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平成３０年度評価及び第４期中長期目標期間見込評価
業務実績・自己評価結果説明資料

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

V. 産総研全体の総合自己評価
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産総研の概要

人員 約11,200名が研究開発活動を実施
●常勤の研究職員（約2,300名）
●事務職員（約 700名）
●ポスドク等の契約職員（約3,100名）

総収入額は約1,124億円（平成30年度）
●内部資金 798億円
●外部資金 326億円

全国に11の研究拠点
●福島再生可能エネルギー研究所
●柏センター
●臨海副都心センター

予算

拠点

研究
領域

材料・化学 エレクトロ
ニクス・製造

地質調査 計量標準エネルギー
・環境

生命工学 情報・
人間工学

●大学・企業等からの
外来研究員等（約5,100名）

●北海道センター
●東北センター
●つくばセンター
●中部センター

●関西センター
●中国センター
●四国センター
●九州センター



その他本部機能

②技術コンサルティング
・技術力を活かしたコンサルティング
により、企業の新規事業の立ち上げ
や新製品・サービスの創出を支援。

・企業との関係を構築し、大型連携へ
の発展を目指す。

③組織対組織の関係構築
・トップセールスによる組織対組
織のコミットメント。

・テクノブリッジフェアでの理事
長面談に加え、全国の企業を精
力的に訪問。

①冠ラボ
・企業名を冠した連携研究室（冠ラボ）
を産総研内に設置。

・研究成果の事業化・産業化に強いコ
ミットメントを示す企業とこれまで
以上に密接な関係を構築。

重点的に推進する取組

④ベンチャー支援の強化
・産総研発ベンチャーへの民間か
らの出資額を3倍（9億円/年）
以上とする目標の達成に向け、
ピッチ会、個別ＶＣ紹介、販路
開拓等で支援。

⑤重点投資
・世界的な人工知能（AI）に関す
るグローバル研究拠点として、
Society5.0の基盤をなす研究拠
点を柏と臨海に整備。

⑥目的基礎研究の強化
・「橋渡し」機能を持続的に発揮
すべく、大学内に産総研の連携
ラボ（オープンイノベーション
ラボラトリー（OIL)を設立する
等の取組により、革新的な技術
シーズを継続的に創出する機能
を強化。

⑦地域イノベーションの推進
・地域の中堅・中小企業を支援す
るため、公設試と密接に連携す
ること等により「橋渡し」を全
国レベルで行う体制を整備。

・併せて、被災地企業の持つシー
ズ技術の事業化支援等を実施。
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①冠ラボ：企業との連携研究室を産総研内に創設
強いコミットメントを示す企業とこれまで以上に密接な関係を構築

• 平成28年度に冠ラボ制度を創設。

• 企業は研究者や研究資金等、産総研は研
究者や研究設備等の研究資源を提供。
企業からの出向研究者と産総研からの研
究者が共同で研究開発に取り組む。

• 平成30年度に3件新設。
• 令和元年度は3件以上の新設を見込む。

• 冠ラボの具体的な活動や連携企業から見
たメリット等を紹介した「冠ラボシンポ
ジウム」は多くの企業の関心を集め、126
社から参加を得た。

• 冠ラボにおける連携研究から、これまで
論文10件、プロシーディングス20件、プ
レスリリース2件、標準化1件等の成果。

平成28年度設立
・NEC（人工知能）
・日本ゼオン（カーボンナノチューブ実用化）
・住友電工（サイバーセキュリティ）
・豊田自動織機（アドバンスト・ロジスティクス）
平成29年度設立
・パナソニック（先進型AI）
・日本特殊陶業（ヘルスケア・マテリアル）
・ＴＥＬ（先端材料・プロセス開発）
・矢崎総業（次世代つなぐ技術）
平成30年度設立
・UACJ（アルミニウム先端技術）
・清水建設（ゼロエミッション・水素タウン）
・NEC（量子活用テクノロジー）

「冠ラボシンポジウム」

・平成30年度に開催
・参加企業７社と連携に向け

た協議を開始
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②技術コンサルティングの拡大
共創型コンサルティングから大型連携案件を構築

• 平成27年度に技術コンサルティングを制度化。

• イノベーション推進本部に専任担当者を置き、
技術コンサルティングの適否や注意点などの確
認を行う事前相談を徹底。

• スピーディな契約（最短10営業日）を可能とす
る契約事務体制を整備。

➠件数と契約額の大幅増を実現。

• 産総研の有する様々な企業との連携メニューの
起点として、受託研究や大型連携等に発展。

• コンセプトの段階から企業の新事業シーズの探
索、連携テーマの立上げ等を産総研と共に検討
する「共創型コンサルティング」を開始。

• 令和元年度は共創型コンサルティングから大型
連携を構築見込み。

技術コンサルティング契約金額と件数
億円
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③組織対組織の関係の構築
トップセールスによる組織的コミットメントの獲得

企業からの共同研究資金の実績

組織対組織の関係の構築により、企業と
の共同研究は大型連携にシフト

• イノベーションコーディネータ(IC)が企業
ニーズを深堀りし、産総研が総合力を発揮
する大型の研究テーマに仕上げる等のマー
ケティング活動を展開。

• テクノブリッジフェアや個別企業を訪問し
ての産総研紹介等、積極的に働きかけを行
うとともに、理事長によるトップセールス
により、組織対組織の関係を構築。

➠企業の経営層が本格的に関与する大型
連携に結実。

・令和元年度は35件以上の大型連携の見込み。

金額帯別の共同研究額累計
（平成30年度末）
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④ベンチャー支援の強化
目標の3倍の出資額を獲得

産総研発ベンチャーへの民間からの出資額（億円）

基準値

H29年度 H30年度

目標 実績 達成率 目標 実績 達成率

合計 3.0 6.6 11.0 1.5倍 7.8 23.5 3倍

• 産総研発ベンチャー累計144社のうち、有
望ベンチャー約20社を選定。
担当コンシェルジュを配置してピッチ会、
個別ＶＣ紹介、販路開拓等を重点支援。

• 併せて産総研技術移転ベンチャーの知名
度向上（HPへのベンチャー紹介コーナー
の設置、パンフレット作成など）を実施。

➠平成30年度のベンチャーへの出資額は、
7社に対して23.5億円（目標額7.8億円）
目標を大幅に上回った。

• 令和元年度は7社への出資に加え、新規2
社の起業の見込み。

代表的なベンチャー企業 主な受賞実績

イーディーピー
産学官連携功労者表彰

内閣総理大臣賞（H29年度）

アプライド・ビジョン・システムズ JEITAベンチャー賞（H28年度）

Hmcomm JEITAベンチャー賞（H29年度）

ナノルクス
JST大学発ベンチャー表彰（H30年度）
JEITAベンチャー賞（H30年度）
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Algorithm

Big Data Computing

要素技術の研究開発と
要素機能モジュール構築

AI用計算基盤 ABCI
の構築と運用

学習・評価用データ構築
データ収集環境整備

民間企業連携によるデータ利用

柏センター
（社会イノベーション棟）

臨海副都心センター （サイバー
フィジカルシステム（CPS）研究棟） 柏センター（AIデータセンター棟）

⑤重点投資
人工知能に関するグローバル研究拠点を構築

【AI研究拠点としての機能強化】
• 平成28年度補正予算により、柏と臨海

に新棟を構築。
• AIアルゴリズム研究（AIRC）に、AI実証

環境（HARC、CPS）とAI計算基盤（ABCI）
を加え、産総研のAI研究拠点の機能を
強化。産学官の研究拠点へ。

【柏】
• 東大柏Ⅱキャンパスに「AIデータセン

ター棟」 (H30.1) と「社会イノベー
ション棟」 (H30.11)が竣工。

• 事業組織として「柏センター」を、研
究推進組織として人間拡張研究セン
ター(HARC)を設置(H30.11)。

• AI計算システム「ABCI」を運用開
始(H30.8)、世界最高速を二度マー
ク(H30.11、H31.4)。

【臨海】
• 臨海副都心センターに「サイバーフィ

ジカルシステム(CPS)研究棟」が竣工
(H30.12)。

• 「工場」「物流」「創薬」の３つの模
擬環境を整備。学習データを取得へ。
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人間行動計測で
介入の効果を分析

工場の
模擬環境

小規模店舗の
模擬環境

バイオ研究の
模擬環境

外部利用53件，内部利用61件
合計約2.1億円分の利用



⑥目的基礎研究の強化
オープンイノベーションラボラトリ（OIL）設立、理研ｰ産総研チャレンジ研究

<OIL>
• 平成28年度にOIL制度を創設。
• 大学等の基礎研究と産総研の目的基礎・応

用技術開発を融合し、産業界へ技術の「橋
渡し」を推進。

• これまでに論文301件、プレスリリース18
件、特許出願4件等を創出。IF付き国際誌
への論文発表は産総研平均の2倍。

• 令和元年度は2つの新規OILを設立見込み。

<理研-産総研チャレンジ研究>
• 平成28年度開始。両機関が協力して初めて

実現できる2050年の社会課題解決を目指し
た共同研究。平成28年度の採択案件からQ-
LEAP、CREST、SIPおよびJSTやNEDO等の国
プロに7件採択。令和元年度も10件を採択
見込み。

<論文奨励>
・論文タスクフォースを設置し、アクション
プランを策定。インセンティブ予算の措置
や論文賞の創設等の取組の結果、論文数は
回復傾向。

産総研の論文数推移

平成28年度設立
・名大（窒化物半導体先進デバイス）
・東大（先端オペランド計測技術）
・東北大（数理先端材料）
・早大（生体システムビッグデータ解析）
・阪大（先端フォトニクス・バイオセンシング）
・九大（水素材料強度）
・東工大（実社会ビッグデータ活用）
平成29年度設立
・京大（エネルギー化学材料）
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⑦地域イノベーションの推進
橋渡しを全国レベルで行う体制を整備

「バイパスダイオードチェッカー」
太陽電池保護回路の検査装置
日本カーネルシステム(株)

「温度成層式蓄熱・貯湯システム」
業務用蓄熱タンク
(株)亀山鉄工所

被災地企業シーズ支援プログラムにおける商品化例

• 平成27年に産総研IC（公設試職員への委嘱によ
るコーディネータ）制度を開始し、既に100名
を超える規模に拡大。加えて、地域で発掘した
案件に産総研全体で対応する体制を構築。

• これまで1,087社と面談、地域中核企業と232件
（平成30年度は104件）の連携研究を実施。

• 平成28年には、石川県と福井県の公設試内に連
携拠点（産総研石川サイト、産総研福井サイ
ト）を設置。企業を訪問するなどして技術相談
等を実施。（平成30年度までに石川では23件、
福井では25件の共同研究等が新規に成立)

• 被災地支援
 福島再生エネルギー研究所（FREA）で東日

本大震災の被災三県企業124件の技術シーズ
事業化を支援。これまでに19件の製品化を
実現。併せて地元大学を中心にのべ454名を
受け入れて研究活動を支援。令和元年度は
被災地企業の14件のテーマを支援見込み。

 熊本地震で被災した熊本大学の学生のべ32
名をつくばで受け入れて研究活動を支援。

平成30年度末現在



⑧情報セキュリティ対策の強化
不正なアクセス事案を踏まえた体制の見直しと再発防止の徹底

情報セキュリティ管理体制の見直し

<体制の見直し>
・「情報セキュリティ部」を統括部署として新設。
・「セキュリティ・情報化推進委員会」を理事長
直下に設置し、情報セキュリティ対策と情報化
推進を審議。

<新たなセキュリティ対策の徹底>
・研究サーバ等に対する定期的なセキュリティ

点検を義務化。
・強固なパスワード設定を義務化し、パスワー

ドのメール送付を禁止。
・内部通信の監視を開始。

※令和元年度に以下の対策を実施予定
・イントラ業務システムに２要素認証を導入。
・所内ネットワークを事務用ネットワークと研究
用ネットワークに分割。
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業務運営の改善及び効率化に関する事項等

①ガバナンス適正化
・ガバナンス改革担当理事を置き、
ガバナンス改革を推進。

・理事会に係る運用ルールを整理し、
理事会の機能強化をはじめ、各種
会議等の権限と責任を明確化。

①業務改革
・トップダウン・ボトム
アップの双方から業務改
善・効率化を推進。

・年間試算で約76,100時間
を削減。

②特例随意契約
・新たな随意契約方式を他法人
に先駆けて導入し、調達手続
きの大幅な期間短縮を実現。

以上を前提に、重点的に取組みを進めた特筆すべき成果例は以下のとおり。

第１回業務改革大会の開催
（平成31年3月19日）

 産総研の組織運営を支える人事、経理、法務等の基盤業務を適正かつ確実に実施し、産総研
の研究活動を支えてきた。

 組織のパフォーマンスの向上を図る観点から、各種の課題等に柔軟かつ迅速に対応するとと
もに、働き方改革、業務改革、人事改革（人材育成を含む）等、将来を見据えた施策を積極
的に検討・推進してきたところ。

＜平成30年度の特筆すべき成果＞

②コンプライアンス推進
・国立研究開発法人協議会の「コンプライ
アンス専門部会」の創設・運営を主導し、
国研全体のコンプライアンスの推進に寄与。

・コンプラ週間の設定等により、役職員等
のコンプライアンス意識を向上。

＜第４期中長期目標期間の特筆すべき成果＞

③人材の育成・拡充
・イノベーションスクールにおいてイノベ
ーション人材を多数輩出。

・クロスアポイントメント制度及びリサー
チアシスタント制度等を活用し、目的基
礎研究の強化や連携研究の促進に寄与。

イノベーションスクール講義風景
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ガバナンス適正化に向けた取り組み
～ 権限と責任の明確化、リスク管理の徹底等 ～

１．意思決定プロセスの見直し  理事会の機能強化をはじめ、
権限と責任を明確化

 理事長の意思決定をサポー
トする体制の強化

 理事会に付議するプロセスをルール化
 緊急案件等の報告ルートを明確化

２．リスク管理の徹底

 リスク事案への対応の
迅速化

 リスク管理をさらに強化

 すべてのリスク情報をコンプライアンス推
進委員会(委員長：理事長)に集約し、関係
部署へ適切な指示を与え迅速に対応

３．チェック体制の強化

 H30年10月に法務部を設置し、チェック体制を強化
 共同研究契約書のひな型を見直し、リーガルチェックを徹底
 法律事務所との顧問契約を拡充し、法律相談体制を構築
 法人文書の決裁者の範囲や権限委任の点検・見直し

 契約リスクの軽減
 決裁権限の見直しによる

組織のガバナンス強化

＜平成30年度の特筆すべき成果＞

H30年8月末に「ガバナンス改革担当」理事を置き、H30年度中を集中取組み期間として
ガバナンス改革を推進。
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多面的な取組みによりコンプライアンスを推進

１．国立研究開発法人のコンプライアンス推進を主導

 国立研究開発法人協議会（国研協）に「コンプライアンス
専門部会」の創設・運営を主導

 専門部会長・事務局を担当し、国立研究開発法人全体のコ
ンプライアンス推進を主導

 国立研究開発法人全体の
コンプライアンスの推進に
寄与

 コンプライアンス違反事例等を分
かりやすく紹介した ハンドブッ
ク及びコンプライアンスの３要素
を記載したカードを作成・配布

 幹部・管理職向けの特別研修を実施

 部署毎に主体的な取組事項を決定・実施し、全部署で共有

ハンドブック カード

 国研協の全法人において「コンプライアンス推進週間」を

合同で実施（H30年12月3日-12月7日）

２．コンプライアンス推進週間の設定等

 役職員等が主体的にコンプ
ライアンスについて考える
機会を創出し、コンプライア
ンス意識の向上に寄与

＜平成30年度の特筆すべき成果＞

15



産総研全体の業務改革プロジェクト工程を
一元的に管理し、業務改善・効率化を推進

＜トップダウンによる取組＞
 業務改善・効率化取組状況の幹部層への定期報告
 業務改革に関する理事長との勉強会

＜ボトムアップによる取組＞
 各部署での職場改善会議の開催
 「業務改革マイスター」認定制度の導入
 「業務改革に関する提案募集」の開始（対象：全職員）

トップダウンとボトムアップの両面からの業務改革

 H31年3月「第１回業務改革大会」を開催（参加者228名）
 優秀事例4件の発表を行い、理事長よりアワード授与（※）
※最優秀事例

『日帰り近郊出張に関わる「法人向けカーシェア」を利用し
た効率化』

業務改革大会

 幹部層から指示を仰ぐ機会を創出

 現場のニーズを踏まえた改革の推
進

 優良改革事例の横展開を促進

業務改革プロジェクトの一元的な管理・推進
 年間試算で約76,100時間（本

部･事業組織全職員の労働時間
の約3％分）を削減

 業務改革推進室が産総研全体の業務改革プロジェクトを
一元的に管理

 H29年度から84プロジェクトに着手し、うち54プロジェ
クトを完遂

＜第４期中長期目標期間の特筆すべき成果＞

16



 特定国立研究開発法人3機関の中で産総研が先駆けて導入

 H29年10月から運用開始（契約実績：H29年度891件、H30年度1,368件）
（参考）産総研がモデル事例となり、他法人（NIMS）はH31年1月より本契約方式を導入

 研究開発に直接関係する物品・役務の調達のうち、500万円以下のものが対象

新たな随意契約方式を他法人に先駆けて導入

調達請求 業者との契約締結 納品・研究

調達請求 業者との契約締結 納品・研究

約40日

約20日

調達事前調査票作成

導入前

H29～30年度
2,259件×1時間
＝約2,260時間

負担軽減

導入後

H29～30年度
2,259件×20日
＝約45,180日
期間短縮

 契約締結までの大幅な期間短縮（約40日→約20日）により、研究開発を促進
 調達事前調査票の作成省略により、研究者の調達請求にかかる負担を軽減

＜第４期中長期目標期間の特筆すべき成果＞
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 理事長自ら講義を実施
 長期的かつ俯瞰的な視点に

立った決断をするための考え
方等を学習

 長期のグループワークにより
課題発見・解決力を養成

 修了生による同窓会組織「桜翔クラ
ブ」の活動を支援

 これまでの全コースを合わせた修了
生は477名（うち博士人材307名）

 産学官で活躍する修了生らが活発に
情報交換し、共同研究にも発展

28.5

78.6 77.8 73.3

0

25

50

75

100

就職率（％）

H27年度 H28年度 H29年度

14 18 15 1517
28 28

40

0

20

40

人材育成数

博士人材向けコース 大学院生向けコース

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

 イノベーション人材を多数輩出し、修了生の高い就職率を実現
 同窓会組織の支援により、人材ネットワークを拡充し、新たな連携の

創出に寄与

（参考）
H27年度国内全体

多くの若手研究人材を育成

就職率は高水準で推移

同窓会「桜翔クラブ」理事長講義「中鉢塾」

18

イノベーション人材の育成と新たな連携の創出に貢献

＜第４期中長期目標期間の特筆すべき成果＞



5 11 14 19
19

33
42

50

27 28 29 30

出向 受入

外部人材雇用制度による研究人材の拡充

クロスアポイントメント制度 リサーチアシスタント制度 特定集中研究専門員制度

産総研大学等 大学院 産総研企業等産総研

 職責手当追加支給制度の導入
 オープンイノベーションラボ

ラトリでの受け入れ拡大
 民間企業との出向・受け入れ

 勤務日数の柔軟化による採用者
数の増加

 連携研究室・連携研究ラボ（冠
ラボ）の設置を通じた受入者数
の増加

クロスアポイントメント制度利用者数 リサーチアシスタント制度利用者数 特定集中研究専門員制度利用者数

105

174

268

345

27 28 29 30

25 35 40
51

68

104
118

151

27 28 29 30

企業数

人数

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H27年度 H28年度 H29年度 H27年度 H28年度 H29年度

 優秀で多様な人材を集結し、目的基礎研究の強化や連携研究の促進に寄与

制度利用者の増加

H30年度 H30年度

研究者等が大学等との間でそれぞれ
雇用契約を結び、各機関の責任の下
で業務を行うことが可能となる制度

優れた研究開発能力を持つ大学院生
を産総研の研究開発プロジェクトに
従事するために雇用する制度

共同研究先企業等から研究者を受け
入れ、産総研の指揮命令の下で研究
課題に従事する制度

＜第４期中長期目標期間の特筆すべき成果＞
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20

平成30年度の実績に関する自己評価結果

業務運営の改善、効率化に関する事項等

II. 業務運営の改善、効率化 III. 財務内容の改善
IV．その他業務運営の

重要事項

研究施設 PDCA 調達 財務 財産処分
業務運営・
コンプラ

その他

評価軸
共用施設利用
制度の約款等

PDCAサイクル
の徹底

手続期間短縮
保有資産の有

効活用
国庫納付に向
けた手続き

業務運営の適
正性の確保

情報セキュリ
ティ対策等の

徹底

項目評価 B B A A A S A

総合評価 B A A

I. 「橋渡し」機能の強化

ベンチャー
支援

指導助言
マーケティング

力
地域イノベ 拠点形成

人材育成・
雇用

評価軸
民間からの

出資額
技術コンサル

ティング
マーケティング
の取組状況

公設試等との連
携

産学官連携拠点
の形成

外部人材育成

項目評価 S S A A B A

総合評価 A

その他本部機能
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第４期中長期目標期間の実績（見込を含む）に関する
自己評価結果

業務運営の改善、効率化に関する事項等

II. 業務運営の改善、効率化 III. 財務内容の改善
IV．その他業務運営の

重要事項

研究施設 PDCA 調達 財務 財産処分
業務運営・
コンプラ

その他

項目評価 B A A A B S A

総合評価 A B A

I. 「橋渡し」機能の強化

ベンチャー
支援

指導助言
マーケティング

力
地域イノベ 拠点形成

人材育成・
雇用

項目評価 S S A A B A

総合評価 A

その他本部機能
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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-
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1．第4期中長期計画で設定した研究開発

②法定計量業務の実施と人材の
育成

・計量法の適切な執行のため、特定計
量器の基準器検査や型式承認試験な
どの試験検査・承認業務を着実に実
施する。

・計量教習などにより人材育成に取り
組む。

・新しい技術に基づく計量器の規格策
定などにも積極的な貢献を図る。

③計量標準の普及活動
・計量標準の管理・供給、国際計

量標準と工業標準への貢献およ
び計量標準供給制度への技術支
援を行う。

・中小企業なども計量標準の利活
用ができるよう環境を整備し、
情報提供や相談などにより計量
標準の普及促進に取り組む。

④計量標準に関連した計測
技術の開発

・計量標準に関連した計測・分
析・解析手法および計測機器
・分析装置の開発・高度化を
行う。

・計量に係るデータベースの整
備・高度化に取り組む。

①計量標準の整備と利活用促進
・知的基盤整備計画に基づき、物理標

準と標準物質の整備を行う。
・計量標準の利活用を促進するため、

計量標準トレーサビリティの高度化
を進める。

・単位の定義改定に対応するなどの次
世代計量標準の開発を推進する。
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2．平成30年度の特筆すべき成果
光格子時計による次世代時間・周波数標準の実現 デジタルものづくり産業を支える3D形状計測の普及

国際原子時への貢献
• 秒の定義改定に対応した時間標準の構築
• 従来よりも約10倍安定な時間の国家標準
の生成

• 国際原子時の高精度化へ連続運転により
定常的に貢献

IF付論文3報
プレスリリース1件

10時間以上連続運転が可能なイッテルビウム光格子時計

時計の動作に必要な全ての
レ ー ザ ー 光 の 周波数 を
光周波数コムを用いて制御

• レーザー周波数を自動制御する産総研独
自のシステムを構築

• 9000万年に対し1秒程度の誤差を確認

世界最長の連続運転時間を実現

イッテルビウム光格子時計光格子に捕獲された
原子の概念図

地域のデジタルものづくりの効率化、高精度化に貢献

全国約45カ所の公設試を通じた成果の共有と活用

造形誤差の簡便な補正方法
とサポートソフトウェアを開発

• ３Dプリンタによる造形の
高精度化・効率化を実現

本成果を活用した共同
研究・受託研究：
48件
技術相談・技術支援：
1,569件

• 産総研⇔公設試験研究機関（公設
試）の全国規模ネットワークによる共同
研究

• 参加した45公設試すべての造形誤差が
半分以下に低減

フィードバックループを用いた3Dプリンタによるデジタル造形
全国約45機関による

造形・計測

計
測

設計
データ 造形誤差の

低減を実現

フィードバック

造
形
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3．平成30年度の数値目標達成状況
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知的基盤
「橋渡し」のための研究開発

人材育成
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・計量標準及び標準物質の
整備状況

・計量法業務の実施状況

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 S S A A A

総合評価 S

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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5．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）
130年ぶりキログラムの定義改定に貢献 インフラ診断のための革新的X線検査装置

キログラムの定義改定へ貢献 インフラ構造物の効率的な検査を実現
• 計量標準総合センターが有する計測技術の集
大成により、普遍な基礎物理定数（プランク定
数）を世界最高レベルの精度で決定

• キログラムの定義改定に貢献できたのは、日、独、
米、加の4ヵ国のみ

 新定義に基づく国際比較に参加の見込

• 現場検証試験で従来の非破壊検査装置を超え
る検査性能を確認

• NEDOプロジェクト、X線新技術産業化コンソー
シアム等の企業に技術移転

 X線装置をシステム化し、企業に技術移転の見込

人工物に頼らず、新しい質量の基準を実現

シリコン球体の直径を原子
レベルの精度で測定

• 球体表面を分析するエリプソメータと
X線光電子分光装置を開発

• シリコンの同位体存在比や結晶格子
の均一性も評価

短時間、リアルタイムに広範囲の検査が可能な非破壊検査システム

バッテリー駆動可能小型高エネ
ルギーX線源と高感度・高精細・
大面積２次元検出器を開発

• 後方散乱を利用した独自のイメー
ジング技術を開発

• 道路・鉄道など大型基幹インフラの
内部欠陥を高速診断

世界最高レベルの精度でプランク定数を決定 ロボットへの搭載も可能な小型検査装置を実現

キログラム原器

1 kgの 28Si 
濃縮結晶球体

レーザー干渉計：
シリコン球の直径
及び体積の測定

IF付論文25報
プレスリリース1件
新聞・テレビ等の成
果発信多数

IF付論文10報
プレスリリース1件
受賞2件

後方散乱イメージング
装置の開発

X線検出器

ロボット搭載型
検査装置の開発

配管検査用
ロボット

検査装置を
移動機器に搭載し、
広大なインフラ等の
検査に対応

X線発生装置 X線撮影装置
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知的基盤 「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究

水道法等の規制に対応した標準物質の開発

一対多型校正技術等の適用により、従来技術で
は10年~20年を要すると想定された10項目の
整備期間を3年に短縮し、第4期中に完了。

放射線利用の安心・安全のための計量標準
整備
放射能標準・線量標準を整備し、病院等で使用
される線量計のトレーサビリティを確立。放射線治
療の信頼性向上に貢献。

●単一光子分光イメージング技術の開発

超伝導転移端センサを用いた光子顕微鏡の
開発に世界で初めて成功。生体のリアルタイム
イメージング技術へ展開。

有機質量分析の高感度・高精度化技術
の開発

アミノ酸配列を容易に解析可能な分子解離の
新手法を開発。タンパク質などの巨大分子の
構造を質量分析のみで解析することに成功。

有機標準物質の迅速供給に向けた一対
多型校正技術の開発

定量核磁気共鳴分光法（定量NMR）を利
用し、有機標準物質の整備を大幅に加速。

 モアレを利用したマルチスケール変位・ひず
み分布計測

高速道路、橋梁などの巨大インフラから電子
デバイスなどの微小構造物まで対応可能な、
変位・ひずみ分布計測技術を開発。

タンパク質と電子・水素ラジカルの反応
により、特定の結合を選択的に切断

先端部分に充填された
「イリジウム線源」

放射能測定装置の校正に
用いられるラジウム223

全国1300の水道事業
体における水質検査の
統一精度管理が可能に

単一光子
分光イメージング像超伝導光センサを搭載した

光子顕微鏡

熱残留ひずみ測定装置長大橋のたわみ計測

6．第４期中長期目標期間のその他の代表的成果

H27 H30

水
質
基
準
項
目
に
お

け
る
整
備
数

33

43

10項目(16物質)の整備
を第4期中に完了

※従来技術では
整備に10年〜20年

加熱チャンバ 温度制御部

レーザー顕微鏡

検出器

分
離
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ラ
ム

ク
ロ
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グ
ラ
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異なる分子の比較
による一対多型の
校正技術

校正 NMR

1Hの基準物質

添加

一対多の値付け

H30年度 文部科学大臣賞 混合
標準液
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7．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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知的基盤
「橋渡し」のための研究開発

人材育成
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 S S A A A

総合評価 S

8．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）
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1．第4期中長期計画で設定した研究開発

②レジリエントな社会基盤の構築
に資する地質の評価

・国および地域の防災等の施策策定に
役立てるために、地震・火山活動お
よび長期地質変動に関する調査と解
明を行い、地質災害リスクの予測精
度向上のための技術を開発する。

③地圏の資源と環境に関する
評価と技術の開発

・国の資源エネルギー施策立案や産
業の持続的発展に役立てるために、
地下資源のポテンシャル評価およ
び地圏環境の利用と保全のための
調査を行い、そのための技術を開
発する。

④地質情報の管理と社会利用
促進

・国土の適切な利用と保全などを目
指して、地質情報や地質標本を体
系的に管理するとともに、効果的
に成果を発信することにより、地
質情報の社会利用を促進する。

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

・我が国の知的基盤整備計画に基づい
て、国土および周辺海域の地質図、地
球科学基本図のための地質調査を系統
的に実施し、地質情報を整備する。
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東・東南アジアの防災・資源開発に貢献 資源探鉱や地質災害対策に必要な地層解析を効率化
• 民間企業のアジアにおける事業展開に先立つ地質
情報の取得

• 大学等による地質の研究や教育に利用
• 地質情報を利用する人材の育成と長期にわたる
人的ネットワーク形成による国際連携強化

• 地層の解析作業を、熟練した専門技術者の
数十倍に高速化

• 鉱物や火山灰等、さらに微小な粒子を取扱う
生命科学等の他分野にも応用可能

プレスリリース
（H30.12）
報道8件
企業や大学から
問合せ多数

東・東南アジアの総合的な地質情報発信と
人的ネットワーク形成 AIを活用した微化石自動鑑定・分取システムの開発

地質調査総合センター主導で、アジ
アの地質情報を国際標準形式でまと
めたシステムを構築・ウェブ公開

世界初、微化石の鑑定と分取をAI技術で自動化
（企業3社と共同開発、特許出願）

• 人の手では困難だった0.1 mm
未満の微化石を分取可能

2．平成30年度の特筆すべき成果

11カ国 593シートの
地質情報を掲載

東・東南アジア地球科学計画調整委員会
CCOP地質情報総合共有システム

地質調査総合センター(GSJ)
国際人材研修

（H30年度よりスタート）

CCOP加盟国の若手研究者を
対象とし、実践的な調査技術

に関する研修を毎年開催

9カ国 9名が参加
18日間実施

技術講習により各国でシステムを
運用する人材を育成（4年間総計180名）

微化石

マイクロ・
マニピュレーター

0.1 mm

プレスリリース
（H30.9）
新聞3紙に掲載

0.1 mm

GSJの微化石コレクションと鑑定力に
よるAI学習で高精度な鑑定を実現

AIで判定された
微化石
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3．平成30年度の数値目標達成状況
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知的基盤
「橋渡し」のための研究開発

人材育成
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸
・地質図及び地球科学図等
の整備状況

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 A S A S S

総合評価 S

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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5．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）

地震災害に強い社会基盤の構築

• 信頼性の高い地震ハザードマップの作成や的確な
液状化対策による防災への活用

• 都市インフラ整備における土木・建築工事での
地質リスク回避に貢献

• 地下水流動・地質汚染調査への利用による適切
な地下水環境の確保

 東京都23区域の3次元地質地盤図の公開を目
指して、地質情報の整備を進める

プレスリリース 1件
新聞 4紙に掲載
受託・共同研究 2件

都市域の地下構造を３次元的に可視化する
新しい地質地盤図の公開

高精度な3次元地質地盤図「千葉県北部地域」をウェブ公開

• 軟弱層など地下の地質の
3次元構造を把握 120 m

埋立層

沖積層

習志野地域

露頭調査や1万数千地点のボーリングコアデータと地質層序研究に基づき、
独自の3次元モデリング技術により、都市の地下を明快に可視化

国や自治体の防災に貢献

地震：ウェブ公開9報
火山：ウェブ公開8報
国の委員会への調査
報告127報
取材対応600件以上

地質調査総合センターの総合力で国や
自治体の防災に貢献

地質災害発生時に緊急調査を実施、
取りまとめた情報を迅速に国へ報告・ウェブ公開

降下火山灰層

約 2 m

平成28年4月
熊本地震時の緊急調査

平成30年1月
草津白根山噴火時の緊急調査

産総研
調査孔1

産総研
調査孔2

産総研
調査孔3

「益城町の市街地復興に向けた
安全対策のあり方」（国交省）

火口

産総研調査点

火山噴火予知連絡会（気象庁）
への報告資料

• 地震：国の活断層長期評価に活用
され、国交省の復興計画策定に反映

• 火山：気象庁の噴火警戒レベルの
判断に活用され、自治体の防災計画
策定に反映

地質災害発生直後にしか取得できない
貴重な地質データを取得・情報発信
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知的基盤 「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究

５万分の１地質図幅の調査と公表
ジオパーク活動等地域振興に貢献

20万分の1日本シームレス地質図V2をウェブ
公開
国土全域の地質情報の精度が飛躍的に向上

地質図Naviや活断層・津波堆積物・火山等
のデータベースをウェブ発信
地質情報の二次利用を促進

有機物を直接かつ単独でメタンに変換する
メタン生成菌を発見
天然ガスの増産につながる技術シーズを創成

微生物を利用した複合汚染の分解実験に成功
低環境負荷、低コストで土壌の複合汚染を完全
浄化する技術を開発

従来の3倍の分解能を持つ応力マップ整備開始
地震の最大規模や発生様式の高精度な予測へ
つながる道を開拓

道路を掘らずに水道管の腐食リスクを評価
する高周波電気探査システムを開発、
自治体と共同で実証試験
水道インフラの維持管理におけるコスト・時間・
労力の低減に直結する技術開発

従来の数百倍となる垂直分解能を持つ
革新的な深海曳航式の高精度探査システム
を民間企業と共同開発
深海域における高精度な地質情報の取得を
可能にするツールの開発

6．第４期のその他の代表的成果

地質図Navi 逆断層

横ずれ

正断層

メトキシ芳香族化合物

Methermicoccus
shengliensis AmaM

O-脱メチル化生成物

CH4

CH4

MCSケーブル
民間共同開発中

AISTs

詳細地形探査地形SBP：海底下詳細断面

高分解能音源

埋設管深度 埋設調査実施位置

海成粘土

深
さ

(m
)

距離 (m) 腐食リスク高

5万分の1地質図幅「鳥羽」

地元の三重県庁での記者発表
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7．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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知的基盤
「橋渡し」のための研究開発

人材育成
目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 A S A S A

総合評価 S

8．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）



情報・人間工学領域
1．第4期中長期計画で設定した研究開発

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

・ひと、もの、サービスから得られ
る情報を融合し、産業や社会シス
テムの高度化に資するサイバーフ
ィジカルシステムを実現する統合
クラウド技術や軽量でスケーラブ
ルなセキュリティ技術、そこから
得られるデータをサービスの価値
に繋げる技術などを開発する。

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

・人間の生理・認知・運動機能など
のヒューマンファクターを明らか
にし、安全で快適な社会生活を実
現するため、自動車運転状態をは
じめとする人間活動の測定評価技
術を開発する。

・また、人間の運動や感覚機能を向
上させる訓練技術の研究開発を行
う。

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

・介護サービス、屋内外の移動支援
サービス、製造業などさまざまな
産業におけるロボットによるイノ
ベーションの実現をめざし、人間
共存型産業用等のロボットや評価
基準・評価技術などの関連技術を
開発する。

・また、環境変化に強く自律的な作
業を実現するロボット中核基盤技
術を開発する。

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

・ビッグデータの分析・試験・評価
による知的なサービス設計等を支
援するため、脳のモデルに基づく
人工知能技術や人工知能の活用を
促進するプラットフォーム技術な
ど、人工知能が効率よく新たな価
値を共創する技術を開発する。

39
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人工知能を用いた実問題への挑戦を支援 パラリンピックでの使用と記録向上に期待

• 国内外の研究機関・企業15組織と連携
• 構築した歩行データベースは年間300件
以上の利用実績

• 転倒予防効果や障害予防効果、審美性
などの評価に応用

IF付き論文3件
義足走行の過去
5年の全研究論
文の4割に寄与
報道100件超
コンソ(12社)

高速・省電力AIクラウド計算システム「ABCI」の
構築・運用 歩行・走行の計測評価とランニング義足の開発

大量のデータの超高速AI計算能力を提供 歩行評価サービス、新しいランニング義足として実用化

2．平成30年度の特筆すべき成果

• 計算・省エネ、両性能が10位以内なのは
世界で3システムのみ

• ディープラーニング学習速度の世界最速記録
を44%短縮

• 民間企業に利用しやすい環境を提供し、産
学官連携オープンイノベーションへ

招待講演４件
プレスリリース６件
国内外の利用
100グループ以上

大規模な人工知能処理を可能に 国民の健康増進と障害者のＱＯＬ向上に貢献

AIクラウド構築・運用技術
省エネ型高性能計算
プラットフォーム構築技術

世界トップクラスの計算能力と
省電力性を両立
東工大OILの成果

AIデータセンター棟

歩行・走行の計測・解析技術
人体シミュレーション技術

義足歩行・走行データベースは
希少で世界トップクラス規模
義足の最適構造設計を可能に

走行・跳躍のモデル化と解析 構造の最適化

計算性能世界7位*

省エネ性能世界4位*
*2018年11月時点
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情報・人間工学領域

「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 S A S S

総合評価 S

42

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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少子高齢化社会の課題に挑む 高度なAI・莫大なデータ解析をリアルワールドへ展開
• 少ない観測用画像で高精度な認識性能を
実現、物体認識の国際競技会で優勝

• 新国立劇場で避難誘導の約30%迅速化
• タンパク質の合成プロセスを経験則による手
法比で20倍以上効率化

• AIにより実際の生産工程の設計時間を
1/10に短縮(NEC冠ラボ、R元年度見込)

テレビ、新聞報道
10以上
トップ論文誌掲載
(IF合計11)

生活支援ロボット・ロボット介護機器の実用化 高度な人工知能処理機能モジュールの開発

世界初の開発ガイドブック策定からJIS・国際標準化へ

ロボットの知能化、
安全評価基盤技術

国際規格ISO13482策定に貢献
世界初のロボット介護機器ガイド

機能ごとのモジュール化で人工知能を使いやすく

ディープラーニング、シミュレーション、
予測を行う人工知能技術

実問題に適用可能な
人工知能機能モジュール実装

ロボット介護機器の開発やロボットサービスの事業化を加速 様々な分野で高度な人工知能処理が手軽に利用可能に

5．第4期の特筆すべき成果（見込を含む）

ロ
ボ
ッ
ト
製
造
者

安全検証
試験

民間認証
機関

ISO13482

生活支援
ロボット

国際安全規格

参
照
規
格
提
供

試験結果

試験依頼

審査・認証

認証依頼

開発 支援提 案（H26年2月）

設 立（H22年12月）
生活支援ロボット
安全検証センター

産総研

ロボット介護機器
の製品化

http://robotcare.jp/

鹿島スタジアム

新国立劇場

日用品の認識・姿勢
推定

人流シミュレーションと
避難誘導

機能性タンパク質合成
プロセスの最適化

• 100億円規模のロボット介護機器市場を創成
• JIS Y1001が新JIS法におけるサービスマネジ
メント規格第一号に発展（R元年度見込）

• ロボット介護機器の安全に関わる国際規格の
原案策定

ISO13482認証
製品10社以上
ロボット介護機器
18機種の製品化



情報・人間工学領域

44

「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究前期 「橋渡し」研究後期

格子暗号解読コンテスト（SVP 
Challenge）

• 世界記録達成（H28）。H30年度には
TOP8を産総研で独占。

大型構造物組立ヒューマノイドロボット
HRP-5Pを開発

• 10kgの石膏ボードをハンドリング、道具を使
い自律的に施工。産総研チャンネル再生回
数110万回(H30)。

運動機能回復に関わる研究
• 国際原著論文59報（IF総計218）。
• 脳損傷後の回復過程で活動が上昇する部
位を発見。

音楽理解技術
• 歌詞を魅せる新感覚のスピーカー「Lyric

Speaker」の製品発売（H28）、日本最大
級の広告賞ACCゴールド受賞（H30）。

 ひび割れ自動検出やAI打検技術
• 熟練者でなくともインフラ点検を可能とする
プロトタイプシステムを構築。

歩行・車両位置測位技術 (xDR)
・ フランス運輸・整備・ネットワーク科学技術研
究所（IFSTTAR）の国際比較で最高評価獲
得（H27）。

健康起因交通事故撲滅のためのドライ
バー 体調急変検出技術の開発

• 企業12社とのコンソーシアムでデータ収集。
• 国交省の次期ガイドラインに活用予定。

工場での生産準備作業を大幅に効率化
する人工知能技術

• 三菱電機と開発。
• 産業用ロボットの異常処理プログラム作成時
間を3分の1に削減。

6．第４期のその他の代表的成果

Lyric Speaker

パラメータ探索加工品質判定 組立異常判定

元画像 検出結果

ひび割れ https://unit.aist.go.jp/ahf/amecc
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7．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 S A S S

総合評価 S

46

8．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）
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②エネルギーを高密度で貯蔵する技術
の開発

・再生可能エネルギー等を効率良く水
素等の化学エネルギー源に変換し貯
蔵・利用する技術を開発すると共に、
電源の多様化にむけた車載用、住宅
用、産業用の蓄電技術を開発する。

③エネルギーを効率的に変換・利用す
る技術の開発

・省エネルギー社会を実現するために、
ワイドギャップ半導体パワーエレク
トロニクス技術、熱エネルギーの有
効利用技術、自動車用エンジンの高
効率燃焼技術、高温超電導コイル化
技術等を開発する。

④エネルギー資源を有効活用する
技術の開発

・未利用エネルギー資源の開発・
利用を目指して、メタンハイド
レート資源の有効利用技術や、
非在来型炭化水素資源等の環境
調和型利用技術を開発する。

⑤環境リスクを評価・低減
する技術の開発

・産業と環境が共生する社
会の実現に向けて、ナノ
材料等の環境リスクを分
析、評価する技術、レア
メタル等の資源循環を進
める技術並びに、産業保
安を確保するための技術
を開発する。

①新エネルギーの導入を促進する技術
の開発

・太陽光についてはコスト低減と信頼
性向上を実現するとともに、複合化
や新概念に基づく革新太陽電池の創
出を図る。また、再生可能エネルギ
ー大量導入のためのエネルギーネッ
トワーク技術、さらには大規模地熱
利用技術等にも取り組む。

1．第4期中長期計画で設定した研究開発
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2．平成30年度の特筆すべき成果
再エネ水素によるアンモニア製造と利用技術世界最高レベルの効率で熱を電気に変換

2030年に向けて革新的な低炭素社会の実現に寄与

• アンモニアは水素を大量貯蔵・輸送でき、燃焼
時にCO2を排出しない
→ 既存サプライチェーンで活用可能

• FREAを拠点としてパートナー企業の実証事
業等を支援、実用化を推進

再エネを安定的に転換・貯蔵・輸送・燃焼

再エネ水素からアンモニア合成（日本初）
直接燃焼による発電に成功（世界初）

ＣＯ2フリー
アンモニア

ガスタービン

水の電気分解

再エネ水素

太陽光、
風力など アンモニア合成

自動車、工場等の幅広い分野で排熱を活用

• 自動車の排熱回収に適用した場合、変換効
率12％で燃費5％以上の改善に相当

• 熱を発生する機械の表面で発電すれば、メン
テナンスフリーの電源となる
→ IoT時代のセンサー電源として期待

論文 56報
(H30: 12報)
新聞 10件
(H30: 5件)

材料のナノ構造を制御し性能を向上

熱電変換効率：既存の7％から12%に向上
（世界最高レベル）

熱

新開発 熱電材料
電気は流すが、熱は
流しにくいナノ構造

再エネ

論文 13報
(H30: 3報)
新聞 29件
(H30: 21件)

ナノ構造

FREA
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 A A B A

総合評価 B

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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5．第4期中長期目標の達成に向けた要因分析と取組
目標達成に重大な影響を及ぼした環境変化 取組の改善、強化点

民間資金獲得への取組強化として、民間企業が出資しや
すい様々な共同研究形態を模索
• 民間資金で進めるコンソーシアム型共同研究を拡大。
• 公的資金が主体であったプラットフォーム型研究活動

へ民間資金を導入。

• プラットフォーム型研究活動から、個別資金提供型共
同研究への移行を促進。冠ラボの設立へも結実。

• 共通基盤的に利用されるコア技術やデータベースを民
間資金で共同利用できる体制構築を推進。

投資環境が変化し、太陽光発電研究センターなどに見込ん
でいた民間資金獲得が急速に落ち込んだ
• 太陽電池モジュールの国内出荷量が半減。
• 国内R&Dのニーズも急速に低下。

コア技術の民間企業への技術移転が進み、産総研が大型の
民間資金を獲得しにくいフェーズに至った
• 民間資金獲得額の約半分を占めるTPEC（民間資金によ

るコンソーシアム型研究）において、民間企業への技術
移転が加速。

• コア技術は民間企業間の競争段階に移行。

公的外部資金による政策的研究で中核的役割を果たしつつ
多額の民間資金を獲得する困難さが年々拡大した
• プロジェクト研究の中核として、産学から多くのニーズ。

公的資金獲得実績が高い。
（1,262万円／人）

• 大型連携を司るリーダークラスの人的資源不足。

太陽光発電協会（JPEA）調査結果

民間資金で運営するプラットフォーム型研究開発

資金・人材・
資材・設備

新ビジネス

先端技術を共有、
開発期間を短縮

研究課題

人材育成

民活型
共同研究体

オープン
イノベーション

企業群 大学
研究独法

産総研

コア技術/データベース等の共同利用型研究開発

2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
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SiCパワーデバイスの量産技術開発水素エネルギー利用システムの実証

–+

電力需要
熱需要

水素製造装置 燃料電池水素貯蔵合金タンク

水素 水素電力 電力

放
熱

放
熱 放

熱
放
熱

吸
熱

吸
熱

熱も建物で
最大限活用

エネルギー全体
の最適管理

スマート
BEMS

H2 H2
H2O2

新聞6件
関連特許80件
レシピ登録63件
技術移転31件

スーパージャンクション構造（SJ）の
SiC新型トランジスタデバイス（UMOSFET）

• 再エネ利用による建物・街区での低炭素化
• 災害に強い街づくりに貢献
 令和元年度は、実建物において実証試験
を開始見込

新聞・雑誌10件
2018年コージェネ
レーション大賞技術
開発部門理事長
賞受賞

高耐圧、低損失、高速動作等の要求性能を満たし、
社会の電動化・低炭素化を実現

• 電気自動車における電力システムの小型
化・高効率化による更なる普及促進

• 再エネの大量導入を可能にする新たな電
力系統システム創出への貢献に期待

 令和元年度は、より高電圧でオンオフでき
るSiC新型トランジスタを開発見込

社会実装に不可欠な量産レベルの試作技術で
世界最小の通電時抵抗を達成

従来のシリコン系デバイスの限界を超える
次世代構造のSiCパワーデバイスを開発

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の実現

建物や街区で水素の大量利用を実現
（清水建設との冠ラボ）

発電・需要予測機能を有したエネルギーマネ
ジメントシステムによる完全自動運転を実証

6．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）

FREA
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「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究前期 「橋渡し」研究後期

車載用リチウムイオン電池の実現に向け
て金属多硫化物電池を試作
金属多硫化物電池では現行（~200 
Wh/kg）を大幅に上回る世界最高のエネ
ルギー密度 314 Wh/kg を達成。

 太陽エネルギーを用いた光電気化学的
反応による有用化学品製造
太陽光により水素と同時に有用化学品を製
造できる高性能な光電極を開発。相対的コ
スト低減で人工光合成の実現へ前進。

日本初のハイドライド気相成長による
GaAs太陽電池の作製に成功
InGaP太陽電池で世界最高の成長速度
と世界最高レベルの変換効率を同時達成。
変換効率30%超の化合物半導体太陽電
池の普及へ目途。

 戦略的都市鉱山構築のための金属
回収技術の開発
製品情報と画像認識を活用して製品や電
子素子を自動選別可能な選別機を製品
化。ライセンス契約により企業に逐次技術
移転。

再生可能エネルギー関連技術の被災
地3県の事業化支援を実施
支援テーマ数は平成
25−29年度合計44
社107件。平成30年
度までに製品化し、売
り上げ実績は17件。

 インベントリデータベース（IDEA）の
構築と普及

LCAに必要な3,800以上のデータ数を誇
る日本の基盤IDEAを構築。海外版も構
築し、国際的な企業活動を支援。

H2

H2O 
O2

対極

各種原料

Ce4+ IO4
-

S2O8
2- H2O2 ClO -

有用化学品

有機物

e-

H2O2

光電極

日本

海外版

7．第４期中長期目標期間のその他の代表的成果

FREA関西C
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8．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 A A B A

総合評価 B

9．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）
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①創薬基盤技術の開発
• 創薬のリードタイムを短縮する

ため、古典的な新薬の探索から
脱却し、短時間に低コストで成
功率の高い創薬プロセスを実現
する医薬候補物質探索法、創薬
最適化技術、ゲノム情報解析技
術、バイオマーカーによる疾病
の定量評価技術などの新しい創
薬の基盤となる技術を開発する。

②医療基盤・ヘルスケア技術
の開発

• 豊かで健康的なライフスタイル
実現のために、再生医療などの
基盤となる細胞操作技術と幹細
胞の標準化を行う。

• 健康状態を簡便に評価できる技
術の開発を行うとともに、生体
適合性の高い医療材料や医療機
器の研究開発を行う。

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

• 遺伝子組み換え技術を用いて微
生物や植物の物質生産機能を高
度化し、医薬原材料などの有用
物質を効率的に生産する技術を
開発する。

• 未利用の生物資源や有用遺伝子
資源の探索技術を開発する。
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バイオ医薬品の低コスト化を実現

• 「金の卵」 （6000万円相当）を生む技術
として注目を集める

• 民間企業との共同研究を開始して実用化と
量産に向けた検討に着手

 令和元年度に研究用試薬を上市の見込み

IF付論文3報
共同研究1件
新聞報道9件
TV報道1件

ニワトリのゲノム編集による組換えタンパク質の大量生産 デジタルものづくりによる人工歯作製技術の実用化

ニワトリによる安定的な物質生産
技術を世界で初めて確立 • 卵1個に30-60mg含有

3Dプリンティング技術で複雑な立体構造を有する人工歯を製造

コバルトクロム合金粉末が国内初の
3Dプリンティング用医療機器として
厚労省から認可され製品化を達成

• 従来の2.5倍の強度
• 製造時間を1/3に短縮

2．平成30年度の特筆すべき成果

指定難病である多発性硬化症の治療薬
ヒトインターフェロンβの卵内における安定・大量生産に成功

ゲノム編集雌ニワトリ ヒトインターフェロンβ含有卵

金属フレーム・
人工歯レーザーで三次元積層造形個々の患者の口腔データ

デジタルものづくりで新しい歯科治療を実現

• 高齢化社会および歯科技工士の減少に
対応する技術開発として注目を集める

• IoT技術との連携により遠隔地での利用も
期待。Society 5.0時代の歯科治療の実
現を目指す

製品化1件
共同研究1件
新聞報道13件

関西C
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 A A B A

総合評価 B

59

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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5．第4期中長期目標の達成に向けた要因分析と取組
目標達成に重大な影響を及ぼした環境変化 取組の改善、強化点

国内向け研究開発投資の消極化で民間資金流入減

• 第4期中の全産業の研究開発費は年平均1.6%増。
• 対して医薬品産業の研究開発費は年平均0.5%減。

（総務省統計、H30年12月）

• H28年以降は海外での薬事認証を目指した治験等への
投資が主体に。

• H30年に国内製薬企業による大規模M&Aが増加。

⇒ バイオ・医薬品業界は「研究開発型」から「買収型」
へ移行

業界の変化に対応して、右記の３つの戦略で「橋渡し」を
推進

産総研発ベンチャーを活用した橋渡し活動の強化

• H27年から10社の産総研発ベンチャーを創出。
第4期の産総研全体の設立数の約半数。
生命系研究者一人当たりの設立数は理研の約5倍。

• 10社がH30年度に獲得した出資額は約3.6億円。
• 2社のM&A・子会社化を実現。実質的な橋渡しを達成。
• 産総研との共同研究が、これら研究開発型ベンチャーの

価値向上に大きく貢献。

民間企業との戦略的アライアンスで新規研究課題を共創

• 課題設定の段階から産業界と一緒に取り組み、共同で課
題設定・研究推進を行う戦略的アライアンス事業を推進。

• 国内向けR&D投資が大幅に減少する中、H30年度には
医薬品企業と2件の新規共同研究を開始。

他産業との新規連携開拓を推進して民間資金を獲得

• 技術コンサルティングの対象をバイオ・医薬品産業以外
の分野にも拡げ、H30年度にはH27年度の約10倍の規
模に拡大。
（H27年度の560万円からH30年度には5,614万円）

• H30年度に開始した大手分析機器メーカーとの共創型
コンサルティングが、令和元年度内の大型連携の合意に
つながる。
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昆虫が殺虫剤耐性を獲得するメカニズムの発見 日本の糖鎖創薬を支える糖鎖研究開発の牽引

共生細菌を選別する器官を
世界で初めて発見

• 農薬散布で土壌中の殺虫
剤分解菌が増殖、害虫カメ
ムシに取り込まれて殺虫剤
抵抗性を与えることを解明

害虫の繁殖を阻む鍵を発見

全く新しいメカニズムによる害虫防除技術を実現

• 共生細菌の殺虫剤分解機能が害虫カメムシ
の殺虫耐性に繋がることを世界で初めて解明

 共生細菌の代謝経路を阻害することで害虫
の繁殖を抑えることができるかどうかを検討し、
害虫防除技術としての有効性を検証する

IF付論文13報
新聞報道2件
TV報道2件

産総研が牽引する糖鎖研究開発が
日本の糖鎖創薬を支える

• AMED「糖鎖利用による革新的創薬技術
開発事業」 (H28年度～,10億円規模)
の牽引

 レクチン融合薬の製品化に向けた非臨床
試験を実施し、有効性を検証する

IF付論文46報
製品化2件
新聞報道8件
日本バイオインダス
トリー奨励賞受賞

高感度化

定量性向上

薬添加あり薬添加なし

産総研オリジナルの分析機器の開発・製品化
糖鎖解析を利用してがん治療薬の開発に貢献

従来機の10倍以上の高感度化・
高速化を達成し、製品化を実現。
AMED事業へ展開

• 膵がんを細胞表面の糖鎖で
識別して攻撃するレクチンと
抗がん剤の融合薬を開発

矢印は腫瘍を示す

6．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）

北海道C
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「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究前期 「橋渡し」研究後期

 マイクロバイオーム（複合微生物叢）の解
析の精度・安定性を評価する精度管理技
術を開発

心筋梗塞患部を直接リプログラミングによっ
て再生する遺伝子の発見【臨海C】

バイオ物質生産に適した植物細胞壁の
形成に成功

 マイクロ臓器チップ開発

双腕ロボット「まほろ」により創薬支援の新
コンセプトを実現

 リン酸化活性化アレイによる創薬研究
システム開発

優れた実験プロトコールを即座に移植可。危険なウイルス・
細菌の取り扱い等のリスクがある作業を安全に実行。
H27年度に産総研発ベンチャー「ロボティック・バイオロ
ジー・インスティチュート株式会社」を設立、H30年に大手
企業により子会社化され、橋渡しを実現。

細胞内のシグナル伝達の主役であるリン酸化活性を、ヒトの
全タンパク質に対して解析できる技術と装置を世界で初め
て開発。H30年度に産総研発ベンチャー「ソシウム株式会
社」を設立しサービスを開始。民間VCから2.6億円の出資。

100µm

産総研が開発したヒトタンパク質発現リソースを用いて、心臓の
線維芽細胞から心筋細胞と血管細胞を高効率に誘導する転
写因子Tbx6遺伝子を発見。写真はTbx6によって線維芽細
胞から誘導された心臓中胚葉細胞（緑色）

次世代シーケンサーを用いた菌叢解析用の人工核酸標準物
質を開発。産業界（日本ﾏｲｸﾛﾊﾞｲｵｰﾑｺﾝｿｰｼｱﾑ,36企業）と
の連携を推進。

産総研が開発した新技術を利用して一次細胞壁形成を制
御する遺伝子「ERF」を発見。糖化によるバイオ物質生産に
適した植物を創出。

野生株

二次細胞壁は
難分解ポリマー
で構成

ERF遺伝子導入変異体

二次細胞壁は
糖化しやすい
ペクチンで構成

医薬品候補化合物を複数臓器で同時評価できるチップ
の研究開発を実施。動物実験に代わる臨床試験系の
確立を目指す。

肝臓、小腸、大腸、
心臓、癌などの細胞
をチップ状に再現

人工核酸
標準物質

7．第４期中長期目標期間のその他の代表的成果

臨海C

臨海C

臨海C
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8．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 A A B A

総合評価 B

64

9．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）
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1．第4期中長期計画で設定した研究開発

②化学プロセスイノベーションの推進
・各種の基礎及び機能性化学品等の製

造プロセスの高効率化・省エネルギ
ー化を実現するための化学プロセス
技術を開発する。また、高温・高圧
等の特異な反応場を積極的に活用し
て、精密な制御が可能とする新しい
化学プロセス技術を開発する。

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

・ナノカーボンを含むナノ材料の高
効率合成、ナノ構造精密制御や複
合化、及び先端計測等の技術を開
発する。また、材料・デバイス開
発促進のために高度な計測技術、
理論・計算シミュレーションを利
用した材料開発を行う。

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

・無機系新素材の創製、スケール
アップ製造及び部材化に関する技
術開発を行う。また、資源制約の
少ない元素だけを使った高耐熱磁
石等の耐環境性及び信頼性に優れ
た各種の産業部材を開発する。

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

・省エネルギー社会構築を目指し、
軽量構造材料などの設計やプロセ
スの技術開発によって、輸送機器
の軽量化に資する構造部材ならび
に広い温度領域に適した熱制御部
材を開発する。

①グリーンサステイナブルケミストリ
ーの推進

・再生可能資源等を用いて高効率かつ
低環境負荷で各種の基礎及び機能性
化学品を製造し、高度利用するため
の基盤技術を確立する。また、空気
を新たな資源として利用するための
触媒技術の開発にも取り組む。

リグノセルロース
ナノファイバー

軽量構造材料のCFRPを高速で
作製するプロセスの構築

木質材料より製造したリグノ
セルロースナノファイバー

ナノ空孔を持ち、高耐久且つ
高性能な長尺CO2分離膜

スーパーグロース法で合成した、
垂直に配向したカーボンナノ
チューブ（CNT)配列

資源リスクの少ない高耐熱性
磁石及びその粉末
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鉄道車両構体の30%の軽量化が可能に

• 触媒技術によって、還元法を用いない合成
技術を開発

• 砂などの安価な原料の有効活用へ
• スケールアップを進め、反応率70%以上の
実現を見込む

NEDOプロジェクト
に参画
新聞報道5件
企業への技術移
転を開始

• 軽量化による鉄道の高速化、省エネ化への
貢献

• 各種信頼性DBを構築中
• 開発合金の疲労特性及び電気化学的特
性を系統的に取得する予定

NEDOプロジェク
トに参画
新聞報道7件

2．平成30年度の特筆すべき成果

主な用途

合金
製造
・凝固

鋳造
ビレット 押出材

新規熱処理

鋳造ビレット

• ビレット組織の最適化に
より押出材の延性と強度
を飛躍的に改善

1/1オールMg製鉄道
車両部分構体

ケイ素化学基幹原料の高効率合成技術を開発 難燃性Mg合金による高速鉄道車両の軽量化

安価で豊富にある砂からケイ素材基幹原料の直接合成を実現 軽量Mg合金部材を用いた鉄道車両部分構体の試作に成功

製造工程のCO2排出量を約1/2（試算値）
にすることが可能に

中部C
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 A A B S

総合評価 A

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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• 市販品よりも10倍程度高いガスバリア
性の発現に成功

• 民間企業との共同研究により新たなバ
リアフィルム材料の開発を推進中

 電子機器用回路基板へ応用展開の
見込み

4件の製品化事例
ISO規格を発行予定
(令和2年度)

• 市販品に比べて3.5倍の耐久時間と高
耐熱・高耐圧性能を実現

• 化学プラント、発電、石油掘削などの巨
大システムの安全性・能力の向上へ貢献

 導電性CNT複合材料へ応用展開の見
込み

粘土成分由来の機能性フィルムの製品化 カーボンナノチューブ（CNT）の応用製品開発

産総研が開発した膜「クレースト」を用いて製品化に成功 産総研が開発したCNTを量産化し、応用製品を開発、販売へ展開

照明カバー
EXVIEW

東京メトロ溜
池山王駅

不燃透明材（株）宮城化成より販売
（東京メトロ溜池山王駅の照明カバーとして採用）

ガスバリアフィルム
住友精化（株）より販売

産総研コンソーシアムClayteam(50社参加）に
参加した企業、研究機関と実用化研究を実施

カーボンナノチューブ
（CNT）
・高強度
・耐熱性

日本ゼオン（株）
CNT大量生産工場を操業
（平成27年）

サンアロー（株）
高性能化した
Oリングの販売
を開始
（平成30年）

平成16年度
粘土を主成分
とする「クレース
ト」を開発

粘土膜が有する機能（ガスバリア性・耐熱性・
透明性）を生かした製品の事例化展開を実施

高温・高圧の過酷環境下での使用可能な
配管接合ゴム（Oリング）に展開

産総研が大量合成を可能とする
スーパーグロース法を開発

問い合わせ60件
CNTの市場規模は
2030年度660億
円（NEDO技術戦
略センター調べ）

5．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）

東北C
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「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究前期 「橋渡し」研究後期

赤外光を可視光に変換（アップコンバージョン）
するガラス材料を開発

結晶に類似した構造をガラス内に生成させることで低
温で溶融のみで作製できるオキシフッ化物組成のアッ
プコンバージョンガラス。

光透過性で柔軟な高性能断熱材の開発

市販の汎用断熱材と比較して2倍の断熱性能かつ
軽量な材料の開発に成功。

精密シロキサンのワンポット合成法を開発
従来では不可能であった配列制御したシリコーンポリ
マーの開発に世界で初めて成功。

 アンモニア吸蔵・変換用ナノ粒子造粒体を開発

大気のアンモニアおよび汚水中のアンモニウムイオン
の回収に成功。
養豚場における畜産悪臭除去を実証。

 セラミック電解質シート製造技術の開発【中部
C】

酸化物系全固体電池に向けて、酸化物系リチウ
ムイオン導電セラミックス電解質シートの低温焼結
（1000℃から200℃低温化）技術を確立。

 CO2分離膜モジュールの開発

耐酸性・耐熱性を有した長尺分離膜の量
産化技術を確立。令和元年には実証試験
を予定。

 パワーモジュール用窒化ケイ素メタライズ
基板の信頼性評価技術の開発

温度サイクル試験に対しての加速劣化試験
法を開発。

高分散性コアシェル型ナノ粒子と応用に
関する開発

粒径制御したコアシェル型セリア粒子が構造
色の発現するシリカ等の微粒子よりも鮮やか
さ等で優位であることを実証。

 4つの冠ラボの設立
 令和元年には新規冠ラボを2件設立予定。

LiTAP (Li-Ti-Al-P2O5)
セラミックシート

開発モジュールで構成したCO2分離タン
ク（写真：日立造船（株）提供）

動的疲労を用いた加速
劣化試験法の構築

開発したアンモニア吸着造粒体と性能実証試験の様子

開発した低熱伝導率キトサンエアロゲル

980nmで励起発光するEr
ドープ透明オキシフッ化物蛍光
ガラスによるアップコンバージョン

6．第４期中長期目標期間のその他の代表的成果

関西C

東北C

中部C

中部C
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7．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 A A B A

総合評価 A

8．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）
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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

・製造レジリエンス強化と産業競争力
強化を目指した製造網（Web of 
Manufacturing）を実現する。

・社会インフラの維持管理を効率化・
高度化する新たなセンシング技術、
センサネットワーク技術、収集デー
タ利用技術などを開発する。

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

・産業や社会の多様なニーズに対
応した製品を省エネ、省資源、
低コストで製造するために、設
計マネジメント技術、印刷デバ
イス技術、ミニマルファブ技術、
複合加工技術などを開発する。

・製品の更なる高付加価値化を目
指し、高機能フレキシブル電子
材料等の新材料、機能発現形成
技術等を開発する。

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

・パワーモジュール、燃料電池、
構造材料等、種々の産業用部
材、基材に対し自在なコー
ティングを可能とするために、
コーティング技術を高度化す
る。

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

・情報データの処理量や通信量の増加
に対応するため、省電力で高性能な
ＩＴ機器を実現する情報処理・記憶
デバイス技術とその集積化技術、フ
ォトニクス関連技術等を開発する。

・更なる高性能化に向けたポストスケ
ーリング集積化技術の確立や新しい
情報処理技術の創出を目指す。

1．第4期中長期計画で設定した研究開発



エレクトロニクス・製造領域

グラフェンの低温成長技術と高効率電子源の開発

グラフェン膜の特性劣化を招く欠陥形成を抑制する
低温成長技術を開発

高い導電性・透明性を活かしたデバイスを実現

画期的なシリコンフォトニクス光スイッチの高度化

情報通信ネットワークのキーデバイスであるシリコンフォト
ニクス光スイッチを、量産化かつ実用レベルまで高度化

74

2．平成30年度の特筆すべき成果

グラフェンの新たな応用分野を開拓

• 400℃以下の低温で高品位単層膜を成長
させる技術を開発

• IoTフレキシブルセンサ等への応用が期待
• 従来型電子源の20倍の超高効率電子源
を実現

• 開発電子源により、半導体検査装置等の
性能の飛躍的向上の可能性

実用化問合せ
13件
共同・受託研究
4件

従来のインターネット技術で用いられる電子
ルータに対し、桁違いの低消費電力化を実現

従来ネットワーク
電子ルータを使用
消費電力大 35kW以上

◆ 光パスネットワーク
光スイッチを使用
低消費電力 ～18W

（@35.2Tbps）

1/1000
以下

複数の情報通信ネットワークを接続・
中継するスイッチ

10m
m

Si MZ 
Switch 
Matrix光

入
出

力

シリコンフォトニクス
光スイッチ

• 超高速・大容量通信時代のネットワーク全
体の大幅な低消費電力化に貢献

• 設立した2つのコンソーシアムを通じ、通信機
器メーカ、通信事業者のそれぞれに研究成
果を橋渡し

• 今後は通信業者との連携を強化

光通信分野世界
最高峰の国際会
議 OFC2019 に
上位5％以内の
スコアで採択、成
果発表

電子ルータ

光スイッチ
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

評価軸

・論文被引用数

・論文発表数

・具体的な研究開発成果

・具体的な研究開発成果

・特許実施契約等件数

・民間からの資金獲得額

・具体的な研究開発成果
・人材育成人数

項目評価 A A B A

総合評価 A

4．平成30年度の実績に関する自己評価結果
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多品種少量IoTデバイス生産を
実現するミニマルファブの推進

クリーンルームなしで1個からのデバイスを低価格に製造できる
小型半導体製造装置ミニマルファブ

高速低消費電力の不揮発性メモリを実現する
磁気メモリの開発
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ｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙMTJ薄膜

CMOSウェーハ

絶縁層

貼り合わせ面

Si基板剥離

Cr(001)

Fe/Co(001)
Mg-Al-O(001)

Co/Fe(001)
IrMn

Ta

5 nm
• ミニマルファブのプロセス開発、標準化、知財化を進め、実用化、
普及を推進

• CMOSプロセスを確立し、集積回路用演算素子を実現
• 多地点に分散した生産システムを実現する遠隔操作システムを
開発

プロセス室

制御部

0.5インチウェハ搬送用ミニマルシャトルウェハ搬送
ロボット

局所クリーン化システム

一般社団法人ミ
ニマルファブ推進
機構を設立（平
成29年2月）
51機種を製品化
36組織のファブ
ユーザ

• ハイテク産業参入の初期投資額がこれまで
の1/1000（約5億円）に軽減

 JAXAが集積回路をミニマルファブで試作。
宇宙用デバイスをミニマルファブにより開発す
る方針を表明

 令和元年度は、装置遠隔操作の実用技
術を開発

半導体産業の新しいビジネスモデルの創生磁気メモリの商用化に向けて前進

• IoTデバイス用情報処理LSIに不揮発性の
磁気メモリを用いることで、消費電力と製造
コストが1/10以下になると期待

• 冠ラボやTIAを活用し、磁気メモリの商用化
を目指す

 令和元年度は、新材料磁気メモリの生産プ
ロセスを開発

高IF論文7報
（Nature など）
受賞4件
（文部科学大臣
表彰など）

TEL－産総研 先端材料・プロセス開発連携研究室を設立
産総研スーパークリーンルーム（TIA-SCR）を活用し、磁気メモリ

の商用生産技術を開発

• 次世代の新材料磁気メモリ開発に不可欠なCMOSウェーハと磁気
トンネル素子ウェーハの3次元積層技術を世界で初めて開発

5．第4期中長期目標期間の特筆すべき成果（見込を含む）
臨海C

九州C
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6．第４期中長期目標期間のその他の代表的成果

「橋渡し」につながる基礎研究
（目的基礎研究） 「橋渡し」研究前期 「橋渡し」研究後期

電圧書き込み型MRAM高度化
次世代超低消費電力メモリとして期待され
ている電圧書き込み型MRAMの世界最小
書き込みエラー率（10-6以下「エラー訂正
なし］）を達成。

量子コンピュータの開発
大規模データの高速処理技術として期待さ
れている超伝導量子アニーリングチップの
高集積化（50量子ビット級）に成功。

道路インフラ状態モニタリング用センサシ
ステムの構築
超低消費電力（従来比1/100）の高
密度印刷歪センサアレイと自立電源無線
センサシステムを開発。実運用中橋梁で亀
裂進展モニタリングを実施。

外力支援近接場照明バイオセンサ開発
様々なウィルスを、外部磁場による動きとし
て光学的に超高感度検出できるポータブ
ルバイオセンサを開発。

多品種変量生産に対応できる砂型3Dプ
リンタの開発
世界最速10万cc/hで造形でき、従来技術
では不可能であった中空薄肉構造を鋳造可
能な砂型3Dプリンタを開発。技術移転した
企業が市販化。

高精細印刷デバイス製造技術の開発
従来の1/20となる精細度でかつ高速・大面
積に回路を印刷する技術を事業化。フレキシ
ブルタッチパネルシートの生産に適用し、量産
化を開始。

鋼橋Ｉ桁底面

日本初・世界2位

Fe Ir
MgO

Cr
FeIr

2 nm

-400 -200 0 200 400

0.35
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PM
A 

(m
J/

m
2 )

Electric field (mV/nm)

VCMA:
320 fJ/Vm

砂型3D
プリンタ

砂型

鋳造品

印刷歪みセンサアレイ

超伝導量子アニーリングチップ

橋梁での実証試験

磁
石OFF/ON

センサーチップ

入射光

移動

光信号

磁石

検出
対象磁気微粒子

光信号用
微粒子引寄せ

反射光

近接場照明

マーカー

スーパーナップ法
2016

Nature Commun.

量産化技術
開発

最小線幅:0.8 μm
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7．第４期中長期目標期間の数値目標達成状況（見込を含む）
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「橋渡し」のための研究開発
人材育成

目的基礎 橋渡し前期 橋渡し後期

項目評価 A A B A

総合評価 A

8．第4期中長期目標期間の実績に関する自己評価結果（見込評価）



81

V.  産総研全体の総合自己評価
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産総研の総合自己評価（平成30年度評価）

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 B
生命工学領域 B
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 S
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 A
Ⅳ. その他業務運営に関する重要事項 A
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産総研の総合自己評価（見込評価）

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 B
生命工学領域 B
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 S
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 A
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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