
経済産業省独立行政法人評価委員会産業技術分科会産業技術総合研究所部会（第２３回）

議事録

日時：平成２２年３月２４日（水）９：３０～１１：００

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０２０号会議室

議題：（１）独立行政法人産業技術総合研究所の第３期中期計画（案）について

（２）独立行政法人産業技術総合研究所の業務方法書の変更について

（３）その他

議事内容

○木村部会長 おはようございます。時間になりましたので、ただいまから第23回産総

研部会を開催させていただきます。

議事に入ります前に、西本審議官からごあいさつをお願いいたします。

○西本審議官 おはようございます。西本でございます。

本日は、早朝よりお集まりいただきまして、ありがとうございます。

先月の２月18日に本委員会を開催させていただきました。その後、22日に親委員会を開

催いたしまして、26日に経済産業省から産総研に対して中期目標の指示をしたところでご

ざいます。それを受けまして、３月１日に産総研から中期計画が出てまいりました。これ

をご審議いただくわけでございます。

また、今回の第３期中期計画の特徴でございますけれども、私ども中期目標で指示をい

たしましたとおり、新成長戦略等を踏まえて、例えば、課題解決型の国家を目指すとか、

グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーションといった分野をきちっととらえると

いうようなこと、それから、地域振興への貢献とかアジア展開、国際標準化等々がきっち

りと入れられた計画案になっているのかなと拝見させていただいております。これからの

５ヵ年の実行に向けて、きちっとした中期目標、中期計画の案を出していただいたと思っ

ておりますので、本日、活発なご審議をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○木村部会長 ありがとうございました。

続きまして、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、資料でございますけれども、大部にとじられておりま



すので、耳がつけてありますのでわかりやすいかと思いますが、念のため確認させていた

だきます。

資料１、中期目標でございます。既に審議いただきまして、経産省から出した文書。そ

れから、資料２―１、中期計画（案）でございます。資料２―２が、案のポイントとして、

横置きの資料になってございます。資料２―３、計画の中で特に示されている研究推進の

指標という資料でございます。それから、資料２―４、研究業務の指標ということで、こ

れも横置きの資料がついてございます。資料３は、業務方法書の変更という資料でござい

ます。さらに、参考資料として３つ、まとめてとじてございますけれども、１つは、独立

行政法人通則法の抜粋。それから、１つめくっていただきまして、参考資料２が運営規程、

参考資料３が業務実績評価の基本方針という資料でございます。

それから、お手元に１枚、追加資料で参考のメモを置いてございます。「手柴委員のご

意見に対する回答と中期計画の修正案」ということで、産総研さんのほうから用意してい

ただいたものが１枚だけございます。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

資料はよろしゅうございましょうか。――それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議事は、議題書にございますとおり、２つでございます。１つは、独立行政法人

産業技術総合研究所の第３期中期計画（案）について、２番目が、独立行政法人産業技術

総合研究所の業務方法書の変更についてでございます。

それでは、まず議題 (1)の第３期中期計画につきまして、事務局並びに産総研側からご

説明をお願いして、ご意見をいただきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、簡単に概要と手続のことでご紹介しますけれども、２

月18日にご審議いただきました中期目標の件でございますが、２月26日に省内の手続等を

終了しまして、資料１でございますが、同日、２月26日付で産総研に指示を出したところ

でございます。

これを受けまして、産総研さんから、独立行政法人通則法第30条第１項の規定によりま

して、この中期目標を達成するための計画、要するに中期計画でございますけれども、こ

れを作成していただきました。

この中期計画につきましては、主務大臣の認可を受けるということになってございます。



この認可を行うに当たりましては、評価委員の先生方のご意見を聞かなければならないと

されておりますので、本日、部会としての意見を伺うものということになってございます。

それでは、早速でございますが、本題であります中期計画（案）につきまして、資料２

で、幾つか資料がございますけれども、産総研よりご説明させていただきます。よろしく

お願いします。

○木村部会長 それでは、よろしくお願いいたします。

○野間口理事長 ありがとうございます。ただいまのお話にありましたように、資料１

で、産総研の第３期中期目標ということで示していただきましたので、それに対応しまし

て、私どもは、資料２にお示ししますような中期計画を策定いたしました。

本来、この中期計画に従ってご説明すればいいのでございますが、時間の制約もござい

ますので、本日は資料２―２、中期計画（案）のポイントというものを使いながら、資料

２―１の要点をまとめたものでありますので、資料２―２を使わせていただいて説明をい

たします。

私どもの中期計画の基本的な考え方につきまして私が概略をお話ししまして、引き続き

まして、具体的な中期目標に従った計画につきまして、脇本理事から説明をしてもらいま

す。

まず、資料２―２をめくっていただきまして、１ページ目、「第３期の産総研の柱」と

いうことで、私どもは、課題解決型国家、それにこたえるべく、「21世紀型課題の解決」

というのが私どもの大きなミッションだと心得ております。このミッションに対応しまし

て、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション、あるいは他の追従を許さない

新しい技術の実現を図りまして、それを社会に役立てる、こういったことに取り組んでま

いりたいと思います。

それから、産総研の大きな役割と私どもが認識しておりますのは、オープンイノベーシ

ョンのハブとしての役割でございます。オープンイノベーションといいますと、時代とと

もにその意味が変わってきたなと。オープンイノベーションの重要性が非常に増している

のではないかと思いますが、産学官連携といいますよりも、イノベーションを官の研究所

たる産総研と産業界、あるいは大学、こういったところが連携することによって、日本に

おける全国大のイノベーションの推進をやっていきたいということでございます。

この結果、新しい製品とか事業ができるというものもありますし、国際的に提案する新

しい規格づくり、標準づくり、そういった成果もございますし、新しい社会のサービスと



いったものを生み出す。そのイノベーションの推進を一緒にやることによりまして、地域

も含めた全国大の活性化、多様な人材の参加、こういったことを第３期を進めていく上で

産総研が中心になって推進していくことが大変重要なことではないかということで、「オ

ープンイノベーションハブ機能の強化」ということを私どもの大きなミッションという形

で据えております。

こういった２つの考えで、先ほどいただきました中期目標に合致する成果を上げるべく

頑張っていくというのが私どもの計画の考え方でございます。

それでは、具体的な内容につきまして、脇本理事から説明をさせていただきます。

○木村部会長 よろしくお願いいたします。

○脇本理事 産総研の脇本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、資料２―２に沿いまして、ご説明を申し上げたいと思います。

１ページ目の考え方、理事長の野間口よりご説明申し上げたところでございます。

２ページでございますが、今、理事長からご説明いたしました21世紀型課題の解決とい

うことで、グリーン・イノベーション、環境・エネルギー問題に我が国は従来からトップ

レベルの研究、技術力があるわけでございますが、それを実際に世の中に貢献させていく

ための技術開発をしていくということで、これは後ほどまた詳しくご説明申し上げます。

３ページでございますが、ライフ・イノベーションということで、少子高齢化、介護な

どの課題の解決に向けまして、安全性が高く性能のすぐれた革新的な医療・創薬・介護技

術の研究開発を行うということで、２つ目の柱でございます。

３つ目の研究の柱が、追従を許さない先端技術開発への挑戦ということで、まさに我が

国の産業競争力の基盤を支えるための技術力、研究力を養っていくということでございま

す。詳細は後ほどご説明申し上げたいと思います。

４ページでございますけれども、産総研という国家予算によって賄われております研究

所のよって立つ基盤でございますが、１つは、国家計量標準の高度化ということで、日進

月歩で技術革新が進んでおるわけでございますけれども、従来は、研究が終わってから標

準化に取り組むという傾向が強かったわけでございますが、まさに研究と標準化というこ

とを一体となって進めていく。研究計画をつくる段階から標準化を念頭に置いてやってい

くというような考え方で、新たに計量標準の高度化を行ってまいりたいということでござ

います。

それから、地質情報の整備。これは、活断層の問題であるとか、いろいろな地質の問題



があるわけでございますけれども、引き続き地質情報の整備に努めていくということでご

ざいます。

こういったことで、５ページでございますけれども、先ほど申し上げました新規技術の

性能・安全性の評価機能を充実させていくということ、それから研究開発成果の戦略的な

国際標準化、アジアへの展開を図っていくということで、そこに幾つかポイントが出てお

りますけれども、黒いポツの３つ目でございますが、標準化が求められる技術については、

研究開発の開始に際して、あらかじめ標準化することを前提にして計画的に実施するとい

うのが１つのポイントであると思っておるところでございます。

具体的な中身で計画の中に書き込んでおりますけれども、国際標準化を検討する国際会

議への派遣等のためのエキスパート登録数を 100名以上にするとか、第３期計画中の国際

・国内標準化の素案作成数を 100件以上で、そのうちアジア諸国との共同で15件以上つく

るとか、具体的な数値目標を書き込んでおるところでございます。

以上ご説明しましたように、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション、先

端技術開発、計量、地質ということで一体となって取り組んでいくわけでございますけれ

ども、６ページにございますように、地域の問題というのもまた極めて重要な問題である

と認識しておるところでございます。

そこに書いてございますように、各地域に私どもの地域センターがあるわけでございま

すけれども、従来は、工業技術院時代はそれぞれの地域のセンターがそれぞれすべての分

野を担当するというミニデパートであったわけでございますが、それぞれの地域センター

が得意分野をきちっともって、その分野では世界最先端の研究を目指すということで特化

を図ってまいります。

しかしながら、それと同時に、地域のあらゆるニーズにこたえられるように、つくばと

の連携を強化しながら、地域の企業のあらゆる分野の指導にもこたえていくという、得意

な分野をもつということと、すべての分野で地域の企業を支援するということをあわせて

実現させていきたいと考えておる次第でございます。

７ページでございますけれども、オープンイノベーションというのをこれから１つの機

能にしてまいりたいと考えているところでございます。下に第２期と第３期の比較が出て

おりますけれども、これはあくまでイメージ図で、すべてがこのとおりというわけではご

ざいません。従来から産官学ということは非常にいわれておるわけでございますけれども、

従来、ややもすると、第２期のところに書いてございますように、大学、産総研、民間が、



それぞれの役割があるわけでございますが、それぞれが研究をして、いわば分散研究的な

イメージが強かったわけでございますけれども、第３期はオープンイノベーションハブと

いうことで、大学と産総研と民間が産総研という物理的な場所に集まりまして、研究・技

術評価・標準化を行うということで、産総研の人、あるいは場所を活用していただく。開

かれた、共通の研究所にしていくということを目指して進めてまいりたいと思っていると

ころでございます。

具体的に、そこに書いてございますように、産総研の「人」または「場」を活用する形

で実施される外部資金による研究規模を産総研独自の運営交付金による研究の50％以上に

まで高めていくということで、産官学の寄り集う場所にしてまいりたいということでござ

います。

もちろん、それを受けまして、年間論文総数で 5,000報以上、論文の被引用数における

世界ランキングの維持向上も図ってまいりたいということで、オープンイノベーションハ

ブということで具体的に考えておるわけでございます。

８ページでございますけれども、これは地域版のオープンイノベーションの機能の強化

ということであらわしたものでございまして、地域におきましては、８ページの右下の図

にもございますように、公設の各県がもっております試験研究機関とか地域の大学等ある

わけでございますので、こういった関係機関が集まる場として産総研をぜひ活用していた

だきたいという方向で進めてまいりたいと思っているところでございます。

９ページでございますけれども、このオープンイノベーションということでございます

が、日本の国内だけで産官学が集まっているだけでは、島国の中での閉じた研究になって

しまうわけでございまして、まさに国際協力の推進ということが必要であると考えている

わけでございます。海外の企業と共同研究するというのはいろいろな課題もあるかと思い

ますけれども、特に海外の国立研究所とは積極的に協力を進めてまいりたいと思っている

ところでございます。昨年の５月にも理事長がアメリカに出張いたしまして、アメリカの

各国立研究所とＭＯＵを結んだところでございますが、単にＭＯＵを結ぶということでは

なくて、具体的な人の行き来が既に始まっておりますけれども、こういった連携も強化し

てまいりたいということでございます。

それから、９ページの下にございますように、「人材の育成、交流の推進」ということ

で、我が国の中におきましても、ポスドクの問題とか、いろいろな問題を解決するために

も、産総研イノベーションスクールを続けてやってまいりますとともに、専門技術者育成



事業、連携大学院制度等によりまして、人づくりにも貢献してまいりたいと考えておる次

第でございます。

10ページでございますが、第３期のミッションを実行するために、「知的財産の重点的

な取得と企業への移転」ということで、具体的な知財の取得に向けて戦略的にやっていき

たいと思っております。

小さいポイントではございますけれども、２つ目の黒いポツにございますように、第３

期の開始に合わせてまして、外部の技術移転機能を内部化し、より効果的に技術移転でき

る体制を構築ということで、産総研ＴＬＯということで産総研の特許を外部に移転してお

るわけでございます。この産総研ＴＬＯというのは、産総研の外の財団法人に委託してお

ったわけでございますけれども、これを、特許戦略の強化ということで産総研に内部化い

たしまして、産総研自身ですべての知財を管理するという体制を強化してまいりたいと考

えている次第でございます。

それから、10ページの下にございますように、企業や国民の皆様方との直接対話という

ことで、オープンラボというのを始めましたけれども、こういったものとか、産総研キャ

ラバン、サイエンスカフェ、出前講座、こういったことで社会との対話をさらに拡大して

まいりたいと考えている次第でございます。

11ページでございますけれども、「産総研人材の確保・育成・流動化」ということで、

従来から産官学ということでいわれておるわけでございますけれども、実際の産官学を協

力するためには、それぞれが別の立ち位置にあって協力していくということではなくて、

産官学の間で人材が流動化して移っていくということが必要であろうかと考えている次第

でございます。

こういった中で、産総研の研究者が企業に行く、あるいは企業の研究者が産総研に来ら

れる、そういった人材流動を強化してまいりたいということと同時に、女性研究者につき

ましても、採用比率につきましては第２期を上回る15％を確保するということで、さらな

る向上を目指してまいりたいと考えている次第でございます。

12ページでございますけれども、第３期のミッションを実行・支援するために、業務の

効率化ということで、引き続きまして、一般管理費を３％以上、業務経費１％以上の削減

というようなことを、行政改革推進法等に基づきまして、あるいは人件費を削減していく

というようなことをきちっと進めてまいりたいと考えておる次第でございます。

以上が概要でございますが、資料２―３に移っていただきますと、実は、資料２―１は



中期計画そのものでございまして、八十数ページにわたる文章であるわけですけれども、

この文章の中に別表がついておりまして、別表１、別表２、別表３という形で、一つ一つ

の研究開発計画につきまして、具体的な数値目標を上げまして、ここまで研究をしていく

のだという計画を書き込んでおるところでございます。その中の主なポイントのみについ

てまとめたものが資料２―３でございまして、「第３期中期計画（案）における研究推進

の指標」ということでございます。

別表１というのが「鉱工業の科学技術」ということでございます。ちょっとめくってい

ただきますと、資料２―３の２ページでございますけれども、別表にこういったことが書

かれておりまして、別表１が「鉱工業の科学技術」、そのうちの大きな中身が、グリーン

・イノベーション、ライフ・イノベーション、先端技術開発等々になっておりますし、別

表２が「地質の調査」、別表３が「計量の標準」ということでございます。

具体的には、５ページに行きますと、別表１の中身が、黄色く塗られておりまして、全

体の構成が出ておりますけれども、別表１、次のページまで別表１がございます、それか

ら別表２、別表３ということでございますが、８ページをめくっていただきますと、別表

１の中の「グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進」ということで、

８ページ、９ページにポイントだけが書かれているところでございます。再生可能エネル

ギーの導入拡大が１つ目、２つ目が省エネルギーによる低炭素化の技術開発、３つ目が資

源の確保と高度利用技術の開発、４つ目がグリーン・イノベーションの核となる材料、デ

バイスの開発、５つ目が産業の環境負荷低減技術の開発、６つ目が持続発展可能な社会に

向けたエネルギー評価技術、安全性評価及び管理技術並びに環境計測及び評価技術の開発

となっております。

次のページをあけていただきますと、10ページでございますが、10ページ以降に、具体

的な課題のそれぞれにつきまして、できるだけ数値目標をもちまして、個別の課題を、第

３期の間にここまでもっていくのだということを書いておる次第でございます。それぞれ

の課題につきまして、「研究概要」「現状」「研究計画」「目標と期待される効果」というこ

とで書かせていただいております。

例えば、11ページの下をみていただきますと、太陽電池モジュール構成部材、システム

構成部材及びシステム運用技術を開発するということで、11ページの右上に「研究計画」

というのがございますけれども、三十数社からなるコンソーシアム型の共同研究を通じま

して長寿命化を図るということで、「目標と期待される効果」のところに、具体的に、新



規部材を用いることで、モジュールの寿命を現行の20年から30年に向上すると。「20年か

ら30年」ということで書いてございます。

12ページをめくっていただきますと、太陽電池デバイス材料の効率を相対値で10％向上

させる技術を開発するとか、あるいは、個々に説明すると長くなりますが、13ページの高

効率バイオ変換、熱化学変換技術等々につきましても、「目標と期待される効果」のとこ

ろに、エネルギー収支 2.0以上とする高効率バイオ燃料製造プロセスの技術開発を促進す

るというようなことで、研究開発の中にもできるだけ数値目標を書き込みまして、それぞ

れの課題の目標をつくっておるところでございます。

産総研の内部では、正直申し上げまして議論があったところでございます。高い目標数

値を掲げないと、対外的には魅力にならないということでございますし、余り高い数値目

標ばかり掲げますと、実際に５年間で達成できるかどうか、極めて厳しいということでご

ざいますが、できるだけ実現可能な、手が届く、めどが立つところで可能な限り高い数字

を書かせていただいたということでございます。

個々の課題についてご説明すると長くなりますので、省略をさせていただきます。

ざあっとめくっていただきますと、29ページに「ライフ・イノベーションを実現するた

めの研究開発の推進」ということで、ここに１ページ、先進的・総合的な創薬技術、健康

な生き方、生活安全のための技術開発と概要が出ておりまして、30ページ以降が、個々の

課題につきまして、できるだけ数値目標を含めた研究内容のご説明となっておる次第でご

ざいます。

続きまして、37ページに行きますと、「他国の追従を許さない先端的技術開発の推進」

ということで、ここも１ページ、高度な情報通信社会、イノベーションの核となる材料と

システムの開発、サービス生産性の向上と新サービスの創出というような大きな課題のも

とに、38ページ以降、個々の研究計画につきまして、それぞれ数値目標等を掲げておると

いうことでございます。

43ページでございますが、「イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤

の整備」ということで、具体的な評価に関します計画を44ページ以降に書かせていただい

ておるということでございます。

47ページに行きますと、別表２「地質の調査」ということでございますが、これは、国

土及び周辺域の地質基盤情報の整備と利用拡大が１、２が地圏の環境と資源に係る評価技

術、３が地質災害の将来予測と評価技術の開発ということ、次のページは、地質情報の提



供、普及、国際協力ということで、具体的に49ページ以降に研究計画を書かせていただい

ております。５万分の１の地質図幅を20区画作成するというようなことも含めて書かせて

いただいておるというところでございます。

それから、ざっとめくっていただきまして、55ページでございますが、別表３「計量の

標準」ということで、３つの柱、新たな国家計量標準の整備、国家計量標準の高度化、法

定計量業務の実施と法定計量政策の支援ということで、56ページに、あわせまして２つの

課題、国際計量標準への貢献、人材の育成ということでございますが、57ページ以降に具

体的な課題を書かせていただいておるということで、ここでは、表や図を入れてそれぞれ

数値目標を書かせていただいておりますが、これを文章化したものが、正式にお出しいた

しました研究計画の本文そのものに文章で書いておるということでございます。

資料２―４でございますが、以上は産総研の本務でございます研究そのものの中身につ

きましての研究計画、数値目標ということでございますが、資料２―４は、そういったも

のを総合的に勘案いたしまして、研究に関する業務の指標ということでございます。

ページをめくっていただきますと、冒頭のⅱページでございますけれども、「中期計画

における研究業務の指標」ということで、論文、外部資金、人材交流、工業標準、中小企

業連携、知財、国際連携、能力開発、広報、研究機器リユース、業務効率化、人材確保、

人件費、ベンチャーということで指標を書かせていただいております。

個々の指標の代表的なものをご説明させていただきますと、中身の１ページでございま

すが、論文に係る指標ということでございます。実は、これは所内ではいろいろ議論もご

ざいました。右上に「論文発表件数の推移」ということで、平成17年をピークに論文の数

は若干伸び悩んでおるというのが正直なところでございます。しかしながら、１ページの

右下にございますように、「産総研の世界ランキング」ということでみますと、トムソン

・ロイター社のプレスリリース等による引用でございますが、材料科学の分野では世界で

４位をキープしておる。化学では19位、物理では50位ということで、総合で 171位という

ことでございますけれども、こういったことで、どういう指標をつくろうかということで

いろいろ議論したわけでございます。

ここにございますように、第１期は、平成16年度の論文発表件数は年間 5,000報以上、

インパクトファクター上位 2,000報のＩＦ総数で 5,000以上というのが目標であったわけ

でございます。第２期は、年間論文発表件数 5,000報以上、第２期の終了年度において全

発表論文数のインパクトファクター総数 7,000ということであったわけでございますけれ



ども、今期は、いろいろ議論したのですが、インパクトファクターということが必ずしも

我々の目標になるかどうかというような議論もありまして、今回は、年間論文総数で 5,0

00報以上という絶対値を１つ置かせていただきました。もう１つの基準は、論文の被引用

数における世界ランキングの維持向上ということで、順位を下げないということを１つの

目標にさせていただきたいと思っておる次第でございます。

２ページでございますが、外部資金による研究規模に係る指標ということで、第１期は、

年間 1,400件以上という件数で決めておったわけでございますけれども、第２期は、民間

企業等から受ける研究資金を第１期最終年度の 1.5倍以上ということで、具体的な金額に

しますと約40億円ということで、第２期は年間40億円の外部資金をとりなさいというのが

目標になっておったわけでございまして、これは、産総研の必死の努力でほぼ達成できそ

うな見込みになっておるわけでございますけれども、第３期をどうするかという議論がご

ざいました。

第２期の目標40億円というのは、産総研という独立行政法人、法人に入るお金がどうか

という指標であったわけでございますけれども、我々内部でいろいろい議論する中で、産

総研はオープンイノベーションということでやってまいります。

後ほどご説明申し上げますけれども、最近、産総研自身が研究組合の組合員に参画する

ことができるようになりました。そうすると、産総研が研究組合の一員として、産官学が

結集しまして産総研の場所で共同研究を行うという場合は、組合の研究活動は実際には産

総研の中で行われているわけでございますけれども、産総研という法人の収入にはならな

いわけでございます。そうすると、産総研という法人に入ってくるお金を直接の目標とす

ることはいかがなものかという議論もございまして、企業でいえば連結決算的な意味合い

かもしれませんけれども、第３期は、産総研という人、または産総研という場を活用する

形で実施される外部資金による研究規模が、第３期中期目標終了時までに産総研運営費交

付金、これは約 600億円強あるわけでございますが、その50％以上、 300億円以上となる

ことを目指すということで、この 300億円という目標は、産総研という法人にお金が入ら

なくても、産総研の人または場所で活動する実際の研究活動がこういった規模になるとい

うことが大事なことではないだろうかということで、こういった目標にさせていただいて

おるところでございます。

３ページは、人材交流ということでございまして、第３期の終了までに、民間企業、大

学等への人材供給、外部からの受け入れということで 5,000名以上を目指すということで



ございます。どちらかといいますと、外から入ってくるのは非常に多いのですけれども、

産総研の研究者の方が外に行くということが現在ではなかなか難しい状況でございますが、

両方の面で人材交流を強化してまいりたいということでございます。

４ページは、第３期の国際標準化活動におけるエキスパートの登録者数を 100名以上を

目標とするということでございます。これは、産総研の研究者の方々が国際的な場でエキ

スパートになったり、あるいは調整役になったりしておるわけでございますが、こういっ

たものを活発化させていくということでございます。

５ページは、標準化の第３期中の素案作成数を 100件以上、うちアジア諸国との共同で

15件以上を目標とするということで、国内提案、国際提案も含めまして標準化を強化して

まいりたいということでございます。

６ページは、中小企業も我が国のものづくりを支えておる企業群でございます。中期目

標期間中に 3,000件以上の中小企業との共同研究と、１万件以上の技術相談を受けるとい

うことを目標にしてまいりたいということでございます。これも、右側のグラフにござい

ますように、実績として、近年着実に進めてきておりまして、こういったものをさらに強

化したいということでございます。

７ページでございますが、知財の活用に係る指標ということで、特許等の実施契約件数

を、第２期は 600件ということであったわけですけれども、 800件以上にまでふやしてま

いりたいと考えておる次第でございます。

８ページでございますけれども、国際連携に係る指標ということで、これは従来、指標

がなかったのですけれども、いろいろ知恵を出しまして、包括研究覚書機関との研究ワー

クショップ等を計50回以上開催する。とにかくやってみようということでございます。

９ページは、職員自身の能力開発に係る指標ということで、これは研究職員、事務職員

含めてでございますけれども、職員の専門性向上のため、内部での研修はもちろん、外部

への出向研修等を積極的に実施し、毎年度 300名以上の職員が研修を受講するようにする

というようなこと。

10ページは、広報に係る指標ということで、第３期中に対話型活動を累計で 200回以上

実施ということで、従来、目標がなかったところに目標をつくろうということでございま

す。

11ページは、研究機器等の所内リユースに係る指標。いただいた交付金をできるだけ有

効に活用しようということで、従来、よくチェックしてみますと、各研究室で似たような



仕様の研究機械をたくさんもっておるというような事例も見受けられまして、こういった

ものは共通で利用することによって、もっと効率的に交付金を使えるのではないだろうか

ということで、リユースの成立件数を 600件以上にまで高めたいということでございます。

12ページは、いろいろな効率化のための指標ということで、第３期に書いてございます

ように、運営交付金事業のうち一般管理費につきましては、新規に追加されるもの、拡充

分等は除き、毎年度、平均で前年度比３％以上の削減を行う。また、業務経費につきまし

ても１％以上の削減ということで、これは従来どおりやってまいりたいと思います。

13ページは、女性研究者の採用に係る指標ということで、具体的に、第２期実績を上回

る、研究系の全採用者に占める女性の比率を15％以上に高めていくということをやってま

いりたいと考えている次第でございます。

14ページは、総人件費の削減に係る指標ということでございまして、これは、法律等で

も目標を定められておりますけれども、運営費交付金に係ります人件費を平成22年度まで

に平成17年度比５％以上削減するということで、平成23年度以降につきましても、引き続

き削減等の取り組みを行うということでやってまいりたいと思っている次第でございます。

以上、長くなってしまいましたけれども、個別の研究の中身にかかわります指標、それ

から研究の業務全般にかかわります目標ということで、今ご説明したようなことをすべて

文章化いたしまして、法律的な意味での役所的な文章にしましたものが資料２―１の中期

計画（案）ということでまとめさせていただいている次第でございます。

私どもこれを３月１日に経済産業省に提出せていただいておりますけれども、ご審議を

いただきまして、また、必要なところは修正をさせていただいて、最終的に今月中に中期

計画の最終成案を得たいと考えているところでございます。

簡単ではございますが、説明は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。

○木村部会長 どうもありがとうございました。

ただいまご説明いただきましたとおり、中期計画（案）のほうは、資料２―１で84ペー

ジという大変大部なものになっています。これは、おやりになろうとする事項をすべて網

羅したものでありますが、ただいま、それらの中で研究としてどういうアイテムに特に取

り組むか、研究だけではありませんが、そういうことについてご説明をいただきました。

この点については、なかなか議論が難しくて、ご意見が出しにくいかと思いますが、感

想等でも結構でございます。既に中期目標のほうはご議論いただいておりますので、大体



中身がおわかりだと思います。ご自分のご理解の範囲で結構でございます。何かございま

したらお願いしたいと思います。

手柴委員、どうぞ。

○手柴委員 感想に近いことになるかと思います。

１つは、数値目標の件ですけれども、今、脇本理事から、その過程をお聞きしまして、

納得いたしました。理事長の前であれなんですが、民間の場合には、中期計画をつくると

きに、経営トップのほうは、できるだけストレッチした目標を掲げよということを下に申

して、そこは実際の担当と経営とのバトルという形になってあらわれてきます。

下のほうは、数値目標をそこでコミットしますと、結果的に処遇や賞与、給与に反映さ

れますので、それはなかなか譲れないという、すさまじい闘いがあります。賞与だと、総

額の10％、あるいは20％はコミットした数値を反映させるような形になるものですから、

なかなか譲れないということですので、厳しい、まさにここがせめぎどころということに

なりますけれども、脇本理事のほうから、産総研の中においてもそのような決めるに当た

っての過程があったということをお聞きして、安心しました。

特に論文は、私も同じように、論文数とかインパクトファクターというのを過剰に意識

する必要はないのではないかと。第２期で、産総研の場合には、それぞれの目標を与えら

れてきていますし、インパクトファクターは、分野によって随分違いますので、必ずしも

あれの総計とかということで判断できないと思うので、今回の形のほうが私は素直に受け

入れることができました。

そういう意味では、今回上げられた数値目標というのは、それぞれ妥当なのかなと。例

えばiPS 細胞を10％にするとかという高い目標を上げられたので、非常に納得するものが

ありました。

それから、最近、ある女性の国立大学の名誉教授のエッセーを読んでいまして、日本で

は相変わらず女性の研究者の割合が低いということで、産総研は採用という形で積極的に

取り組まれているということも安心しました。室伏先生いらっしゃいますけれども、その

エッセーの中には、なぜそうなったかということが書いてありまして、その先生が考える

には、１つは儒教精神があるだろうと。やはり韓国も同じように極端に低いらしいのです。

中国はそうでもない。

もう１つは、過重労働の過大評価ということを書かれているのです。産総研もそうです

けれども、実験化学のところだと、よく遅くまで研究している、実験しているというのを



過大に評価し過ぎているのではないかというご指摘がありまして、私は、なるほどと思い

ました。

もう少し具体的にいいますと、その先生が指摘されたのは、むしろ短時間で決められて

切り上げることによって、実験化学といえども考える時間を生み出すことができると。そ

の先生は女性で家庭もおもちでしたから、５時には終わって、それから家へ帰って育児と

か家庭の仕事をすると、逆にその時間で考えることができたんだというご指摘があったの

で、なるほどなと思いまして、女性研究者を積極的に採用されるということと同時に、そ

ういう意味では産総研全体が女性にとって優しい研究環境を整えていただきたいと思いま

す。日本人は、研究だけではないのかもしれませんけれども、長く働いているとよくやっ

ているというふうに評価するというのは、やはり考え方を変えなければいけないかなとい

う感じがしましたので、申し上げました。

それから、もう１つ、最後に申し上げたいのは、バイオマスの研究ですけれども、バイ

オマス・ニッポンというような形であるように、多くの省で取り組まれていらっしゃって、

産総研もグリーン・イノベーションの中で積極的に取り組まれている。やられている仕事

も、私、専門のほうなものですから、よくみさせていただいていますけれども、非常に高

い成果を上げられていると思っています。

その中で感じていますのは、ほかの省のバイオマスと違って産総研が特徴的なのは、先

ほどもありましたけれども、エネルギー収支を２倍以上にするとか、ライフ・サイクル・

マネージメント、ＬＣＭに基づいてきちっと評価されているというのが産総研のバイオマ

スプロジェクトの特徴だと思いますし、強みだと感じています。

個々の要素技術があって、例えば電灯？の透過するのをどれだけ上げるかとか、アルコ

ール収率をどれだけ上げるかという個々の研究成果というのは随分華々しいものがあるの

ですけれども、全体としてどうなっているのか。バイオマスを使ったときにエネルギー収

支がどうなっているのかという、ライフ・サイクル・マネージメント、そういう観点で研

究ができるというのはまさに産総研の強みですし、特徴かなと思っていますので、引き続

きそういう観点で、他の省とは違う形で進めていただければと思います。

○木村部会長 ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。室伏委員、お願いいたします。

○室伏委員 中期計画、拝見しまして、非常によく書かれていると思って、これだけ大

部のものをよくおつくりになったなと感心しています。内容についても、中期目標を非常



によく反映されておりますので、特に申し上げることはないかもしれないのですけれども、

少し気づいたことを申し上げたいと思っています。

問題解決型の研究ということで、非常にいろいろ細かくお書きになっていらっしゃるの

ですけれども、イノベーションを実現するというときに、新規？を広く求めるということ

はとても大事だと思いますので、ここに書かれている研究内容以外に、これからの世の中

のために役立つものというのが日本じゅうには転がっていると思いますので、そういうも

のを見出して、産総研がそれを支援するという体制づくりをぜひやっていただきたいと思

うのです。どこへいってもiPS ばかりで、もう少しほかの産総研らしいものをつくり出し

ていただきたいなという気がしています。

それから、戦略的な国際標準化ということが最近いろいろなところでいわれておりまし

て、これがますます重要性を増してくると思うのですけれども、産総研がそこでかなり存

在感を発揮できるのではないかと思っています。産総研が国の機関であるということで、

国のいろいろな産業、経済、そういったことの安全とか安心というところに貢献するとい

う意味で、ここで国際標準化を重視して取り組んでいく、そして、さらにいろいろな機関

との共同作業を推進していくということで、恐らく今の政権もその辺はとても重視してい

るようですので、そのあたりでもっと存在感を世の中に示していただけたらいいかなと思

います。

そのために、やはり人材をたくさん育成していただきたい。エキスパートを 100名以上

とお書きになっていらっしゃいましたが、もっと基盤的なところから人材を育成できると

いいのではないかなと思っています。

それから、人材交流なども随分進めるということをおっしゃっていらっしゃるのですが、

今、産総研にいらっしゃる方々の能力を最大限に発揮できるような環境づくりをぜひ今後

も進めていただきたいと思います。大変いろいろな試みを進めていらっしゃるのは存じ上

げているのですけれども、先ほど手柴委員がおっしゃった、女性が働きやすい環境という

ようなこと、私は今、女性がというよりも、両性が、男女ともに働きやすい環境づくりを

することがとても重要ではないかと。それによって多様な人材が世の中のために役に立て

る、そういう立ち位置をもてるのではないかと思っているものですから、ぜひ男性も女性

も働きやすい、そういう場所をつくっていただきたいと思っています。

私はやはり実験化学者ですので、夜中まで仕事をしなければならない状況とか、徹夜を

しなければいけないということがよくありましたので、なかなか、手柴委員がおっしゃっ



たどこかの先生のようにはいかないんですね。ですから、そんなときに助けてくれる、そ

ういう環境が必要だと思っていて、私の場合は母がずっと一緒にいて、いろんなことをや

ってくれましたから、とても幸運だったのですが、家族がそばにいない人の場合に、子育

てを手伝う、あるいは介護を手伝うというような支援体制があれば、多分、女性も男性も

十分に自分の能力を発揮して、やりたいことをあきらめないで済むだろうと思うんです。

ですから、そういったことを産総研で何かモデルをつくってくだされば、それが日本じゅ

うのお手本になって広がっていくのではないかなと思っています。

それから、地質災害の将来予測ですか、そういったことでこれからいろいろ進めていか

れるようですが、これからは海がとても大事になるだろうと思っていますので、ＪＡＭＳ

ＴＥＣとの連携ももっと進めていただきたいなと思います。ここで、大陸棚の延伸につい

て、すばらしい実績を上げていらっしゃるので、そのことは余りこの中に書いてないので

すが、今までこういうことをやつていますということをもっと宣伝なさってもいいのでは

ないかなという気がしました。

それから、私はたびたび地域センターに頑張っていただきたいということを申し上げて、

地域のことは、いろいろな公設試などとの関連もあって難しい論点があるというお話がよ

くあるのですけれども、地域の活性化のために産総研の地域センターができることはたく

さんあると思っていますので、地域センターが、上から目線でお手伝いするというような

ことではなくて、地域の中小企業がもってらっしゃるすばらしい技術などが途絶えること

のないよう産総研が責任もってお助けします、というような目線も必要なのではないかな

と思います。

地域センターが得意分野をもってやっていかれることはとてもいいことだと思うのです

が、地域センターをもっと広報の場とか人材育成の場としても利用できるのではないかと

思います。そういったことで利用することで、ますます地域センターの存在価値というも

のを上げられると思いますので、その辺もよろしくお願いします。

数値目標は、高過ぎてもだめだと。確かにそうなんですね。余り高い数値目標を掲げま

すと、後で評価が下がってしまって、せっかく頑張っているのに、大した仕事をしてない

ように思われるのもとてもしゃくなので、その辺はよくお考えいただいたと思います。論

文も、数よりも質が大事だと。インパクトファクターばかりが今いわれているようですけ

れども、それを省かれたのはよかったかなと思います。数も、こんなにたくさん、いいの

かなという気はしているのですけれども、良質なもので、それが日本や世界の産業・技術



の役に立つというところで評価をしてもらえるような書きぶりにしていただけるといいか

なと思います。

○木村部会長 ありがとうございました。

谷川先生、どうぞ。

○谷川委員 私も、全体としてバランスのいい計画だなと思いますが、一、二、感想を

申し上げます。

私がいつも申し上げることは２つあります。１つは、オープンイノベーション機能の強

化の部分です。これは大変いいことで大賛成なのですが、先ほどのご説明では、産総研の

場を大学、企業にも使っていただく、その場にしたいというお話がありました。これはも

ちろんそれでいいかと思うのですが、いつも申し上げておりますのは、産総研さんがもっ

とリーダーシップをもって新しいテーマを掲げて、そのテーマにぜひ参加しろと呼びかけ

るようなリーダーシップを発揮していただきたいということで、つとに申し上げていると

ころです。先ほどご説明あったようなパッシブな、受動的なものでも構わないと思います

が、でもやはり国の機関ですから、大学もできない、企業もできない、より国家的な大事

な目標を掲げ、この指とまれ的に大学、企業に呼びかけてオープンイノベーションを推進

していく、そういう姿勢をぜひみせていただきたいと思います。それが私は国の研究機関

の大きな使命だと思っています。

受け身ですと、さあ使ってくださいという場の提供だけですと、恐らくそんなに来ない

んじゃないかという気がするのです。オープンイノベーションという旗を掲げても、余り

来ないんじゃないかと思います。むしろ、これだけ日本の国の競争力が弱くなったと云々

されているときに、国の研究機関というのは、国家的目標を掲げて、その場を提供すると

同時に、リーダーシップをとって呼びかけると。そのときには産総研さんは、研究者の提

供だけではなくて、マネージメントをするような人材が表に立ってやるということだと思

っていますが、そういうリーダーシップを発揮するような形のオープンイノベーションを

推進していただきたいということが１点です。

もう１つは、資料２―３に幾つかの研究テーマがありました。グリーン・イノベーショ

ン、イノベーション云々とずっとありました。これもいつも申し上げているのですが、先

ほどいった国家的な大きな研究テーマを掲げていただきたいということと同じ話で、一つ

一つの研究テーマをみますと、私の印象からすると、やや要素的な技術の開発的なテーマ

の羅列ではないかと思えます。もう少し骨太の大きなテーマがあってもいいのかなという



気がします。

それはなぜかといいますと、これも何回も申し上げていることですが、このテーマとい

うのは、一つ一つの産総研さんの研究ユニットから上がってきたテーマの集大成のような

印象があります。そうではなくて、この国として、そして日本社会としてどういうことの

問題の解決が必要かというところから降りてきて、研究テーマが設定されるべきではない

かと思っております。そうすると、各研究ユニットから上がって来るテーマというよりも、

本来社会が求めているような解決すべきテーマが先に立つとすると、関係すべき研究ユニ

ットというのはいろいろな研究ユニットにかかわってくると思うのです。

よく分野融合ということがいわれますけれども、より大きなテーマをかけると、必然的

に多分野の研究ユニットがかかわらざるを得ないわけで、場合によっては、産総研さんに

はありませんが、社会科学的な研究分野の方も連れてこなければいけない。そうすると、

それは産総研さんだけではなくて、恐らく大学の研究者にも呼びかけなければいけないか

もしれないということで、必然的に分野融合が起こるわけです。したがってこの２―３の

テーマというのは、悪くはないと思いますが、今後心がけていただきたいのは、より大き

なテーマを掲げて、そのテーマのもとに、この指とまれという形で呼びかけるという姿勢

があってもいいのかなという気がいたしました。これが２点目です。

この２つが大きなところで、あとは、資料２―２の国際化のところで、提携している国

際機関とできるだけワークショップを開いて、50回を目指すということですが、ワークシ

ョップをやるということ自体、アウトプット、アウトカムという観点からすると、アウト

プットですね。ワークショップをすることが自己目的化するわけではないわけで、九州大

学も３年前にＩＴＲＩと提携して、毎年、シンポジウムプラスワークショップという形で

やっておりますが、そのワークショップとシンポジウムというのは、それ自体が目的では

なくて、そのワークショップ及びシンポジウムを開くことによって、相互の研究テーマと

何をやろうとしているかということを、相互の機関と産官学に知らしめて、新たな共同研

究を生み出す、そういうことを目的にやっているわけで、実際に共同研究が３つほど始ま

っております。ワークショップ自体が最終目的ではなくて、ワークショップを開くことに

よって、相互の足らざるところを認識し、新しいテーマをみつけるとか、いろいろな付随

的ないい価値があると思いますが、そういったことをもう少し明確に書くべきではないか

という気がいたしました。

○木村部会長 ありがとうございました。



赤池委員。

○赤池委員 全体に非常にうまくまとまっていると思いますし、事業仕分けで指されそ

うな地域センターについても、各センターごとの特色が明確になっていて、非常に好まし

いのではないかと思います。

ただ、１点、ぜひご検討いただきたいのは、「研究成果の戦略的な国際標準化、アジア

への展開」にかかわる部分ですけれども、これは、産総研さんだけではなくて、日本は、

論文数もインパクトファクターの数も多いし、特許も欧米に比べてたくさん出しているの

に、なぜインテルにこんなに好き勝手にやられてしまうんだろう、この部分をもっと考え

るべきで、日本には技術を使う戦略とか知恵の部分が明確に欠けている。研究開発成果の

戦略的な国際標準化を押さえることはもちろん必要条件なのですけれども、そういう技術

を使っていく戦略的なビジネスモデルの開発のようなこと――谷川先生が社会科学研究み

たいなお話もされていましたけれども、この部分を強化する必要があるのではないか。あ

るいは、今回の中期目標を受けた、こういう研究成果の活用のところで、技術のビジネス

モデルみたいなものを、大学や一企業ではやりがたい部分なので、産総研というのはその

部分をきちんと考えていくような体制と文言みたいなことは検討する価値があるのかなと

思っています。

そういうことが明確化されてくると、地域センターについても、現行書かれているよう

に、地域に閉じるのではなくて、それぞれのセンターが地域資源を活用した高度な技術と

か知的財産を形にしたら、一挙に地域の枠を超えて世界とつながるとか、アジアとつなが

るとか、そのぐらいの決意というか、技術戦略観みたいなことはもつべきだと思っていま

す。理事長はまさに民間の中で戦ってこられた方なので、何かビジネスモデルみたいなこ

とをぜひご検討いただければと思います。

○木村部会長 ありがとうございました。どうぞ。

○谷川委員 今、赤池先生のおっしゃったことと全く同じことを考えていまして、１つ

言い忘れたことがあります。

中期計画（案）の資料２―１の２ページのところですが、オープンイノベーションハブ

機能の強化の○の２つ目の「イノベーティブな人材養成の推進」というところですが、こ

こで書かれている言葉をそのままさっと読むと、研究人材でイノベーティブなことをやる

人、そういうイメージしかなくて、余りクリアなイメージではありません。人材養成とい

うことであれば、技術から現実の社会的に意義のある価値を生み出すマネージメントテク



ノロジー、そういった人材を養成するということでないと、少しセンスのいい研究人材を

つくるという程度の話であると、やや話が矮小かなと思っています。私も日々感じますけ

れども、技術はいいのに、具体的にその価値をプロダクトにする能力が日本全体に欠けて

いて、それが国際競争力を下げているという認識は恐らく共通だと思いますが、そういう

ところをブレークスルーするような人材養成をぜひ産総研さんにやってもらえないかなと

いう気がしております。

○木村部会長 ありがとうございました。

赤池委員のご指摘ですが、経産省には産構審という審議会がありまして、先ずそちらで

議論をして頂いて、それに基づいて具体的にどうして欲しいかということを産総研にお願

いするという性質のものではないかと思います。

私も、赤池先生と全く問題意識を共有しておりまして、iPodみたいなものは、中身は殆

ど日本なのに、しこたまアップルにもうけられている。一体どうなっているんだろうと思

います。iPodの次世代のものは中身は殆ど台湾製に変わってしまったそうですね。

それは少し余分な話ですが、国際標準化に関することについては、産業技術分科会でも

かなり議論しているのですが、国際舞台――あれは、この席で申し上げるのが適当かどう

かわかりませんが、魑魅魍魎の世界なんだそうですね。ですから、これは産構審のほうで

その基本方針をつくっていただいて、経産省全体として行動するのかなという気がいたし

ております。西本審議官のほうから何か……。

○西本審議官 今、赤池先生からご指摘いただいたこと、皆様からご指摘いただいたこ

と、そのとおりでございまして、付言いたしますと、私ども、これまでの日本のモデルと

いうのが、ややもすると、自動車もそうですし、家電もそうですし、古くは鉄鋼がそうで

すし、造船がそうです、繊維もそうですけれども、悪くいえば、先行者がいて、その中で、

よりいい製品をつくることによって市場を拡大して、その中でもうけてきたというのが、

日本のこれまでの戦後のモデルだったのかなと思うわけですけれども、今、産総研さんの

場で取り組まれているようなiPS とか、ロボットとか、リチウムイオン電池とか、スマー

トグリッドとか、まだ世界にないものをこれから開発して出していくというときに、安全

規制とか標準といったこともあわせて日本側から提案していかないとだめだと思うわけで

す。

今そういったところに日本が立ち至っているわけですから、そういったところをどのよ

うに乗り越えていくかということを考えなければいけないということで、一例をいいます



と、ロボットなども、安全規制などは労安法しかないわけです。労安法というのは、人間

とロボットは隔離するという思想でありますけれども、これからロボットが実社会の中で

実際に人間と共生するというようなときに、どういう安全基準がいいのかというようなこ

とは、本来日本が一番得意ですから、日本がつくっていかなければいけないということで

ありますけれども、それが今はできてなくて、よその国に認証を頼んでいるような部分も

あるわけですね。おかしいと思っておりまして、その辺は、今、産業構造審議会の産業技

術分科会のほうで、成長戦略の話にもつながる話ですから、研究開発を標準と一体的に仕

掛けていくということによって、イノベーションを起こしていく。研究開発をやっただけ

ではイノベーションにならない。社会に普及して初めてイノベーションが起こるんだとい

うようなことを踏まえてやっていこうではないかというようなことで、検討しているとこ

ろでございます。

今度の６月にまとめられる成長戦略の中にそういった標準化みたいなものは相当しっか

り位置づけられていくということになる予定でございますので、そういう中で、産総研が

中心となって取り組んでいくようなテーマも随分出てくるのかなと思っておりますので、

議論はそちらのほうにゆだねて、しっかりしたものを出していきたいと思っています。

○野間口理事長 よろしいですか。

○木村部会長 はい、どうぞ。

○野間口理事長 大変重要な話題でありまして、私は、今、日本工業標準調査会の会長

もしておりますので、そういう立場も含めて話をさせていただきたいと思うのですが、国

際標準は、産総研は計量の分野を中心にして取り組んできたわけですけれども、日本の産

業界自体が、標準とか規格以上の品質のものができるという自信でずっと成長してきた時

代が90年代ごろまであったのですね。その以後、グローバル競争とか、Ｒ＆Ｄのスピード

アップとかというのが起こりまして、日本もみずから標準を提案しなければいけない時代

になっているということだと――製品規格、製品標準でもですね。

ですから、産総研は、今、産構審の話が出ましたけれども、産総研としてやれることは

何だということをもう始めていると私は思っておりまして、例えば、先ほど紹介しました

太陽電池のコンソーシアムなどは、部材の競争力を高めましょうという共同研究プラス、

出てきた診断法とか評価法というのは国際標準に提案しようと。提案して、あわよくば認

証の仕組みも日本国内で整備されるようにしよう、そういう動きを主導しようと。

先ほど、谷川先生からリーダーシップという話がありましたけれども、産総研が絡むオ



ープンイノベーションは、産総研が提案するというものでありますので、リーダーシップ

を発揮というのは当然のことであります。産総研が描く世界戦略に基づいてやっていこう

ということでありますので、そこはご理解いただきたいなと。

今月中には、リブテックというあれで二次電池のコンソーシアムに、十数社の部材メー

カーが入ります。まとに残念ながら、最終製品をつくるメーカーは、自分のところの特徴

にこだわって、組合になかなか入りたがらないのですけれども、キーパーソンの部材屋さ

んは、日本にいっぱいあるのですが、ここが中国とか米国の台頭に非常に危機感をもちま

して、産総研を中心に一緒にやろうという形で、今、参集してきておりますが、こういっ

たものをかなりふやしていこうと。それで、先ほどいいましたオープンイノベーションの

場というのはそういう意味でございます。

それから、産業競争力のお話が出ましたけれども、私は、Ｒ＆Ｄ戦略と産業競争力とい

うのは少し次元が違っていると。Ｒ＆Ｄ戦略で産業競争力を考えなければいけないのです

が、産業競争力を考えるときは、国の税制の問題とか人材構造の問題、そういった別の要

素もありますので、先生方はいろいろなところで指導的立場におられますので、我が国が

産業振興という点でもたくましくなっていくようなものは、Ｒ＆Ｄプラス国の諸制度、税

制を初めとしてありますので、そういったものをあわせて主張していただけますように、

ぜひお願いします。

産総研のＲ＆Ｄを担当する立場でのやるべきことというのは、私どもは、今、先生方が

ご指摘いただいたことと全く同じに考えておりますので、具体的なテーマでそれを示して

いきたいと思います。

それから、先生のほうから、もっと大きなとらえ方ができないのかというのがありまし

た。これは、正直いって、私どもの大きな課題だと思っております。グリーン・イノベー

ションとかライフ・イノベーションといいますと、余りにも大づかみ過ぎます。もっとテ

ーマとして適当で、しかも大きくとらえたのはないのか。最近でいえば、スマートグリッ

ドなどはそれに近いのではないかと思いますけれども、できるだけ大きくとらえて、その

中で産総研はどういう役割を果たしていくのだというような形でひもといて、各担当のと

ころが、最終的にはこういうのに役立つのだという形で生かしていけるようにもっていき

たいと思います。

４名の先生方からひとしく標準の問題のお話がありましたので、ちょうどいい機会でご

ざいますので、発言させていただきました。



○木村部会長 ありがとうございました。

赤池先生の問題提起について、私、若干の経験があります。もう随分前ですけれども、

私どもの分野で、ユーロコードというのをヨーロッパの連中が集まってつくり始めたので

す。それをみていると、日本の企業がヨーロッパで仕事できなくなるというぐらいの彼ら

の一方的なコードでした。

これは何とかしなければいけないということで、大変な努力だったのですが、学会で資

金を調達して、一流の研究をしている中に帰国子女が数人いましたので、彼等をその会議

に派遣して、ガンガンやって貰ったんです。言葉で負けないようにし、日本ではこういう

ことをやっている、ああゆうことをやっているということを主張した結果、完全に日本が

勝ってしまったんですね。これは日本を無視できないということになって、それから仲間

に入れてくれるようになったのですが、問題は、そういう会議がしょっちゅうやられてい

て、しょっちゅう行ってないとだめだということです。

では、そこのところへの投資をどうするかということですが、産業技術分科会でも、そ

ういういい意味の国際マフィアをつくらないと、きちんと国際標準に乗っていけないとい

うことが議論されています。ですから、その辺も国として考えていかなければいけない。

この点については経産省がお考えになるべきことではないかなと思います。技術は優秀な

のですが、そのほかの部分でやられてしまうということだと思いますので、その辺はぜひ

経産省で考えていただければと思います。

それから、非常に心配していましたのは、産総研で、論文の数とか特許の数を目標とし

てお出しになっていますが、永久に上向きにして行くことは不可能ですね。ということで、

どういう方針転換をされるのかなと思っていましたたが、きょう聞いて少し安心しました。

論文の数と、インパクトファクターはやめて、論文の被引用数における世界ランキングの

維持向上というように、全体の見方をお変えになったので、安心しました。数値目標もい

いのですが、我々は事情がわかっていますからいいのですが、２次評価のときに、全体の

トレンドを眺められ、論文の数が減っているではないかというようなことを言われかねな

い。そして結局、評価が下がってしまう。ですから、今回おやりになったように、絶えず

違う視点からの基準を打ち出して行くべきだと思います。そうでないと、どんどん苦しく

なってしまいますね。

それから、外部資金についても、非常にうまいことをお考えになったなと思います。外

部資金は、いずれ、どこかで頭打ちになるのですから、数値目標として立てていくと、え



らいことになるなと思っていたのですが、そういう意味では大変よかったのではないかと

思います。

○野間口理事長 今、木村先生に認めていただきましたので、安心したのですが、実を

いいますと、第３期が始まるということで、目標を示される前から、第２期のまとめと第

３期へ向けてのいろいろなディスカスをやりまして、先ほど手柴委員とか室伏委員からも

ご指摘がありましたけれども、目標の決め方ですね。研究ユニット長と私も入りましてや

りまして、最低３回はやっておりますし、理事会でも、毎回、研究者のアクティビティー

を把握して、活性度を上げていくためにはどういう目標設定がいいのだというのをかんか

んがくがくやりまして、それで、今、先生まさにいっていただいたように、数だけではな

いだろうと。ただ、それを全部取っ払ってしまいますと、今までの取り組みが、せっかく

蓄積してきたものが無になるのもいけないなということで、今回のような形にしました。

これは、先生方のように理解していただく方ばかりではないので、ぜひいろいろな場で

ご支援のほどを……。

○木村部会長 ええ、外は違うと思います。総務省あたりがみたら、何だ、下がってい

るではないかと、こういいそうな気がします。

○野間口理事長 Ｒ＆Ｄの本質みたいなところをぜひご理解いただくように応援をお願

いしたいと思います。

それから、資金の問題ですけれども、産総研は、中小企業さんとのつき合いが非常に多

いのです。非常にいい貢献をしているのですが、その貢献に見合った分だけ対価をいただ

いてもいいんじゃないかといいたくなるのも、今の経済の現状を考えますと、まず産総研

に相談に来てもらって、いい仕事をやってもらうのが専決じゃないかということで、必ず

しも外部資金、特に民間企業からの資金にこだわるよりも、むしろ大いに産総研を使って

もらって、経営を安定させて、雇用を確保して、税金を納めていただく、それが大きな意

味での見返りになるのではないか、何とかいいとらえ方はないかなということで、今回こ

ういう形にいたしました。

ただ、内部目標的には、産総研として十分対価を主張できる相手には、今までどおりき

っちり対応していきたい。そこは決して野放しにするということはないようにしたいと思

っております。

○木村部会長 ありがとうございました。

それでは、皆様から大所高所からのご意見をいただきましたが、第３期中期計画（案）



につきましては修正ということはございませんでしたので、当部会として、この中期計画

（案）について適当であるというように返事したいと思いますが、よろしゅうございまし

ょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございました。

また、３月29日に親委員会がございまして、親委員会ではまた注文がつくかもしれませ

んが、それにつきましては、先生方にご相談申し上げますが、修正等につきましては事務

局と私にご一任いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、引き続きまして、議題の (2)業務方法書の変更について、まず産総研側から

ご説明をお願いし、ご議論いただきたいと思います。これは、事務的なことでございます。

よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、資料３「技術研究組合法改正に伴う業務方法書の変更

について」ということで、産総研さん側からご用意していただきました。

業務方法書ですけれども、独法の通則法の規定によりまして、変更する場合には主務大

臣の認可を受けなければならない。経済産業大臣の認可を受けるということになってござ

います。この認可を行うに当たっては、本委員会の意見を聞かなければならないとされて

おりまして、これは経産省の中の評価委員会の規定によって、分科会の議決をもって本委

員会の議決とすることができるということです。関連の運営規程によって、部会長が分科

会長の同意を得ることで分科会の議決とすることができることになっておりまして、要す

るに、木村分科会長の同意を得るために本部会でかけていただくということでございます。

本日、この部会の議決を行うことによって、評価委員会本体の議決とすることとしたいと

思います。

それでは、具体的な内容につきまして、産総研さん側からご説明いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○木村部会長 では、よろしくお願いいたします。

○脇本理事 それでは、資料３に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。

先ほど、産総研の中期計画の中でもご説明申し上げましたように、オープンイノベーシ

ョンということで、産総研自身が民間企業と一緒に共同研究をしていく場合に、従来は、

研究組合と一緒にやる場合は、研究組合と対等の立場で共同研究というやり方しかなかっ



たわけでございますけれども、今後は、平成21年６月22日の改正技術研究組合法によりま

して、産総研自身が研究組合の組合員になることができると。場合によったら理事を出し

たり、場合によったら理事長も出すことができるというような体制に変わりましたので、

業務方法書を改正したいということでございます。

具体的なプロジェクトといたしましては、これからつくばで始まりますつくばナノテク

アリーナ関係の研究組合であるとか、あるいは太陽光発電に関しましては既に加入してお

りますし、また、二次電池であるとか、いろいろな分野の研究組合に産総研が参加するこ

とになると思います。

資料３の業務方法書の改正案というのがついておりますけれども、これの第７条でござ

います。ごらんになっていただきますと、「研究所は、技術研究組合法に基づく技術研究

組合の設立に参加し又は研究組合に加入し、研究及び開発等の実施及び当該研究組合の運

営を行うことができる」この第７条を産総研の業務方法書に加えさせていただきたいとい

うのが今回の趣旨でございます。

私どもからのご説明は以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

この件については、かねてからいろいろ議論がありまして、やっと法律として認められ

たということになるのだと思います。けさも、日経に香川大学の記事が出ていました。

この件はよろしゅうございましょうか。別に問題はないと思いますが。――それでは、

これにつきましてはお認めいただいたということにさせていただきます。

ありがとうございました。

本日の主な議題は以上でございまして、最後に、その他として何かありましたら、事務

局、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 本日はありがとうございました。

平成21年度、今年度の部会につきましては、本日が最後ということになります。この１

年間、委員の皆様におかれましては、いろいろな議題がございましたけれども、大変ご協

力いただきまして、ありがとうございました。

それで、ちょっと補足的に、来年度のことを少し触れさせていただきたいと思いますけ

れども、来年度に入りますと、通年のことではあるのですが、第１回目の部会は大体夏ご

ろ、６月中旬ごろを予定してございます。議題については、例年の年度評価を行う予定で

ございます。来年度の最初の年度評価では、第２期の中期の目標期間の５ヵ年分の評価と



いうのもあわせてお願いすることになろうかと思います。形的には、過去５年間の平均的

なものをつくって、それについていろいろとご意見をいただくということになろうかと思

いますけれども、この点について、また委員の皆様方に大変お手数をおかけしますけれど

も、よろしくお願いしたいと思います。

それから、あわせまして、これも例年行っていることでございますけれども、第１回目

の部会評価を行う前に、できましたら研究現場のご視察の機会を設けたいと思っておりま

す。具体的には、産総研のつくばセンターになると思いますけれども、詳細については後

日ご案内させていただきたいと思います。

最後になりますが、本日の議事録につきまして、案をとりまとめ次第、委員の皆様にお

送りいたします。ご確認いただいた後に経産省のホームページへの掲載、公開をするとい

うことになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○木村部会長 それでは、きょうご議論いただきました第３期の中期計画の（案）並び

に業務方法書の変更につきましては、当部会として適当であるというように返答させてい

ただきます。

本日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

――了――
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