産業技術総合研究所とは
※ 1 独立行政法人とは
中央省庁から独立して運
営を行う公益法人のこと。
事務の効率化と質の向上を
目指した制度で、試験研究
機関・国立病院などが対象
となっています。産総研が
独立行政法人になったの
は、2001 年 4 月 1 日です。

概要
産総研は、産業技術の広い分野における

京本部とつくばセンターを中心に全国の研

さまざまな技術開発を総合的に行ってい

究拠点とネットワークを結び、機動的、弾

る、日本最大級の公的研究機関です。産業

力的、効率的な組織のもとに研究を行って

界、大学との連携、協力による研究も盛ん

います。

で、新しい産業の創造や技術移転にも力を
注いでいます。独立行政法人

※1

である産

現在、産総研が行っている研究カテゴ
リーは次の 6 分野です。

総研は、経済産業省の所管組織として、東

情報通信・エレクトロニクス

ライフサイエンス分野

分野
高性能化する情報通信環境を活用し
高齢化社会における安心・安全で質

て、時間や場所の制約を受けずに、必

の高い生活の実現、およびバイオテク

要とする情報・知識を誰もが自在に創

ノロジー分野における産業創成への貢

造、流通、共有できる、高度で安全な

献を目標としています。

情報通信社会の実現を目指していま
す。

ナノテクノロジー・材料・製造
分野

環境・エネルギー分野

材料や製造技術を飛躍的に革新させ
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ることにより、21 世紀の高度情報化

持続可能な社会や循環型社会の構築

社会、高齢化社会での安心・安全な生

を目指して、環境汚染問題や地球温暖

活、および環境と調和した持続可能な

化問題の解決と資源循環促進やエネル

社会の実現を支える技術基盤の確立を

ギーの安定確保に資する研究開発を

図ります。

行っています。

標準・計測分野

地質分野

産業技術の発展や国際市場での円滑

社会の持続的発展に必要な国土の安

な経済活動を支え、社会の安全を守る

全、資源・エネルギー、環境分野にま

ために、計量標準の研究・開発・供給、

たがる地球科学的基盤情報を創出・提

計量器の検定、計量に関わる国際対応

供するとともに、これらの諸問題の総

や研修などを行っています。

合的解決に貢献する研究を行います。
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ミッション
産総研は、持続的発展可能な社会を構築

に貢献します（イノベーションハブ機

するという基本理念のもと、経済産業政策

能の強化）。

との整合性を図りつつ、リスクの高い革新

(3)

的技術シーズの創出および実効ある研究成

産業政策の地域展開への貢献
地域の技術的特性を踏まえた世界水

果の市場化を促進することを主眼として、

準の研究開発を実施します。また、地

以下の 4 つのミッションを定めています。

域の産学官との連携強化による地域産

(1)

持続的発展可能な社会実現への貢献

業技術の発展に貢献します。

自然と共生した安全・安心で質の高

(4)

い生活の実現に資する研究開発を戦略

産業科学技術動向に関する情報収

的に推進します。
(2)

産業技術政策立案などへの貢献

集・分析により、国が取り組むべき研

産業競争力強化などへの貢献

究開発課題を抽出し、中長期的な産業

産業技術の革新による産業競争力の

技術戦略に関する政策立案に貢献しま

強化および日本の産業構造変革の推進

す。

人類的課題への貢献
開発・実用化

知識の発見・解明

知識の融合・適用

第１種基礎研究

第２種基礎研究

シナリオに基づく連続的な研究
先端的研究
情報通信・
エレクトロニクス
ライフサイエンス

ナノテクノロジー・
材料・製造

地質

環境・エネルギー
標準・計測

科学基盤研究

長期的政策推進の
ための研究

産業技術総合研究所
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※2

研究ユニットの特徴

研究センター：
重点課題解決のための技
術、知識を早期に産み出す
こ と を 主 目 的 に、 研 究 ユ
ニット長の強いリーダー
シップのもと、集中的かつ
時限的に研究を進める研究
ユニットを指します。設置
年限は最長７年です。

組織
産総研の組織は、研究開発の中核をなす
研究実施部門（研究ユニット

※2

に寄与する研究関連部門および研究開発の

）と、産

運営業務に携わる管理部門から構成されて

総研と外部研究機関とのインターフェース

います。

機能を果たして効果的・効率的な研究開発

研究部門：
産総研ミッションと中長
期戦略の実現に向け、研究
ユニット長のシナリオ設定
と研究者の発意に基づく研
究テーマ設定を基本とし、
一定の継続性を持って研究
を進める研究ユニットを指
します。
研究ラボ：
研究部門の新設や研究セ
ンター化などの展開を目指
して、異分野融合性の高い
テーマ、行政ニーズ対応型
のテーマなどについて、機
動的・時限的に研究を推進
する研究ユニットを指しま
す。設置年限は最長３年で
す。

理事長

監
副理事長
理 事

事

運営諮問会議
名誉フェロー

フェロー

研究拠点

顧

問

北海道センター

参

与

つくばセンター

東北センター
臨海副都心センター

企画本部

中部センター

業務推進本部

中国センター

評価部

九州センター

広報部
法務室
情報公開・個人情報保護推進室

活断層研究センター
化学物質リスク管理研究センター
ライフサイクルアセスメント研究センター
パワーエレクトロニクス研究センター
生命情報科学研究センター

研究コーディネータ

環境安全管理部

研究センター（29）
深部地質環境研究センター

関西センター
四国センター

生物情報解析研究センター
ヒューマンストレスシグナル研究センター
強相関電子技術研究センター
次世代半導体研究センター
ものづくり先端技術研究センター
界面ナノアーキテクトニクス研究センター
グリッド研究センター
爆発安全研究センター
糖鎖工学研究センター
年齢軸生命工学研究センター
デジタルヒューマン研究センター
近接場光応用工学研究センター
ダイヤモンド研究センター
バイオニクス研究センター
ジーンファンクション研究センター
太陽光発電研究センター
システム検証研究センター
ナノカーボン研究センター

監査室

健康工学研究センター

研究センター

コンパクト化学プロセス研究センター

情報セキュリティ研究センター
固体高分子形燃料電池先端基盤研究センター

研究部門

バイオマス研究センター

研究ラボ

研究部門（21）
先端情報計算センター
特許生物寄託センター
ベンチャー開発戦略研究センター

計測標準研究部門
地圏資源環境研究部門
知能システム研究部門
エレクトロニクス研究部門
光技術研究部門

地質調査情報センター

人間福祉医工学研究部門

計量標準管理センター

ナノテクノロジー研究部門

技術情報部門
産学官連携推進部門
知的財産部門
産総研イノベーションズ（TLO）
国際部門
業務推進部門
能力開発部門

脳神経情報研究部門
計算科学研究部門
生物機能工学研究部門
計測フロンティア研究部門
ユビキタスエネルギー研究部門
セルエンジニアリング研究部門
ゲノムファクトリー研究部門
先進製造プロセス研究部門
サステナブルマテリアル研究部門
地質情報研究部門
環境管理技術研究部門
環境化学技術研究部門
エネルギー技術研究部門
情報技術研究部門

財務会計部門
研究環境整備部門

研究ラボ（4）
実環境計測・診断研究ラボ
メタンハイドレート研究ラボ
シグナル分子研究ラボ

2005年10月1日現在
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超高速光信号処理デバイス研究ラボ

人員※ 3、4

※ 3 人員
各年度の 3 月 1 日現在

人
職員

非常勤職員

産学官制度

国際制度

地質

派遣その他

10 %
10,112

9,937

10,000

18 %

標準・計測

9,208

※ 4 人員の区分
職員：併任職員を含む
非常勤職員：顧問・参与
を含む
産学官制度：共同研究、
技術研修、日本人フェ
ロー制度、客員研究員
制度などによる受入
国際制度：外国人客員研
究員、外国人技術研修
などによる受入
派 遣 そ の 他： 労 働 者 派
遣法に基づく派遣労働
者、 請 負 契 約 に 基 づ
く SE お よ び 保 守 員、
AIST ベ ン チ ャ ー 企 業
などによる受入

ライフサイエンス

15 %

情報通信・
エレクトロニクス
16 %

5,000

環境・エネルギー
24 %

ナノテクノロジー・
材料・製造

0

17 %

2002

2003

2004

年度

研究分野別の研究職員構成

収入・支出※ 5
百万円

運営費交付金

100,000

百万円

収入
施設整備費補助金

93,335

99,872

受託収入

業務経費

その他収入
99,940

100,000

50,000

0

※ 5 収入・支出
各年度の金額は決算報告
書の決算金額です。
施設整備にかかる補正予
算を除いてあります。
前年度から繰越され当該
年度に支出した額を含んで
いるので、各年度の収入と
支 出 の 合 計 は一致しませ
ん。

支出

95,989

施設整備費

受託経費

間接経費

102,100

101,377

2003

2004

50,000

2002

2003

2004

年度

0

2002

年度

産総研のあゆみ
明治 15 年（1882 年）
明治 24 年（1891 年）
明治 33 年（1900 年）
明治 36 年（1903 年）
大正 7 年（1918 年）

農商務省地質調査所設立
逓信省電務局電気試験所設立
農商務省工業試験所設立
中央度量衡器検定所設立
農商務省大阪工業試験所設立
農商務省絹業試験所設立
大正 8 年（1919 年）
農商務省陶磁器試験所設立（京都）
大正 9 年（1920 年）
燃料研究所設立
昭和 3 年（1928 年）
商工省工芸指導所設立
昭和 12 年（1937 年）
商工省工務局機械試験所設立
昭和 17 年（1942 年）
商工省燃料局酒精研究所設立
昭和 23 年（1948 年）
商工省工業技術庁設立
通商産業省設立
昭和 24 年（1949 年）
鉱業技術試験所設立
工業技術庁が工業技術院に改変
昭和 27 年（1952 年）
資源技術試験所設立（燃料研究所と鉱業技術試験所が合併）
名古屋工業技術試験所設立（名古屋市北区）
昭和 35 年（1960 年）
北海道工業開発試験所設立（北海道札幌市）
昭和 39 年（1964 年）
九州工業技術試験所設立（佐賀県鳥栖市）
四国工業技術試験所設立（香川県高松市）
昭和 42 年（1967 年）
東北工業技術試験所設立（宮城県仙台市）
昭和 46 年（1971 年）
中国工業技術試験所設立（広島県呉市）
～昭和 55 年（1980 年）
在京研究所を統合して筑波研究学園都市に移転
産業技術融合領域研究所設立
平成 5 年（1993 年）
物質工学工業技術研究所、生命工学工業技術研究所設立
平成 13 年（2001 年）1 月
中央省庁再編に伴い、経済産業省産業技術総合研究所に改称
平成 13 年（2001 年）4 月
独立行政法人産業技術総合研究所に組織変更
※ 改称、再編など一部省略しています。

産業技術総合研究所
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