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独立行政法人産業技術総合研究所 第２期中期目標期間業務実績評価（案）   資料２－２ 

１．総合評価 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

業務運営の効率化（２０％） 

サービスの質の向上 

研究開発マネジメント（２０％） 

鉱工業の科学技術研究（２５％） 

地質の調査（５％） 

計量の標準（５％） 

情報公開等（５％） 

財務内容（２０％） 

① 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

①×２０％＋②×２０％＋③×２５％＋④×５％＋⑤×５％ 

＋⑥×５％＋⑦×２０％＝  点 
 

総合評価のポイント 

【総合評定】 

○ほとんど全ての中期目標を達成しており、産総研の使命である研究開発活動は順

調に推移しているものと判断できる。 

○「持続的成長、産業競争力強化に向けた戦略的な研究開発の推進」のもと、７つ

の中期目標、重点化した６分野の課題ごとの目標、計画も、一部前倒しも含め、

いずれも高い水準で達成されたと評価される。 

○第二期中期目標期間中に、本格研究を担う特色ある研究機関であるとの認識が職

員に浸透し、意識や問題の共有化が進んで、産総研のミッションが着実に実行に

移されてきた。研究・開発において、社会の要請に応えた活動が展開され、有効

な見直しと体制の強化の下、多くの優れた実績があがっている。今後も、日本の

産業競争力を高めるためにも、更なる努力と発展が期待される。 

○産総研の理念形成及び実効性ある組織への変革がなされ、また種々の研究開発分

野で着実な進捗がなされたと高く評価する。 

○産総研の高いレベルの研究力により、本中期計画期間中主要な研究分野において

多くの顕著な研究成果を上げている。 

○ロボット、植物工場、太陽電池、ナノテク研究の成果が著しく、イノベーション

ハブ戦略の推進により企業との共同研究規模が大きく拡大した。 

○研究に限らず、人材育成や地域における技術サービスにも努力しており、社会へ
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の貢献は極めて大きなものがある。 

○研究組織のあり方や運営のあり方についての見直しや改善も積極的に実施してお

り現状に安住しない不断の努力は評価できる。 

○業務運営面で特許生物寄託センター問題、不正支出などの問題も発生したが、コ

ンプライアンス、リスク管理の体制の整備と強化も図られた。 

○内部統制面においては、コンプライアンスにおける問題が期中に発生したほか、

契約面でも不透明な慣習が指摘される等、不十分な点があった。 

○事業仕分けなど、他の独立行政法人を含め本研究所の活動に対して様々な問題提

起がなされている中、これらの点に対しては真摯に改善の努力がなされている。 

○財務運営、資産管理等では特段の問題は認められない。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○本研究所の高い研究力を支える研究者等職員のモラルの維持、内部統制エネルギ

ーと成果発揮に向けたエネルギーとのバランスに配慮して、過剰にならない適切

な取組を求めたい。 

○今後は国の研究所として、大学や企業では不可能な国家的目標に基づく骨太の研

究テーマを企画し、産学官の連携を構築しリーダーシップを発揮して成果を上げ

る努力を期待したい。 

○結果として、日本の産業の活性化への貢献、欧米、更にはアジア新興国を明らか

に凌駕し、また、新たな事業化に繋がる研究成果を創出できたかという点では、

未だ不十分である。今後一層の研究分野の絞り込み・集約化、国際的視点に立っ

た研究開発戦略、体制整備などが必要であろう。 

○研究成果については、数多くの世界レベルの成果が得られているが、それらが実

際に実用化・事業化へと発展した例は決して多くない。今後、国際的視野での研

究戦略に基づき、長期的しかも状況変化に対応した研究開発がなされることを期

待したい。 

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数をＸとする

と、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。
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２．業務運営の効率化 
評定結果 ○（・・・） 

１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｃ、２０年度：Ｂ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋３点＋２点＋３点＋○点）×１／５＝○点  

評価のポイント ○業務運営の効率化の目標に関しては、一般管理費及び業務経費の年削減目標である３％、１％を問題なく達成、

人件費削減についても、第二期期間の目標４％を上回る５．３１％の削減を実行するなど全ての目標を達成し

ている。 

○期中において、コンプライアンス上の問題発生、随意契約数の多さなどの問題があったが、誠実かつ着実に対

応策を講じており問題は解決の方向にある。特に、コンプライアンスに対応した組織体制整備等の体制面や運

用面での改善の取り組みは適切であり、他組織のモデルとなるものである。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 

中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．産総研に対するニーズに沿った研究を効率

的に実施し、その成果の最大限の普及を図るた

めに経営機能の強化を図るとともに、組織の社

会的責任を果たすための法令遵守体制を一層

強化する。 

 

２．研究支援業務に関し、業務フローの見直し  

を図るとともに旅費、給与関連等の業務のアウ

トソーシングなどを通じた業務量の節減を行

い、研究実施部門も含めた組織運営の一層の効

率化を実現する。また、全職員に対する管理部

門の職員の比率を、職員配置の適正な集中と分

散を通じて低減させる。 

＜主な実績＞ 

【経営機能、法令遵守体制】 

○平成２０年７月１１日にコンプライアンス推進本部を設置し、コンプライアンスに関す

る取り組み支援とともに、リスク管理の最終責任部署として、関連部門と連携を図りな

がら、法令等からの逸脱や問題の見過ごし、改善の放置といったリスクに対する組織的

な取り組みを強化した。 

○各研究関連・管理部門等にリスク管理責任者を置き、リスク管理体制を構築、重大リス

クの把握及び顕在化したリスクに対処した。また、各部門において、年二回のサイクル

で、リスク管理活動プランを策定すると共に、実施状況について自己評価を行い、次の

改善施策を提案するという PDCAサイクルを確立した。 

○更にリスク評価能力向上の観点から、リスク管理委員会に外部委員を招聘するとともに、

リスク管理・危機対策体制を分離し、リスク管理及び危機対策それぞれの対処機能の向

上を図った。また、リスクの分析・評価に基づき産総研リスク管理方針を策定するとと

もに、組織全体として取り組むべき課題を策定し、各部門等の主体的なリスク管理の実

践を促した。 
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○職員一人一人の社会的責任、法令遵守に対する意識の向上を図るため、以下の取り組み

を実施した。 

①研修資料に内外の最新情報を極力盛り込み、身近な問題として理解が深まる内容とし

た「コンプライアンス」に関するカリキュラム（職員等基礎研修及び階層別研修）を

実施した。 

②職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高めるため、「コンプライアンスに関

するセルフチェックリスト」を作成し、参加型セルフチェックを実施して基本的な考

え方の再認識を促した。 

③職員等基礎研修資料に解説を付して産総研イントラに掲載し、全職員等が対面研修と

同様の理解を得られるよう、資料の閲読を実施した。 

 

【研究支援業務】 

○運営費交付金については、リサイクルシステムの活用による保有資産の有効活用、複写

機使用料・旅費・消耗品等経費の削減により、一般管理費は毎年度３％以上、業務経費

は毎年度１％以上の削減目標を達成した。 

○平成 21年度までの人件費シミュレーションを行い、それに基づく総人員数の管理及び定

期昇給幅抑制（平成 22 年度までの普通定期昇給を 1 号俸抑制等）により、平成 17 年度

比で△4.0％の目標を達成した。 

○平成 17年度より、旅費業務、契約職員に係る給与計算業務、通勤手当認定業務、及び常

勤職員の年末調整に係る業務（11 月～1 月）、平成 18 年度より、扶養手当や単身赴任手

当の認定業務等についてアウトソーシングを実施し、業務効率化を進めた。研修業務の

アウトソーシング等について集中した検討を行うため、平成 21 年 7月に業務効率化推進

室を設置し、実施計画を取り纏めた。 

○平成 21年度には、施設整備業務のうち補修（緊急修繕）については、その都度契約を行

う方式から 100 万円未満の尐額な案件を施設設備に係る保守の請負契約に含める方式に

見直した。これにより補修（緊急修繕）契約業務量の約 90％削減、及びより迅速な補修

対応を実現した。さらに、施設建設・改修工事等については、これまで設計・施工・監

理を個別に発注していたが、品質の確保と工期短縮を図るため、耐震補強工事をモデル

とした一体的な発注方式への見直しを行うとともに、総合評価方式を取り入れた。 

○安全で良好な研究環境を構築するための長期施設整備計画（マスタープラン）を策定し

た。また、設計・施工・監理をアウトソーシングし、設計・施工一体型の契約方式を取
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り入れた全体工期の短縮や、総合評価方式の採用による品質確保の向上や透明性・公平

性の確保に努め、効率的かつ適切な自主営繕事業を推進した。 

 

＜評価＞ 

○運営費交付金の一般管理費及び業務経費の年削減目標である３％、１％を問題なく達成

している。また、人件費削減についても、第二期期間の目標４％を上回る５．３１％の

削減を実行している。さらに、総職員数に対する管理部門職員数割合の引き下げ、総人

件費に対する管理部門人件費の引き下げについても、目標を達成している。 

○業務運営に関する第二期の目標を全て達成している。 

 

○期中において、コンプライアンス上の問題発生、随意契約数の多さ指摘などの問題があ

ったが、誠実かつ着実に対応策を講じており問題は解決の方向にある。コンプライアン

スに対応した組織体制整備等の体制面や運用面での改善の取り組みは適切である。また、

契約面での不透明さの改善が指摘されたが、この面での改善も急ピッチであり、前向き

の対応と評価する。 

○業務の効率化・高度化のためのインフラが整備され、稼働が開始された。内部統制面で

は、不祥事を契機にコンプライアンス、リスク管理体制が整備、強化された。見直しを

含めた継続的な取り組みが求められる。 

○業務運営の効率化に向けた取り組みは、着実に成果を挙げ、中期目標を十分に達成して

いる。１９年度に不適切な事例が起こったが、速やかに問題の再発を防ぐための体制を

整備し、様々な改善策を講じており、現在の産総研における内部統制のあり方は、他組

織のモデルとなるものである。 

○内部統制については、副理事長をトップとする推進本部を作り、全職員が参加する体制

で、リスクに対する組織的取り組みを明確化し、組織としての信頼関係の構築に努力し

てきた。 

 

○環境・安全マネジメントや業務運営の効率化においては、安全衛生管理体制の見直しや、

管理・教育の徹底によって、職員の意識の向上と、安全管理機能の充実を図っている。
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業務・システムの効率化においても、成果が上がっている。 

○官民競争入札については、研究支援業務の質の向上と業務効率化の推進のため、定型的

業務のアウトソーシングを推進してきた。 

 

○職員の能力向上を目指して、柔軟な人事制度や多様なキャリアパス確立の取り組みが行

われてきた。また、保育と介護の面の支援によって、男女共同参画においても成果があが

っている。研修制度や表彰制度も、職員の意識向上に役立ち、能力の向上にも繋がってい

ると考えられる。 

○期中に行われた業務成果反映型の報酬体系の強化は望ましい方向であり、評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○組織体制整備や業務運営の改善等については、見直しを含め継続的な取り組みが求めら

れる。 

○毎年の外部の評価に対応すべく頻繁に組織の見直しを行い、かつ、変更を行っているが、

管理部門における過度のエネルギー投下は、組織全体のパフォーマンスにとってマイナ

スとなることもあるため、費用対効果に配慮しつつバランスの取れた対応を望みたい。 

 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 
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３－１．サービスの質の向上（質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：―、１８年度：―、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋○点）×１／３＝○点+  

評価のポイント 

○産総研の目標である「本格研究」の展開については、第二期において、着実に前進しており、多くの成果が生

み出されていると判断する。特に、社会の要請と研究ニーズに基づいたリソース配分の最適化と組織の機動的

な見直し・再編成が行われることにより、それが体制の強化と顕著な研究実績に結びついていると判断される。 

○今後さらに、大学や企業を束ねるハブ的存在としての成果を創出すべく、人材の育成も含めて、更なる努力を

期待する。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

第２期中期目標期間において産総研は、知識

の発見、現象の解明を目指す基礎的な研究を主

として大学が、また、技術を製品として具現化

する開発的な研究を民間企業が担う中にあっ

て、基礎的な研究の成果である個々の知識体系

を融合し、社会・経済ニーズへの適合を図る、

いわば基礎的な研究と開発的な研究との間をつ

なぐ研究を中核に据えつつ、基礎的な研究及び

開発的な研究を非公務員型移行のメリットを最

大限活かして大学及び産業界と連携を図ること

により、各フェーズの連続的な研究の実施を目

指す。こうした研究の実施により、新産業の創

出等我が国の産業構造の変革と、これによる我

が国及び世界の持続可能な発展に貢献する。ま

た、経済産業省所管の独立行政法人として、産

業技術政策をはじめとする経済産業政策に貢献

＜総合評価＞ 

○本研究所の目標である「本格研究」の展開については、第二期において、着実に前進し

ており、多くの成果が生み出されていると判断する。 

○当初の計画を超えた成果が挙げられており、産総研のミッションが着実に実施に移され

ており、基幹的国家研究機関としての責務も十分に果たしている。 

○本中期目標期間においては、本研究所の研究開発に関する管理体制、運営方針の前向き

の画期的な変革により、効率的かつ効果的な研究推進体制が整ったこともあり、顕著か

つ具体的な研究成果が多くの研究分野で輩出されている。 

○本研究所独自の研究における成果はともかくとして、大学でもなく、企業でもない国の

研究機関の立場を活かし、大学や企業を束ねるハブ的存在として実現した成果があまり

感じられない。今後はこの面での努力を望みたい。 
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するとともに、我が国の技術革新システムにお

いて技術開発のプラットフォーム機能を発揮

し、また、産業界に直接働きかけ得る主体的な

組織としての役割を果たすことにより、産総研

は、公的研究機関の改革における先導的モデル

となることを目指す。 

 

○質の高い研究成果の創出とその活用のために 

講じる方策 

 

新産業の創出や地域経済の活性化などの産総研

に対するニーズを的確に把握し、これを踏まえ

て研究課題を戦略的に企画した上で、これに沿

った研究テーマの重点化と研究資源の重点的な

配分を実施する。また、地域センターにおいて

は、地域の技術特性を踏まえた研究からの世界

最先端の研究成果の創出を目指すとの観点か

ら、研究テーマの重点化と研究資源の重点的な

配分を実施する。 

（１）戦略的な研究開発の推進 

（２）経済産業政策への貢献 

（３）成果の社会への発信と普及 

（４）技術経営力の強化に寄与する人材の育成 

（５）非公務員型移行のメリットを最大限活か 

した連携の推進 

 

＜主な実績＞ 

【重点分野戦略と研究評価】 

○第 2期研究戦略に基づき、健康長寿のためのライフサイエンス分野、高度情報サービス

を創出する情報通信・エレクトロニクス分野、省資源・省エネルギー製造プロセスを実

現するナノテクノロジー・材料・製造分野、地球温暖化対策のための環境・エネルギー

分野、安全な社会と産業基盤のための地質分野、産業基盤を構築する計測・標準分野を

設定し、研究の重点化を進めた。 

○研究開発が目指す将来のアウトカムと、そこに至るまでのロードマップをベンチマーク、

マイルストーンと共に明示し、描かれたロードマップの適切性とアウトプット、マネジ

メントの実績を基に評価する新たな評価制度を設計した。評価結果を分析し、アウトカ

ムの多様性等、新たに留意することが必要となる点を明らかにし、それらを反映させて

評価を行った。 

○評価システムに関する評価委員のコメントを、評価の内容、評価の方法、評価システム、

に関するものに分類し、第 2期の評価システムの有効性と妥当性を検証し、第 3期の評

価システム構築の基礎資料として活用した。 

 

【組織マネジメント】 

○第 2期中期目標期間を通した研究戦略を策定し、特にイノベーションを推進する観点か

ら随時見直しを行った。産総研経営陣を代表して所内にイノベーション推進を図るため

の理事（イノベーション推進コア）を明示するとともに、産総研の技術と産業界のニー

ズとを橋渡すための役割を担う産業技術アーキテクト職を設置し、加えてこれらを支え

てイノベーションを推進するためイノベーション推進室を新設した。 

○分野横断プロジェクトや研究推進に関して、企画・立案・実施を行った。具体的には、
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産業変革研究イニシアティブなどの分野横断プロジェクトの推進、共通実験設備利用の

体制整備を強化した。また、産業技術アーキテクトを中心に産総研で生み出されている

研究成果が一層産業界で利用されるため、特に知的財産を核とした技術移転のための施

策について関連部門で検討し、提案および施策の試行を行ない、実効性や課題などの総

括を行った。 

○理事長と研究ユニットが直結した組織構造を採用し、研究開発における研究ユニット長

の権限と責任を明確にした。イノベーション推進担当理事、イノベーション推進室、研

究コーディネータ、研究ユニット長の連携により、研究推進上の課題を迅速に解決した。 

○産総研第２期スタート時の研究ユニット数は、研究センター28、研究部門 21、研究ラボ

3 であった。その後、中期計画を達成するために、各研究ユニットの成果評価の検証を

行い、政策要請や社会的ニーズを鑑みて、起動的かつ柔軟に研究ユニット体制の見直し

を行い、ユニットの新設、再編・改廃を実施した。その結果、第２期中期目標期間にお

いて 27研究センター、7研究部門、9研究ラボを改組・廃止するとともに、13研究セン

ター、1研究部門、7研究ラボを新設した。 

 

【地域の位置づけ】 

○地域センターにおいては、各地域の産業クラスター計画等産業政策による地域技術の活

性化に貢献するため、経済産業局、大学、公設試験研究機関、地元経済界、中小企業基

盤整備機構、などと連携し地域の特徴を活かした技術分野において、当該地域の研究開

発の中核拠点形成を目指して、研究の重点化を行った。 

○全国産学官連携コーディネータ会議を開催し、地域同士の連携の強化を行うとともに、

産総研の技術シーズを活かした地域中小企業への技術移転・事業化促進支援の強化を行

った。 

 

＜評価＞ 

○第２期研究戦略に基づき、基礎研究から製品化までの本格研究を担うという認識の下で、

社会の要請と研究ニーズに基づいたリソース配分の最適化と組織の機動的な見直し・再

編成が行われてきた。それが体制の強化と顕著な研究実績に結びついていると判断され

る。 

○重点分野への予算傾斜配分、アウトカム視点からの評価制度への変更、イノベーション
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ハブ戦略の推進、産学連携強化、地域センターの活性化、人材育成、国際協力など多方

面で改善・工夫が見られる。 

○研究組織の機動的な見直しとして８５ユニットの廃止、７１ユニットの新設を実施して

おり、戦略的な研究の展開に特段の意が用いられている。 

○産学連携を強化するために、「産業変革研究イニシアティブ」の推進し、企業との共同研

究の規模を大幅に拡大することに成功している。 

○企業との共同研究の規模の拡大に成功しており、地域センターによる中小企業との連携

研究の推進も高く評価する。 

○産学官結集による研究拠点として物材機構、筑波大、企業を巻き込んだ「つくばナノテ

クノロジー拠点」を形成するなど、意欲的な取組を行っている。 

○本研究期間中において、アウトプット評価からアウトカム評価への転換、研究成果評価

システムの確立等研究面での積極的意欲的な取組があったほか、産業技術アーキテクト

のポスト新設によるイノベーション推進に対するリーダーシップの確立など、リーダー

シップ強化に向けた取り組みも積極的かつ野心的であった。組織としての心意気を評価

したい。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○１７年度より策定されている「産総研研究戦略」は、資源の有効活用を可能にする優れ

た取り組みである。特に「イノベーションハブ戦略」は、産総研らしい構想の下に作ら

れたもので、その中で、新しい専門職業人である「産業技術アーキテクト」の果たす役

割に期待がもたれる。但し、組織の短期的な見直しによって、長期的な展望に基づく研

究・開発への配慮が損なわれることのない様、適切な対応が望まれる。 

○２０年度の安全科学研究部門の設置は、持続可能な社会の構築に向けて、世界における

わが国の立ち位置と可能性を見据えた産総研ならではの取り組みであり、事業の進展に

期待が持たれる。エネルギー革新技術の開発、グリーンＩＴ技術の開発、地質災害軽減

や資源の供給と確保を目指した地質調査、工業標準化研究など、政策課題に貢献する知

的基盤整備も確実に進められている。６つの研究ユニットにおいては、それぞれ基礎研
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究を新産業創出へと繋げる可能性を持つ、優れた研究が進められており、今後の発展に

期待がもたれる。地味な研究ながら、大陸棚調査が、わが国の資源増に資する成果を挙

げていることはもっと評価されて良い。今後、わが国が先導役として活躍できる研究開

発の方向性を見据えた、産総研ならではの研究課題を選定して、これまで以上の成果を

挙げて欲しい。 

○研究ユニット同士の連携や本研究所を主軸とする産学官の連携プロジェクトについて

は、未だ十分とはいえず、今後の努力に期待する。 

○科学技術人材の育成においても成果が挙がっている。イノベーションスクールなど、各

種の試みが実施されており、ポスドクのキャリア形成や、若手研究者の雇用問題の解決

に向けて、貢献できる試みと考えられる。さらに、産総研の優れた組織力を活かして、

他の独法や大学、研究機関、企業などとの連携体制も構築し、将来にわたって有効な活

動として続けられて行かれることを期待する。今後、技術経営力を備えた人材の育成や、

産業技術のシーズを見出すことの出来る所謂目利き人材の育成は、わが国の科学技術の

発展のためには、欠かせないものとなるであろう。 

○国際連携に関しては、その目的と効果に対する絶えざる評価のもと進められたい。 

○地方を活性化し、地方独自の産業を興すために、地域センターが重要な役割を果たす存

在となることが期待される。単なる地域振興のサポーターから、積極的に地域活性化を

牽引するプレーヤーとなることは、わが国、特に地方に蔓延している閉塞感を打開し、

生活する場としての地域を再構築する一策ともなるであろう。資本力を持たないために、

自身の技術を評価することの出来ない中小企業を支援することも、産総研ならではの事

業であり、地域の技術特性を踏まえた産業経済の発展へとつなげて行くことが期待され

る。 

○地域センターに関しては、その意義と役割について一層費用対効果を検討し、選択と集

中の観点から見直しを進められたい。 

○１９年度発刊の「Synthesiology」は、新たな視点を持つ学術雑誌で、他に例を見ないも

のであるが、社会に知られていないのが残念である。今後、読者層を広げ、投稿者を集

める努力をすることで、社会に役立つ学術雑誌としての価値を高めて欲しい。 

注）評定の点数については、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。 

ウエイト付きの点数をＸとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 

 



 12 

３－２．サービスの質の向上（鉱工業の科学技術） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：―、１８年度：―、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋○点）×１／３＝○点  

評価のポイント 

○がんの早期予防に資する糖鎖関連バイオマーカーや、食糧、医薬品生産の実現に向けた密閉型植物工場などの

開発を高く評価する。 

○ネットワークロボットシステムやそのための共通モジュールの開発、デジタルヒューマンプラットフォームソ

フトウェア開発の成功などは、本研究所ならではの成果によるブランド向上に役立っている。 

○ナノカーボン材料技術開発、ダイヤモンド材料技術開発、オンデマンド高効率製造技術の開発等、本中期目標

期中において実用化につながり、国際競争力強化に繋がる数多くの顕著な成果を輩出している。 

○太陽電池、リチウム電池などで優れた成果を創出するとともに、工業ナノ材料のリスク評価は、世界に先行し

た極めて優れた研究成果である。 

○構造物の損傷診断技術開発やシリコンウェハー検査システムの高度化高感度化等数多くの世界レベルの成果

を上げている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．健康長寿を達成し質の高い生活を実現する

研究開発 

 

我が国が高齢化社会に進んでいく中で、国民

が将来とも健康で質の高い生活を維持、向上し

ていくための予防医療、早期診断等の医療技術

がこれまで以上に求められている。これを実現

するために、ポストゲノム時代におけるバイオ

テクノロジーを活用した新しい健康関連産業の

創出のための研究開発、画像診断技術や細胞工

＜主な実績＞ 

○糖鎖構造の変化を系統的に見出す新システムを開発し、複数の糖鎖疾患マーカーを見出

すことに成功した。血液検査によってウイルス性肝炎で進む線維化の進展を評価測定す

ることが可能となった。 

○世界的に高速で高精度な RNA 配列情報解析するアルゴリズムを開発した。高発現の新規

機能性 RNA1600個を同定した。 

○創薬支援や診断薬の開発を加速する要素技術として、世界最高水準の大容量高効率ヒト

タンパク質発現技術を開発した。これにより、一週間で、二万種類のタンパク質を合成

に成功した。抗体医薬精製に有用なタンパク質を、分子デザインにより改変し、その安

定性と親和性を向上させることに成功し、抗体の精製効率を上げること成功した。 
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学技術などを活用した診断・治療関連技術の研

究開発及び環境負荷の低減にも資する新規生物

機能の探索とそれを活用したバイオプロセス技

術に関する研究開発を実施する。 

 

○iPS 細胞の作成における危険性を、新規センダイウイルスベクターを使うことによって

克服した。この方法により作製した iPS細胞を用いてキメラマウスの作製に成功した。

親知らず（歯胚）の歯胚由来間葉系細胞から iPS細胞を得る方法の開発に成功し、多く

の患者から容易に細胞を採取、利用できる方法を確立した。  

○超小型モバイル脳波計と高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム等を統合し、実用的

なブレインマシンインターフェース「ニューロコミュニケーター」を開発した。 

○世界初かつ唯一の密閉型遺伝子組換え植物工場の開発に成功し、医薬品原材料を生産す

るイチゴ、ジャガイモ等の水耕栽培技術を確立した。  

○大地震等非常時においては、硝酸イオン等で汚染された地下水等から飲料水を製造する

ための小型浄水システムを試作、硝酸イオンで汚染された井戸水が高速で水質基準を満

たす飲料水化できることを実証した。 

 

＜評価＞ 

○本分野での研究開発が着実に進められ、成果があがっている。重点化技術として提案さ

れている課題の進捗にも期待がもたれ、健康長寿社会の実現のための各種の研究開発も、

人々の生活の質を上げるための利活用の出口が見えてきており、予防医学の発展に寄与

できる。 

○中期目標を高い水準で達成。これまでの研究成果を基盤とした疾患バイオマーカーの探

索・開発研究は、早期に予防、診断へのアウトカムに繋がる成果である。抗体精製技術、

iPS を含む幹細胞研究、植物工場、新型電子顕微鏡の開発など多くの課題で独創的なア

プローチが認められる。 

○糖鎖関連バイオマーカーの開発による重度肝障害に対する予防医学への貢献等、社会的

インパクトが顕著な成果を多数上げており、この分野での実績は高く評価すべきである。 

○糖鎖関連バイオマーカーの開発は、疾病予防に新たな道を開き、医療分野に大きなイン

パクトを与えた。神経ネットワークの構築・動作機構の研究からは、特筆すべき成果が

得られている。また、健康阻害物質の分離除去の研究からは、世界的に見ても突出した

成果が上がっている。これらの成果は外部評価員からも高い評価を得ている。 

○北海道センターで実施されている完全密閉型植物工場システムは、有用物質生産に道を

開くものであると同時に、社会の GMOへの理解を深める上でも有効な取り組みであり、
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高く評価できる。 

○完全閉鎖型植物工場による医薬品・食糧生産の実現を高く評価する。 

２．知的で安全・安心な生活を実現するための

高度情報サービスを創出する研究開発 

 

情報サービスや情報機器の高度化による情報

化社会への進展の中で、産業活動や社会生活に

おける情報サービス提供の利便性向上、提供さ

れる情報サービスを安全かつ安心して利用でき

る社会の実現が求められている。このため、知

的資源のネットワーク化と情報の質や価値を高

めるための大容量データサービス技術の研究、

ロボットと情報家電を始めとする生活創造型サ

ービス創出に向けた研究及び情報のセキュリテ

ィ、信頼性、生産性を向上する情報通信の基盤

技術に関する研究開発を実施する。また、新た

な情報産業の創出に向けた技術の研究開発を実

施する。 

＜主な実績＞ 

○ ロボットのモジュール化の枠組みとなるコンポーネント標準仕様を OMGにて策定し、こ

れに準拠したロボット用ミドルウエアを開発してオープンソースとして公開した。ま

た、RT ソフトウェア開発環境として、RTC ビルダ、RT システムエディタ、動力学シミ

ュレータ、ロボット動作設計等の各種ツールを開発した。 

○ 人間機能を計測してモデル化し、人間特性データベースとして蓄積するとともに、それ

をもとにコンピュータ上で人間機能を模擬するソフトウェア「Dhaiba」を開発し、企業

向けに公開した。 

○ スピントロニクス技術を用いたハードディスクの実用化を行った。具体的には、製造装

置メーカーと共同で、磁気トンネル接合（MgO-MTJ）メモリー素子において、世界で初

めてスピン注入磁化反転による書き込み技術を完成、量産技術を開発するとともに、デ

バイスメーカーと同素子を用いた HDD磁気ヘッドの製品化に成功した。 

○ スーパーハイビジョン伝送のための光パスネットワーク技術を開発した。具体的には、

超高速の全光位相変調効果を発見し、これを用いて 160Gbpsで動作する干渉計型全光ス

イッチを開発するとともに、NHKと協力して、スーパーハイビジョンの送受信実験に成

功した。 

○ 世界最高性能の高性能量子ドットレーザ、世界最小フォトニック結晶スイッチ等の開発

に成功するとともに、集積化に向けて新たにシリコン光導波路および超小型光スイッ

チ、ハイブリッド集積技術の開発に成功した。 

 

＜評価＞ 

○中期目標を十分に達成。不揮発性エレクトロニクス（企業との共同研究による MJT素子

の商品化）、世界最先端の大容量光通信技術の開発が特筆される。また、一連のロボット

技術、デジタルヒューマン Dhaiba の開発など、産総研ならではの成果で、ブランド向上

にも大きく貢献。 

○多様なネットワークロボットシステムやそのための共通モジュールの開発は高く評価で

きる。 
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○デジタルヒューマンプラットフォームソフトウェア開発の成功等、本研究所ならではの

成果によるブランド向上や、数多くのロボット、情報家電、通信情報サービス分野での

実用につながる開発を実現しており、計画を上回る成果を上げている。 

○MgO トンネル障壁の新型磁気抵抗素子も用いた超高密度ハードディスク磁気ヘッドの開

発並びにコンピュータ上で人間機能を模擬するソフトウェアの開発も本格研究として実

用化が期待される。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○着実に研究開発が進められており、知的循環型の新サービス産業の創出につながること

が予想される。ヒューマノイドロボットや高性能 TMR素子の開発などの研究開発は、近

い将来、安定した社会環境作りにつながる成果である。新設のデジタルヒューマン工学

センターの取り組みは、将来に向けた意欲的なものであり、今後に期待がもたれる。 

 

３．産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の研究

開発 

 

地球温暖化防止等の国際的な環境意識の高ま

りの中で、我が国の産業競争力の源泉であるも

のづくり産業の競争力を環境と調和させながら

強化していくことが求められている。これを実

現するため、我が国の産業競争力の中核である

製造分野の強化を図るためのナノテクノロジー

による先端ものづくり産業の創出につながる研

究、情報通信、環境、医療等の産業に革新的な

進歩をもたらすナノテクノロジーの基盤技術研

究及び環境負荷低減化のための機能性材料に関

する研究開発を実施する。 

 

＜主な実績＞ 

○高密度配向集合体である “カーボンナノチューブ・ウェハー（CNT ウェハー）”の開発

により、設計した CNT デバイスを大量作製することに成功した。 

○ナノプロセッシング施設等の共有施設の拡充・整備を進め、100 件を越える研究開発支

援、延べ人数で 200名を超える受講生へのスクールを実施した。また、産総研内の共用

施設ネットワークを整備し、利用者への課金制度を構築するとともに、産総研外の連携

機関・施設とのネットワーキング化も推進した。 

○ダイヤモンド素材に関し、イオン注入と電気化学エッチングを用いたダイレクトウェハ

ー法を開発し、単結晶ダイヤモンドウェハーを直接製造する技術を完成させた。モザイ

ク型結晶で 6個の単結晶を組み合わせ 1インチの種結晶の作製に成功した。 

○分子エレクトロニクスの研究において、機能性分子を接続するナノギャップ電極を開発

した。その動作原理の解明を通じて、不揮発性のメモリー素子として集積化等の実用化

を目指した開発を行った。 

○オンデマンドでの微細配線描画を実現する工業用インクジェット技術を開発した、具体

的には、インクジェット描画中にレーザー照射することにより、線幅 10μm以下の微細

導体パターンを高速で描画することに成功した。 
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○噴射コーティング法としてエアロゾルデポジション法による低温で高性能セラミックス

材料等を積層する省エネルギー薄膜製造プロセスを開発し、第 1期で達成した成膜速度

の 5倍以上の高速化を達成した。 

○レアメタルの省使用化・代替材料開発では、粉末をベースとしたナノ材料合成、分散技

術、界面制御技術、焼結技術などの基盤技術により、レアメタルの使用を極力抑えたエ

ネルギー変換型金属材料を開発した。 

○高度な IT知識を持たなくても、コンポーネントと呼ばれるソフトウェアの部品を組み合

わせることで IT システムを容易に構築・運用することのできるツール「MZ プラットフ

ォーム」を開発し、1034社へ導入した。また、製造業 16社での実務運用により IT化推

進への効果を確認した。 

 

＜評価＞ 

○ナノカーボン材料技術開発、ダイヤモンド材料技術開発、オンデマンド高効率製造技術

の開発等、本中期目標期中において実用化につながる数多くの顕著な成果を輩出し、目

標をはるかに上回る成果を上げており、高く評価できる。 

○ナノカーボン材料、ダイヤモンド材料の開発研究は、産業応用が視野に入った成果であ

る。オンデマンド高効率製造技術や MZプラットフォームの開発と普及など、産業競争力

強化に繋がる成果も生まれている。レアメタル対策技術の開発は政策的課題解決を目指

した開発の成果として評価できる。 

○産業界や学会とも密接に連携し、第二期研究戦略に基づいた本格研究が推進されており、

優れたナノカーボン材料の開発や、オンデマンド製造システムの開発など、国際的な産

業競争力の向上に繋がる成果が挙げられている。優れた製品の輸出に加えて、環境負荷

の低減を実現する取り組みが進められている。 

○ナノカーボン材料技術の開発は、高強度繊維、透明導電膜等の実用化研究を加速する効

果が期待される。また、ナノプロセッシングファンドリー・サービスの実施は、当該分

野の人材育成及び全国ネットワークの形成の先駆的なモデルとして、高く評価できる。 

○ナノギャップ電極のスイッチ効果の発見、ＣＮＴデバイスの大量作成の成功などの研究

成果は高く評価できる。 
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４．環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適 

な生活を実現するための研究開発 

 

環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適な

生活を将来とも実現していくため、産業活動や

社会生活の環境への負荷を低減するとともに、

これらの活動や生活の源になるエネルギーの需

要や供給をＣＯ２の排出量を削減しながら安定

的かつ効率的なものとしていくことが求められ

ている。このため、我が国における産業活動に

伴い発生する環境負荷の低減を目的として、環

境評価・保全技術、環境に調和した国土の有効

利用及び化学産業の環境負荷低減技術に関する

研究開発を実施する。また、ＣＯ２排出量の削減

及びエネルギーの安定供給確保を目的として、

再生可能エネルギー、燃料電池等の分散エネル

ギー源とそのネットワーク化技術及び産業・運

輸・民生部門の省エネルギー技術に関する研究

開発を実施する。 

 

＜主な実績＞ 

○リチウム電池正極材料中での充放電時におけるリチウムイオンの局所観察技術を開発し

た。また、蓄電池の大幅な高容量化に向け、新たなタイプのリチウム電池の開発を行っ

た。 

○色素増感太陽電池で世界最高の光電変換量子効率 35%、CIGS太陽電池小面積セルの変換

効率を約 19%まで向上することに成功した。太陽電池の長寿命化・信頼性向上に関する民

間企業 33社（当初 31社で結成）との産学官連携コンソーシアム体制を構築した。また、

各種新型太陽電池の高度な性能・信頼性評価技術を確立するとともに、国際比較測定等

により太陽電池評価の国際的整合を確認・推進した。 

○SiC パワーデバイスの開発において、変換器損失統合設計シミュレータの開発と、内製

の低損失 SiC パワーデバイスを用いた電力変換器モジュールの試験を実施し、損失を約

1/5にまで低減することに成功した。 

○工業ナノ材料（二酸化チタン、フラーレン、カーボンナノチューブ）のリスク評価を実

施し、リスク評価書の中間報告版を公開した。 

○過酸化水素を酸化剤とする選択酸化技術を用いて、従来より 2 ケタ以上絶縁性能の高い

樹脂の開発・製品化に成功した。 

○噴流床型ガス化炉-改質-ガス精製-貯蔵・圧縮の一連のシステムを構築し、木質系バイオ

マスについて、高ガス化率（95%以上）かつ液体燃料に適した組成のガス生成の両立を達

成した。 

○サルファーフリー軽油（硫黄分<10ppm）製造用の新規脱硫触媒の工業規模製造技術の構

築に成功し、パイロットプラントにより触媒の脱硫性能及び寿命を確認した。 

○バイオディーゼル燃料品質に関して、東アジア・アセアン経済研究センター事業のワー

キンググループ運営を推進し、「EAS-ERIA Biodiesel Fuel Standard: 2008」にて提言し、

第 2回東アジアサミットエネルギー大臣会合にて承認された。 

○二酸化炭素を用いた革新的塗装技術やコンパクトな高温高圧反応システム等による産業

の環境負荷低減技術を開発した。 

 

＜評価＞ 

○環境負荷を低減し、有害な排出物を出さないクリーンな技術の開発が進められ、環境問

題の解決と、資源循環の促進やエネルギーの安定確保に向けた努力がなされている。太
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陽電池では、世界最高レベルの高効率化、低コスト化、および基準セルの国際標準認定

などを実現し、国際的にも認められた優れた成果をあげており、他の新エネルギー技術

の開発と合わせて、環境と安全に配慮した社会作りに貢献する技術開発に成功している。 

○世界トップレベルの高効率太陽光発電技術における世界最高レベルの高効率化、低コス

ト化に向けた開発と同時に、民間３１社とコンソーシアムを結成し、評価・分析技術の

共同開発、人材育成や国際標準も睨んだ活動実績は高く評価できる。 

○工業ナノ材料のリスク評価は、世界に先行した極めて優れた研究成果である。また、過

酸化水素水の酸化力を飛躍的に向上させる新触媒の開発は、環境負荷軽減に大きな貢献

を果たし、リチウム電池正極材料のイオン濃度可視化技術の開発は、低コスト電極材料

の開発を加速をするものと評価できる。 

○過酸化水素水を利用した酸化プロセスの開発も独創的である。 

○ＳＩＣパワーデバイスの開発や、雑色性バイオマスエタノール生産技術の確立等は高く

評価できる。 

○新燃料自動車用新触媒開発など、多くの社会的インパクトのある顕著な成果を挙げてお

り、期待以上の結果を出していると評価できる。 

○アジア諸国と連携したバイオマス・アルコール実証実験も他公設研究機関と一線を画し

た優れた成果と評価できる。 

 

５．産業基盤を構築する横断技術としての計測 

評価技術の研究開発 

 

計測技術は、観測、実験及び生産等全ての科

学研究や産業活動の発展の基盤をなすものであ

り、様々な分野における共通の基盤技術として

広く利用されている。広範囲にわたる産業活動

を横断的・共通的に支援し、産業技術の信頼性

を向上させるため、計測評価技術の研究開発を

実施するとともにデータベースの構築や試験評

＜主な実績＞ 

○試料形状と光学・電気特性を同時計測できる複合計測プローブ顕微鏡を開発するととも

に、そのデータを解析するシミュレーション・モデリング法を開発した。これにより、

量子コンピュータ用半導体ナノ構造中の電子分布を明らかにするとともに、筋肉弾性に

関係する分子を解析した。また、高分子中の炭素の高精度分析が可能となった。 

○一本の光ファイバに複数の FBGセンサを設けて超音波を検出できるマルチセンシングシ

ステムとレーザー走査による映像化超音波探傷法を開発し、50 ㎡を超える広域において

歪み、亀裂などの構造体診断が可能な技術を確立した。 

○ シリコンウェハー表層内のマイクロクラックをレーザー照射と超音波印加により検出

する新規光計測技術を開発し、直径 200 mmのウェハーを１枚/数分のスループットで検
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価方法の標準化を推進する。 

 

査できることを確認した。 

○ 針葉樹型カーボンナノ構造体電子源を用いた X線管を実現し、持ち運び可能でヒーター

やフィラメント不要、かつ乾電池で駆動する非破壊検査用 X線源を開発した。 

○ 超伝導計測技術の質量分析への応用として、価数弁別能力をもつ超伝導分子検出器を開

発し、質量/電荷数分析ではない真の質量分析を実現した。この性能を、巨大な分子の

分析に応用し、今まで不可能であった N+と N22+の分離、抗体医薬品として注目されて

いる免疫グロブリン試料中のフラグメントの検出に成功した。 

 

＜評価＞ 

○中期目標を高い水準で達成。いずれも産業基盤、競争力強化に繋がる重要な成果であり、

評価できる。とりわけ、小型の構造物損傷診断装置は実用レベルでの普及が望まれる。 

○レーザーを利用した構造体务化診断予測技術の開発は画期的であり、実用的にも世界レ

ベルにある。高度ナノ操作・計測技術の開発は、ソフトマテリアルの計測をも可能にし

た研究で、所期の目標を超えた多彩な成果を生んでいる。 

○構造物の損傷診断技術開発やシリコンウェハー検査システムの高度化高感度化等数多く

の世界レベルの成果を上げており、目標を大きく上回る状況である。 

 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 
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３－３．サービスの質の向上（地質の調査） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：―、１８年度：―、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋○点）×１／３＝○点  

評価のポイント 

○関係諸機関との連携を推進しつつ、本研究所の総合力を活かした取り組みが進められ、かつ、成果を挙げてい

る。また、当該分野におけるノウハウを世界に向けて発信したことは、国際的な災害軽減に貢献する極めて重

要な成果である。 

○未確認活断層の確認は、地質現象の将来予測と評価技術の解明等において、安全に資する成果である。また、

大陸棚調査の実施と国連申請書への貢献、南アフリカとの希土類鉱床抽出研究等のレアメタル鉱物資源鉱床調

査等は、我が国の国土や資源の確保のために大きく貢献している。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

地殻変動が活発な地域に位置する我が国にお

いて、安全かつ安心な産業活動や社会生活を実

現し、また、必要な資源の確保を図るためには、

国土及び周辺地域の地質に関する状況を適切に

把握し、これに応じ必要な対応を行うことが求

められている。このため、国の知的基盤整備計

画などに沿って、国土及び周辺地域の地質情報

の整備と供給及び地震・火山等の自然災害によ

る被害の軽減に関する研究開発を実施する。ま

た、アジアにおける国際協力の強化及び地質基

盤情報整備における先導的役割の発揮に向けた

取り組みを行う。 

＜主な実績＞ 

○国土地質情報の整備として、20 万分の 1 地質図幅新規 18 区画を作成し、全国完備を達

成するとともに、地震防災の観点から更新の必要性の高い 5区画を改訂し、高精度で均

一な地質情報の整備を推進した。また、防災、都市基盤整備、産業立地等の観点から重

要な地域及び地質標準となる地域を優先的に選択し 5万分の 1地質図幅 25区画を完成し

た。 

○大陸棚の限界情報については、産総研からのメンバーが参加した作業部会により、延伸

のシナリオの検討、海域地質の記述、大陸棚関連情報のとりまとめを行い、同部会でと

りまとめが完了した。平成 20 年 11月 12日に日本政府が国連「大陸棚の限界に関する委

員会」に延伸大陸棚の申請を提出し、受領された。 

○活断層の詳細については、能登半島北部沿岸域等における地質・活断層の調査研究成果

を取りまとめた報告書を出版し、地質情報空白地域の解消を図った。また、全国 110の

主要な活断層のうち 42の活断層について調査を行った。これらは政府の地震調査研究に

利用される。 

○全国の長さ 10km以上の活断層における起震断層の約 550の活動セグメントについて、活
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動パラメータを評価してデータベース化した。また断層位置情報については、電子国土、

Google Maps を用いて自由に拡大表示できるようにしたほか、デジタルデータをダウン

ロード可能とした。 

○2005年パキスタン地震、2007年能登半島地震、2007年新潟県中越沖地震、2008年中国

四川省地震、2008年岩手・宮城内陸地震で緊急調査本部を設置し、社会的要請に応じて

緊急の調査及び研究を実施した。得られた地質情報に関する成果を広く社会に速やかに

発信した。 

○高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全規制への技術的支援として、長期変動事象(隆

起・侵食活動、地震・断層活動、火山・マグマ)に対する数十万年スケールでの活動履歴

調査手法の開発しデータを蓄積、技術資料として総合的にとりまとめられた。 

○地下水の水質・同位体組成・温度を組み合わせたマルチトレーサー手法を確立し、これ

を用いて関東平野・濃尾平野・筑紫平野・山形盆地等の大規模地下水盆における地下水

流動系を解明し、水文環境図等で発表した。 

○地圏環境リスク評価システム GERASのスクリーニングモデル、サイトモデルおよび詳細

モデルを完成させ、土壌汚染の暴露量とリスクの分布を定量的に評価し、健康リスク及

び経済リスクの低減を可能にした。GERAS のサイトモデルは、国内外の 1,000 社以上に

活用され、工場や事業所などの環境評価の実用的なツールとして普及させた。 

○中国、カナダ、米国等の既存希土類鉱床を詳細に検討し、希土類鉱床の形成条件や形成

機構を明らかにした。それらに基づき、ラオス、エジプト、豪州、モンゴル、イラン、

南ア、ザンビア、韓国などで希土類資源ポテンシャル評価を実施した。これらの研究で

得られたデータや探査指針は、産業界、JOGMEC、経済産業省に提供され、一部が鉱山開

発プロセスに引き継がれた。また、特に、南アフリカにおいては、南アフリカ地質調査

所等と共同で、同国内の希土類元素鉱床の品位、埋蔵量その他を精査し、有望鉱床を抽

出した。 

○アジア太平洋地域の地質情報整備、地震・津波・火山等の自然災害による被害の軽減、

地下水等の地質環境の保全及び資源探査に関する国際研究協力を推進した。 

 

＜評価＞ 

○安全で安心な社会を実現するために、地質情報のデータベース化と成果の普及に取り組

み、関係諸機関との連携を推進して、知的基盤を構築した。また、地質現象の将来予測
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と評価技術の解明等において、本研究所の総合力を生かした取り組みが進められ、成果

を挙げている。 

○未確認活断層の確認は、安全に資する成果であり、大陸棚調査の実施と国連申請書への

貢献、南アフリカとの希土類鉱床抽出研究等のレアメタル鉱物資源鉱床調査等は、我が

国の国土や資源の確保のために大きく貢献している。当該分野におけるノウハウを世界

に向けて発信したことは、国際的な災害軽減に貢献する極めて重要な成果である。 

○海洋地質図作成と地質構造モデルの作成は、国家的課題である大陸棚開発にとって極め

て大きなインパクトを与える成果であり、また、土壌汚染リスク評価技術の開発は、今

後の実用化の方向性を示す成果であり、評価できる。 

○大陸棚確定調査、地質情報空白域の解消、南アフリカとの希土類鉱床抽出研究などを高

く評価する。 

○海域における地質調査は、我が国の大陸棚延伸申請の基盤となり、国益に大きく貢献し

たことは特筆される。４２の活断層調査や能登沖沿岸調査などの成果は、予知・防災技

術開発の基盤となる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○本分野における外部評価委員の評価が控え目である点は、若干不満である。 

 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 
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３－４．サービスの質の向上（計量の標準） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：―、１８年度：―、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（３点＋４点＋○点）×１／３＝○点  

評価のポイント 

○産業競争力の強化に向けて、計量標準整備を着実に実行し、101 種類の物理標準と８２種類の標準物資の研究

開発は、中期目標を上回る成果を出している。また、標準 LED、乳がん検査 X 線の総量標準の確立、校正サー

ビスの開始や臨床検査用の標準物質の作成、タンパク質の定量などバイオ分野での成果も特筆される。 

○また、国際度量衡委員会における多分野の国際計量システム構築のために貢献した。その成果により、産総研

が世界でトップクラスの標準研究機関であることが国際的に認知されたことは、喜ばしい成果である。地味な

領域であるため、産業界などとも連携して、成果を社会に広く発信することも必要であろう。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

産業、通商、社会で必要とされる試験、検査

や分析の結果に国際同等性を証明する技術的根

拠を与え、先端技術開発や産業化の基盤となる

計量の標準を整備するとともに、計量法で規定

されている法定計量業務を適確に実施すること

により、我が国経済活動の国際市場での円滑な

発展、国内産業の競争力の維持・強化と新規産

業の創出の支援及び国民の安全かつ安心の確保

に貢献する。 

＜主な実績＞ 

○計量標準の分野ごとに計量標準の開発、維持、供給を行い、新たに必要とされる 183種

類の計量標準を整備して供給を開始するとともに、既に供給を実施している計量標準の

うち 169種類の標準について供給範囲の拡張、不確かさの低減等を行った。供給を実施

している標準 197 種類のほとんどについて、ISO/IEC 17025 及び ISO ガイド 34 に適合

する品質システムの技術部分を構築し、品質システムに則した標準供給を行う体制とし

た。グローバル MRAに対応すべく、国際比較への参加を企画、管理し、基幹比較、補完

比較、多国間比較及び二国間比較等約 140件の国際比較に参加した。品質システムの審

査に関しては海外の計量技術専門家による国際査察のべ 201件を受け入れた。 

○メートル条約の国際度量衡委員会（CIPM）、及び全ての諮問委員会に、産総研計量標準総

合センター（NMIJ）からの委員が参加する体制を継続した。また、主要な作業部会にも

委員として参加した。特に、国際度量衡委員、質量関連量諮問委員会議長、同諮問委員

会流量作業部会議長、同諮問委員会密度作業部会議長、測温諮問委員会熱物性作業部会

議長を NMIJが引き受け、活動に主導的に寄与した。 
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○軟 X線空気カーマ標準の APMP 内における国際比較のパイロットラボとしての実施、マン

モグラフィ標準の BIPM との国際比較及び Co-60γ線水吸収線量標準の APMP 内および

BIPMとの国際比較に参加した。 

 

＜評価＞ 

○産業競争力の強化に向けて、計量標準整備を着実に実行し、国際度量衡委員会における

多分野の国際計量システム構築のために貢献した。その成果により、産総研が世界でト

ップクラスの標準研究機関であることが国際的に認知されたことは、喜ばしい成果であ

る。人材育成にも成果が挙がっている。地味な領域であるため、産業界などとも連携し

て、成果を社会に広く発信することも必要であろう。 

○中期目標を高い水準で達成。101 種類の物理標準と８２種類の標準物資の研究開発は、

中期目標を上回る成果を出している。また、乳がん検査 X線の総量標準の確立、校正サ

ービスの開始や臨床検査用の標準物質の作成、タンパク質の定量などバイオ分野での成

果も特筆される。 

○LED 用の光度標準の開発等、産業基盤を支える計量標準の開発は、中期目標を大きく超

える成果を生んでいる。また、マンモグラフィ X線の照射線量標準の確立は受検者の安

心を担保するものとして高く評価される。 

○超精密光格子時計の開発と国際度量衡委員会における光格子時計の周波数標準への採択

を高く評価する。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○本研究所は当該分野における我が国の代表的機関であり、国家計量標準の開発･維持・供

給等着実に成果を出すことで産業競争力の基盤を担う役割を果たしていることから、我

が国におけるリーダー的存在として、今後も努力を継続することを期待したい。 

○外部評価員によっては、投入資源に対する対費用効果は必ずしも高くないとする指摘も

ある。 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 
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３－５．サービスの質の向上（情報の公開） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：―、１８年度：―、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（３点＋４点＋○点）×１／３＝○点  

評価のポイント 

○オープンラボ、サイエンスカフェの開催、英文雑誌の創刊、産総研イノベーションスクールの発足、1,300 人

の外部評価員による評価の実施等、情報発信に関わる努力が鋭意続けられており、この点は高く評価できる。 

○１９年度の不適切な事例に関する情報公開についての反省の上に、その後の情報公開は、適切に行われている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

公正で民主的な法人運営を実現し、法人に対

する国民の信頼を確保するという観点から、情

報の公開及び個人情報保護に適正に対応する。 

 

＜主な実績＞ 

○平成 20年度・21年度と、10 月につくばセンターにおいて、企業関係者や大学関係者を

招待して、一般公開、学術講演等での発表に加え、産業界に向けた情報発信の場として

オープンラボを開催。産学官連携の一層の推進に努めている。来場者は、20 年度 3000

人、21年度 3068人。共同研究の成約、20年度 1件(相談・問い合わせ 139件)、21年度

4件(相談・問い合わせ 118 件)。平成 22年度も開催予定。 

○つくばセンターの他、各地域センターにおいて一般公開を開催した。地域センターでは、

つくばセンターと連携して一体感を持って開催をし、全センターでの総来場者数が増加

（平成 17年度 12397人→平成 21年度 13618人）、地域住民も含めた一般国民に対して、

産総研の研究成果への理解増進に貢献した。 

○理事長との本格研究座談会や特集記事を掲載する等、「産総研 TODAY」の質の向上を図っ

た。また、学術誌「Synthesiology」の創刊、「本格研究の展開」やテーマ別パンフレッ

ト等による研究成果の発信、一般向け広報誌「SAN-SO-KEN」や「産総研ブックス」、「さ

んぎょうぎじゅつ Q&A」等、一般国民にとってわかりやすい広報誌の作成により、産総

研が取り組んでいる研究への理解増進に貢献した。 

○産総研の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、産総研公式ホームページ掲載

の情報提供について常時点検し、最新情報に更新するなど情報提供内容の充実を図った

ほか、情報公開窓口・資料室で公開している研究成果資料の整備等を行い、一覧可能な
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リストを作成し、情報提供のサービス向上を図った。 

 

＜評価＞ 

○英文雑誌の創刊、産総研イノベーションスクールの発足、1,300 人の外部評価員による

評価の実施等、情報発信に関わる努力が鋭意続けられており、この点は高く評価できる。 

○オープンラボの開催、産総研ブックスの発行などを高く評価する。 

○ホームページの充実、広報イベントの積極的開催等、成果の公表・普及に向けた取り組

みは着実である。また、サイエンスコミュニケーションの取り組みも開始するなど、社

会的貢献にも前向きに対処しており評価に値する。 

○プレス発表、ホームページの充実に加え、オープンラボ、サイエンスカフェ、実験教室

の開催など、研究者のみならず広く一般にも広報活動の幅を広げている。 

○１９年度の不適切な事例に関する情報公開についての反省の上に、その後の情報公開は、

適切に行われている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○産総研への国民の理解と支援を得るために、人々のために役立つ多くの研究や技術開発

がなされているという事実を、もっと社会に広めることを考えたい。 

 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 
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４．財務内容 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：○ 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（３点＋３点＋３点＋３点＋○点）×１／５＝○点  

評価のポイント 

○自己収入が平成 19、20年度にやや落ち込んだが、21年度には、それをかなり回復させることに成功している。

経営努力によって、次期中期目標期間への繰越積立金も、申請額ベースで 170億円弱を確保し、全体として、

財務状況は極めて健全である。 

○保有実物資産については、地方事業所の売却等により資産圧縮に着実に進めている。金融資産の運用において

やや検討の余地ありと認められるが、収支、財政運営上に特に問題は認められない。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．運営費交付金を充当して行う事業について

業務運営の効率化に配慮した中期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を行う。 

また、積極的に外部資金の増加に努め、総予算

に対する固定的経費の割合の縮減等の経営努力

を行う。 

○外部資金等の自己収入の増加にこれまで以上

に努める。 

○大型機器の共通化、管理業務等の効率化を図

ることなどにより、固定的経費の割合を縮減

する。 

 

＜主な実績＞ 

【自己収入の増加】 

○自己収入額は平成 17年度 312.0 億円、平成 18年度 331.6億円、平成 19年度 270.2億円、

平成 20年度 265.8億円、平成 21年度 298.3億円と推移した。 

○民間企業からの資金提供型共同研究及び受託研究に対して研究を加速するための研究費

を交付する制度の効果的な運用や、企業との連携の加速と研究成果を利用したイノベー

ションの促進を目的とした知的財産権の活用方針の緩和（共有する特許権等の不実施補

償の取扱制度を緩和）など、共同研究等推進のための施策を行った。これにより、平成

21年度の最終年度には、民間企業等から受け取る研究資金は 42.1 億円に増加した。 

 

【固定的経費の割合縮減等】 

○固定的経費の割合は平成 17 年度 67.8%、平成 18年度 64.6%、平成 19年度 66.5%、平成 2 

0年度 67.4%、平成 21年度 63.4%と推移した。 

○産総研の実験機器・設備は先端技術から基盤技術までの多様で幅広い領域にわたってお

り、これらの機器及び設備の共同利用を図るための予算「共通機器利用体制整備」を措

置し、所内の共通機器利用体制を強化した。さらに、外部に共用するための体制として、
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先端機器共用イノベ－ションプラットフォ－ム（IBEC-IP)を構築し、共通機器の有効利

用を更に促進することにより、固定経費の一層の削減を実現した。 

○給与計算業務のアウトソーシングを引き続き実施し、業務の効率化を進めた。 

 

【管理費等】 

○運営費交付金については、リサイクルシステムの活用による保有資産の有効活用、複写

機使用料・旅費・消耗品等経費の削減により、一般管理費は毎年度３％以上、業務経費

は毎年度１％以上の削減目標を達成した。 

○平成 21年度までの人件費シミュレーションを行い、それに基づく総人員数の管理及び定

期昇給幅抑制（平成 22年度までの普通定期昇給を 1号俸抑制等）により、平成 17年度

比で△4.0％削減の計画を上回る△5.3%削減を達成した。 

 

＜評価＞ 

○自己収入が平成 19、20 年度にやや落ち込んだが、21 年度には、それをかなり回復させ

ることに成功している。経営努力によって、次期中期目標期間への繰越積立金も、申請

額ベースで 170億円弱を確保し、全体として、財務状況は極めて健全である。 

○金融資産の運用においてやや検討の余地ありと認められるが、収支、財政運営上に特に

問題は認められない。 

○期の後半において、保有実物資産の適正化が課題とされたが、地方事業所の売却等によ

り資産圧縮に着実に進めている。一方、知的財産の管理・活用面では費用対効果を勘案

した適切な対応がとられており評価に値する。 

○中国センター、関西センター扇町サイトの売却など資産圧縮に努めている。 

○予算、収支計画、資金計画、剰余金の適正化等に関する本研究所からの説明は妥当であ

る。 

○一般管理費の削減、人件費、役員報酬の削減など一部は目標を超える。 

 

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数をＸ

とすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。 


