媒およびプロセスの開発により「より完全な官能基、位置及び立体選択性を有する固定化触媒を用いた精密合成」を 
                      フロー法で実現 
  ・農林水産省 地域戦略プロジェクト：実証研究型「畜舎内環境管理と悪臭対策技術確立による養豚生産性向上」(ナノ材料RI）採択 ⇒ 吸着剤による悪臭物質除去   
 ＜受賞＞ nano tech 2017 第16回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議（2月15～17日）で“畜産現場のアンモニア臭を効率よく除去する 
     吸着剤”をテーマとした出展 ⇒ nano tech大賞（プロジェクト賞：ライフナノテクノロジー部門）を受賞 
【 橋渡し後期 】 
  ・日本ゼオン株式会社とSGCNTの高効率合成法、ならびに次世代合成法によるCNTの量産化に係る研究開発を推進する 
   「日本ゼオン-産総研 カーボンナノチューブ実用化連携研究ラボ」を産総研内に設立し、次世代合成技術開発などを加速 
  ・CNT複合材料の新規用途研究、共通基盤技術研究、部材製造プロセス技術研究、及び営業戦略検討を進める 
   「日本ゼオン・サンアロー・産総研 CNT複合材料研究拠点」をスタート 
  ・クレースト技術を活用した光透過性樹脂への透明で難燃性の表面コート技術を開発し、東京メトロ溜池山王駅内の難燃性照明カバーに試験的利用 
  ・産総研発の新素材（クレースト, 常圧焼成B4C, 流動成形⽊質材料）を活用するスピーカー音発生部品の製品化 

２．特筆すべき成果 
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エレクトロニクス・製造領域 エレ製造 

（１） 
・相変化メモリについて、超格子型材料を用いて1V以下の低電圧スイッ

チングおよび電界支援相転移を示唆するバイポーラ動作を実現した。 
・量子アニーリングチップの大規模集積に適した新規アーキテクチャを提
案した。超伝導量子回路用シミュレーションモデルを構築し、3量子
ビット論理ゲート回路設計により有効性を実証した。 

・スピントロニクス発振素子で、高いQ値2,000を維持して単一素子で
10µWの発振出力を実現した（従来の最高値より1桁程度の高出力）。 

・都内各所をつなぐダイナミック光パスネットワークのテストベッドを構
築し、実運用を開始した。波長選択スイッチをコアとするベンチャー企
業を設立した。 

（２） 
・1x10-6の高感度極薄PZT/Siを集積化したひずみセンサアレイシートを
太陽光発電無線端末に組み込み、センサ通信網のプロトタイプを完成し
た。当該センサにより、橋梁での亀裂検出の実証実験に成功した。 

・各階層のモデル・データの分類と関係性を整理し、工場の管理者等が知
りたい指標を現場データから類推する評価プロセスを考案した。間接モ
ニタリングを生産ラインに導入する検討を企業と行った。 

 
（３） 

・フィルム基板上にサブミクロン台の高精細な配線回路を形成することに
成功した。高精度フレキシブルアライメント技術の開発により、高精度
（7ppm）パターニングに成功した。 

・ミニマルファブ技術について、実装用装置群とプロセスを構築し、実装
したデバイスを実際に動作させることに成功した。圧力センサデバイス
用等のレシピを整備した。 

 
（４） 

・AD法では、固体電解質単結晶の高速成長及び実用的な充放電特性をも
つ全固体電池の試作に成功した。光MOD法では新規波長を用いた照射
システムを開発し、従来の2倍の輝度を有する蓄光材料の開発に成功し
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 
・相変化メモリの高集積化に向け、クロスポイント構造の最適化と成膜技術
の改良、相変化材料によるトポロジカルデバイス設計と動作検証を行う。 

・量子アニーリングチップにおいて大規模アーキテクチャ設計のための超伝
導回路シミュレータを開発し、数ビット程度の小規模回路設計を行う。 

・スピントロニクス技術を用いた高周波発振素子の基盤技術開発を行い、発
振出力1µW以上かつQ値2,000以上を実現するとともに、外部回路による
周波数高安定化に取り組む。 

・ダイナミック光パスネットワークの実運用を開始する。波長選択スイッチ
の通信以外の応用技術の事業化を目指す。 

 
（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  
・圧電MEMS技術による自立発電振動検出デバイス、極薄MEMS微細加工フ
レキシブル基板集積化技術によるひずみセンサアレイシートデバイスを試
作し、社会インフラIoTシステムのプロトタイプを開発する。 

・各種生産モデルにおける共通データ・流通データについて分析を進め、モ
デル間の関係を構造化する。また、生産計測技術においては、間接モニタ
リングの技術拡充と、工場において事例検討を実施する。 

 
（ 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 
・印刷デバイス製造技術の高度化に向けて、高精細パターニング・高信頼性
アライメント印刷技術の開発に取り組み、50ppmのアライメント精度の実
現を目指す。 

・ミニマルファブ技術について、各装置の性能高度化、装置群のシステムと
しての統合を進める。また、トランジスタやMEMSプロセスの標準レシピ
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 
・AD法では膜性能や原料利用効率を評価し、実用レベルの生産性と低コスト
化を目指す。光MOD法では低コスト化のための照射システムの高度化や新
規分野展開を目指す。 

１．平成28年度の目標と主な実績 
＜目標＞ ＜実績＞ 
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エレ製造 

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

  
「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 

項目評価 A A B A B A S 
総合評価 A 

【目的基礎】 
・スピントルク発振素子において、従来の最高値より約1桁高い水晶発振器並みの発振出力10µWを実現し、小型な無線通信機器の実用化に 
 向け大きく前進するなどスピントロニクスの新たな応用分野を開拓。 
・簡単に操作できる超高感度ウイルス検査手法を開発し、実環境下で数十個レベルの微量ウイルス検出（世界最高レベルの超高感度検出）に
成功。 

・IF10以上の論文誌（Nature Nanotechnology, Nature Communications、Nature Materials、Nano Letters）に8報掲載。 
・スピントロニクス研究センター長 湯浅新治が平成28年度 文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞 
 「巨大トンネル磁気抵抗効果の研究」。 
・ナノエレクトロニクス研究部門首席研究員 富永淳二が平成28年度 本多フロンティア賞を受賞 
 「低消費電力型超格子相変化メモリの開発と、そのトポロジカル物性の発見」。 
【橋渡し前期】 
・NEDO事業「フレキシブル面パターンセンサによる橋梁センシングシステムの開発」において、フレキシブルひずみセンサアレイシートを 
 開発し、阪神高速の橋梁での亀裂検出の実証実験に成功。本成果は新聞報道7件、 Webニュース報道5件に取り上げられ、道路インフラ状 
 態を常時・継続的・網羅的に把握可能な技術として注目。 
・自立電源小型無線振動センサ端末の開発では、従来品と比較して25倍の発電効率、20分の1の超低電力化を達成。 
・NEDO事業「IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業」（2年総額約63億円）に採択され、IoT研究開発を牽引。 
・経済産業省「超精密三次元造形システム技術開発」プロジェクトにおいて、プロジェクトリーダーとして鋳造用の砂型を積層造形する3D 
 プリンタの開発を主導。製品化された装置を企業や公設試が計5台導入。 
【橋渡し後期】 
・AD法では、実用的な充放電特性をもつ全固体電池の試作に世界で初めて成功。また、光MOD法では、紫外線励起型蛍光体膜の開発で従来 
 の2倍の輝度を達成し、安全標識への応用を開拓。さらに、これらの常温コーティング技術を中核として、先進コーティング技術アライア 
 ンス(42社が参画)を設立し、本技術のバリューチェーン形成を目指した連携プラットフォームを構築。 
・ミニマルファブ技術によるトランジスタ作製からパッケージングまでのデモを世界で初めて展示会場で実施。 
・横河ソリューションサービス（株）が自社内にミニマルアプリケーションラボを創設し、コンサルティング・販売事業を開始。 
・複合ナイトライド薄膜の開発において、米国企業への特許ライセンスで約1億円の知財収入を獲得。 
・平成28年度にベンチャー2件設立 （株式会社計算熱力学研究所、株式会社SteraVision）。産総研ベンチャータスクフォース事業にて、 
 1社設立準備中。 

２．特筆すべき成果 



計量標準総合センター 計量標準 

（１） 
・基礎物理定数を用いて、「国際キログラム原器」の安定性を超える精

度で質量標準を実現。約130年ぶりに改訂されるキログラムの新定義
に技術的エビデンスを付与。 

・社会ニーズ等に対応すべく技術開発を推進し、校正･試験10細目、標
準物質6種を新規整備（医療用核種の放射線標準や水道水質検査用標
準物質など）。計量標準供給や標準物質頒布を着実に実施。 

（２） 
・計量法校正事業者登録制度(JCSS)における校正等419件、依頼試験 
 314件、標準物質頒布2,131件、基準器検査1,794件、型式承認83件 
 を実施、計量研修生676名を受け入れなど、計量標準供給や標準物質 
 頒布を着実に実施し、法定計量に関わる人材を着実に育成。 

（３） 
・計測分析・校正など豊富な技術や知識を活用した技術コンサルティン 
 グを推進し、獲得資金1.4億円（平成27年度比4.5倍）を実現。 
・二国間MoUに基づく技術専門家の派遣や研修生の受け入れを実施し、 
 我が国の計量分野での国際的プレゼンスを向上。 

（４） 
・国際単位系(SI)にトレーサブルな電磁力によるトルク標準やゼーベッ 
 ク係数（熱電変換係数）の絶対値の測定法など世界初の技術を開発。 
 国際誌に論文発表および特許出願。 
・流れ場中における精確な粒子径算出と材料識別の同時計測を達成する 
 画期的な材料識別型粒子径評価技術を構築。参加企業28社の開発装置 
 実用化プロジェクト、成果活用による民間企業共同研究2件を行い、 
 民間技術の向上や新規参入を促進。 
・電磁波計測技術を活用し、電磁波の位相・振幅相関を利用した水分量

計測法を開発。 
・社会インフラの老朽化対策として有望な、撮影するだけで橋梁のたわ 
 み計測をする技術や超小型X線非破壊検査装置を開発。 
・産業利用には普及しにくい側面のあった陽電子消滅を利用した、デス 
 クトップ型の原子欠陥検査装置を開発・市販化。 

（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て、物理標準の開発・範囲拡張・高度   
 化等の整備を行う。既存標準物質の安定度評価を行い供給を継 
 続し、知的基盤整備計画に沿って法令等の改正に対応した標準 
 物質の開発、特定標準物質の濃度校正方法の開発を行う。 
 
（２）法定計量業務の実施と人材の育成 
・計量法に係る業務として、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み、計量教習、計量講習、計量 
 研修を実施して、法定計量に関わる人材育成を行う。 
 
（３）計量標準の普及活動 
・ユーザーの計測課題を解決するため、計測分析・計量標準校正 
 などに関する基盤的かつ先端的な技術や豊富な知識などに基づ 
 いた技術指導や機器公開による計測支援等を行う。 
・計量標準の利用促進のため、情報提供や講習・技能研修を拡充 
 し、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。 
 
（４）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、量子化による高分解能化・高精度化、新 
 たな分析技術の開発、計量標準供給の効率化、新たな現象を評 
 価する技術の研究開発に注力する。 
・「橋渡し」研究前期として、新たな測定評価法の確立と共に、 
 ユーザーの階層を広げる装置化に関する研究開発に注力する。 
・「橋渡し」研究後期として、計測技術の民間移転に重点を置き 
 つつ、製品化に貢献する研究開発に注力する。 
 

１．平成28年度の目標と主な実績 ＜目標＞ ＜実績＞ 

15 
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計量標準 

  「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 
項目評価 A A A S A A S A 
総合評価 A 

３．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

【知的基盤】 
・「国際キログラム原器」を上回る精度で新たな質量標準を実現。あらゆる先端計測の総合力が問われる「質量標準」の実現は、我が国の科
学的プレゼンスを大いに高める成果。メートル条約に関係する約100か国のうち、平成28年までに実現できた国は日、独、米、加のみ。欧
米勢により構築されてきた国際単位系の改定に日本が極めて重要な役割を果たした歴史的快挙。産業のあらゆる分野で必要とされる質量関
連量の超高精度測定実現に波及。 

・社会ニーズ等に対応すべく技術開発を推進し、医療用核種の放射線標準や水道水質検査用標準物質などを新たに整備。 
【目的基礎】 
・世界で類を見ない電磁力による手法を用いて、新たな質量標準に準じた高精度微小トルク標準を開発。微小モータの開発や性能評価に重要。 
・交直（AC-DC）変換の国家計量標準を活用し、熱電材料のゼーベック係数（熱電変換係数）の絶対値測定に世界で初めて成功。熱電変換効
率の高い新材料探索の基盤となる技術。 

【橋渡し前期】  
・ナノ材料製造ラインの品質管理に不可欠な、流れ場中での粒子径分布と材料識別の同時計測ができる画期的な新規計測法を開発。国際標準 
 化に向けたプロジェクトが進行。（民間企業共同研究2件、登録済み知財及び実施契約5件、開発装置実用化PJ参加企業28社） 
・電磁波の位相・振幅相関を利用した水分量計測法を開発。電磁波計測技術を他産業分野に展開。従来法では不可能な全数検査や包装状態で

の検査も可能。農水産物および加工品の品質検査に対する現場ニーズに応えるシーズ。他機関と共同研究も実施。 
【橋渡し後期】 
・簡便かつ低コストでありながら十分な精度で評価可能なサンプリングモアレ法による橋梁のたわみ計測を実現。開発した技術は産総研技術 
 移転ベンチャーへ橋渡し。高層ビルなどの変形分布計測など社会インフラの健全性診断への展開も可能。民間企業と共同研究も実施。 
・低消費電力な超小型X線非破壊検査装置を開発。バッテリ駆動型ロボットに搭載しプラント配管検査に使えることを実証。一般3紙に掲載。 
・民間資金獲得額は4.7億円（目標の97 %）。民間企業からの研究設備の現物資産の譲渡(平成29年度から追加の評価指標)は0.5億円。 
【「橋渡し」のための関連業務】 
・平成28年度における技術コンサルティング制度による獲得金額は1.4億円、金額ベースで前年度比4.5倍と飛躍的に増加。ユーザーの要望 
 を満たす制度として継続的な利用も多数、連携のきっかけとして有効に機能した。 
・イノベーション人材育成として、イノベーションスクール生及びリサーチアシスタントの採用人数は目標値の6名に対し10名と大幅に増加。 

２．特筆すべき成果 



その他本部機能 
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・所内・所外の制度利用者に満足度調査を実施し、改善点を抽出する
などの取り組みにより、技術コンサルティングは、前年度84件から
275件に、77百万円から303百万円に、件数、金額ともに3倍を超
えた。 

 
・イノベーションコーディネータが主導するマーケティング活動やテ
クノブリッジフェアの全国開催等による組織的かつ重層的なマーケ
ティング活動は、テクノブリッジフェア招待企業からの資金獲得に
繋がり、前年度21億円から約1.5倍の31億円の成果に結び付いた。 

 
・大型ライセンスの成約により、技術移転収入は例年を上回る約4.7

億円（前年度（約3.3億円）比142%）となり、知財を活用した事
業化の推進に大きく貢献した。 

・産総研技術移転ベンチャーに対し、展示会やビジネスマッチングイ
ベントへの出展支援を行った結果、投資ファンド等からの出資は、
3社総額約11.2億円となり、その他1社も大型の出資に結び付いた。 

 
 
・受託研究等は、中堅・中小企業とは目標（20件）の1.5倍の35件、
テクノブリッジクラブ加盟企業とは目標（100件）の2割増の122
件など、各数値目標を達成。 

・「政府関係機関移転基本方針」に基づき、石川県と福井県の公設試
内に、それぞれサイトを設置し、技術相談を実施した結果、それぞ
れ6件と10件の共同研究等が成立した。 

・名古屋大学内に「産総研・名大 窒化物半導体先進デバイスオープ
ンイノベーションラボラトリ」（GaN-OIL）を開所するとともに、
九州大学伊都キャンパス内に、「水素材料強度ラボラトリ」
（HydroMate）を設置した。 

１．平成28年度の目標と特筆すべき成果 
＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞ 

【技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施】 
・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制
度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言
等を実施する。 

 
【マーケティング力の強化】 
・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活動
を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

 
【戦略的な知的財産マネジメント】 
・知財を活用した事業化を推進するため、産業界への技術移転及びベ
ンチャーによる事業化の取組みを強化する。産業界への技術移転に
おいては、技術移転マネージャーを中心にして、産業界のニーズ把
握と研究現場と連携した活動を強化する。ベンチャーによる事業化
においては、金融機関等との包括協定を活用して、ビジネスモデル
の構築及び事業支援を強化する。 

 
【地域イノベーションの推進等】 
・公設試職員またはその経験者から委嘱または雇用した「産総研イノ
ベーションコーディネータ」を活用し、地域中核企業への橋渡しを
全国レベルで行う。また、公設試の求めに応じ、産総研の職員を出
向させ、人事交流を活かした技術協力を推進する。結果として20件
以上の中堅・中小企業との受託研究等に結びつける。 

・「テクノブリッジクラブ」加盟企業が200社以上となるよう拡充を
図るとともに、「テクノブリッジクラブ」加盟企業との100件以上
の受託研究等の獲得を目指す。 

・まち・ひと・しごと創生本部決定の「政府関係機関移転基本方針」
を踏まえ、石川県、福井県、愛知県及び福岡県との研究連携体制の
構築を進める。 
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  「橋渡し」機能の強化 横断的な取組 
指導助言 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ力 知財 地域ｲﾉﾍﾞ 拠点形成 評価基準 人材拡充 組織見直 特定法人 

項目評価 S S S 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 

【世界的な産学官連携拠点の形成】 
・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速さ
せる世界的な産学官連携拠点の形成を目指し、高度な半導体製造装
置等の最先端の設備環境を新たに整備する。また、新たに東京大学
が加わった「TIA」において、各機関の多様な技術を融合させると
ともに、産学官の知を糾合して複数の領域での研究プロジェクトの
立案や国内外の企業及び他のイノベーション拠点との連携を企画・
推進する。 

 
【研究人材の拡充、流動化、育成】 
・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。 
 
【組織の見直し】 
・更なる業務の適正化及び効率化を目指し、継続的に組織・制度の見
直しを実施する。研究推進組織は産業界の動向や民間企業、社会
ニーズへ対応するため、柔軟な見直しを実施する。 

 
 
【特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項】 
・平成27年度に導入した年俸制について、さらに柔軟な給与設定を可
能とすることにより、重点研究課題における優れた研究実績又は高
いマネジメント能力を有する研究人材を機動的に確保できる環境を
整備する。 

・TIA連携プログラム探索推進事業では、TIA中核5機関の研究者が組
織を越えて連携し、TIAの研究領域をバイオや計算科学などに拡大
し、民間企業を含む新たな産学官連携39テーマ、NEDOプロ等３
テーマの資金獲得を実現した。 

 
 
 
 
 
・相手機関ごとの多様な事例に対応した結果、クロスアポイントメン
ト制度の活用実績は、前年度24件からほぼ倍の44件に増加した。 

・リサーチアシスタント制度の柔軟化（雇用期間、従事日数）を図り、
活用実績は、前年度105件の約1.7倍の174件となった。 

 
 
・新たな組織の見直しとして、大学の基礎研究力と産総研の技術力を
融合して革新技術シーズを開発する「オープンイノベーションラボ
ラトリ(OIL)」を大学内に6件設置した。 

・企業ニーズにより特化した大型の共同研究を実施するための「連携
研究室(冠ラボ)」を所内に5件設置した。 

 
・人材獲得競争力のある「招聘型フェロー制度」を導入し、卓越した

研究人材確保の体制を整備した。 
 

＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞ 
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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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・共用施設等利用制度では、ユーザーからのヒアリング結果を反映さ
せた大口利用制度の導入や窓口のワンストップ化、営業活動の強化
などの取組みの結果、企業の利用件数が前年度117件から2割ほど
増加し142件となった。 

 
 
 
・研究成果や活動の記事化への取組みとして、プレス発表、取材対応、
記者懇談会などを行い、プレス発表1件あたりの平均紙面報道件数
が前年度3.2件から1.3件増加し4.5件となった。 

・プレス発表に関するツイッターでの情報発信を拡充したことにより、
公式ホームページのプレス発表ページへのプレス発表1件当たりの
平均アクセス数が1,032件と前年度（914件）より13%増加した。 

・英語版ホームページに、外国人支援ページを拡充し、新たに産学官
連携制度ページや2015年研究ハイライトを掲載して英語による広
報を強化した。 

 
・コンプライアンス研修は、職員の希望等を踏まえ、担当の職員が出
向いて研修を実施する「出張研修」を新たに企画し実行したこと等
により、受講者が80名から814名と10倍超に増加した。 

・論文のねつ造防止等を図るため、コンプライアンス研修において、
剽窃探知オンラインツールの利用を促進した結果、利用件数は前年
度の483件から1.5倍に増加し725件となった。 

１．平成28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（コンソーシアム型の共同研究
等）を行うための施設・仕組み等の整備、構築、見直しを進めると
ともに、関連機関との包括協定等を戦略的に締結し、産総研施設・
装置を活用した共同研究の他、企業による分析、計測、サンプル供
給等により、引き続き橋渡し機能の強化を図る。 

 
【広報業務の強化】 
・プレス発表、取材対応などを通して、報道機関への研究成果や組織
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
事化に努める。 

・動画配信やソーシャルメディアネットワークを使用して、産業界及
び一般国民などへの研究成果などの情報発信を拡大する。また、外
国人利用者の利便性向上のため、英語版HPの充実化を検討する。 

 
 
 
【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-ラーニング研修の実施の他、コンプライアンスの向上をより一層
強化することに重点に置いた研修等の開催その他の普及啓発の取組
みを実施する。 

・研究記録の適切な管理・運用等を通じた職員の意識醸成により研究
不正の防止に取り組む。 

II~IV 業務運営の改善、効率化に関する事項等 
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・メールセキュリティサービスを導入したことにより、標的型攻撃
メールやランサムウェア等によるインシデントが３件（前年度19
件）と大幅に低減できた。 

 
 
 
・施設の閉鎖・解体、省エネルギー対策等により、効果的かつ効率的
な施設整備に加えて、研究者のニーズに応じたスペース活用を実現
できた（例：6-13棟改修で高エネルギー効率機器を採用、熱源シス
テムの電力削減率約24％を達成し、スペース使用率は100％に向
上）。 

２．特筆成果を踏まえた自己評価結果 

 
【情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護】 
・平成27年度に検討した情報ネットワーク改修計画に基づき、アクセ
ス制御システムの導入もしくは所内ネットワークのアクセスレイヤ
の多段化による信頼性と堅牢性の高い情報システム基盤を構築し、
重要な機密情報の保護を図る。 

 
【施設及び設備に関する計画】 
・産総研施設整備計画（平成28年度版）を策定し、同計画に基づき施
設及び設備の整備と、老朽化した施設の閉鎖・解体を進める。 

・空調設備等の電力多消費設備を整備する際には、エネルギー効率の
高い機器を採用する。 

＜目標＞ ＜特筆すべき成果＞ 

  業務運営の改善、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 財産処分 

項目評価 A B B B B B B 
総合評価 B B 

  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 

項目評価 A A A B B 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 S 
計量標準総合センター A 
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 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重要事項 A 
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研究開発成果の最大化の２項目がＳ評定、６項目がＡ評定であり、業務運営等の事項
も全ての項目がＢ評定以上であることを総合的に勘案し、総合評価をＡ評定とした。 
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参考資料 

◆ 国立研究機関ランキング2017 
 
◆ 他社牽制力ランキング2016 



【参考】世界で最もイノベーティブな国立研究機関ランキング2017 
2017 
順位 大学・研究機関 2016 

順位 
1 米国保険福祉省, NIH等（米） ４ 
2 原子力・ 代替エネルギー庁（仏） 1 
3 フラウンホーファー協会（独） 2 
4 科学技術振興機構（日） 3 
5 産業技術総合研究所（日） 7 
6 韓国科学技術研究院（韓） 6 
7 医学研究評議会（英） - 
8 国立科学研究センター（仏） 5 
9 フランス国立健康医学研究所（仏） 10 

10 科学技術研究庁（シンガポール） 9 
11 中国科学院（中） 16 
12 物質・材料研究機構（日） 18 
13 理化学研究所（日） 13 
14 カナダ国立研究評議会（加） 14 
15 パスツール研究所国際ネットワーク（仏） 17 

（出典) ロイター通信 The World‘s Most Innovative Research Institutions （2017年3月1日） 

24 



●ランキング方法 
  
・各機関の特許出願件数、特許付与、国際特許出願件数、特許引用件数、
特許に引用された研究論文の件数、企業に引用された研究論文の件数、
共著論文における企業共著者の比率、論文発表総数の総合的判断によっ
てランキング 

  
・同点の場合は特許引用数の多い方が上位 
  
・学術誌に多くの論文を掲載（2009年〜2014年）している組織（教育機
関、非営利機関、政府系機関）、約600機関に限定 

  
・世界知的所有権機関（WIPO）に、70件以上出願している機関に限定 
  
・2009年〜2014年間の特許出願件数、2016年3月*までの対応特許、特許
引用件数、論文引用件数をカウント 
(*論文，特許が参照されるまでの時間差を考慮) 
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【参考】大学・研究機関 他社牽制力 ランキング2016 
順位 大学・研究機関 引用された特許の数 

1 産業技術総合研究所 1,184 
2 科学技術振興機構 505 
3 東北大学 308 
4 東京大学 255 
5 東京工業大学 222 
6 京都大学 221 
7 カリフォルニア大学 207 
8 情報通信研究機構 197 
9 鉄道総合技術研究所 192 

10 理化学研究所 191 

（出典) 株式会社パテント・リザルト, 【大学・研究機関】他社牽制力ランキング2016（2017年6月21日） 

※ 日本国特許庁に特許出願され、2016年12月までに公開されたすべての特許のうち、2016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数 

※ 産総研の特許が、東芝30件、住友電気工業27件、日立製作所21件、などの出願の拒絶理由とされた 
※ ランキングが発表され始めた2013年から、毎年他を大きく引き離して産総研の1位が続いている 
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