
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２４回）

議事録

日時：平成２２年６月１１日（金）１３時００分～１５時１５分

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０２０号会議室

議題：１．（１）評価基準及び評価スケジュールについて

（２）独立行政法人をとりまく状況について

２．平成２１年度業務実績及び第２期中期目標期間業務実績について

３．平成２１年度財務諸表等及び積立金の処分申請について

４．独立行政法人産業技術総合研究所の役員退職手当規程の改正について

議事内容

○木村部会長 まだ少し時間前でございますが、予定の委員の先生方はおそろいになっ

たようでございますので、第 24回産総研部会を開催させていただきます。

本日はお忙しい中お運びをいただきまして、ありがとうございました。いよいよまた、

評価の季節がやってまいりました。産総研の皆様にはこんな事を申し上げると失礼になる

かと思いますが、我々にとっては憂鬱な季節ですが、よろしくお願いいたします。

まず、一ノ瀬室長から資料の確認をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは資料の確認ですけれども、議事次第が置いてございま

す。実は本日、非常に大量の資料を用意させていただいておりまして、４．配付資料に書

いてございます。裏にわたってございまして、議題４までありまして資料４まで、さらに

参考資料ということでつけてございます。

一点一点確認するのは時間を要してしまいますので、こういう構成になっていると御認

識いただいて、途中ででも説明の中で足りないところがございましたら、事務局に言って

いただければと思います。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。

資料の件数が多くなっておりますので、説明をお聞きになる際に御確認をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

引き続きまして、「評価基準並びに評価のスケジュールについて」、同じく一ノ瀬室長か

らよろしくお願いいたします。



○一ノ瀬産総研室長 それでは、議題１．（１）「評価基準とスケジュールについて」で

ございます。（２）に「独立行政法人を取り巻く状況」とありますけど、まず最初に（１）

のほうだけ御説明します。

資料１－１は、経済産業省の独法の業務実績評価の基本方針でございます。これは昨年

度に見ていただきましたものと変わってございません。

１．には、事業年度に係る観点が書いてあります。その中で、特にこの部会においては

１．２．の（イ）にありますとおり、「法人の行う業務の特性に応じて分科会等において定

める評価基準に基づき、法人の業務実績の全体について評価を行う」となっています。親

委員会のほうでは横断的なことを行うということが書いてございます。

評価方法も同じでございます。

次のページをめくっていただきまして、ＡＡ、それからＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの観点が書いて

ございます。昨年と同じですね。Ｂが質・量の両面においておおむね達成しているという

こと。ＡＡは質・量の両面において極めてすぐれたパフォーマンス。Ａについては、どち

らか一方においてということで、昨年と全く同じでございます。

それからウエートづけ、各記号の点数の説明が書いてございます。

さらに、次のページの２．中期目標に係る業務の実績が今回、中期の節目を迎えます産

総研の評価については、ここがちょっと追加になってございます。この評価の方針自体は

同じでございますけども、評価をしていただく際に、今回は第２期全体の評価もいただく

ことになってございます。

記号づけは、実は必要ございません。過去の４年間、それから今回の平成 21年度評価の

結果をあわせて平均をとるということでございます。ただし、コメントをいただくことに

なろうかと思います。

続きまして資料１－２、さらにこれを本産総研部会の評価の基準として整えておるもの

でございます。ただし、これも昨年と同様に評価して記入していただければと思っており

ます。

ただし、こちらのほうにも「第２期中期目標期間に係る評価」という項目が３ページに

ありまして、そういったことも念頭に置いていただくということでございます。

資料１－３が、評価をいただいた後に当方でまとめる資料のひな形のようなものでござ

います。これも去年のパターンと全く同じでございます。ことしもこういう形でまとめる

ということ。



さらに、その次に資料１－４とありますけれども、これが第２期全体で同じようにまと

めたいと思っております。これも正評価、親委員会のほうからの指示に従うことになって

ございます。

資料１－５には、具体的に評価を記載いただく実績評価表という大きなＡ３の紙があり

ますが、これも昨年と同じでございます。電子フォーマットで後ほどお送りいたしますの

で、右端の評価のコメント、さらにその左から２つ目にある年度評価ということで、記号

で記入していただくと。これも昨年と同じようにやっていただけたらと思います。

この評価の表をつけていただくに当たって必須項目が幾つかありまして、資料１－６、

補足評価表を用意しておきました。これについては特にコメントを求められておりますの

で、別途このフォーマットを用意した次第でございます。昨年と同様に、これもフォーマ

ットをお送りしますので、よろしくお願いしたいと思います。

資料１－７、同じような感じの紙になってございますが、第２期中期全体の評価でござ

います。先ほどの評価の表と違うのは、真ん中のところにＡ、Ｂ、Ｃをつける欄がありま

せんで、これは必要ございません。21年度のＡ、Ｂ、Ｃを合わせて、こちらで平均点を計

算いたします。

ただし一番右端に、全体を通してアウトカムの実現度合いといったことについてコメン

トをいただけるようでしたら、２期全体の評価としてここに記入していただこうと考えて

ございます。

最後に、資料１－８でございます。評価のやり方については全く同じでございますけれ

ども、スケジュール間隔が昨年より少しだけ後ろに倒れております。本日６月 11日の開催

で説明をいたします。

その後、「・」で書いてございますけれども、電子媒体でお送りいたしますので、記入し

ていただくと。

それから、御質問等あるかと思います。この場でも若干いただきますけども、後にそう

いったものが発生した場合にも、我 、々補足説明をさせていただけたらと思っております。

集計は６月 30日締め切りということで、一応これをめどにいただければと考えてござい

ます。ですから、質問等もここをめどにということではあるんですけども、質問をいただ

きますと、その回答をほかの委員の方々にも、あわせて参考情報としてお送りしたいと思

います。そういうことも念頭に置いていただけたらと思います。

その結果を取りまとめた後に、７月 15日に次回の部会を開催し、その結果をまとめたも



のについて、その妥当性を審議いただくということでございます。

一番最後に補足で書いておりますけれども、親委員会は７月 29日を予定されてございま

す。そういうスケジュールとなっております。

参考資料をごらんいただきたいと思います。参考資料１、独立行政法人の業務の実績に

関する評価の視点というもの。政策評価・独立行政法人評価委員会が５月 31日に出した紙

でございます。それともう一つ、参考資料２、平成 21年度業務実績評価の具体的取組とい

うものでございます。皆さん、ございますでしょうか。Ａ４の縦置きのものです。資料１

－14の後ですかね。

参考資料１と２ですけれども、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した

ものでございます。先週の月曜日に出されたものでございまして、これが経済産業省の評

価が終わった後、総務省に提出された後に、ことしの年末ぐらいになると思いますが、二

次評価として彼らが評価する際に考える視点ということでございます。

ですから、経済産業省の中の評価の視点とは違いますけれども、その後にこういう観点

があるということで、これも念頭に評価をいただければと考えておるところでございます。

それで、どういうところがポイントとなるかということでございますけれども、それぞ

れの資料の後ろのほうには、昨年度との違いが新旧の比較表という形で書いてございま

す。この中に棒線を引っ張っておるものですから、大体どういうところが新しく観点にな

ったかはわかるわけでございます。

まず評価の視点について言いますと、最初に３．保有資産の管理・運用等について、少

し詳しく記述がされています。ここに関心があるようでございます。

それから６．内部統制について、少し記述が追加されております。

ですから今年度、総務省の委員会では保有資産、それから内部統制について関心が高い

と考えてよろしいかと思います。

同じようなことが、参考資料２にも書いてございます。参考資料２のほうは、より細か

く、平成 21年度の取り組みということで視点が書いておるわけでございますけれども、平

成 21年度の具体的取り組みの１ページの一番最後の行に、「これまでに実施された事業仕

分けの評価結果を踏まえた業務の見直し等に踏み込むアプローチ」。

さらに２ページの頭のほうですけれども、「「独立行政法人が行う事業の横断的見直しに

ついて」で示された横断的見直しの方針に沿った資産・事業・組織に関する見直し等に踏

み込むアプローチ」がなされているかというところにも関心があるということでございま



す。

同じ資料の２ページの少し下に、「保有資産の管理・運用等」が詳しく書かれてございま

すし、めくっていただきまして４ページに至ると、「６ 内部統制」についてというところ

で少し記述がされてございます。したがいまして、総務省のほうではそういった観点が出

てくるだろうということを、御念頭に置いていただければと思うわけでございます。

以上、評価のスケジュール、それから総務省の二次評価の視点も踏まえた評価の基準、

観点について御説明いたしました。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

一番最後に御説明いただいた点以外は、これまでと変わっておりません、何か御質問ご

ざいましたらお願いしたいと思います。

毎年お願いしていますが、各先生方が過去につけられた評点をお送りいただきたいと思

います。

○一ノ瀬産総研室長 はい、わかりました。

○木村部会長 よろしゅうございましょうか。

それでは、資料の説明並びにスケジュールについては以上とさせていただきます。

最後に御説明があった３点、総務省が特出しにしているところがありますので、その辺

も評価の際に御勘案いただきたいと思います。

実績の報告を産総研から御説明いただきます前に、最近、独立行政法人についていろい

ろな状況の変化が起きておりますので、これについて室長から簡単に御説明をお願いいた

します。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、資料１－９から１－14まで御用意しておりますので、

御説明いたします。改めて当方でつくった資料ではございません。総務省ですとか行政刷

新会議でいろいろ指示を受けたり、その結果、あるいは産総研でつくった紙でございます

けれども、簡単に御説明いたします。

先ほどの評価の基準の最後のほうに私が申し上げました、プラスのアプローチですね。

行政刷新会議の結果を踏まえたアプローチ、それから横断的な見直しを踏まえたアプロー

チを御説明しましたが、そこに関連するものでございますで、念のため御用意したもので

ございます。

資料１－９は、昨年 11月に行われました事業仕分けの結果でございます。１ページの一



番下の独立行政法人交付金③ですが、ＮＥＤＯと一緒に評価を受けておるわけでございま

すけれども、業務のあり方等を抜本的に見直すべきと、少し大ぐくりなコメントではござ

いますが、こういう評価結果が出ております。

具体的には次のページ以降に、ちょっと細かいことが書いてありまして、もちろんすべ

てこれに応じるということではございませんけども、こういう個々の意見がそれぞれの委

員から出て、総合的に見直しを行うという評価結果が出たということでございます。

資料１－10ですけれども、ことしの４月に入りまして経済産業省の中で打ち出した基本

方針、それから３原則でございます。一番最初の基本と３原則というものは４月９日、経

済産業省の全体的な方針として出たものでございます。

めくっていただきますと、さらに受けまして４月 19日、独立行政法人の改革についてと

いうことでまとめました。それぞれの個々の独立行政法人が取り組むべきことということ

で、全 11独法、39項目に及ぶ改革を実施ということで並べてございます。

この資料の一番最後の４ページには、産総研として取り組むことが書かれてございま

す。全部で５つの改革を行うという方針で、今後進めていくということを示しているわけ

でございます。

資料１－11ですけれども、これも総務省の指示がありまして、随意契約等の契約の見直

し計画を作成しました。産総研でも随意契約は随分減っておるわけでございますが、引き

続き努力をしていくということが書かれていますし、また随意契約のみならず、一者応札、

一者応募の見直しへの取り組みについても、まとめていただいてございます。

資料１－12に移りますけども、５月 18日になってから、行政刷新会議が横断的見直し

ということで、これも少し大くくりな説明でありますが、方針を出してございます。保有

資産の抜本的見直し、事業実施の主体・手法等に関する見直し。それから３．組織管理（ガ

バナンス）の強化について、見直しを行いなさいという指示が出たところでございます。

資料１－13については、独法の通則法の改正の概要でございます。既に改正は済んでお

ります。施行の日はまだ決まっておりませんけれども、一応改正がなされております。ポ

イントは保有資産の見直しを行うことでございまして、改正事項のところに書いてござい

ますけれども、不要財産の処分、あるいは計画については中期計画に記載をすることと書

いてございます。詳細が決まれば、それに応じて産総研側でも対応していくことになろう

かと思います。

資料１－14、少しまた観点が違いますけれども、総務省から各役所のほうに事務連絡と



して送られたものでございます。法定外福利厚生費の見直しについてということでござい

ます。昨年の総務省の政独委の二次評価にも取り上げられておりましたけれども、法定外

福利厚生費などの見直しを適正にやるようにということが、指示で出てございます。これ

を受けまして経産省から産総研さんのほうにも、この旨を伝えておるところでございます。

以上が、最近の独法をめぐる動きということで御紹介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。

何か御質問等ございますでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、本日の主な議題であります２番目の「平成 21年度業務実績及び第２期中期目

標期間業務実績について」、産総研から報告を受けたいと思います。

資料２－１については野間口理事長から、２－２が脇本理事、２－３が瀬戸理事、２－

４と２－５が上田理事、２－６が井内理事と一村理事、さらに追加の説明を石野監事にお

願いいたします。

まず、理事長よろしくお願いいたします。

○野間口理事長 それでは、最初の閉じ込みのファイルにあります資料２－１を用いま

して説明させていただきます。まず、説明の構成を第２期の総括と第３期に向けての取り

組みということで、説明させていただきます。

第２期の総括でございますが、持続的成長、競争力強化に向けた戦略的な研究開発の推

進ということで、研究開発を戦略的、重点的に実施いたしました。第２期の研究戦略を策

定いたしまして、研究の重点化を図って取り組んでまいりまして、達成状況あるいは種々

の状況に合わせまして、機動的かつ柔軟に体制の組みかえ等を行いながら進めてまいりま

した。第２期前半で 85 の研究ユニットを廃止し、71 ユニットを新設などなど臨機応変に

やってまいりました。

それから、研究の進め方あるいは成果の評価につきましては、外部評価委員の先生方に、

いろんな観点から総合的に評価いただき、その声も反映しながら取り組んでまいりまし

た。外部評価委員の先生は、延べ 240名を超える先生方だと思います。

今、木村先生から紹介がありましたが、本日の報告では触れませんが、例えば資料２－

12 などに第２期の主なアウトカムを示しております。これをちょっと見ていただきます

と、産総研の成果は製品化、実用化につながったもの以外に評価解析技術とか、データベ

ースの構築とか、あるいは経営基盤を支えるツールの提案とか、それから標準とか規格の



提案など多様にわたっております。派手なものばかりではございませんけども、産業基盤

を支援する産総研という形で見ていただければと思います。

それから、イノベーションハブの戦略の推進ということで、一口に産学官と言いますけ

ども、産総研が置かれている立場から考えましても、産学官連携のイノベーションを推進

する中心的核になるような存在であるんじゃないかと。そういう立場を生かして企業との

共同研究、あるいは企業、大学との連携を進めていこうという取り組みをやってまいりま

した。その結果、企業との共同研究は、最終年度は 3,000件ぐらいになりましたけども、

資金提供などは当初から 1.6倍ふえるなど、産業界からの信頼もふえてきたと思っており

ます。

それから、第２期の終わりにかけまして、少し大型の産学官連携の結集をいたしました。

一つが、昨年６月にスタートしましたつくばナノテク関係で、つくばイノベーションアリ

ーナということで、筑波大学、ＮＩＭＳ等と連携しております。

それから、太陽電池のコンソーシアムも製品力の持続的強化ということで、33社の企業

を集めまして、昨年秋に発足させました。これは３期に向けて、さらに重要な活動として

拡充をしていきたいと思っております。

次のページでございますが、知的基盤の整備ということで、本来の知的基盤の整備に合

致するような計量標準、地質調査の総括を行っております。ここに示しましたように、新

規標準の提案数の目標を大きく上回りました。

地質に関しましても、地質図幅 48の中期計画の目標を達成しました。それから、日本政

府が提案しております大陸棚延伸をサポートするための、バックのデータベースをしっか

りと提供して申請書の作成に貢献をしておりますが、ここに書きましたこと以上に私が評

価したいと思いますのは、他の４つの分野との連携、融合のテーマが非常にふえてまいり

まして、最近の言葉で言いますと、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション

といったものの、チャレンジの質を上げる貢献もしてくれていると思っております。

それから、成果の社会への発信でございますが、研究所の一番中核的な、まずもってあ

らわれる成果として論文がございますけども、昨年若干世界ランキングを上げまして、平

成 17年度の 240位から 150位と。全世界的に見ますと３けたの順位でありますので、まだ

まだ頑張る余地があるわけでございますけども、日本の研究機関としてはかなりいい線を

いっているようでございます。

ベンチャーの創業にも力を入れまして、目標としていました 100社を超えました。ただ、



これは数が問題でないなと。次はやはり質を考えながらやっていくフェーズに達したんじ

ゃないかと思っております。

それから、これは評価委員の先生方にも厳しく指導いただいたことでございますけど

も、広報機能、成果の発信をもう少し改良すべきだ、力を入れるべき、スマートにすべき

ということがございまして、いろいろ工夫を重ねてまいりました。学術誌の

「Synthesiology」の発刊に加えまして、ホームページの充実とか、実験教室の開催などに

力を入れました。ホームページにつきましては、今また再度の改善を加えておりまして、

近々もっとスマートにアクセスしやすい形になるんじゃないかと、期待ができると思って

おります。

人材育成につきましては、産総研イノベーションスクールを初めとして注力いたしまし

た。特に、専門技術者育成事業を平成 17年度から開始しましたが、400名近い人材を、い

ろんな研究機関、産業界に送り出しております。

それから、昨年はイノベーションスクールの卒業生の４割が産業界に就職を決めるな

ど、ポスドクの社会的活用ということで、よりきめ細かな活動ができたんじゃないかと思

っております。

それから、経済産業政策への貢献ということでは、地域の中核拠点としての貢献という

ことで、各地域センターを中心に記述しておりますけども、産総研は大企業だけでなくて、

中小企業への支援を積極的にできていると思っております。技術を持ちました中小企業の

サポートは、我が国にとっても大変重要だと思いますが、数字で見ましてもこの表の中に

あるように、その様子があらわれているのをごらんいただけたらと思います。

それから、これからますます重要になってきました標準化への取り組みも、産総研の重

要な課題として取り上げていきたいと思っております。

続きまして、第３期に向けてでありますが、第３期は産総研の経営の柱として、ミッシ

ョンを２つにいたしました。成長戦略でグリーン・イノベーション、ライフ・イノベーシ

ョンと打ち出されておりますけども、それを含めて産総研が 21世紀前半、どういう形で貢

献していくんだと考えますときに、次々と生じてきます世界規模、地球規模の課題に対し

て、産総研が応分の力を発揮しようということで、21世紀型の解決につながる研究成果を

出していこうというのが一つでございます。

もう一つが、オープンイノベーションのハブ機能の強化。産学官連携の中核となって、



社会の知恵を大きな形で実らせるためのハブの役割をやっていこうということで、大学と

の連携、産業界との連携の取り組みが産総研の大きなミッションだということで、オープ

ンイノベーションハブ機能の強化ということで掲げております。

第３期の取り組みにつきまして、簡単に触れたいと思います。研究戦略の第２期の総括

をやりながら、昨年後半から検討してまいりまして、経済産業大臣の中期計画の指示に従

いまして、私どもの研究戦略を確定いたしました。そこに書いておりますように、出口を

明確に持って、しっかりと取り組んでいこうということで、参考資料４－２もきょう、皆

さん方にお持ちしていると思いますけど、一つの冊子にまとめております。ことしは先生

方から御指摘いただいたことも踏まえまして、研究者が自分の研究の立場だけでなくて、

それを社会にどういう考えで生かすんだという形で、わかりやすくつくったつもりでござ

います。この冊子でございます。

それから、産総研の研究体制の見直しでございますけども、研究ユニットの体制整備も

引き続き時代の要請に合わせてやってまいりたいと思います。昨年度に比べまして、若干

研究日程を絞り込みまして、第３期の初めは 43の研究ユニットでスタートをすることにな

ります。

それから、先ほど来言っておりますようなオープンイノベーションのハブということ

で、これは後ほど申しますが、既にかなりのハブの構想ができておりまして、それを推進

していくとともに、その項目もふやしていきたいと思います。

それから、国際標準推進部を４月１日からスタートさせまして、日本では新しい技術と

か製品の提案はやっておりましたけども、それらが正当に評価されるような標準規格を世

界に発信することを率先して進めてまいろうと。これも産業界を巻き込みまして、大学と

も連携しながらやっていきたいと思っております。

最後のページになりますが、先ほど申しました、先ほど申しました、オープンイノベー

ションの結集の輪ということで、現在既にスタートしておりますもの、あるいはスタート

しつつありますものの大きなものをここに挙げましたが、つくばのナノテクノロジー拠点

は、参加企業、大学、ちょっと数えるのが難しいぐらいたくさんございます。既に産業界

から 100人を超える人材も来ておりまして、ナノエレクトロニクス、パワーエレクトロニ

クスの次世代型などを初めとしまして活動が始まっております。

それから、高信頼性太陽電池は先ほど申し上げました。

それから、ことしになりましてから蓄電池材料の評価拠点、略称ＬＩＢＴＥＣ、リチウ



ムイオンバッテリーでございますけども、１回の充電で 500kmほどを走れるぐらいの電池

を実現しようということで 16社結集しまして、京都大学とも連携しまして、関西をオープ

ンイノベーションの拠点としております。

それから、ロボットの安全研究拠点は、つくばに自動車研究所、あるいは厚生労働省の

研究独法と連携いたしまして、人型ロボット、介護支援ロボットなどの安全基準の構築、

提案などを進めていく予定にしております。これはまだ研究組合にはなっておりませんけ

ども、今、鋭意構築中でございます。

それからこれ以外に、例えばこういった取り組みをやりますと、産総研全体で非常に機

運が盛り上がってきております。例えば東北センターでは、高機能の粘土膜、クレースト

というのがあるんですが、これのコンソーシアムを東北センターを中心に構築しまして、

既に 36社の中小企業、大企業が参集をいたしまして、東北地方に非常に特別な粘土が生産

されるらしいんですが、水素貯蔵材料とか、その他のこれから必要となる材料の実現に取

り組もうなどなどの動きが始まっておりました。こういったものを強化していきたいと思

います。

それから、組織運営の継続的な見直しでございますが、先ほど一ノ瀬室長からお話があ

りましたけども、行政刷新会議の事業仕分けの結果に対応しまして、ここにありますよう

な項目につきまして取り組んでおります。一者応札への対応などは、前々から取り組んで

きておりました。

それから、経済産業省の独立行政法人の改革ということで、平成 22年４月 19日に経済

産業省から出ましたので、これに対応しまして、小さい字で申しわけないですが、５つの

項目につきまして今、検討中でございまして、一部完了したものもございますけども、鋭

意取り組んでおります。

それから最後の行でございますけども、組織の経営効率の改善と。これは不断の努力を

しなければいけないと思っておりまして、より効果的・効率的な組織体制、成果の発信が

できるようにガバナンスのあり方、あるいは組織のあり方につきまして検討を加えており

まして、今年度中に案がきちっとでき次第、順次実施してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

引き続きまして脇本理事、よろしくお願いします。

○脇本理事 資料２－２に基づきまして、御説明を申し上げたいと思います。117 ペー



ジを 10分でやれということで、なかなか厳しいんですけども、要点のみをかいつまんで御

説明申し上げたいと思います。

資料２－２の７ページでございます。組織ということでございますが、理事長の御説明

にもございましたように、研究ユニットにつきましては、できるだけ大ぐくり化していく

ということで、不断から努力をしておりまして、現在 43ユニットという状況に大ぐくり化

をしてきておるということでございます。

８ページは、先ほど理事長から御説明したとおりでございまして、第３期に向けまして

21世紀型課題の解決、あるいはオープンイノベーションハブ機能の強化をポイントに、経

営を進めてまいりたいと思っているところでございます。

９ページ以降に、６分野の分野別に、各研究ユニットの変遷をまとめさせていただきま

した。単にユニットの変遷を書くだけではなくて、その背景となります研究トピックスを

あわせまして、こういった方向にユニットを改廃してきたということを、分野別にまとめ

させていただいております。

環境エネルギー分野では、水素材料先端科学研究センターの設立であるとか、バイオマ

ス研究センターの設立、安全科学研究部門の設立等が、一つの大きなトピックスとなって

おりますし、第３期の初頭には、先進パワーエレクトロニクス研究センターを設置したと

いうことでございます。

次のページでございますが、一つの柱でありますライフサイエンスの分野でございま

す。個々の細かい説明は省略いたしますが、第２期期間中は５つの部門があったものを大

々的に再編成いたしまして、第３期からは４部門に統合させていただきまして、新たな考

え方のもとに再出発をさせていただいているところでございます。

11ページでございますが、情報通信・エレクトロニクス分野でございますが、技術の進

展の非常に激しい分野でございますが、一つのポイントは、例えばナノスピントロニクス

研究センターは本年４月に発足いたしましたが、40代前半の最若手の研究センター長を登

用する等、人材の発掘にも配慮して研究運営をさせていただいております。

12ページ等は、ナノテク・材料・製造分野ということで、説明は省略させていただきた

いと思います。

13ページ等は、標準・計測分野でございますが、こういった分野は継続的な研究が多い

ために、部門としての改廃等は余りございませんけれども、中の研究トピックスはいろい

ろと重点を移り変えていっておるということで、その説明をさせていただいたのが 13ペー



ジでございます。

14ページの地質につきましても、大幅な組織の改廃はございませんけれども、時代とと

もに研究の実験をいろいろ変えてきておることを説明したものが、14 ページでございま

す。

以上を受けまして 15ページは、現在の研究センター、研究部門、研究ラボの状況でござ

います。赤い字のものが、本年４月に新設したセンター、部門、ラボ等でございます。

16ページは、研究部門だけではなくて、管理・関連部門につきましても時代の要請に基

づきまして改廃を進めてきております。第２期期間中はイノベーション推進室を設置し

た、あるいはコンプライアンス推進本部を設置したことが大きな柱でございます。そのほ

かイノベーションスクールを設置したり、業務効率化運営のための推進室を設置したりし

ております。

第３期に入りましては、つくばイノベーションアリーナを推進するための専門の室をつ

くったり、それから国際標準推進部、あるいは技術移転を推進するための、内製化するた

めの技術移転室をつくったということがトピックスでございます。

18 ページは産総研の総収入でございますが、運営費交付金は厳しい国の財政状況の中

で、毎年少しずつ減ってきておるわけでございますが、自己収入の獲得に努めまして、平

成 21年度は、平成 20年度の 1,017億円から 1,143億円に増加をさせたということでござ

います。

19ページに自己収入の内訳が出ておりますけれども、民間企業からの共同研究等の収入

も、40億円近く受け入れておるということでございます。

20ページでございますが、自己収入の割合も、このグラフにございますように、少しず

つふやすべく努力をさせていただいておるということでございます。

続きまして 22ページでございますが、産総研の人員につきましてはここに書いてござい

ますような、研究職員 2,300名強、事務職員 690名ということで、これは先生方、従来か

ら御存じのとおりでございます。

23ページ以降が業務効率化への取り組みということで、できるだけ簡単に説明したいと

思います。

25ページでございますが、業務経費、一般管理費の削減ということで、特に一般管理費

につきましては毎年３％ずつの減。それから研究を含めます業務経費につきましては、毎

年１％の減ということで、これは過去５年間、着実に実施させていただいておるところで



ございます。

次の 26ページでございますが、人件費につきましてもそこに書いておりますように、目

標をきちっと達成させていただいておるということでございます。ただ、一律に人件費を

削減するだけでは職員の士気にも影響がございますので、きちっと個人評価をいたしまし

て、優秀な研究者を抜擢するという制度の運営とともに、総人件費も減らしてきておると

いう状況でございます。

29ページ以降が、研究戦略についてでございます。先ほど、理事長からの説明の中でも

参考資料５という、ちょっと分厚い資料を引用させていただきましたけれども、従来、２

期までの研究戦略ももちろんあったわけでございますが、非常に字が多くて読みにくいと

いうことの反省も踏まえまして、今回は絵をできるだけ多くしまして、内外に研究を理解

していただくということに努めさせていただいたつもりでございます。

各ページにもロードマップということで、現在から 2030年までの研究の目標を各課題ご

とに掲げまして、その中で第３期中に何をやるんだということを、わかりやすく内外に各

課題ごとに提示をさせていただいておるところでございます。こういった戦略を、３期を

用いま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。

本来の資料２－２に返っていただきまして、国の取り組みへの貢献ということで、産総

研は単に研究をするだけではなくて、いろんな施策にも貢献しておるということでござい

ます。

34ページでございますが、国際的な国際標準化委員会への役職者ということで、国際議

長を務めておるような研究者が何人か出てきておるということで、我が国の標準の世界の

普及にも貢献をさせていただいておるということでございますし、36ページ以降、各政府

の委員会等にも研究者が出て、それぞれ貢献をしておるという例でございます。

時間の関係がありますので省略させていただきますが、イノベーションに向けた産総研

のトピックスです。41ページは産学官連携プロジェクトということで、特に産総研の交付

金を中心に、産総研大プロと呼ばれております制度でございますが、植物工場による医薬

品・食糧生産であるとか、ロボットの研究、バイオマスエタノールの生産とか、ＳｉＣ高

性能パワーデバイスの開発といったものを重点に、やらせていただいておるということで

ございます。

42ページは、初めてプロを対象にいたします産総研オープンラボを第２期中に開かせて

いただきまして、２回実施をしたということでございますが、その紹介です。



44 ページは、「本格研究」という理念のもとに、「Synthesiology」という学術書を発行

いたしました。

あるいは 45ページにございますように、海外との連携も強化しておるということで、特

にアメリカとは最近、非常に交流強化が進んでおるということでございます。

次の 46ページでございますが、理事長からも御紹介がございました、産総研イノベーシ

ョンスクールでございます。

駆け足で申しわけございません、48ページは中小企業等との共同研究・技術相談という

ことで、こういった非常に多くの件数を、毎年さばいてきておるという紹介でございます。

49ページは、経済産業省の御指導もありまして、昨年度から法律改正を受けまして、産

総研自身が技術研究組合の法人の組合員として参加できることになりました。そこに書い

てございますような３つの研究組合等に、現在産総研が加入しております。こういった加

入をした上で、産総研という場所を集中共同研究の場所に使っていただきまして、産総研

の研究者と企業の研究者が一つの組合に集まりまして、物理的な場所は産総研の中で共同

研究を実施していくという仕組みも、体制を整えてまいりたいということでございます。

次の 50ページ、51ページでございます。特に 50ページは、つくばイノベーションアリ

ーナ構想ということで、本省からもいろいろと御指導いただきまして、こういった３つの

ナノテクを中心といたしますコア領域につきまして、産官学、それからつくば大学の御協

力も得まして、教育ということも含めて、新たな拠点をつくってまいりたいということで

進めておる次第でございます。

そのほかコンソーシアムの例が幾つか出ておりますけれども、時間の関係もございます

ので省略させていただきます。

太陽光電池のモジュールであるとか蓄電池、あるいはロボットの安全拠点ということで

ございます。

そのほか海外的な国際連携ということで、何ページか紹介をさせていただいておるとこ

ろでございます。

59ページに、ポスドク人材、専門技術者の育成ということで紹介をさせていただいてお

ります。

専門技術者の育成等につきましても、60ページにはバイオイフォマティクスのコースと

か、研究だけではなくて、人材育成もやらせていただいておるということでございます。

長くなって恐縮でございますが、中期目標に掲げておる指標を達成したかどうかという



ことで、67ページ以降にそれぞれの指標につきまして、達成したかどうかを紹介させてい

ただいております。ページの右上に赤で「目標達成」と書いておりますのは、もう目標達

成でございますので、説明は省略させていただきます。共同研究数、特許数、ベンチャー

数等ございます。

70ページでございますが、論文発表に係る指標につきましては、目標が年間論文数 5,000

報以上に対しまして、達成しておる年もありますが、達成してない年もございます。しか

しながら、先ほどの理事長からの御説明にもございましたように、例えばトムソン・ロイ

ターの指標によりますと、産総研は世界順位 151位でございますが、国内では 10位。それ

から材料の分野につきましては、産総研は世界４位、国内順位２位ということで順位を上

げてきておりまして、そういう意味では質の面ではよくなってきておるんではないかと考

えておる次第でございます。

71ページ以降、目標達成というところは時間の関係もございますので、ずっと省略をさ

せていただきたいと思います。

81ページ以降は、研究戦略の中に書いてあります各分野の説明等でございますので、省

略をさせていただきたいと思います。

101 ページ以降は、国際的な標準化委員会への参加者の名簿です。こういった面でもい

ろいろ活躍をしておるということでございます。

108 ページ以降は、研究の主な学会賞であるとか外部表彰等を、一覧してまとめさせて

いただいたものでございます。

それから、一言だけ蛇足ながら御紹介申し上げますと、理事長からも御説明がございま

した資料２－12で、第２期中期目標期間の主なアウトカムということで、研究だけではな

くてアウトカムにまで結びついたものを、各分野別に全部で 50課題抜き出させていただい

ております。

それぞれ御紹介する時間もございませんが、例えば 37ページに炭化ケイ素、エピタキシ

ャルウェハの実用化ということで、まさに本年度、22社が集まりまして研究組合をつくり

まして、また産総研の中で先進パワーエレクトロニクス研究センターをこの４月に発足さ

せて、今から本格的に研究をやろうということでございます。

こうやってまとめてみますと、技術のベースは 1990年以前の、当時まだ電子技術総合研

究所と呼んでおった時代からの基礎技術が、20年、30年かかって、やっと今、アウトカム

につながったという例もございます。もっと短期ですぐ、研究アウトカムが出るものもご



ざいます。研究課題ごとに短期で急いでやるもの、長期的な視点のもとにやるものといっ

た戦略を立てながら、第２期もやってまいりましたけれども、第３期も研究経営を進めて

まいりたいと思っているところでございます。

時間を超過したかもしれませんが、私の説明は以上でございます。ありがとうございま

した。

○木村部会長 ありがとうございました。

○瀬戸理事 それでは資料２－３を使って、イノベーション施策と研究成果を御説明さ

せていただきます。

説明は３ページから入らせていただきますが、産総研のイノベーション施策としては、

基本的には「人・技術・情報」の結節点（ハブ）となるために役割を果たすことを、施策

の基本としております。

具体的には４ページにございますように、産業界との連携のために、人、物、資金等の

仕組み、制度を新たにつくりまして、産業変革イニシアティブ等との研究開発プログラム

と組み合わせて、施策を実施してきているところでございます。

産業界との連携促進のための新たな制度としては、５ページにございますように、特に

共同研究の新たな取り組みとして、研究装置を提供していただいたり、人材移籍による共

同研究を実施する制度をつくって、それぞれ平成 21年度では５件、24 件の実績となって

います。

６ページに、こういったさまざまな連携の仕組みを整えた結果として、企業からの資金

受入額を示してございます。先ほどの脇本理事の説明にありましたように、約 42億円とな

っておりまして、第２期での目標達成をしているということです。

続いて７ページですけども、産総研のイノベーション施策の代表例として、産業変革イ

ニシアティブの成果例を示してございますが、これも先ほど脇本理事から御説明がござい

ましたので省略させていただきます。

８ページ、９ページは、具体的に今、進捗しているバイオマスとＳｉＣパワーデバイス

の説明ですけれども、時間の関係もございますので省略させていただきます。

10ページ、11ページに、産総研における連携拠点の形成の御説明がございます。これは

産総研が産学官と一体となって研究開発の評価や、また標準化を推進するために場を提供

して拠点を整備していくということです。11ページに具体的にナノテク拠点等の御説明が

ございますけれども、これも先ほど脇本理事から既に説明がありましたので省かせていた



だいて、早速成果の具体的な御紹介を幾つかさせていただきたいと思います。

14 ページから 23ページにかけて、第２期の代表的な成果の一覧を、概要のところにポ

イントを書かせていただいております。これは個別に御説明させていただきますとちょっ

と時間がかかり過ぎてしまいますので、25 ページ以降に平成 21年度の成果例を、各分野

ごとに２件ずつ示しております。これについて簡単に御説明をします。

27ページはライフサイエンス分野でございますけれども、これは糖鎖の分析から肝炎の

進行を血液で簡単に判定できる見通しをつけたという成果です。

続いて 28ページの成果は、「ニューロコミュニケーター」の開発ですけども、言葉を話

したり、手を動かしたりすることができない、重い障害を持つ方々の、例えば食べたいと

か動きたいといった意思を、脳波を利用して解読して伝える装置をニューロコミュニケー

ターと呼んでいますが、これの開発です。

これは発表後、メディアや障害を持つ方の御家族から多くの問い合わせをいただいてお

ります。今後実証実験を続けて、２～３年後に実用化を目指すというものでございます。

続いて、情報通信・エレクトロニクス分野ですけれども、29ページのものは、スーパー

ハイビジョンのような大容量の映像情報を、効率的に伝送するための技術開発でありまし

て、時間多重通信による伝送技術の開発を行いました。これによって複数箇所への同時配

信の際に、これまでの技術で起こっていた、信号遅延の解決に見込みをつけたという成果

です。

30ページは、VocaListenerの実用化ですけれども、録音された歌声や音声の実例から、

その声の高さや大きさをまねて、自動的に合成する技術の開発です。エンターテインメン

トやカーナビの音声、またさらに目の不自由な方々への朗読などへのコンテンツ産業分野

への応用が期待されておりまして、一部既にヤマハと提携して実用化が始まっているもの

です。

続いて 31ページの、ナノテクノロジー・材料・製造分野ですけども、ＩＣチップなどの

基板上に電気配線を印刷するためのレーザーを援用した、新たなインクジェット技術の開

発でございます。レーザーでインクの乾燥を促して、細くて厚みのある微細な配線パター

ンを描画できるという技術でありまして、多くの企業から今、問い合わせを受けておりま

して、共同研究で実用化が進められているものです。

32ページは、常温でプレス成形できるマグネシウム合金圧延材の開発です。マグネシウ

ム合金のプレス加工では、通常、これまで 250度以上に加熱して加工する必要がありまし



たけれども、今回開発した圧延材では、加熱装置がない一般的なプレス機を使って加工が

できるということで、既にサンプル出荷も始まっているものです。

続いて、33ページで環エネ分野です。これは新しいタイプのリチウム電池として、基礎

的に有望な技術を開発したという成果でございます。

そこに一つ、図２に示したものは、電極に金属リチウムと銅を用いる単純な構造をした

もので、非常に安価に製造ができました。従来のリチウムイオン電池に比べて構造が簡単

なものですからリサイクルが容易で、さらには放電容量が５倍以上と大容量化も実現した

という成果です。

34 ページは、ナノ材料のリスク評価に関する成果です。ＯＥＣＤで 14種類のナノ材料

が規制されておりますけれども、このうち繊維状のカーボンナノチューブとフラーレン、

さらに粒子状の酸化チタンの３種類について、健康管理の視点からリスク評価書をまとめ

ました。まだ中間報告の段階ですけれども、反響が非常に大きくて、将来的にはＯＥＣＤ

のテストガイドライン化を目指していくというものでございます。

続いて地質分野ですけども、１件だけ御紹介させていただきます。35ページ、地質情報

空白域の解消ということで、これまで探査が難しかった深度の浅い部分での海底の断層調

査を、小型の音波探査装置を開発して地質調査を進めました。その結果、これまで地質情

報の空白域となっていた領域の情報を埋めて、海陸シームレス地質情報集としてまとめる

ことができたという成果です。

標準計測分野を一つだけ御紹介させていただきますが、38ページで光格子時計の開発で

す。光格子時計としては既に、「秒の二次表現」に採択されているストロンチウム原子を用

いたものがありますけれども、さらに高精度化が期待できるイッテルビウムを光格子時計

の開発に今回、産総研で改善・成功したというものです。

国際度量衡局のメートル条約関連会議で、時間標準候補の一つとして追加採択をされて

おりまして、2019年ごろに予定されている秒の再定義に向けて、各国では競争状況にあり

ますけれども、今後さらなる開発を進めていくという計画でございます。

続いて 40ページから 46ページまで、社会へのインパクト事例として、先ほどの研究成

果事例と同様に一覧を示させていただいてございますが、この中から幾つか御紹介をさせ

ていただきます。

47ページをごらんください。フィルム状点字ディスプレイの実現ですけれども、これは

目の不自由な方々が、携帯や電気製品の液晶画面に表示されている家電製品の状態を認識



できるようにする技術でありまして、カーボンナノチューブでできた薄い膜に電圧をかけ

ると曲がるという性質があるんですが、これを利用して点字をつくり出すものです。今後、

実用的に携帯や家電製品に内蔵させることを目指していくというものです。

続いて 48 ページはパロの医療機器化ということで、これまで既にパロは国内で 1,300

体販売され、またデンマークでも 2011年までに 1,000体ほど導入される予定でございます

けれども、昨年、アメリカでも医療機器として認定をされ、12月から販売を開始していま

す。

続いて 49ページですが、ものづくり支援ツールの開発による中小企業への貢献というこ

とで、中小企業のＩＴ化支援として、「ＭＺプラットフォーム」の開発、また 15の加工法

についての加工技術データベースを完成させました。この加工データベースについては、

熟練技術を可視化して、人材育成につなげるというねらいを持ってつくられたものですけ

れども、今まで１万名以上が利用して、中小企業支援に大きく貢献をしているものです。

続いて 50ページのものは、軽油中の硫黄を規制値以下の 10ppm以下まで減らすことがで

きる、国産初の触媒の開発です。この触媒は単に硫黄を減らすだけでなくて、オクタン価

の性能も維持し、かつ従来より 10度程度低くても活性が保てるという画期的な触媒でござ

いまして、ＬＸ－ＮＣ10という名前で、既に商品化もされているものでございます。

続いて 51ページですけれども、土壌、地下水が油や重金属などによって複合的に汚染さ

れたときのリスク評価を行えるシステムを、我が国唯一のシステムとして完成をしまし

た。これまで公的機関を含めて 900件以上配布をしておりまして、配布先からのいろんな

意見をもらいつつチューンナップをして、今後標準化に向けて取り組んでいくというもの

です。

52ページは、乾電池で稼働する持ち運び型のＸ線源の開発です。カーボンナノ構造体を

利用しているために、従来使われていたヒーターやフィラメントを使わずに済みまして、

余熱も不要という特徴を持っています。電源のない現場でも即時にＸ線検査ができますの

で、今後幅広い応用が期待されるものです。

続いて 53、54 ページで、ベンチャーの活動について幾つか御紹介をさせていただきま

す。まず 53ページでサイトパスファインダーですけれども、このベンチャーは独自の「ト

ランスフェクションアレイ」技術をベースに事業展開を図っていますが、今回、ファーマ

コジェノミクスという、患者個々の遺伝的特徴から薬剤投与の情報を得る技術に、経験豊

富なピージーアイエスという会社を吸収合併いたしました。これによって、これまで持っ



ていた技術と合わせて、本格的な創薬事業への展開が視野に入ってきたという状況でござ

います。

また、アプライト・ビジョン・システムズは、３次元画像システムの事業展開を行って

いるもので、これまでオートレジスターとかゲーム機への応用、また最近では世界陸上で

の走り幅跳びの着地点の３次元計測なんかにも応用が広がってきている技術でございます

が、つくばベンチャー大賞も受賞しております。最近では、あごと歯並びの構造を外側か

ら３次元計測して、今の歯の型どりにかわるような技術への発展をねらっているものでご

ざいます。

最後に 55ページ以降で広報活動への取り組みについて、簡単に御説明させていただきま

す。

56ページにありますように広報への取り組みとしては、産総研の研究成果や人、さらに

産総研の場を実際に見ていただいたり、またマスメディアやウェブによる情報発信を柱と

してやってきているところです。

産業界への成果公開を主眼としたオープンラボは、昨年も２回目として開催をいたしま

したが、さらに個別の広報活動としては 57ページ、58ページにありますように、広報誌

の出版や、展示施設を活用した広報活動、さらに対話型としてイベントや講演会を開催し

て、成果の広報に努めているところです。

また 59ページにありますように、サイエンスコミュニケーション事業にも取り組んでお

りまして、科学への理解促進活動も展開しているというふうに御理解いただければと思い

ます。

第３期に向けては、外部専門家による広報委員会の意見も踏まえながら、ホームページ

の改善等、広報手段を改善して、成果の発信、また多様な活動も進めて、産総研の認知と

理解をより深めていきたいと考えております。

以上でございます。

○上田理事 引き続いて資料２－４で、地域研究拠点と連携拠点の成果について御説明

いたします。

まず１ページでございますけれども、地域センターの役割や研究拠点としての役割は、

地域の特性やニーズを踏まえて、世界最先端の研究でリードするということでございま

す。もう一つは連携拠点としての役割でございまして、地域オープンイノベーションとし

て、地域産業の経済を発展させることに貢献するということでございます。



続きまして、第２期中期計画期間の実績について、２ページ以下で御説明いたします。

３ページは、各センターにおけます世界最先端の技術開発の課題を簡単にまとめたもの

でございまして、４ページ以降でやや詳しく御説明いたします。

まず４ページは北海道センターでございますけども、ここではワクチンや抗ガン剤など

の有用な遺伝子を組み込んだ植物を開発いたしまして、それを世界初の植物工場システム

として開発し、実証しているということでございまして、これは北海道におきます新しい

産業振興に資することが大きく期待されているものでございます。

続きまして臨海副都心センターでございますけれども、ここでは質量とも世界最大の６

万個のヒトゲートウエイ・エントリークローンセットのシステム開発をいたしまして、そ

れに基づいてデータベースを構築し、公開いたしております。

続きまして６ページでございますが、関西センターにおきましては、固体高分子形の燃

料電池への開発をずっと行ってきているわけでありますが、課題となっておりました長期

耐久性につきまして、４万時間の実用的な耐久性にめどをつけて、そして実際に家庭用の

燃料電池を世界で最初に一般販売しておりまして、地域の貢献は大阪ガスを中心とした研

究開発コンソーシアムで推進しております。

さらに中国センターにおきましては、バイオマスの研究をやっております。これは従来、

硫酸を用いたことをやっておったわけでございますが、それを用いないで、メカノケミカ

ル反応を用いたバイオエタノールの製造プラントを構築して、実証確認しております。

続きまして九州センターでありますけれども、九州大学に設置いたしました産総研の水

素研究センターで、高圧水素を貯蔵し、運搬するための容器の信頼性に関することが課題

でありましたが、それについての研究を推進しております。

東北センターにおきましては、その地域において産出されます粘土を用いまして、新し

いガスケットの開発に成功しておりまして、地域への貢献もあると考えております。

中部センターでございますけども、ここではナノテクノロジーを活用して、新しい化粧

品を開発したということがございます。

四国センターにおきましては最近、四国ではものづくり企業が健康関連産業にも関心が

高く、産総研が中心となって呼びかけて、ものづくり研究会を発足させて構築して、これ

から展開していくものであります。

続きまして 12 ページは、地域イノベーション創出共同体形成事業に関してでございま

す。北海道から九州、さらには沖縄に至るまで、９つの共同体を公設試、大学や企業と連



携して、300 を超える機関が参加して行うものでありますが、そのうちの７事業において

産総研が補助事業者として中心的な役割を果たしているところでございます。

13ページは、関東産学官の例。13ページと 14ページはオール産総研、産総研全体とし

て地域に対して貢献、あるいは展開するという趣旨の例を２つ挙げております。

13ページで関東産学官の例ですけれども、地域の中堅・中小企業へのワンストップ・サ

ービス体制を構築して、具体的にはそこに示しております幾何形状測定のための信頼性向

上の技術開発などについて、その技術の普及・波及を試みているところであります。

続きまして 14 ページは、先ほども御紹介ありましたけれども、「ＭＺプラットフォー

ム」、ものづくりプラットフォームですが、これを九州においてかなり大々的に展開いたし

まして、現在 105企業が会員としても参加しているところでございます。

続きまして平成 21年度の実績でございますが、時間もございませんので、幾つかの例に

限って紹介させていただきます。

16ページは、東北センターで超臨界状態の二酸化炭素の性質を利用した、従来は有機溶

媒を使っていたんですが、それを使わないで表面の改質と新しい塗装の技術を開発したも

のでありまして、地元の宮城県の企業などとも連携しながら、例えば実用塗装ロボットを

ラインに設置するなどの研究を行っております。

続きまして中部センターにおきましては、小型高出力密度の固体酸化物形燃料電池でご

ざいます。その図にございますような集積体でございますけれども、これによって発電モ

ジュールを開発したものでございます。その地域のセラミックスメーカーでありますと

か、自動車関連の企業と連携しているものでございます。

続きまして四国センターにおきましては、ごく微量の血液を用いて健康状態、あるいは

病気の状態を認識、測定するという技術の開発でございまして、特に人の血液に対して適

用し、実証しているところにこの年度の特徴がございます。

九州センターにおきましては、生産計測技術研究センターがユニットとしてございます

けれども、これまで検出困難でありましたウエハ内部の微小欠陥の検出をする技術を提案

いたしまして、地域の企業へのソリューションとして提供したものでございます。

さらに 20ページは、関西センターで行っております組込み適塾についての説明でござい

ます。これは演習による「手を動かして」学ぶ教程をやっておりまして、関西経済連合会

と共同で進めているものでございます。

最後に 22ページで、第３期の地域戦略でございます。簡単に申し上げますけれども、こ



れまでの研究拠点としての役割、連携拠点の役割を発展させて、地域に基づく地域イノベ

ーション創出拠点、さらにはこれまではサポーターとしての役割を果たしてきたところで

ありますが、これからは地域活性化を引っ張っていくプレーヤーとして、役割を果たして

いきたいと考えております。

以上が地域に関しましてでありますが、引き続きまして資料２－５、第２期及び平成 21

年度研究ユニット評価の結果概要についてでございます。これには添付資料もございまし

て、１冊の冊子でございますが、平成 21年度の研究ユニット評価報告書と、第２期の中期

目標期間の評価報告書がございます。

それでは、概要について説明いたします。まず、産総研において行っております研究ユ

ニットの評価についての１と２の説明は省略いたします。

３は研究分野と中期目標、大分類との関係を示したものでありまして、ここで行いまし

た評価は目標の観点から見たものでございます。４ページにございますようなフローに基

づいて評価を行ったものでございまして、中期計画の達成度の評価がそれでございますけ

れども、まず達成度を各研究ユニットが自己評価して、その根拠となる成果を記述する。

それに対して成果評価委員会、あるいはモニタリング意見交換会の席上で自己評価結果を

提示して、外部評価委員会がその妥当性を評価する。３つ目のステップとしては、それに

基づいて大分類ごとの取りまとめを行う。これについて、以下でやや詳しく説明いたしま

す。最後に、投入資源の観点からの意見の取りまとめを行っております。

達成度のレベルはそこに１から５までありますが、レベル３が中期計画をおおむね達成

しているという意味でございます。

続きまして大分類ごとについて、簡単ではございますが御説明いたします。まず、大分

類Ⅰでございますけれども、全体として評価した 43の重点課題数のすべてがレベル３以上

の達成度であり、またレベル４以上の割合が 88％となっておりまして、中期目標を十分に

達成したと評価されております。特に高い評価を受けたのが、糖鎖関連バイオマーカーの

開発以下のものでございます。

その代表例を下の６ページに示しておりますけれども、時間がございませんので一部だ

け御紹介いたします。最初のものはバイオマーカーに関してでございますが、これは肝硬

変から肝癌に移行する時期に、顕著に変化するバイオマーカーの絞り込みに成功している

というのが、この成果でございます。

続きまして７ページで、大分類Ⅱに関してでございますが、これも中期目標を十分に達



成したと評価されております。特に高い達成度評価を受けたのは、不揮発エレクトロニク

ス、デジタルヒューマンなどでございます。

不揮発エレクトロニクスの研究というのは、いわゆるスピトロニクス理論に基づいたも

のでございます。超高密度ハードディスク用磁気ヘッドの開発に成功しておりまして、こ

れは代表的な本格研究として、産業界からも高く評価されているものでございます。

続きまして９ページで、大分類Ⅲです。ここも全体として中期目標を十分に達成したと

評価されているわけですけれども、特に高い達成度評価を受けたのはカーボンナノチュー

ブの実用化、あるいはナノプロセッシングファウンドリ・サービスなどでございます。

代表的なものとして下の 10ページに書いておりますけれども、ナノカーボン材料技術の

開発は、従来は小さなものしかできなかったわけでありますが、長尺のカーボンナノチュ

ーブを大量合成するスーパーグロース法を開発して、実際に産業用に向けた研究を大幅に

加速できる成果を得ているものでございます。

続きまして 11ページ、大分類Ⅳでございます。これも全体として十分に中期目標を達成

したと評価されるものでありまして、特に高い評価を受けたのは、エネルギーデバイス技

術、工業ナノ材料のリスク評価などでございます。

これにつきまして、下の表の上から３段目でございますけれども、化学物質、工業ナノ

材料等のリスク評価でございます。これは、これからさらにどんどん使われていくと考え

られますナノ材料がございます。それのリスク評価書を作成して出版し、我が国のリスク

評価技術の高度化に貢献したものでございます。

11ページに戻っていただきまして、３のコメントですけれども、ごく一部の課題では、

産業界で活用が開始されているものの、第２期では目標設定がやや高過ぎたこともあるの

で、必ずしも十分でないという指摘もございました。

続きまして 13ページで、大分類Ⅴでございます。これも全体として中期目標を十分に達

成したと評価されているものであります。高い評価を受けたものとしては、構造物の損傷

診断技術、水素脆化評価技術などでございます。

構造体劣化診断予測技術の研究は下の表の３番目にございますけれども、これはレーザ

ーを利用したもので、３次元の複雑な形状の配管内に存在する欠陥を検出するという技術

でございます。

続きまして 15ページで、大分類Ⅵでございます。これも全体として十分に達成したと評

価されるものでございますけれども、高い評価を受けたものは海洋地質図作成と地質構造



モデルの作成、土壌汚染リスクでございます。下の表にございますが、先ほどの御説明に

もありましたけれども、海域と陸域の間にある領域が、今まで調べられていなかったとこ

ろも含めて完成したということでございます。

続きまして 17ページで、大分類Ⅶでございます。これは４つの重点課題すべてがレベル

４以上になったということで、十分に達成したと評価されております。中でも、国家計量

標準の開発・維持・供給について高い評価を得ております。

例えば下の表にございますけれども、これから照明用光源としてエネルギー消費の小さ

いものとして、ＬＥＤの光源が実用化されているわけでございますが、それの光度の標準

を製造メーカーと協力して、迅速に開発したという成果を出しております。

続きまして 19ページで、投入資源の観点からのコメントでございます。これは肯定的意

見と要改善、あるいは課題ありとする意見がございます。投入資源の観点のコメントは 60

％が妥当、あるいは高く評価できると見ており、全体として投入資源に対して適正な成果

が創出されていると判断されておりますが、研究開発のコストや効果を定量的にはかる定

まった方法はなかなか難しいものでございまして、判断が困難というコメントもございま

した。このことについては評価の方法論も含めて、今後さらに検討すべき課題と考えてお

ります。

あとコメントをいただいたものに対して、研究ユニット側がそれに対してどのように対

応したかでございますけれども、その例を一つだけ御紹介いたします。20ページで、デジ

タルヒューマンに関する研究でございます。これはコンピュータ上で人間の機能を模擬す

るものでございますが、それによって製品の開発、サービスの設計支援システムを開発す

るということで、その成果を得られているわけでありますけれども、評価委員からの指摘

で、例えば改善すべき点としては、個別の課題で得られた方法論を一般化して、応用力を

増すということ。さらに、産総研外部の研究機関との連携を、より進めるべきであるとい

うことがございました。

それに対して人間機能モデルを、環境も含めた人間生活の機能モデルへと発展させ、よ

り応用力をつける。そして大学だけではなくて病院、あるいは企業との外部連携をより強

化するという対応をしているものであります。

続きまして、21ページは省略させていただきまして 22 ページでございます。ここでも

アウトカムの視点からの評価の導入、評価の活用についてまとめたものでございます。第

２期全体としては、例えば外部評価委員に 1,300人以上参加していただき、透明性の確保



という観点からは意義があったと。

今後の方向性については、アウトカムの視点の評価も継続するわけでありますが、さら

に効率化し、ＰＤＣＡを有効に回し、評価の実効性を高めることが重要である。

それから、評価者が評価現場を知る機会を拡充させて、フォローアップ機能を向上する

べきであるとまとめております。

続きまして、平成 21 年度の研究ユニット評価の結果概要でございます。これも最初の

24ページまでは省略させていただきまして、25ページは全体をまとめたものであります。

アウトプット成果、イノベーション創出への取り組み、人材育成について、それぞれ成果

と課題についてまとめております。

以下は、幾つかの項目、目標の大分類ごとの例をお示ししております。まず最初の 26

ページは、例えば世界最高精度のＲＮＡ二次構造予測が、生命情報工学研究センターで行

われたものでありますけれども、これまでは一次構造の予測はあったわけでありますが、

二次構造予測においては世界最高精度のソフトを開発したということでございます。

27ページは、これにも幾つか例はございますけれども、情報セキュリティセンターでは

暗号ＬＳＩの開発に成功して、それを国内外の多くの研究機関に配布して、さらに情報セ

キュリティにかかわる国際規格の標準化にも貢献しているものでございます。

28ページで、ここでも一つ例を挙げますと、単結晶ダイヤモンドに関してでございます

けども、一辺 17mmの大型単結晶を合成するとともに、ダイレクトウェハ技術を用いて、１

インチの単結晶モザイクウェハを確立したということでございます。

さらに 29ページは、新燃料の規格化支援に関する研究として、アジア地域におけるこの

燃料の品質の標準化を実施し、新燃料の普及に貢献しているというものでございます。

さらに 30ページは、マイスター対応ソリューションをやっております。

31ページは、先ほど紹介したので省略させていただきます。

32ページは、社会の安全・安心を支える化学標準につきましても、800種を超える農薬

への計量トレーサビリティ実現のための供給体制を構築したということで、標準物質を開

発・供給しているということでございます。

続きまして 33 ページで、前回の評価委員会での指摘事項に対する対応状況でございま

す。これにつきましては、評価成果報告書の 115ページ以下に記載しているものでござい

ますけれども、その中の一部をまとめたものがこの 33ページでございます。課題全般にわ

たり、重点課題、マネジメントに対して評価委員のコメントを示し、それに対して研究ユ



ニットがどのように対応したかを示したものであります。

詳細は省略させていただきますけれども、全体の共通のキーワードとしては、連携の重

要性が指摘されております。それから評価委員の指摘事項に対して、研究ユニットが自己

改革に生かしている状況が示されております。

今後の課題としては、これまで以上に評価委員にさらに理解が深まるような仕組みが必

要であると考えております。

以上で報告を終わります。

○井内理事 続きまして、資料２－６をごらんいただきたいと思います。内部統制ある

いは保有資産の活用等々、冒頭に政独委の横断的関心事項としていろいろございました項

目も含めまして、ポイントを御説明いたします。

１枚めくっていただきまして２ページは、理事長のリーダーシップについてでございま

すが、年度の初めに各ユニット長から理事長が運営方針を聴取いたしまして、いろいろ議

論をいたします。また、今、御説明がありましたように、外部委員も含めました成果の評

価を踏まえまして、理事長が予算配分を行うという形をとっております。

また、下の３ページにございますように、毎年数十億円、理事長の裁量の予算を確保い

たしまして、分野融合的なプロジェクトでございますとか、イノベーションハブ機能の強

化などに充てていくこととしてございます。

次の４ページでございますけども、短期、長期の個人評価を厳格に行うとともに、特に

第３期の開始に当たりましては、中期計画あるいは研究戦略の職員への説明会を、各セン

ターを結びまして、理事長みずから先頭に立って実施しているところでございます。

５ページ以降、コンプライアンスでございますけども、昨年も御説明いたしましたとお

り、過去の不適切な事案を踏まえまして、平成 20年７月にコンプライアンス推進本部を、

副理事長を本部長として設立し、体制を強化いたしました。

その後、組織の詳細は省略をさせていただきまして、11ページまで飛んでいただきたい

と思います。参加型のコンプライアンスを推進する必要があるということで、研修につき

まして職員の意見を反映させるとか、あるいは 12ページにございますように、セルフチェ

ックを毎年２回実施するといったことをやってきてございます。

例は飛ばしていただきまして、18ページに飛んでいただきたいと思います。体制といた

しまして、危機対策体制と平時のリスク管理体制を区分いたしまして、いずれも理事長ヘ

ッドで対応する体制を組んでございます。



20 ページ以降でございますけど、各分野のリスク管理、リスク洗い出しなどをいたしま

して、各ユニットの自己評価などもやってＰＤＣＡを回してございます。

その結果、24ページのグラフを見ていただきたいと思いますが、これは一つのあらわれ

でございますけども、例えば実験中の事故につきましては、こういった取り組みを進めた

結果、減少傾向に転じているということでございます。

次の 25ページの監査につきましては、内部監査、会計検査院検査、監事監査を重層的に

実施しておりますが、後ほど石野監事から御説明があります。

26ページ以降でございますけども、契約状況の点検・見直しでございます。従来からフ

ローチャート方式によりまして精査をいたしまして、なるべく競争性のある契約に移行す

るように努めてきてございますが、昨年 12月に、そこにございますように、契約監視委員

会を新たに設置いたしまして、手柴委員にも委員になっていただきましたが、随意契約の

妥当性の点検でございますとか、一者応札の見直しなどの議論をいただいております。

その結果、27ページ以降にございますが、随意契約につきましては妥当であるとされつ

つも、さらなる見直しを進めることとされております。

また、一者応札については、研究に関する機器や役務が９割以上でございまして、特殊

な仕様によるものなども考えられまして、これは研究独法共通の悩みでございますけど

も、28ページにございますように、例えば調達の情報をなるべく早い段階でより詳しく公

表すべきであるとか、入札の辞退者から理由を聴取して分析すべきとか、あるいは外部か

ら技術の専門家を招いて、仕様書のチェックを厳格化する等々の御指摘をいただいており

まして、既に実行に移しつつあるところでございます。

ちょっと飛んでいただきまして、34ページに参考資料がございます。随意契約につきま

しては厳しく見直しを行った結果、そこに割合が書いてございますけども、平成 20年度か

ら 21年度にかけまして、契約件数ベースで 2.2％、金額ベースで 7.8％に、さらに切り込

んでございます。この割合につきましては、研究独法の中でも下から何番という形の低い

割合になってございます。

他方で 35ページでございますけども、平成 21年度の一者応札の割合につきましては、

残念ながら平成 20年度とほぼ横ばいになってございますけども、先ほどいただきました契

約監視委員会の御指摘を踏まえまして、平成 22年度以降、見直しに努めてまいりたいと考

えてございます。

ちょっと飛ばせていただきまして 38ページに、関連法人について書いてございます。こ



の２つの法人につきましては、既に競争契約に移行したり、あるいは産総研から研究の過

半を再委託することはやめたいという形で、対応を既にしてございます。

39 ページは福利厚生費でございますけども、法定のものは当然国に準じてございます

が、法定外のものにつきましても、冒頭にございましたように国の御指導を踏まえまして、

レクリエーション経費の廃止、あるいは慶弔費の見直しを行ってきました。

40ページ以降は役員等の給与水準ですございますけども、全体につきましては採用者を

抑制するという形などを含めまして、計画的に人件費の削減に努めました結果、政府の方

針でございます、５年間で５％以上の人件費削減を、１年前倒しで達成をしてございます。

役員の給与水準が 41、42ページでございますけども、平成 21年度は、例えば理事の平

均報酬で見ると、平成 17 年度と比べていただきますと 120 万円ほど低くなってございま

す。また理事長の報酬は、事務次官以下となるように設定をしてございます。

44 ページに職員の給与水準がございまして、下の段の平成 21年度のラスパイレス指数

は平成 20年度と全く同じ数字で事務職が 104.7、研究職が 104.6となっております。その

要因といたしましては、下の 45ページにございますけども、昨年も御説明いたしましたよ

うに、地域間の人事異動を円滑にするために、各地域の給与水準を同水準にしていること。

あるいは博士号の取得者の割合が、他独法よりも高い８割以上であることなどが考えられ

ております。

46ページは、諸手当でございます。これにつきまして国の違いをピックアップして申し

上げますと、一番下の欄に資格手当がございますが、これは労働安全衛生法などの法令に

基づきまして配置が義務づけられております有資格者につきまして、該当する職務に従事

している間のみ、月額 2,000円を支給しているところでございます。

他方、その上にございます通勤手当につきましては、本年４月から月額の上限を従来の

６万 5,000円から、国と同じ５万 5,000円に引き下げております。

下の 47ページでございますけども、職責手当は昨年も御説明いたしましたとおり、国の

管理職手当や地域手当に相当するものを、地域間の差なく支給しているところでございま

す。

期末・勤勉手当につきましては、人事院勧告も反映いたしまして、国と同様の支給割合

となってございます。

48、49ページが決算でございます。これは後ほど詳しく、改めて御説明申し上げますけ

ども、利益剰余金は 187億 4,200万円でございますが、大半は固定資産の簿価でございま



す。当期未処分利益は 12億 9,800万円となっております。

国庫納付金は下の 49ページにございますように、積立金の総額と次期繰越の承認申請額

の差額 19億 7,000万円を申請してございますが、これは今後の財務省協議により変動し得

るものでございます。

50ページ以降は、保有資産に関してでございます。多くは独法化の際に国から出資を受

けたもの、あるいはその後増築、改築などをいたしたものでございます。

下の 51 ページにございますように、各地の地域センターの事業所やサイトにおきまし

て、世界水準の研究開発能力を維持しながら、52ページにもございますように、中小企業

の技術相談や共同研究など、地域産業へのサービスを提供するべく努めておりまして、そ

こにございますように、常時 90％程度のスペースを有効利用しているということでござい

ます。

また 53ページにございますように、機器設備の外部との共同利用も進めているところで

ございます。

54ページでございますけども、個々のサイトの必要性につきましては、随時見直しをし

てございます。平成 21年度におきましては、秋葉原事業所を平成 22年度末に廃止するこ

との決定でございますとか、あるいは大阪の扇町サイトの売却などを行いましたが、第３

期中も不断の見直しを行ってまいりたいと思ってございます。

56ページに飛んでいただきまして、アウトソーシングにつきましてもいろいろと進めて

きてございますけども、第３期におきましても包括契約、あるいは複数年契約なども含め

まして、さらに効率化に努めてまいりたいと思っております。

58ページ以降、知財と業務システムについては一村理事から御説明いたします。

○一村理事 それでは、58ページをごらんください。知的財産は研究独法にとりまして

貴重な資産でございますけども、一方、その維持に関しましてはコストがかかります。基

本的な運用方針といたしましては、その上に書いてございますように、特許出願から 10

年経過後の案件につきましては、発明者の意向とかライセンス期間、あるいは内部の検討

委員等を通しまして権利放棄をする、あるいは権利維持をするということで考えておりま

す。

そういう方針に基づきまして運用しております、現時点での技術移転の件数とか、ある

いは特許出願の件数、技術移転収入について示したものが 59ページでございます。特に黒

字の線でごらんいただく技術移転の件数につきましては、着実に増加をしております。



一方、青いヒストグラムで示しておりますのが技術移転収入でございまして、増減はご

ざいますけども、平均しますと大体 4.5億円ぐらいの収入がございまして、研究独法の中

でもトップクラスの収入を図っております。

そういう収入を高めるために、どういう運用をしているかというのが 60ページでござい

まして、基本的には質のよい知財を創出するために、そこに書いてあります１）から５）

の方策をとっておりますし、質のよい知的財産の技術移転を促進する、未利用の特許に関

して利用を高めていただくために産業界と一体となりまして、１）から５）のような施策

をとる。それによりまして、技術移転収入の増加を図っております。

具体的に特許出願で質を高めるに際しましては 61ページにございますように、さまざま

な場面において適材適所の人材を使うことによって、出願から請求あるいは権利化のとこ

ろまで、産総研一体となって知的資産の活用を図っております。

次の 62ページでございますけども、本年度から非常に大きな体制変更がございました。

それは、第２期期間まではライセンシングに関しまして、ＴＬＯ（産総研イノベーション

ズ）という外部機関を使っておりましたけども、産業界の声からいたしますと、共同研究

とライセンシングは２つの窓口になっていて、運用上非常に難しいというお声を聞いてお

ります。

そういう声を踏まえまして、右側にございますように、この４月からＴＬＯ機能を内製

化いたしまして、技術移転室、さらに技術移転マネージャを設置いたしました。この新し

い体制に基づきまして、産学官連携におきましては知的資産を核とするわけですけども、

最適な連携形態、例えば共同研究ですとか、ベンチャー創設ですとか、あるいはライセン

シングですとか、それを俯瞰的な、一丸的な視点で進められるものと考えております。

63ページ以降は、業務・システムの最適化に関するお話でございます。産総研第２期中

期目標期間におきましては、ネットワークの話とかイントラの話とか、それに関する最適

化計画をつくりました。その最適化計画に基づきまして、例えば利便性、可用性の向上や

保守費用の軽減を実現しておりまして、具体的には下のほうにございますけども、平成 20

年度にネットワークの保守費用を従来比約 2,000万円軽減したですとか、あるいは第２期

間を通して開発しておりましたイントラシステムを新たに稼働しております。

そのイントラシステムでございますけども、64ページに次期情報システムによる、業務

効率化・高度化ということで御説明しておりますが、私どもとしましては研究開発を進め

ている観点で、イントラシステムの構築に当たりましても、研究開発部隊の参画を求めま



した。そこで、産総研の間に基づきます包括フレームワークなるコンセプトも出しまして、

そのコンセプトのもとに体系化として、新しい次期システムをつくっております。

こういう研究開発の実証化の場として、イントラシステムの構築を進めた結果、総括フ

レームワークにつきましては、地方自治体にさらなる展開が図られているということも御

紹介したいと思います。

最後に 65ページでございますけども、業務・システムの最適化の一環といたしまして、

平成 14年７月の指摘に基づきまして、平成 17年３月から始めました電子申請システム導

入も今回見直しをいたしました。今回、外部有識者の方を交えた見直しに関する検討委員

会の報告を踏まえまして、一部システムを廃止いたしました。

ただし、情報公開請求手続につきましては利用者の利便性に配慮して、電子メールによ

る申請窓口を設置してございます。

○井内理事 最後に、66から 68 ページでございますけども、冒頭にもございました、

事業仕分けや省内仕分けの対応でございます。

昨年 11月の行政刷新会議の事業仕分けにおきましては、研究の重点化、あるいは管理費

の見直し等について指摘を受けましたので、第３期中期計画におきまして、「課題解決型国

家」への貢献ということで、「グリーン・イノベーション」や「ライフ・イノベーション」

等への重点を置きまして、また管理費、人件費の削減や、契約の見直しを実施することな

どを盛り込んでいるところでございます。

68ページにございますけども、経産省内の仕分けにおきましては、研究開発の重点化、

外部評価の強化、公益法人への丸投げの廃止、特許生物寄託センターの業務の見直し等の

指摘を受けましたので、それぞれ研究予算を重点化する、評価における外部専門家の比率

の向上策を考える、丸投げを廃止する、寄託センター業務の効率化の検討をする、調達専

門家を外部から雇用するなどを実施することとしてございます。

今後もより効果的な組織ガバナンスのあり方につきまして検討し、実施してまいりたい

と思っております。

最後に、監事から。

○石野監事 広い意味では内部統制の一環であると思います、監事監査の状況の一端に

ついて報告します。

監事として特に用意した資料はないんですが、当局で用意された資料２－６の 25ページ

をごらんいただければと思います。



まず、産総研ミッションの周知、あるいはリスク管理、内部統制等に関する法人の長の

マネジメントの状況についてでございますが、先ほど御説明がありましたように、制度の

構築状況等の説明は監事としても受けましたし、さらに研究現場に赴きまして、そこの意

見を聴取するなどしまして、その状況の把握に努めてきたところでございます。

さらに、監事監査の過程で把握した問題点につきましては、理事長、理事等の役員と適

宜意見交換をするなどしまして、我々の意見を伝えているところでございます。

簡単ですが以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。

産総研のアクティビティーは非常に広範に亘っておりますので、この短い時間でポイン

トだけを説明していただくのも大変なことだと思いますが、我々評価をする側としては、

いただいた資料を相当しっかりと見なければいけないと思います。この場で委員の先生

方、御質問等ございましたらいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

どうぞ、谷川委員。

○谷川委員 ３つないし４つ御質問させていただきたいと思います。まず一つは研究テ

ーマの決め方です。御説明にありましたように、研究ユニットのほうから上がってきたも

のと、それから理事長のほうからトップダウンでやるものと２つあるということですが、

最初の研究ユニットから上がってくるテーマですけれども、現場でテーマを選ぶときに、

産総研の特色である本格研究、産総研らしい研究分野、研究ステージということを、どう

いうふうに意識して決めてらっしゃるのかなというのを知りたいのが１点です。

もう一つは、研究の仕方です。国の研究所ですから、理事長がこういうものをやるべし

ということでテーマを設定するというのはいいことだと思うのですが、実際にどういう研

究の仕方を指示するのか。つまり理事長指示の研究は、一つの研究ユニットだけでは出来

ないことが多いと思うのです。幾つかの研究ユニットが連携してやらなければいけないと

いうことがあると思うのですが、そういうことをやる場合に、どこがそれを仕切ってやっ

ているのか、具体的な例があれば教えていただきたいということが２つ目です。

３つ目は、組織をざっと見回したときに、産学連携のセクションがありました。それか

らもう一つ、イノベーション推進室というのがありました。産学連携のコーディネートを

するというのは、第３期の計画でも「産学官の連携の場を提供する、牽引する」という言

葉がありましたが、それらしいところを今、いくつか見たのですが、どちらがイニシアテ

ィブをとって、どういう役割分担をしてやるのかというのが、ちょっとわからなかったの



で、その点を教えていただきたいというのが３つ目です。

最後の一つは簡単です。先ほど特許の話がありました。産総研さんの特許のパフォーマ

ンスが高いというのはよくわかります。実際４億数千万円の成果が上がっているというの

は大変すばらしいんですが、どれぐらい特許費用をかけているのかということも大変重要

なんですね。恐らく４億数千万円の成果が上がるということは、相当費用もかけているん

じゃないかという気もしますので、どれぐらい特許費用がかかっているのかということを

教えてください。それと、特許を出願する考え方ですね。

我々、大学のほうから見ますと、大学というのは余りお金がないので、特許を申請する

のは相当絞っているのです。共同研究は別ですけども、単独発明については特許申請を、

発明件数に対して３割とか４割ぐらいに絞ってやっています。ほかの大学もそうだと思い

ますが、産総研さんは、業界でのうわさですと、「何でも申請する」という評判があります。

費用対効果を考えているのかなというのが、大学の関係者でよく出る言葉なものですか

ら、そのあたりの特許出願の考え方を教えていただきたいと思います。

○木村部会長 では、手短にお願いいたします。

○脇本理事 何点かの御質問のうちの１点目でございますが、ユニットからボトムアッ

プで上がってくる場合のステージの認識を、どのようにしているかというポイントかと思

います。これはなかなか難しいのでございますけれども、産総研の場合は、既に産業界と

交わっておりますので、産業界がどれぐらい反応してくるかというのが、一つのポイント

になるかと思います。

それは初期の段階では、企業の個別の個人の研究者と産総研が何かやるというステー

ジ。それから次のステージは、組織対組織で共同研究をするというステージ。それから本

格的になってまいりますと一企業ではなくて、研究組合をつくって産総研が一緒に入ると

いうステージ。

一番最初のステージは、産総研の中だけで交付金でやるというステージももちろんある

わけでございますが、そういったところが一つの本格研究につながるかどうかという、見

きわめの指標ではないかと思っておるところでございます。

それから、２点目と３点目は非常に重複するところもあるのでございますけれども、ユ

ニット間の連携が非常に大事ということでございまして、これは２つの組織がございま

す。一つは大きな６つの分野に分けておるわけでございますけれども、分野の中では研究

コーディネーターが中心になって、分野の中での連携を促進するというのもございます



が、大きくは３つ目で御指摘のありましたような、産官学連携部門とイノ推室が一緒にな

りまして、予算の配分等を通じまして、ユニット間の連携を強化するということでござい

ます。

特に３つ目の点につきましては、今後産総研の中で 10月ごろをめどに組織改正を考えて

おりまして、産官学連携部門とイノ推室とを大きく一つにまとめた形の組織があり得ない

かということで、今、検討を進めているところでございます。

４つ目の特許については、一村理事からお願いいたします。

○一村理事 では、特許に関してお答えいたします。

正確な数字は後ほど出していただきますけども、概数で申し上げますと、まず特許出願

に際する話、リエゾンマンとかいろいろありますので、そういうあたりの人件費まで含め

た費用として、ざっと 10億円とお考えいただきたいと思います。

それに加えまして、きょうも御説明いたしましたけども、実施化に向けて一種の研究要

素が入るんですが、この知財を核にした付加研究をすると、産業界がライセンシングにつ

ながる付加的な研究費用として、これまで６億円から８億円ぐらいかけております。そう

いう意味で、最初に申し上げました 4.5億円に対しまして、研究部門を含めますと 17億円

ぐらいかかっていると御理解いただきたいと思います。

それと、質のいい特許を出す、あるいはいろんな特許を出すということにつきましては、

61ページの図を用いて御説明させていただきたいと思います。産総研といたしましては、

質を高める上では出願前の研究者の特許調査を、とことんやっていくことになっておりま

すが、最後はユニット長が判断したものについては出願することにしております。

ただし、そこにもございますように、出願と審査請求は別物と考えておりまして、出願

後に際して審査請求に向けて内部でいろいろ議論しております。そういうことで、権利化

にかかる費用を極力抑えるということで、最初のハードルは低いんですが、権利化までい

くところのハードルはしっかりつくっております。

それに際しましても、間違いなく発明者といいますか、研究出願者のほうが事前の特許

調査を徹底すること。それから、ユニット長がそれに向けてしっかり審査すると。さらに

産総研では最近になりまして、出願された特許を第三者の目で類型化することも始めまし

て、産総研としての有望特許のランクづけをしております。そのランクづけに応じて今後、

海外出願に関しまして非常に大きなハードルをつくろうと思っております。

○木村部会長 どうぞ、理事長。



○野間口理事長 ちょっと補足しますと、大学の先生と私ども、よく議論になるんです

が、公的機関の大学の知財というのは世界とも競争をやっていますので、先端的なところ

で成果が出ますと、産業界が安心してその次のステップの共同研究を組むためには、知財

を出しておいたほうがいいだろうと思います。

以前、公的な存在なので特許をとるのはいかがなものかという議論もあったんですけど

も、国際的な大競争の時代ですので、知財をしっかり押さえて取り組んでいくと。

○木村部会長 ありがとうございました。

手柴委員。

○手柴委員 今、知財の話が出ましたので、感想に近いですけれど。出願した特許の権

利放棄を積極的にやっていくということは、非常にいい方針だと思うのですね。出願から

10年以上たった特許というのは本当に冷徹に放棄して、そっちでお金を浮かせて、むしろ

国際出願のところで落としがないようにというふうに、ぜひお願いしたいと思っています。

この間もある先生から贈られた本で知ったのですが、高脂血症、スタチンという薬があ

りますけれど、世界中で年間３兆円売れているのだそうですが、その特許の最初のときは

実は国際出願がなかった。裏話みたいなことですが。

ですから、今、谷川委員が言われましたけれど権利維持はお金がかかりますので、権利

放棄は企業のほうは徹底して――研究者のほうはどうしても持ちたがるということがあり

ますが、どんどん捨てさせる方向で、慎重でなきゃいけませんが、浮いた費用を国際出願

のほうに、ある意味で戦略的にお願いしたいと思います。

それから質問ですけども、先ほど資料２－５の第２期及び平成 21年度研究ユニット評価

の結果概要の御説明をいただきまして、大分類ごとにもそれぞれ自己評価と外部評価が出

ておりまして、非常にわかりやすくてよかったのですが、ちょっと気になりましたのは、

大分類Ⅵの地質の調査のところで、地球の理解に基づいた知的基盤整備で、最近でも能登

沖とかいろんなところでいい成果が出ていらっしゃるんだと思うんですが、ここは随分評

価コメントが厳しいですね。見てみますと、もともと自己評価が非常に厳しいんですよね。

そんなこともあって、何かここに特徴的なことがあるのかなというのが、ちょっと気にな

りました。

それから、中期計画の達成状況では大分類ごとの評価が示されていますが、平成 21年度

での研究ユニット評価というのも、大分類ごとにレベル３以上は幾らだったと、あるいは

レベル４以上は幾らだったと、中期計画の達成状況と同じような数字というか、こういう



図表はございますか。あれば非常に便利なんですが。

○上田理事 御説明いたします。最初のほうの地質の分野におきましては、ほかの先端

的なものというよりは、むしろ長期的な観点から基礎研究を着実に進めていくことと同時

にあるということで、達成度の平均もほかの分類に比べますと、やや低い状態になってお

ります。それでもレベル３以上というのは、一応十分に達成されている評価というふうに

理解しております。

それからもう１点、大分類ごとに関しましては、外部評価委員に自己評価を立てたもの

の根拠を出して、それを外部評価していただいてございます。こういうことについて、各

年度についてはやっておりませんで、第２期については全体にわたってやったものでござ

いますが、御指摘のようなことがございますので、その年度におけることもどういうふう

にしていくかは、考えたいと思っております。

○手柴委員 多分、平成 21年度評価報告書をずっと読めば書いてあるんですか。

○上田理事 内部委員と外部委員の評価を合わせて評価したものでございまして、それ

ぞれの研究ユニットに対する評価は、その研究ユニットごとに評点も示しております。

○室伏委員

毎年皆さんが努力なさって、すばらしい資料をおつくりになっていらっしゃるので、いつ

も拝見しては感心しています。ただ、チャンピオン事例がずらっと並んでいて、非常にす

ばらしい成果ばかりが紹介されているので、失敗事例も紹介して頂けないかと思うことが

あります。

評価の資料の中に入れるのは適当でないかもしれませんが、たくさんの研究や、事業の

中で、失敗なさった事例がかなりあるのではないかと思うんです。そういうものを、例え

ばこういう失敗して、そこからこういったことを学んで、次にこう活かしたというような

ことを、どこかでまとめていただけると、産総研さんだけでなくて、ほかのいろいろな研

究法人や大学、企業などにとって、とても役に立つ資料になるだろうと思うんですね。ぜ

ひ、失敗からの学びを、どこかでまとめていただきたいなと思っています。

「今後の課題としては、これまで以上に評価委員に理解が浸透するような仕組みが必要

である」と、資料２－５の 33ページにあるんですけれども、評価委員だけでなくて、やは

り社会に理解されて、支援されるような仕組みが必要です。今は大変努力していらっしゃ

ると思うんですけど、「産総研」という言葉をあちらこちらでだれかに聞いても、「えっ、

産総研って何？」という答えがまだ返ってくるので、残念です。何か上手な仕組みがない



かなと思っていて、テレビ番組でもつくってもらったらどうかなという気もするんですけ

れども。せっかくここまで頑張っていらっしゃるので、もう少し社会に知られるようなこ

とがないかなと思っています。

それから、現地調査に伺わせていただいて、いつも大変楽しく勉強させていただいて帰

ってくるんですけれど、時間がいつも短いんですね。私たちももっと時間がとれると良い

のですが、もう少し時間をかけて、調査や見学ができるととても効果的だろうという気も

しています。

○木村部会長 ありがとうございました。

今の室伏委員のご意見ですが、実は事前の打ち合わせの際に、私も同じ要求を致しまし

たが、それで本日、期待をしていたのですが余りその辺のことが出ていませんね。私と事

務局が相談した時点で、既にこの資料はできていたみたいですね。

我々、いつまでこの評価委員をやるのかわかりませんが、今、室伏委員がおっしゃった

ことは毎回、私も申し上げていることですので、ぜひその辺、よろしくお願いしたいと思

います。

それから手柴委員の御指摘ですが、これは、産総研発足当時から出ています。ほかの部

門は派手な論文が出るのですが、地質の部門からは出しようがないのですね。ですから前

理事長のときから、これは評価を別にしないと、いつまでたってもこういう評価になって

しまうのではないかということを申し上げているのですが解決の方法がないんですね。ぜ

ひその辺、現理事長お考えいただきたいと思います。

私、ほかの分野のことは余りわからないのですが、この分野のことだけは専門の関係か

らよくわかります。そういうことで、いつも切歯扼腕して、必ず評価に関するコメントを

書くことにしています。

○手柴委員 私もまさに部会長がおっしゃったような観点で、これを見せられると現場

の人の意識とか、インセンティブとかモチベーションとか、そういうのがこう……。やっ

ぱりちょっと気の毒だなというのが正直な話です。

以前、知的基盤整備特別委員会の委員を務めていたときにも、思ったのですが、バイオ

の分野にも知的基盤という部分がたくさんありますので知的基盤整備の分野では地道な仕

事、非常に重要な仕事をされているので、人材の育成と、それから評価に関しては特に配

慮をお願いしたいということを、基盤整備特別委員会でお話ししたことを覚えておりまし

て、全く木村部会長と同じ感想を持っております。



○木村部会長 いつも私はコメントで、ここは評価が低過ぎると書いています。

どうぞ。

○小野副理事長 御指摘のとおりでございまして、成果をどうやって可視化するかとい

うところがなかなか難しいということでございます。評価軸を多様化させてこようという

のは、産総研始まって以来、目指してきた方法ですけれども、論文が非常に可視化しやす

いという状況の中で、価値あるものをどうやって見える化するかというのは、課題とさせ

ていただきたいと思います。

それから、室伏先生の第１点の失敗の点ですけども、私ども内部の者にとりましても参

考にしたいと思っております。そういう意味では多少の試みがございまして、

「Synthesiology」という雑誌を出してございますけれども、従来の科学論文ですと、やっ

たことのみ、成功したもののみ書くということですが、「Synthesiology」で私ども、著者

に奨励しているのは、シナリオをつくって、最終的には一つの方法しかやらないにしても、

自分が捨てたテーマがあるわけですね。比較検討しながら捨てていって、最後に一つだけ

やるんですけども、なぜそれをとったのか、何を捨てたのかも書いてくれと。それはやっ

ておりませんので失敗ではないんですが、しかし、そういう捨てたテーマにもその理由が

あり、社会の状況とか、あるいは技術の異なった状況が出てまいりますと、そういうもの

もまた価値が出てまいると思いますので、そういうのを大いに論じる場にしたいなと。失

敗そのものではないんですけれども、できるだけそれを表現してもらうということで奨励

しているところでございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

ぜひ、お願いいたします。私、引き受けたときからの、私にとっての懸案事項でもあり

ますので、よろしくお願いいたします。

ちょっと時間が押してまいりましたので手短にやりたいと思うんですが、議題（３）「平

成 21年度財務諸表等及び積立金の処分申請について」、事務局からまず御説明をお願いい

たします。

○一ノ瀬産総研室長 では、ごく簡単に。財務諸表の承認は、通則法で評価委員会の意

見を聞くとなっておりまして、また積立金の繰り越しについても、産総研法で評価委員会

の意見を聞くことになってございます。

したがいまして、これから産総研さんから説明をいただきますけれども、そのときの意

見を聞く場となるわけでございます。形式的には評価委員会でやることが、この部会でや



ることをもって代行することになってございます。

以上です。

○木村部会長 では、そういうことでお願いいたしますが、まず「平成 21年度の財務諸

表等及び積立金の処分申請について」、産総研から御説明をお願いいたします。資料３－

１、３－２、３－３です。

○井内理事 資料３－１でございますけども、財務諸表等でございます。これを御説明

するとかなり時間がかりますので、資料３－２で御説明をしたいと思いますが、資料３－

１の財務諸表につきましては、監事及び会計監査人から本日付で、適正であるという旨の

意見書と監事報告書をいただいております。資料３－１の最後に添付してございます。

したがいまして、これを受けまして私ども、経済産業大臣にあてまして、財務諸表の承

認申請と、積立金の繰り越し承認申請を本日付で行ったところでございます。

それでは、資料３－２で御説明を申し上げたいと思います。最初のページは、通則法に

基づく財務諸表でございますが、これは省略をさせていただきます。例年どおりでござい

ます。

めくっていただきまして２ページですが、この添付書類も例年と同じでございます。

下の３ページは、通常の承認手続でございますと、事業年度の終了後３カ月以内に提出

をするということでございますが、平成 21年度は中期の最終年度でございましたので、４

ページにございますように、財務大臣の協議、あるいは独法評価委員会の方から承認に当

たりまして、経産大臣があらかじめ意見を聞きまして、承認するまで、６月 30日までにす

べてやるということになってございますので、ちょっと急いでやっているところでござい

ます。

積立金がございますけど、中期期間の最終年度でございますので、５年間のすべての未

処分利益や積立金の残余などを積立金に整理いたしまして、次期への繰り越しと国庫納付

という形に配分することになってございます。

下の５ページですけども、会計方針は基本的にはいつもと同じでございますが、費用進

行基準を採用している。ただ、中期目標期間の最終年度でございますので、運営交付金の

財源につきましては、すべて収益に上げてございます。

あと、定額法の減価償却でございますとか、引当金はいつもと同じでございます。消費

税も税抜きでございます。

一番下に注記がございますけども、平成 21年度から会計基準の改訂によりまして追記が



ございます。金融商品等を時価で書けということでございますが、産総研は現預金とか未

収金等でございますので、簿価をそのまま載せてございます。

それから、賃貸等不動産は時価等を追記しろということでございますが、九州の直方サ

イトも運用を停止してございますので、遊休不動産として注に載せてございます。

次のページが貸借対照表でございます。主なものだけピックアップいたしますと、全体

で資産が 3,767億円ございますが、御案内のとおり固定資産が 91％を占めているというこ

とで、3,400億円ございます。

その中で、土地減損損失累計額が５億 7,000万円ございますが、これは今申し上げまし

た直方サイトの減損と、それから瀬戸サイトにつきまして、周辺地価との関係で調査をい

たしましたところ 50％以下になっているということで、詳細を調査いたしましたところ 58

％程度減損しているということで、その分の４億 7,700万円を評価損で立ててございます。

上の流動資産でございますけども、現預金が 234億円でございまして、例年より 50億円

ほどふえておりますが、これは補正予算等ございましたので、このあたりは未払い金のほ

うで、平成 22年度早々に支出をするという形になってございます。

飛ばせていただきまして純資産を見ていただきますと、資本金は国の現物出資分という

ことで変わってございません。

資本剰余金は、いろいろな資産から減価償却費を除いた剰余が計上されてございます。

利益剰余金につきましては、後ほど御説明をいたします。

下が損益計算書でございますけども、経常費用からまず見ていただきますと、研究業務

費というのがございます。これは１号から５号の業務にかかった経費でございます。

一般管理費は、管理部門の経費でございます。

収益のほうで申し上げますと、運営費交付金収益が立ってございます。

物品受贈収益といいますのは、減価償却見合いで収益に計上しているものでございます。

知財収入の収益がございまして、研究収益といいますのは共同研究の収入でございます

とか、計量標準の手数料等でございます。

受託収益といいますのは、国や他の独法からの受託等でございます。

その他のところには、土地、建物等の貸付料が７億円程度入ってございますのと、文科

省からの補助金等も７億 5,000万円ほど入ってございます。

経常利益が 11億 6,100万円でございますが、そのほかに臨時損失というところで固定資

産の除却損がございます。それから、ほぼそれに見合う形で臨時利益のほうに振りかえて、



バランスをとっている形でございます。

それ以外に、平成 21年度中に取り崩しました積立金につきまして１億 3,500万円で、こ

れは減価償却分でございます。

それから目的積立金の取り崩しということで、5,700 万円を計上いたしまして、当期総

利益が 12億 9,800万円となっているところでございます。

次の８ページですけども、先ほど飛ばしました利益剰余金でございますが、187億 4,200

万円となってございます。内訳は、第１期に自己財源で取得した固定資産の減価償却見合

いで残している積立金でございます。これはノンキャッシュ、非キャッシュの積立金でご

ざいます。

（２）でございますけども、目的積立金として知財収入を積み立てまして、いろいろ施

設整備などに充ててまいりましたが、残額が３億 5,400万円ございます。

③で積立金。これはほとんどは、第２期で自己財源で取得いたしました固定資産の簿価

でございますのでノンキャッシュでございますが、一部そこにございますように、４億

6,800 万円は建物等の貸付料で、目的積立金に認められなかったものが積み上がりまし

て、４億 6,800万円組まれてございます。

それから当期未処分利益ということでございまして、これらを合わせまして187億4,200

万円でございますが、下の表にございますように、ほとんどが固定資産の簿価、ノンキャ

ッシュでございます。

下が利益処分に関する書類でございますけども、今申し上げましたようなものは、すべ

て第２期の最終年度でございますので、積立金に整理することになっているところでござ

います。

めくっていただきまして、次期にどうするかでございますけども、繰り越しといたしま

して、私どもから経産省に申請をさせていただいている額が 167億 7,200万円ということ

で、内訳は先ほど申し上げました目的積立金のうち、使用できなかったものが３億 5,400

万円ございますので、これは第３期に、省エネ推進の施設改修でございますとか、安全確

保のための施設整備等に使いたいということで申請をしてございます。

それから、自己財源で取得しました固定資産の簿価でございますけど、これはそのまま

第３期に繰り越すと。

それから外国雑誌等では、例えば年払いで、既に前払いで払っているものがございます

ので、そういったものにつきましては、第３期にまたがる部分について繰り越しさせてい



ただきたいといったことで申請をしてございます。

したがって、差し引きの国庫納付額といたしましては、19億 7,000万円という計算にな

ってございます。

下の 11ページはキャッシュ・フローでございますので、今申し上げましたようにさまざ

まな活動のうち、キャッシュの出入りに係る部分だけを取り上げてございます。一番下に

資金期末残高 234億 4,800万円とございますけども、これが先ほどの貸借対照表の現預金

と一致することになってございます。

次に 12ページで行政サービス実施コスト計算書ということで、国民負担に係る部分がど

れだけあるのか、コストがどれだけあるかを計算する独法独自の書式でございます。した

がいまして、運営費交付金や施設補助金は入ってございますけども、自己収入は控除する

という形になってございます。

それから、損益外で計上してございます減価償却、減損につきましても、損失というこ

とで計上するような形になってございます。

それから退職給付なども調整をしてございまして、特にⅥで機会費用というのがござい

ますけど、例えば東京本部として、経産省のビルを無償で貸していただいておりますので、

その分で周辺に比べて、３億円ほど賃料がかからなくなっているのじゃないかということ

で、それを計上したり、あるいは政府出資を当初からいただいておりますが、それを仮に

国が出資せずに運用した場合、どれだけ金利を稼げたかという機会費用のようなものを計

上いたしまして、コストに足してございます。総計で 841億円という形になってございま

す。

下の 13ページ以降は、予算区分に従いまして収入決算という形で出してございます。冒

頭にも御説明ありましたので簡単に御説明しますが、運営費交付金が 58.2％、受託収入、

その他収入が自己収入ということでございまして、運営費交付金の 44％ぐらいを自己収入

で稼いでいるという構図になってございます。

次のページは支出決算額でございますが、１号から５号業務、あるいはその他の施設整

備費、受託経費ごとに計上してございます。

15ページに受託収入内訳もございますが、経産省から３割、文科省から 4.5％、その他

の省庁、それからＮＥＤＯから 42.9％、その他独法等が 18.3％という形となってございま

す。

最後の 16ページがその他収入の内訳でございますが、共同研究収入が 32億円、貸付料



等が 7.4億円、文科省等々からの機関補助金が 26億円ということで、この中には最先端研

究開発の支援プログラムの 14.2億円等が入ってございます。あるいは知財収入等々でござ

います。

簡単でございますけど以上でございまして、そのほかに事業報告書の中にも簡潔に要約

された財務諸表、あるいは財務情報、事業の説明ということで、10ページから 23ページ

に財務関係の部分が盛り込まれてございます。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

よろしゅうございましょうか。

それではただいまの件につきまして、本部会としては適当であるということで決定した

いと思います。ありがとうございました。

なお、これまで余りなかったことですが、今後財務省との関係で、細かい修正が必要と

なるな可能性がありますが、その場合には事務局と私に判断を御一任いただきたいと思い

ます。非常に大きな修正が必要となった場合にはまた御相談をさせていただきますが、よ

ろしくお願いいたします。

それでは最後の議題になりますが、「独立行政法人産業技術総合研究所の役員退職手当規

程の改正について」、事務局から説明をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 資料４にございます、産総研の役員退職規程の改正についてでご

ざいます。一般的に独法の役員報酬支払いの基準に変更があったときに、通知することに

なってございます。その場で意見があれば申し出ることもできることになってございます

ので、紹介させていただくということでございます。

資料４の１枚目にポイントが書いてございますけれども、改正の経緯のところにありま

すとおり、国家公務員が不祥事を起こしたときに、その辺の条件の拡大のような改正がご

ざいました。これを受けまして、独法もきちんとやりなさいという指示がありまして、そ

れに準じて改正をしたということでございます。そういった内容の通知、届け出が経産省

に上がってまいりました。

ポイントは、退職後、これまでは禁固以上の刑という条件がついていたときに返納とい

うのがあったんですけれども、解任相当の行為があった場合とか、少し拡大する。あるい

は亡くなられている場合に、遺族に対してもその支給を制限して、あるいは返納もあり得

るということが追加されたということでございます。



簡単ですが、以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

よろしゅうございましょうか。

この部会として「適当である」と言わなければいけないのですが、「適当ではない」と言

ったらどうなるのだろうといつも思っています。「適当である」という答えしか準備されて

いないようですが、そういうことでよろしくお願いいたします。

最後に事務局から今後のスケジュールについて御説明します。そして本日の、この資料

の取り扱い等について、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでも大変な資料でございますので、委員の皆様方、後で郵送

したいと思いますので、残していただければと思います。

それからスケジュールですが、最初に御説明しましたとおり、７月 15日に次回の評価の

ための部会を予定しています。そのために、６月 30日締め切りということで設定させてい

ただきました。よろしくお願いいたします。

その評価をつけていただく際に御質問等あれば、電子メールなり何でも結構でございま

すので、事務局のほうにお問い合せいただければお返ししたいと思いますし、またその回

答はお一人の方から来たものも、すべての委員の方々に参考情報としてお送りさせていた

だきたいと思います。

形式的ですが最後に議事録については、整えた後に委員の皆さんに御確認いただいて公

開ということにしたいと思います。

以上です。

○木村部会長 よろしゅうございましょうか。

締め切りが６月末日でございますので、よろしくお願いいたします。

今回は、年度評価と中期目標期間の評価と両方やっていただくことになりますが、きょ

うの説明は最初が中期目標期間、次が年度の業績の順番でございましたので、お気をつけ

下さい。

よろしゅうございましょうか。

本日はどうもありがとうございました。

――了――



問い合わせ先

経済産業省産業技術環境局技術振興課産業技術総合研究所室

電話：０３－３５０１－１７７８

F AX：０３－３５０１－７９０９


