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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２６回）

議事録 

 

日時：平成 23年６月 15日（水）１０時～１２時 

場所：健在産業省別館８階 各省共用８２７会議室 

議題：１（１）独立行政法人改革等を巡る最近の動きについて 

（２）評価基準、方法及びスケジュールについて 

   ２平成２２年度業務実績について 

３産総研の不要財産の国庫納付について 

４その他 

 

議事内容 

○室伏部会長  定刻までまだ少し時間がございますけれども、皆様おそろいのようです

ので、ただいまから第 26回産総研部会を開催させていただきます。 

 御承知のように、これまで長年にわたって部会長をお務めくださいました木村前部会長

が、本年の２月に評価委員を退任なさいました。それに伴いまして、私室伏が部会長を引

き受けさせていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、木村前部会長に加えまして、これまで長年にわたって御活躍いただいており

ました松重前委員も退任されました。 

 それに伴いまして、今回新たに２名の方を委員としてお迎えすることになりました。事

務局から、新しい委員について御紹介をお願いします。 

○市川産総研室長  御紹介させていただきます。 

 まず、東京大学生産技術研究所教授の堤敦司委員でございます。 

 続きまして、日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所所長の森本典繁委員でござ

います。 

○室伏部会長  それでは、新委員の方々どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、議事に入る前に事務局から御挨拶をいただきます。中西審議官、よろしくお願い

いたします。 

○中西審議官  おはようございます。私産業技術環境局の審議官をやっております中西

と申します。 
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 本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。本日は

22年度の産総研の評価ということでございます。これは昨年度から産総研第３期中期計画

を開始したということで、それに伴いまして、グリーン・イノベーションとか、産学連携

の御提案、国際標準化という新しい取り組みを展開しようということでの最初の年だと認

識しております。そういった中で、ぜひとも皆様の評価のほうをよろしくお願いしたいと

いうことでございます。 

 それとともに皆様御案内のように、この数年間、独法に対する政府全体としての見直し

もどんどん進展しております。そういった中での位置づけ、さらにはこれもまだ議論の途

上でございますが、国立の研究開発の独法、それ全体の見直しもあります。そういったと

ころでの制度的な議論、さらには、震災の後いろいろな形で産総研が直接的な影響を受け

ているとともに、日本全体の経済もかなり厳しい状況を経験しているところでございます。

そういった中で逆に産総研としての活躍する場所、あるいはこれまで地道にやってきた部

分が、改めて認識された部分もあるのかなという認識でございます。 

 そういった形の中でございますが、今回 22年度の評価ということできょう１回目をやら

せていただきまして、大体１カ月後にまたもう一回評価のためにお集まりいただくという

ことでございます。本日の資料はかなり大部でありますし、中身も盛りだくさんになって

おりますが、皆様、引き続き審議のほうをよろしくお願いできればと思っております。 

 ということで、私からの御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  ありがとうございました。大震災を受けて、産総研への期待はますます

高まるのではないかと思います。今後の御活躍に期待したいと思っています。 

 続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○市川産総研室長  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 今回は非常に大部の資料になります。一番上には議事次第の紙に配付資料の一覧がござ

います。配付資料ですが、資料 1-1から資料 1-4までございます。資料２として青と黄色

のファイルでございます。それから資料３、参考資料が１から５まであるかと思います。

不足の資料がございましたらお知らせいただくとともに、議事の途中でも、ない資料等ご

ざいましたら事務局をお呼びいただければと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございました。もし不足がありましたら事務局に仰ってくだ

さい。 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず、議題１の①の独立行政法人改革等を巡る
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最近の動きについて、②の評価基準、方法及びスケジュールについて、この２点について

続けて説明をお願い致します。 

○市川産総研室長  それでは、説明させていただきます。先ほど申し上げました資料 1-1

から 1-4と、参考資料の１から５までに基づきまして、独立行政法人の最近の動きについ

てと、評価基準、方法、スケジュールについて簡単に御説明させていただきたいと思いま

す。 

 資料 1-1ですが、この１年間の特に産総研にかかわる独立行政法人を巡る最近の動きと

いうことで簡単にまとめております。まず独立行政法人改革関係でございますが、１年前

のこの評価部会でも御報告させていただきましたが、平成 22年６月 18日に、行政刷新担

当大臣のほうから、今後の独立行政法人改革の方向ということで、ここに書いてあります

とおり、「溜まり金」の国庫納付、組織見直し・制度改革ということで、１つには全独立行

政法人のゼロベースでの見直し、制度的課題の整理と検討という形で、今後のスケジュー

ルが示されたということでございます。 

 その後、２．ですが、秋にかけて事業仕分けがありまして、一部の独立行政法人も対象

になったということでございますが、産総研はこのとき特に対象になっておりません。 

 もう１点、３．は、先ほど申し上げました行政刷新担当大臣からの方針を踏まえて、「独

立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」が 12月７日に閣議決定されております。こ

れが参考資料１になります。具体的には、「研究開発関係」とか「金融関係」の方針を示し

た上で、各横断的な項目、資産・運営、不要資産の国庫納付、事業所見直し、取引関係の

見直し、あるいは事業費、管理運営の適正化、などについて記載がなされております。 

 参考資料１を見ていただきたいと思いますが、一番最後のページに、特に産総研につい

て見直すべき事項が書かれておりまして、事務・事業の見直しということで各研究開発事

業の重点化、あるいは資産・運営等の見直しということで不要資産の国庫納付、事業所の

見直し、等について記載されている形になっております。 

 資料 1-1に戻りまして、今後の進め方については、今後、独立行政法人の制度や組織の

見直しを行うということが書かれていて、４．ですが、事務局的にはいろいろな検討が進

み始めていたところですが、23年３月の東北大震災以降検討が一時中断していたという状

況であります。６月１日に行政刷新会議が開かれまして、今後再開と申しますか、とりあ

えずフォローアップを進めるという方針が示されてきているというのが、独立行政法人改

革を巡る簡単な動きであると思っております。 
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 それからもう１点、総務省の政策評価・独法評価委員会関係でございます。経済産業省

のほうの評価結果については、１．で 22年８月 30日付をもって総務省のほうに通知した。

それに対応して総務省から、経済産業省の独法評価委員会に対する意見という形が、平成

22年 12月 22日付で通知が来ております。これが参考資料２になります。参考資料２は非

常に大部になりますが、基本的には保有資産、これは実物資産、金融資産、知的財産を含

みますが、それと内部統制について、各独法の実態を踏まえて、経済産業省の独法評価委

員会における期待の点を記載されておりまして、特に産総研のみに特化した指摘事項は、

今回ございませんでした。 

 その流れを受ける形で、３．ですが、「平成 22年度業務実績評価の具体的取り組みにつ

いて」というペーパーが、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から来ております。

この中身は参考資料３になります。ご覧いただいてわかりますように、基本的な項目につ

いては、今回平成 22年度の実績を評価するに当たって、全体的な取り組み、これは後ろに

もついておりますが、全体的な評価の視点に加えまして、保有資産の管理・運用、それか

ら内部統制に係る項目について、特に留意をして評価してほしいという通知が来ている形

になっております。これを踏まえて、平成 22年度の産総研の独法評価を行う形になるかと

思います。 

 続きまして、資料 1-2、産総研の業務実績に関する評価基準ということで御説明させて

いただきます。先ほど申し上げました独立行政法人を巡る動き、それから今回、特に平成

22 年度は独立行政法人産総研の第３期中期計画に係る部分でありますので、それを踏まえ

て、前回の評価基準よりは若干変えて、わかりやすく見直すという形で書き直させていた

だいております。 

 基本的には参考資料４がございます。これは経済産業省の評価の基本方針でございます

が、これを踏まえつつ、もう１つ参考資料５、これは当方の独立行政法人を評価する担当

部署でまとめた資料でございます。こういった項目を踏まえつつ、資料 1-2の評価基準を

作成しております。 

 基本的には例年どおりでございますが、１．の各事業年度に係る業務の実績に関する評

価では、基本的な考え方、評価項目についてはおおむね同じでございますが、評価項目に

ついては、今回の産総研の第３期中期計画の項目に従って評価を行うということと、２ペ

ージ目ですが、先ほど申し上げましたような閣議決定を踏まえて、きちんと取り組みをや

っているか、それから横断的な取り組みとして評価が求められている機構、例えば業務の
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電子処理システム、内部統制、保有資産、こういった項目についても記載しております。

これは先ほど申し上げました総務省の項目とも合致するものになっています。 

 それから、３．の評価の基準及び方法です。評価の指標は、例年どおり特に変わりませ

ん。それから、具体的な評価項目のウエイトを３ページに書いております。これが今回の

第３期基本計画に基づいて評価項目を書き直すとともに、ウエイトの再配分を若干してお

ります。重複する部分等の細かい記載については、注意書きに書かせていただいておりま

す。個別の研究評価については全部まとめて評価するとか、そういうところをお願いして

います。 

 それから、評価の基準及び方法という形で３ページの下から書いています。これも以前

までの評価基準の方法、あるいは留意すべき点が原則、前回の評価基準とほとんど変わっ

ておりません。ただ、１点だけ申し上げますと、財務内容の改善に関する事項のところは

去年も議論になりましたが、特に公的研究開発機関の意義を踏まえつつ、保有資産・知的

資産の活用や、外部資金の導入等への取り組みについて考慮する、という形で書かせてい

ただいております。 

 以上が、22 年度の評価を行うに当たっての基準とするということで提案させていただい

ております。 

 それから、資料 1-3 に参ります。それを踏まえて今回、委員の皆様方に評価をいただく

わけですが、それにいただく評価のフォーマットを示させていただいております。基本的

には前回よりもスリムアップする形で書いております。まず総合評価ということと、横断

的なところとしては閣議決定を踏まえた対応という形について、基本的には白抜きのとこ

ろについて記載していただければと思っております。具体的には、総合評価では点数の評

点のところとコメントという形になります。 

 めくっていただきまして、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

しては、研究開発マネジメント、あるいは別表に係る個々の研究課題に関する評価。 

 次のページをめくっていただきまして、業務運営の効率化に関する事項に関しては、各

項目としての評価に加えまして、横断的な取り組みとして業務運営の効率化、入札・契約

に関する事項、こういった横断的な課題についても、評点はございませんがコメントいた

だければと思っております。それから、財務内容の改善についても同様でございます。 

 以上が、評価の方法でございます。 

 最後に、資料 1-4に基づいて今後のスケジュールを御説明させていただきます。本日の
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産総研部会終了後、委員の皆様方には、先ほど申し上げた資料 1-3の評価フォーマットを

お送りしますので、基本的には２週間後までに事務局のほうに評価シートを提出いただけ

ればと思っております。当然、意見、質問、その他がございましたら事務局で受け付けた

いと思っております。20日までにいただければ、その週内に間に合うように回答させてい

ただきたいと思います。それ以降でも当然受け付けはいたしますが、どこまで対応できる

かという状況になるかと思います。 

 なお、質問していただいた内容については、委員の皆さんに共有させていただきたいと

思います。その後、事務局のほうで委員からのコメントを踏まえて評価案をつくりまして、

次回でございますが、第 27回産総研部会ということで７月 12日の午前中に開催予定をし

ております。この際には、評価とあわせて財務諸表の説明もいただく予定となっています。 

 なお、その後、親委員会の経産省独法評価委員会は７月 14日に開催される予定になって

おります。 

 以上、最近の動きと今回の基準、評価の方法、スケジュールについて御説明をさせてい

ただきました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。大分駆け足で説明していただきました。 

 それでは、今ご説明いただいたことにつきまして、ご質問がおありでしたらお願いいた

します。いかがでしょうか。 

 引き続き委員をしてくださっている方はもう御存じのことが多いと思うのですが、新し

く委員になられた方は、いかがでしょうか。 

 質問なしということで、先に進めさせていただきます。 

 それでは、平成 22年度の評価は、資料 1-2の評価基準に基づいて行うこととさせていた

だきます。事務局から説明がありました方法とスケジュールで進めることにしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。評価の期間が２週間でございますので、皆様とて

もお忙しい中、大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に議題２の平成 22年度業務実績に移ります。産総研から提出されています

資料は大変大部ですけれども、これは資料 2-1から 11までになっております。 

 それでは、産総研の野間口理事長はじめ役員の皆様から御報告をお願い致します。一応

全体で 60分を予定しておりますので、仰りたいことは、沢山おありだとは思いますが、で

きるだけこの時間を越えないように、簡潔にご説明ください。 

○野間口理事長  ありがとうございます。60 分におさまるように努めたいと思います。
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私は資料 2-1 を使って説明させていただきますが、産総研の現状、全体像と御理解いただ

ければと思います。あと 11 名の副理事長、理事が本日は全員、各担当について報告させて

いただく予定にしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 資料 2-1の 2ページが産総研の沿革でございまして、御案内のとおり、2001年４月の行

政改革で独立行政法人になりました。16の研究所等が結集して、６つの研究分野を構成す

る形になりました。これはちょうど世界的に進みました技術の複雑化、融合研究の必要性

というもので、日本の産業界をしっかりと支援するという観点で見直したものでございま

す。 

 基礎研究も産総研はやりますけれども、それにとどまらず実用化を目指して、社会のた

めに役に立つところまでやろうということで、私どもは「本格研究」というふうに呼びま

して、切れ目のない研究を推進しているところでございます。研究分野は、環境・エネル

ギー、ライフサイエンス等ここに挙げた６つの分野でございまして、最後のほうの２つ、

標準・計測、地質は知的基盤ということで、我が国の産業発展の下支えをするという点で

歴史的に役割を果たしてきたものだと思っております。 

 次に３ページ、４ページのところで概要を述べさせていただきますと、予算・人員につ

いて、年度当初で 812 億の予算でスタートしております。後ほど資料３の説明のところで

出るかと思いますが、2010 年度は予算総額 969億でございました。本年度のスタートは 812

億でございますが、途中で施設整備の補正予算、あるいは自己収入の項目で競争的資金な

ど提案しまして、そこで獲得するのが加わりまして、最終的には 22年度と同じような規模

になるのではないかと思っております。 

 運営費交付金 603.9 億とありますが、これも資料３か資料４で説明いたしますが、2010

年は 614億でございまして、３％の減少でございます。これは閣議決定もございまして、

毎年１％ずつ減ってきたわけですが、最近はその減り方が多くなっている。民間経験者の

私としてはまだまだやれる範囲かなと思うのですが、このイノベーション競争の世界的な

激化の中にあって、型にはまったように運営費交付金を減らしていくのはいかがなものか

なということで、政治家の先生方とか内閣府のいろいろな会議で、もっとイノベーション

へのチャレンジを評価するような仕組みの形で予算を決めましょうという提案はしており

ますが、現状はこういうことでございます。 

 産総研のミッションでございますが、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーシ

ョンなどで構成する 21世紀型課題としております。なぜこういう表現にしたかといいます
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と、例えば太陽光発電ですが、高効率の発電、低コストの発電技術にチャレンジしてかな

りの成果を上げますが、それが正当に評価されるような評価基準まで、世界標準として提

案するようなところまで視野に入れてやろうということで、先導型のＲ＆Ｄの時代にあり

ます日本がとるべきＲ＆Ｄの姿だということで、21 世紀型課題の解決ということが１つ。

それから、産学官連携の中心の役割を果たそうということで、これがこれからの世界的な

イノベーション競争の中で日本が存在感を発揮していくために必要なことだということで、

オープンイノベーションハブ機能の強化ということをミッションにしております。 

 ページ５と６は、後ほど各分野あるいは各担当からの報告で出ますので、私は割愛させ

ていただきたいと思います。１つだけ補足させていただきますと、５ページで、iＰＳ作製

を従来の２倍の高効率で実現とあります。iＰＳと言えば京大の山中先生のところが有名で

ございますが、医工連携的な力を持っている産総研とは非常によい連携をとっていただい

て、成果の発信に貢献しているところでございます。 

 ７ページですが、昨年度少し組織を見直しまして、融合研究、それから各分野の戦略的

な研究推進を目的として、「イノベーション推進本部」を設置するとか、研究分野の体制を

強化するなどの見直しを行いました。それも後ほど担当のほうからご報告させていただき

たいと思います。 

 ８ページで、運営諮問会議を２年ぶりに開きまして、内外の委員の先生方から意見を聞

きました。私どものミッションをそのまま会議のテーマに選定しまして、先生方にいろい

ろ御意見を賜る。私どもとしては、こういった取り組みで研究を進めることに若干の自信

を持ち得ているところでございましたので、内外の識者から意見を聞きたいということで

会議を開催し、いろいろと貴重な御意見を賜ったところでございます。 

 ９ページ、10ページですが、これは大震災への対応でございます。22年度の案件ではご

ざいませんが、すべてが公的研究機関としての役割を持ってサポートするということもあ

りますし、それから、つくばセンターをはじめ東北センターは大変な被害を受けました。

新しい研究体制を構築するんだという意気込みで今復旧に努め、あらかた復旧しているわ

けでございますが、そういった考えで取り組んでいるところでございます。これは資料 2-2

によりまして、副理事長のほうから報告させていただきます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○小野副理事長  それでは、資料 2-2で御説明させていただきます。東日本大震災への

対応と貢献というところでございます。 
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 御承知のとおりの大変な大地震でございまして、つくばセンターと、それから仙台市に

ございます産総研の東北センターが大きな被害を受けたわけでございます。つくばでは震

度６弱というレベルでございました。これまで震度５というのは何回か私ども経験してお

りまして、そのたびごとに一定の被害は出ておりましたけれども、震度６というのは、改

めてけた違いの被害でございました。このように産総研も被災者の立場であったわけでご

ざいますが、同時に、より甚大な被害を受けた地域を支援する立場という両面の立場を持

っておりまして、活動してまいりましたので御報告いたします。 

 １ページですが、地震当日、２時 46分という時間でございましたが、大変多くの職員と、

外部からの来訪者が恐らく数百人というレベルでおられたかと思います。直ちに屋外に避

難しまして、防災訓練で集まる場所にみんなが集合しまして、そこでいち早く１時間たた

ないうちに、青空の災害対策中央本部を立ち上げた次第でございます。 

 まずは職員の安否確認と来訪者の、恐らくそのときは情報が大変錯綜しておりましたけ

れども、つくばエクスプレスとか、常磐線とか、高速道路がほとんど使えないだろうとい

う想定のもとに、東京その他の地域から来られている方々への宿泊を準備するということ

で、産総研の研修施設等を開放いたしまして、備蓄しておりました食料、水、それから電

気、水道がない中で不便な夜だったかと思いますが、一応安全を確保したところでござい

ます。幸い人的被害が最小限に食いとめられたことは大変安堵したところでございます。 

 その後、いつ復電するか、復水するかわからない状況の中で、復水、復電したときの２

次災害に備えるというのが次の課題でございました。そのために、その日のうちに各実験

棟、入り口の電気を遮断しまして、また給水もすべて遮断しまして、夜の８時過ぎにそう

いう作業を終えたということでございます。 

 ２点、緊急の対処をやりました。それは動物の飼育をかなりの場所でやっておりました

ので、通電ができない状況で、かなり寒い時期でございましたので、動物の保護をまず第

一に行う。それから、外部の方からの特許権の絡んだ微生物を預かっている施設がござい

まして、これが凍結保存しております。これが温度が上がって台無しになるという可能性

がございましたので、それへの対応として、復電したところで直ちに復旧できる体制をと

りまして、その日を終えたところでございます。しばしばこういう被害のときには、２次

被害のほうがより甚大になりまして、その後の復旧を非常に妨げるということを考えまし

て、力を入れたところでございます。 

 ２ページに参りまして、その後、やはり被害が非常に大きかったものですから、インフ



 - 10 -  

ラ復旧、研究再開準備、研究再開と３つのフェーズに分けて、職員に余り前のめりになっ

てかえって２次災害を引き起こしてはいけませんので、ある程度しっかり復旧に努めるこ

との意識を持ってもらうということで、このような形で安全を確保しつつ、特に環境への

配慮ですね。研究の排水管が、つくばセンターでは２カ所で下水処理を行って、無害化し

て外に放出しておりますが、そこに至るまでの配管が、全部で十数キロの長さがございま

すが、かなり寸断されていると予想されました。この調査から始めるということで、実験

再開を待てという指示をまずしたところでございます。 

 また、排気ガスも、有害なガスを一部出しているところでございます。それを無害化し

て外に出すということ。その施設も大分壊れましたので、化学系、バイオ系を中心にしま

して、一たん実験を中止するという指示も出したところでございます。その後、インフラ

の復旧に努めまして、現在では相当程度復旧しまして、一部排水のところでまだ再開でき

ないところが残っているという状況までこぎつけることができたわけでございます。 

 フェーズ３では、まもなく夏の節電ということが頭に浮かびまして、節電を有効に行う

ために再開の期間を利用しまして、大型の施設がどのぐらいパワーを食うのかということ

を全部調査しよう。そして節電のためのデータを蓄積して夏に備えるということがフェー

ズ３の主たる業務でございました。そのような形で現在進んでいるところでございます。 

 ３ページに参りまして、津波の現在の被災地でもよく言われていることでございますが、

もとに復するだけではなくて、新しい都市設計も始まっていることでございますし、私ど

もも同じ考えでこれを契機にしまして、より強い体質の研究所になるということの１つの

チャンスともとらえまして、エネルギー効率、資源効率を高めていくということで研究の

再構築ということを所員全員の意識に持ってもらうということで、さまざまなものの再配

置であるとか、施設の再配置ということも含めまして、現在大きな変革をしているところ

でございます。 

 ４ページに参りまして、次の話題でございますが、被災だけではなくて、より多く被災

された地域、特に福島県を中心にしてございましたので、産総研の持っております研究ポ

テンシャルを活用しまして、被災地を支援するということも我々の大きなミッションであ

ると考えたわけでございます。 

 ３点ございますが、まず放射線計測に関する協力と情報発信ということでございます。

きょうもこの後説明がございますが、産総研は国の標準研究所でございまして、計測の国

家標準を持っております。当然ながら放射線計測に関する国家標準も持っておりまして、
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標準線源であるとか標準の計測器を持っておりまして、国のトレサビリティーの頂点に立

って、最も正確な計測ができるという信頼感を得ているところでございます。そのポテン

シャルを活用しまして、原発の事故の後、３月 14日、月曜日でございましたが、ここで連

続測定のつくばでの大気中の放射線量の連続測定を夕方から開始しまして、それをホーム

ページ上で公開することにしました。県北のほうは東海村があるものですから、モニタリ

ング施設はかなり充実しておりますが、県南のほうは特にございません。産総研のデータ

が茨城県からも、つくば市からも非常に信頼を受けて、活用していただいたということで

ございます。そのデータを見ますと、福島の原発が事故が拡大しつつあるのか、沈静化し

つつあるのかということも手にとるようにわかりまして、当時、非常に緊迫した状況でご

ざいました。 

 そうこうするうちに福島県からいわき市を中心として、被災者の方々、原発の避難者が

自分の家族とともに車で南下してくる。つくば市にも数百人という規模での被災者が滞在

するということで、この方々の一番の関心時が、自分たちが放射能汚染をしているかどう

かということでございました。当時は情報が錯綜しておりまして、現状ではほとんど汚染

されていないということがわかるのですけれども、大変御心配になって、産総研の計測器

と研究者を動員しまして、すべての方に、大丈夫だよという確認をしたわけでございます。

また、福島県の工業製品の汚染のこともございまして、研究者と計測器を提供しまして福

島県への協力をいたしました。結果としまして、福島県知事から理事長への感謝状もいた

だいたという状況でございます。 

 そのほか、地震の調査等の情報も公開いたしまして、このたびの地震の全容を可能な限

りオープンにしたということでございます。 

 それ以降は、いろいろと書いてございますが、またのときに御説明させていただければ

と思います。ありがとうございました。 

○脇本理事  企画担当の脇本でございます。 

 それでは、各分野及び各業務の担当理事のほうからそれぞれ御説明させていただきたい

と思います。Ａ３の縦長の紙がこの資料の一番最初についておりますが、縦にあります項

目が中期計画の各項目名でございまして、それに対して横軸が各資料ナンバー等担当理事

をマトリックスにしまして、どの理事がどの部分を担当しておるかというざっくりとした

分担を表示させていただいておりますので、後ほど御活用いただければと思います。私の

ほうからは資料 2-3に基づきまして、研究所全体の運営に関して簡単に御説明させていた
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だければと思います。 

 資料 2-3の３ページでございます。実は産総研は昨年 10月に、研究分野、管理部門も含

めまして大幅な組織改正をいたしました。産総研が発足しますときには、組織の理念とし

まして、「フラットな組織構造」ということで約 10年間やってきたわけでございますが、

フラットな組織構造という原則を守りつつも、理事長のもとに多くの組織が下にくっつい

ておるというだけでは、実務が必ずしもうまくいかないところもございました。 

 ３ページにありますように、これは管理関連部門ですが、イノベーション推進室とか、

知財部門とか、国際部門とか、いろいろな部門が理事長のもとに直轄でくっついていたわ

けですが、関連する部門も多うございますので、こういった３つの本部に束ねて効率化し

たということでございます。 

 次の４ページですが、事務的な組織は、研究機械の調達等も含めまして中央本部で一括

して、極論を言いますとボールペンに至るまで中央本部で全部まとめて管理していたわけ

ですが、機動性に欠けるという問題もございまして、そこに書いてございますように、つ

くばには９つの事業所があり、各地域には８つのセンターがあるわけでございます。こう

いった現場で、ある程度独自の判断で業務を執行できる体制を整えたというのが２点目で

ございます。 

 ５ページですが、これは研究の実施部隊でございます。昨年 10月の時点で、研究部門、

あるいは研究センターと呼ばれる研究実施分野が 43ユニットあったわけです。この 43が

理事長のもとにすべて直轄でくっついているという体制、これは基本的には変えないので

すが、６つの大きな分野ごとに研究統括、副研究統括、研究企画室という組織を置きまし

て、この分野ごとの取りまとめをするという組織を昨年 10月に発足させていただいたとい

うことでございます。ここで研究統括というのは、基本的に専門の担当理事を充てている

ところでございます。 

 それから、説明時間が５分でございますので、各章を省略させていただきまして、ポイ

ントだけ御説明申し上げたいと思います。10 ページをめくっていただければと思います。

研究ユニットの構成と変遷ということでございます。私ども現在 43のユニットがあるわけ

ですが、このユニットには、研究センター、研究部門、研究ラボという３つの分類がござ

います。基本的には研究部門が基礎でございまして、ここが中長期的な視点からの継続的

な研究を実施するということでございます。この研究部門の中で、特定の研究テーマにつ

いて、５年とか７年とか一定期間集中的にやろうということであれば、そこからセンター
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というものを抜き出して研究を行う。あるいは、センターになる一歩手前のものを「研究

ラボ」と呼んでおりますが、こういった３つのカテゴリーのユニットがございます。こう

いうふうに現在 43あるところでございます。 

 11ページは、環境・エネルギー分野が産総研発足以来、どういう部門、センターが変遷

してきたかという例を示しているわけでございます。研究テーマを各年度ごとにきちっと

評価しまして、テーマごとにつくってあるセンター、場合によったら部門もこういうふう

に適宜、改廃を進めてきたということでございます。 

 12 ページはライフサイエンス分野、13 ページは情報・エレクトロニクス分野、14 ペー

ジはナノテクノロジー・材料・製造分野、15ページは標準・計測分野、16ページは地質分

野ということで、どの分野も常に見直しをさせていただいておるということでございます。 

 18ページですが、23 年４月現在の研究分野別の研究ユニットということで、縦軸が６つ

の分野、横軸が研究センター、研究部門、研究ラボというカテゴリーに分けまして、現在

こういった 43のセンター、部門、ラボ、まとめて「ユニット」と呼んでおりますが、こう

いったことで実施させていただいております。 

 20 ページですが、先ほど冒頭理事長のほうからも御説明がございましたが、これは 22

年度の収入実績でございまして、いつも年度当初は、予算はもっと少な目で発足するわけ

ですが、年度の途中で競争的資金、その他を獲得することにより、平成 22年度の最終実績

としては、ここに書いてございますような 969億円ということになっております。 

 21ページは、そのうちの自己収入額ということで、268億円ということでございます。 

 22 ページですが、こういうふうに、ほぼ 21年度、22年度同額で推移しておりますが、

若干運営交付金もさっきも言いましたように減っておるということで、若干規模は小さく

なっておるということで、これは後ほど追加説明をさせていただきます。 

 24 ページですが、産総研の人員ということで、正規の研究職員は 2337 名ですが、招聘

研究員、ポスドク、あるいは企業、大学等からもたくさんの方が来ておりまして、日によ

って変わりますので正確な人数の把握は不可能でございますが、常時 7000～8000名の方が

研究に携わっておるということでございます。 

 26ページですが、産総研は毎年、中期計画に基づいて「研究戦略」というものを年度ご

とにつくっております。お手元にお配りしておりますが、非常にわかりやすく、外にも説

明し、中にも説明するということでつくらせていただいておりますので、後ほどごらんい

ただければと思います。 
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 それから、28、29ページ等は、いろいろな国への取り組みの貢献ということで、この辺

は省略させていただきます。 

 トピックス的には 32ページでございまして、つくばイノベーションアリーナ構想という

ことで、昨年度から産総研、筑波大学、経団連等が一緒になりまして、産官学で、我が国

の強みであるナノテクノロジーを中心とする研究開発を一緒にやろうということでござい

ます。 

 33ページですが、産総研自身が、2009年度の研究組合法の改正によりまして、研究組合

の法人会員になることができるということでございまして、22 年度中に 11 の組合の法人

会員に産総研としてなっておるということでございます。 

 そのほかいろいろ説明がありますが、時間の関係で省略させていただければと思います。 

 42 ページですが、国際標準につきましても、平成 22 年４月に国際標準推進部というの

を設置しまして、産業界と一緒になりました、こういった国際標準推進のための組織を発

足させているところでございます。 

 それから、資料が大部でございますので、ずっと省略させていただきます。 

 53ページからが独法の基本方針を踏まえた取り組みということでございますが、その中

でも特にトピックス的に、56ページでございます。産総研は不要資産の返納ということで、

閣議決定に基づきまして、九州にあります直方サイトの廃止、国庫納付であるとか、特許

生物寄託センターを製品評価技術基盤機構へ統合するとか、秋葉原サイトを廃止するとか、

こういった合理化を進めさせていただいているという紹介でございます。 

 長くなりましたが、１点だけ追加説明をさせていただければと思います。69ページでご

ざいます。産総研は先ほど申し上げましたように予算が若干減りぎみになっておる傾向が

見られますが、くどいようですが、こういった産総研のパンフレットを見ていただきます

と、産総研自身が技術研究組合に参加して、技術研究組合が産総研でいろいろな研究開発

を実施する場合には、技術研究組合の活動は産総研の中で行われるのですが、産総研自身

にはお金が入ってこないということになってしまいます。 

 そういう意味で会計処理上は小さくなってしまうのですが、産総研ファミリーとしては、

実質的に産総研の研究者が研究組合の中に入りまして一緒に研究しておるということでは、

研究組合の研究予算も広い意味では産総研の研究活動の一環であるという視点から、69ペ

ージにございますが、21年度に比べて 22年度、このオレンジ色の 41億円が追加されてお

りますが、これは技術研究組合へ参画による研究ということで、産総研の財務としては取
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り扱わないのですが、技術研究組合が扱う予算でございますが、実質的に産総研で研究を

一緒にやっているということで、産総研ファミリーとしてのこういう決算をいたしますと、

326 億円から 344 億円にふえておるということで、今後ともこういう研究組合でますます

産総研の中で活動することに伴いまして、産総研では会計処理をしないけれども、実質的

に産総研で研究を行うものがふえてくるのではないかということで、こういう取りまとめ

をさせていただいております。 

 70ページ以降は、論文数であるとか、国際標準、あるいは人の受け入れがいろいろ出て

おりますが、１人５分という持ち時間を若干越えてしまいましたので、この部分は後ほど

ごらんいただければと思います。ありがとうございました。 

 それでは、瀬戸理事でございます。 

○瀬戸理事  それでは、資料 2-4に基づきまして、オープンイノベーションハブ機能強

化への取り組みと成果ということで説明させていただきます。 

 まず２ページですが、イノベーション創出に向けた基本的考え方ということでございま

す。考え方としては、産総研が基礎研究と産業化との結節点を担いまして、オープンイノ

ベーションハブ機能の強化を進めております。この考え方に基づきまして、いろいろな取

り組みをやっているわけですが、まず地域活性化の中核としての機能強化ということで、

４ページ、５ページを併せてご覧いただきたいと思います。 

 地域活性化の中核としての機能強化の取り組みの柱として２つございまして、１つは各

地域センターの重点化分野における研究開発を強化するということ、もう１つは地域企業

への連携の橋渡しを、つくばセンターと合わせて、産総研総体として推進するということ

でございます。22 年度は、これらを明確に取り組むためのアクションプランとして地域事

業計画を策定いたしました。また、その計画に沿った取り組みをしたわけでございます。 

 ６ページにその取り組みの一覧を示しております。例えば北海道では遺伝子組換えによ

る物質生産の橋渡し研究、また、関西では組み込みシステムの検証や人材育成拠点化の取

り組みを行っております。 

 ７ページですが、中小企業への技術支援・人材育成の強化でございます。この中では、

産業技術連携推進会議等を通じて地域との連携支援３事業を行っております。また、地域

中小企業と連携したプロジェクト提案を行っておりまして、外部資金獲得を目指した連携

支援をしております。 

 ８ページ、９ページですが、産業や社会の「安全・安心」支える基盤の整備ということ
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で、ここでは国際標準について説明します。22 年度は、国際標準推進部を新設し、また、

外部委員を入れた標準化戦略会議を設置して、戦略的な取り組みができる体制をつくりま

した。この中では国際標準化活動で 40の委員会へコンビーナ等として参画し、また 22年

度実績としては、国内提案 12件、国際提案 10件をしております。 

 10 ページ以降ですが、「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築ということで

ございまして、つくばではつくばイノベーションアリーナの取り組みを推進しております。

連携企業数 81社、また、受け入れ外部研究員については、大学院生も含めて約 800名とい

う形で拠点化が進んでおりまして、存在感を示す形で研究開発を推進しているということ

でございます。 

 13ページですが、実証実験評価のための拠点化ということで、つくばと九州センターに

おいて、高信頼性太陽電池モジュール開発・評価拠点、また、ロボットの安全性評価の拠

点をつくばセンターに整備して、本格稼動をしているという段階でございます。 

 14 ページ、15ページは技術研究組合の活用ですけれども、現在、21年度分も含めて 14

の技術研究組合に参画しておりまして、16の大型プロジェクトを実施し、その中で４つの

組合事業についてはプロジェクトリーダーを、また３つの組合事業についてはサブプロジ

ェクトリーダーを担当して、中核的な役割を果たしているところでございます。 

 16ページ、これは新しい取り組みですが、民間企業の事業化を支援するために、産総研

の研究施設を企業の収益事業に貸与する制度を整備しました。この制度に基づきまして、

審査委員会の中で審議して、23年度から北海道の植物工場と、つくばのパワーデバイス開

発施設の貸与を開始する予定でございます。 

 17ページ、また産総研は多様な共同研究制度を用意しておりまして、こういった制度を

使って、22年度は共同研究 2970 件を実施しております。うち企業等は 1659件の共同研究

を実施したところでございます。 

 19ページは、国際協力の取り組みです。この中では、クリーン・エネルギー技術分野で

アメリカの国立研究所とＭＯＵをしておりますが、研修生の受け入れを含めて拡大をして

いるところでございます。また、日本企業のグローバル化支援ということで、インドネシ

アのＢＰＰＴとのＭＯＵ締結では、日本企業を入れた３者の共同研究をスタートした段階

でございます。 

 20ページに、人材育成の取り組みとして、産総研イノベーションスクールを引き続き行

っております。平成 22年度は第４期生として 23名を受け入れまして、13名が巣立って行
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ったということであります。13名のうち 10名は産業界、企業に就職を果たしています。 

 続いて、研究開発成果の社会への普及ということで御説明しますと、22ページ、23ペー

ジは知財に関係する部分ですが、これまでパテントポリシーということで、産総研はその

ポリシーに沿った形で進めていきましたが、22年度は、ノウハウ化を明確にした知的財産

ポリシーを策定いたしました。この中で、出願を戦略的に進めるために出願戦略シートの

作成を義務化し、また、特許審査委員会の中で、出願と権利維持についてしっかりと審議

して、効率的に特許出願をするという体制に変えております。これが 24 ページ、25 ペー

ジでございます。 

 26ページに、22年度の特許の出願、また実施契約件数を示しておりますが、817件出願

して、765件が実施契約の状態になっております。収入としては２億 8800万でございます。 

 また、ベンチャーについては、スタートアップ開発戦略タスクフォースを使った取り組

みを引き続き行っておりまして、22年度は９件のタスクフォースを運用し、このタスクフ

ォースから５社が創業しているという状況でございます。 

 28 ページ、広報の活動を一部御紹介させていただきますが、対話型広報活動を 22 年度

重点的に実施しまして、実験教室、出前講座も含めて 65件の対話型広報を実施し、参加者

は１万 5000 名以上の参加をいただいて開催させていただきました。 

 以上でございます。 

○矢部理事  それでは、各分野の研究の戦略及び成果について御報告させていただきま

す。資料 2-5をごらんください。資料 2-5は全体を書かせていただいておりますけれども、

３ページ、４ページで第３期の研究開発の重点が、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、「安心・安全」を支える基盤、こういう４つのもとに我々

は進めさせていただいております。 

 ６ページからがそれぞれの分野でございます。環境・エネルギー分野は、グリーン・イ

ノベーションを中心になって引っ張るという役割でございます。その絵を見ていただけれ

ばと思いますが、戦略としては、左側にありますように再生可能エネルギー、省エネルギ

ー、これは例えば太陽電池の高性能、あるいは蓄電池の性能を上げる。それから、右側の

ほうに来ていただきまして環境負荷低減技術は、環境負荷物質排出の極小化する。また、

その下にありますように資源確保と有効利用は、バイオマスから化学品をつくったり、レ

アメタルのリサイクルをする。さらに、そのもととなります、下にありますようにグリー

ン・イノベーション及び環境の評価・管理技術は、大気中の化学物質の濃度計算ソフトウ
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ェアとかナノリスク評価という形で評価するということで我々は戦略を持っております。 

 具体的な成果を７ページ、８ページで御説明させていただきます。環境分野の１つの成

果としては、ハードディスクから希土類元素、レアアースを回収するということでござい

ます。図がありますが、これはハードディスク表面の磁石が入っているところを測定して、

その含有する部分を選択的に回収するという、磁石を検知する選択破砕機を世界で初めて

開発しました。また、その下の図２を見ていただきたいと思いますが、選択回収した磁石

を化学的な手法、酸化－浸出というのを使いまして、ネオジウム、ジスプロシウムという

のを回収する、こういう化学方法を世界で初めて開発したということでございます。 

 その下は、今度はエネルギー分野の代表例でございます。世界最高水準の炭化ケイ素（Ｓ

iＣ）の素子を実現して、それをデバイス応用のために試作品として提供するという事業を

開始しました。炭化ケイ素に関して、図１でございますが、世界でも最大級のクリーンル

ームをつくりまして、ここでデバイス、特に今でき上がっているのはダイオードでござい

ます。ダイオードを１つつくり上げました。 

 そのダイオードは、図２にありますような３インチウエハーをつくって、図３のような

形でございまして、これで大体３㎜角ぐらいのダイオードでございます。これを実際のイ

ンバーターに皆さんに組み立てていただいて、それでこんなに小さくなって、こんなに性

能がいいんだということを皆さんに、各企業に実証してもらう。そこまで我々は社会との

接点としてやろうということで、そういう試作品の提供を開始させていただきました。特

にこのダイオードは世界でも最小の抵抗を持ち、最大の破壊電圧を持っている非常に性能

のいいものでございますが、こういうことを実現して、社会との接点まで入り込んだとい

う形が１つの成果でございます。 

 今後の取り組みを９ページに示しております。４つほど挙げておりますが、１つは産総

研環境・エネルギー分野のポートフォリオということで、我々はたくさんの技術をやらし

ていただいていますが、それぞれが 10 年後、20 年後の社会にどれだけ役立つのかという

のをある程度ポートフォリオの形で出そうということで、横軸が市場成長可能性になって

いますが、これは言ってみれば、20年後のＣＯ2の削減にどれだけ効くのかということを

定量的に議論して、世の中に発信していこうと考えています。 

 また、その右に太陽光発電の共通基盤技術の戦略的標準化ということがございます。今、

日本の製品は世界でもシェアが下がっております。非常にいい性能を出しているにもかか

わらず下がっているのは、本当は寿命の長いという、性能のいいということをもっとちゃ
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んと出したいということで、国際標準のもとに長寿命の標準化をちゃんとしっかり我々は

リードしていこうというところをねらっております。 

 その下に行きまして、高エネルギー密度蓄電池材料、まさに電気自動車の長距離の運転

はこの電池にかかっているわけです。その中でも高容量の正極材料、それから高容量の負

極材料の研究開発を進めております。 

 その右はスマートグリッド、ネットワークの技術開発でございますが、まさにスマート

グリッドにも貢献していこうということでございます。 

 以上が環境エネルギー分野でございます。 

○金山理事  続きまして、情報通信・エレクトロニクス分野の取り組みと成果について

紹介させていただきます。 

 10ページにありますように、今ＩＴ、あるいはそれを支えるデバイス技術は社会のあら

ゆるところに浸透しておりまして、欠かせない基盤技術になっていますが、同時にそれは

ＩＴシステムの消費エネルギーが全体として無視できなくなっている、あるいはＩＴシス

テムの信頼性とかセキュリティが社会に対して非常に大きな影響を与えるということにな

っております。産総研ではその２つの問題を解決するために、いわゆるグリーンＩＴ、つ

まりＩＴシステムの低消費電力化、あるいはＩＴを使った社会の低消費電力化を図るとと

もに、社会全体の安全・安心への貢献、あるいはＩＴを使って社会の効率化をするという

研究を進めているところです。 

 10 ページに、それぞれ３段に分けて紹介させていただいております。一番上の段では、

左から３つまでが産総研の技術を使いまして、革新的に低消費電力のデバイスを構成する

技術を進めていると同時に、一番右にありますように、「ミニマルファブ」と呼称していま

すが、デバイスをつくるプロセスのコスト、あるいは消費エネルギーを格段に下げるため

に新しいシステムをつくっておりまして、従来、大きなクリーンルームとか大きな真空装

置を必要とする製造システムを、非常に小さくして通常の環境下でできることを実現しよ

うという試みを行っているところです。 

 それから、中段の左側では子供の体の構造とか行動をデータベース化して、それに基づ

いて安全な製品をつくるデータベースを各方面に提供して使っていただいているところで

す。従来日本で余りＩＴの利用が図れていなかったサービス産業に対して、例えばおもて

なしの心というのを科学的に解析して、これを暗黙知から形式知にして使っていただくと

いうことも進行しているところです。 
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 それから、下の段の真ん中にあります Geo Grid技術、これは地質分野と共同で進めてい

る技術です。例えば地球観測衛星等の情報も含めて統合的なデータベースをつくって、非

常に使いやすいデータベースとして各方面に提供しているところです。震災の後も、速や

かにこの技術を震災対応できるように改良しまして、各方面に使っていただいております。 

 それでは、次の２つのページを使って具体的な成果を２つだけ紹介させていただきます。

１つは、11ページにありますシリコン技術を使った光の通信回路の切り替えスイッチです。

これは現状の光通信の消費エネルギーを、最終的には 1000分の１に下げるの目的のために

開発した技術でありまして、「光パスネットワーク」と呼んでいますが、従来のパケット交

換型ではなくて、光の通信回路にこういう回路を使って、切り替えることによって格段の

消費電力の低下を図るということを研究しております。これは単にこういうスイッチをつ

くっただけではありません。昨年、実際にＮＨＫ、ＮＩＣＴとの協力で実証実験を行い、

スーパーハイビジョンの通信を 100kmの距離にわたって実現するということを実証してお

ります。そのときの消費電力は、こういう技術を使うことによって 10分の１以下に下げる

ことが実証できております。それについては資料 2-10の 59ページにありますので、もし

御興味がありましたら、後でごらんいただければと思っております。 

 それから、ＩＴを使って安全・安心な社会をつくる例としては、12ページにありますよ

うに、障害のある方に安心して使っていただけるロボットアームをロボット技術を使って

実現しております。例えば筋ジストロフィーのような体のごく一部しか動かない方でも、

安全にこういうものを使って、例えばコップの水を飲むとか、あるいは顔のかゆいところ

をかくことができるものを完成させておりまして、各方面で高い評価を得ているところで

す。 

 最後に、13 ページで今後の取り組みです。今まで申し上げましたようなグリーンＩＴの

方向、あるいは社会の安全・安心、あるいは効率化に貢献する技術を今後も推進していく

所存です。例えば左上にあるようなスピントロニクス、これは電子のスピンを情報の処理

とか蓄積に使う技術ですが、これについては産総研に世界をリードしてきた蓄積がござい

ます。これを使って高速の不揮発メモリが間もなく実用化を迎えるところです。一方でフ

レキシブルなデバイスを有機デバイスを使ってつくる技術についても、産総研のコア技術

をもとに、27社の会社の方が技術研究組合を組織して、産総研を中心的な拠点として、今

後実証、実用開発を行う運びになっております。 

 それから、ＩＴを使ったエネルギーマネジメント、あるいは先ほど申し上げましたよう
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なロボット技術を使って実際の生活安全に貢献するという技術にしても、従来の技術を発

展させて実際に使えるところまで進めているところです。 

 以上で終わります。 

○湯元理事  それでは、14 ページからライフサイエンス分野の取り組みについて御紹介

させていただきます。産総研ライフサイエンス分野では、健康長寿社会、低炭素社会の実

現を目指しまして、14 ページに挙げておりますように３つの大きな重点課題を取り上げて

おります。 

 １つは、生物は非常に高効率に物質生産します。例えば光合成であるとかそういうとこ

ろで見られますけれども、そういった高効率な物質生産という生物の持つ機能を生かして

ものづくりをする。それによって産業の環境負荷を低減するというところを１つ大きな柱

としております。 

 それと健康を守る技術ということで、これは医療、あるいは創薬を支援するような基盤

技術を開発するということで、この部分につきましては、例えばナノテクノロジー材料技

術であるとか、情報技術といった他分野との融合技術によりまして、そういった医療、創

薬を支援する基盤技術を開発しようとしております。 

 最後の、健康な生き方を実現するという課題ですけれども、これは人間工学的な手法を

用いまして、心身の健康状態を定量的に計測するとか、リハビリテーション、健康維持に

資するような研究開発をしているところです。 

 それでは、15ページから少し成果について御紹介させていただきます。細胞や生体物質

についている糖鎖、たんぱく質などには糖鎖と言われる構造がついているわけですが、こ

れの解析が非常に難しかったわけです。産総研は発足以来、この糖鎖の解析に力を入れま

して、最近になりまして、肝臓の疾病のマーカーになるような分子を独自に見つけており

ます。肝臓は線維化してそして肝硬変になり、それが肝がんになるという状況になるわけ

ですが、それに従いまして糖鎖の状況が変わるということが１つのマーカーとなるわけで

す。 

 ところが、最初に開発しましたシステムでは、１日半に 50検体ほどしか測定できなかっ

たわけですが、それを企業と共同研究しまして、３時間で 180検体という非常な高速化を

実現することができました。これによりましてようやく実用レベルにきましたので、特に

現在中国のほうでは、はり治療によって肝炎ウイルスがまん延しているために肝臓の線維

化が問題となっていることから、中国とも協力して、そして民間企業も中国にも進出して、
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今研究開発を行おうとしております。 

 16 ページでは、iＰＳ細胞ということで、京大の山中先生が見つけられて非常に脚光を

浴びておりますが、実際に iＰＳ細胞と言われるものはまだまだ標準されていない、非常

にヘテロな多種多様な細胞が存在していることが知られています。それを例えば糖鎖解析

技術であるとか、あるいは他の解析技術を用いまして、多数の細胞の中から、どの細胞が

本当に再生医療に役に立つかとか、あるいはいろいろな医薬品の評価のために必要な細胞

であるのかというのを標準化しようという試みも行っております。これについても、先ほ

ど言いましたように糖鎖研究が非常に生かされている、あるいは情報技術を用いた情報解

析技術が生かされているわけです。 

 17ページは少し変わりまして、介護、あるいは高齢者対応といったような人間工学的取

り組みの１つです。以前より竹製の車いすが開発されておりましたが、それは５％ほど金

属を含んでおりまして、空港の保安検査では、やはりおりないといけないということが問

題であったわけです。その５％部分についても、金属反応が出ないものを開発することに

成功しまして、これは日本航空、あるいはそれをつくっている企業と連携して、既に空港

で実用化されている技術でございます。 

 18ページには、今後の取り組みを書いております。特にバイオ、ものづくりのところで

は生産というところまで踏み込むということで、今犬の歯周病が問題になっていますが、

犬の歯周病に対して、犬のインターフェロンを発現したイチゴ、そこに絵がございますが、

それが非常に効くということで、民間企業のほうでこれを製品化に向けて今年度、特に注

目しているところとなっております。 

 また、その隣にありますパラゴムノキ分子育種というのは、先ほども御紹介がありまし

たが、インドネシア、ブリヂストン、産総研との三者による協力ということで、今年度強

力に進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○一村理事  続きまして、19ページ、ナノテクノロジー・材料・製造分野の御紹介をさ

せていただきます。 

 御承知のように日本のものづくり産業の競争力に関しては、材料、素材、部材、あるい

はそれをつくり上げるシステム化というところで日本の競争力が実力を発揮しております。

今回の大震災におきましても、世界的なサプライチェーンの中での日本の位置づけが新た

にクローズアップされたところでございます。 
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 その製造技術、材料技術を今後も日本においてしっかりとした拠点を持つためには、ど

うしても革新的な素材、革新的な部材、革新的製造技術というものを常に開発していかな

ければいけないということで、産総研としても、理論・ナノシミュレーション技術と実験

系技術とあわせてナノテクノロジーを推進し、あわせてそれを活用して材料・製造技術に

展開していきたいと思っております。 

 そこにございますように大きく３つの柱、ナノテクノロジーを応用する、材料技術を応

用する、製造技術を応用する、その柱立てをしまして、それぞれで日本において本当の意

味での技術開発の要素は何なのか、それを常に問いながら私どもは進めて目おります。 

 特にナノテクノロジーにつきましては、単層カーボンナノチューブに注目しておりまし

て、現時点では非常に魅力的な素材と言われながらも、世界規模では世界では７トンぐら

いしか製造できていない。それを大量製造技術を持って我々としての新しい技術革新を起

したいということで努めております。材料技術については、レアメタルという国際的な問

題に対して、日本としてどう取り組むか。それに対しては省使用・代替技術を開発する。

あるいは製造技術においては、これからますます省エネルギーが要請されますので、それ

にどうこたえるかということで研究開発を進めております。 

 そういう考え方に基づきまして、代表的な成果として２つの例を 20 ページ、21 ページ

に紹介させていただきます。20 ページ、先ほども御紹介させていただきましたが、カーボ

ンナノチューブの応用化研究ということでございます。先ほど申し上げましたように、世

界でもなかなか生産できない状況において、私ども産総研で今回、経済省の助成事業を中

心にしまして、１日 600ｇの生産量ができる大量生産設備を整備いたしました。現在これ

において産業界の方と一緒になって、大量生産ということで進めております。 

 素材ができ上がりますと、この素材の応用がこれから必要になりますので、その応用に

際しまして、いろいろな企業の方々に供給する体制も経済省と御相談しながら立ち上げて

いったところでございます。一方、応用の一例としては、単層カーボンナノチューブそれ

自体は魅力的な素材なんですが、その中に金属系のものと半導体系のものがまじってしま

う。ついては、その金属と半導体をいかに分離するかということも必要でございますので、

20ページの右上に書いてございますように、新しいゲル法を用いた分離法というものも開

発しております。 

 そういう応用技術に関しては右下のところに書いてありますが、キャパシタを利用する

場合はどんなことが必要になるかということで、従来の寿命を 10倍以上に延ばす新しい技



 - 24 -  

術革新に成功しておりますし、一番下に書いてございますように単層カーボンナノチュー

ブを使いますと、ごく低温から 1000℃という高温まで弾性を失わないような新しい弾性体

をつくることもできております。 

 21ページは製造技術の応用でございまして、マイクロメカニカルシステム、マイクロ微

小機械製造技術を応用しまして、ここにございますような電力使用量をモニタリングする

小さなシステムをつくり上げております。具体的には東京都立川地区のコンビニにおいて、

このようなシステムを 10店舗に導入することによって、それぞれのコンビニの電力使用量

が例えば 10％削減できるということで、そのシステムとしての実証も進めております。 

 最後に 22 ページになりますが、今後の展開の１つのキーワードはＩＴＯ、レアメタルの

代替にグラフェンを使うということで、従来は単層カーボンナノチューブを中心に進めて

おりましたが、それを広げた形であるグラフェンについても大きく取り上げることとしま

した。これまで単層カーボンナノチューブ、それからダイヤモンドも進めておりますし、

今回グラフェンも取り込み、あるいは新しくＣＦＲＰも取り込むということで、単層系素

材をいかに今後革新的に利用していくか、それに関しての中核的な機関として位置づけを

発揮していきたいと思っております。 

 22 ページの右上ですが、放射性Ｃsの回収・除去技術というのがございます。このたび

福島県のほうで、ふるさとへの帰還に向けた取り組みということで、農地、土壌の除染技

術開発が大きく取り上げられております。私どももこの一翼を担うということで、先日、

福島における第１回の会合に参加しておりますが、土壌中のセシウムをいかに回収するか、

そのときにナノテクノロジーをいかに応用するかということでございまして、具体的には

プルシアンブルーがいかに水溶性になるかというところを技術開発しております。そうい

うものを通して今回の大震災に伴ういろいろな被害に産総研として貢献していきたいと思

っておりますし、一番下にございますように貢献の１つの形としては、産総研の持ってい

る要素技術を、いかにプラットフォームとして外部に提供するかということでございまし

て、ここでは先進コーティング技術をプラットフォームとして提供しております。 

 以上です。 

○山崎理事  続きまして、地質分野の研究の紹介をさせていただきたいと思います。 

 24ページをごらんください。基本的に地質の調査による地質図の提供が、我が国で非常

に重要な知的基盤であります。この地質の調査を科学的なインフラストラクチャーとして、

地圏の環境保全、鉱物、燃料、地下水、地熱といった資源の開発、それから放射性廃棄物
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の地層処分、こういった地圏の資源と環境にかかわるもの、それから火山や地震といった

自然災害の予測、被害低減に向けた研究、こういったものに取り組んでいるのが産総研の

特徴でありますし、強みでもあると思っております。 

 25、26 ページに、22 年度に得られた成果を紹介させていただいております。25 ページ

でありますが、これは放射性廃棄物の地層処分に関する研究であります。原子炉は年数が

来ますと大量の高レベル放射性廃棄物が出るわけですが、これを環境に悪影響がないよう

に、地中深く長い時間スケール、10万年以上の時間スケールで安全に隔離しなければなら

ない。そうすると、その候補地が挙がってきましたら、事前にこういった安全性が確保で

きるかどうかということを評価し、確認する必要があります。 

 そのためには地質のいろいろな探査法を駆使しまして、この地層の構造なり地下水の挙

動を評価する必要があります。この成果は、電磁探査という手法を改良しまして、地中の

かなり深いところまで地下水の挙動について、かなり精度の高い情報を得られるようにな

ったという成果でございます。 

 次の 26ページですが、これはメディアでも大分取り上げられておりますので御承知かと

思いますが、今回の地震に関係したものですが、産総研は、以前から仙台平野を中心にし

て地層の調査をしまして、過去の地震とそれによって起きた津波がどこまで、どの範囲ま

で来たかということを調査してきております。その調査をしてみますと、どの年代にどこ

まで入って来たかということがわかる。この情報をベースにして、今度は数値シミュレー

ションによりまして、どの辺の海域のどの深さの地層がどの程度ずれたか、これによって

どの程度津波が来たとか、この照合をすることによりまして、いつごろ、どのぐらいの規

模の地震があったかということを推定できるわけであります。 

 869 年貞観地震と呼んでおりますが、このときのケースについてシミュレーションをつ

き合わせてみますと、マグニチュード 8.4という地震がこのときに起こったようである。

この規模の大型の地震が、過去 500 年から 1000年ぐらいの間で繰り返してきているという

ことが推定できたということであります。これは学会等でも発表しておりますし、それか

ら原発の安全性に対する再チェックという審議会の中でも発表しておりますが、非常に残

念なことにこの審議会の最終報告が出る直前に、今回の地震が起きてしまったということ

であります。非常に重要な研究だと私どもも位置づけておりまして、今後とも研究を続け

てまいりたいと思っております。 

 27 ページ、そのほかこんな研究を主なものとしてやっていることを紹介しております。
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鉱物・燃料資源のポテンシャル評価。特にレアアース、レアメタルは、言うまでもなく日

本のハイテク技術を支える重要な金属資源であります。ただ、資源の偏在化、中国の政策

の変化で、もっといろいろなところから資源を入手する必要がある。産総研の地質分野の

鉱床の生成に関する知見、それから特徴的な地熱構造と賦存量との関係、こういったもの

をベースにして、特に南ア、モンゴルとは政府レベルでのＭＯＵを提携して、精力的に研

究を進めております。既に幾つか有望な鉱床の確認もしております。 

 それから、その下に活断層調査がございます。今回の大地震は海溝型、プレート型です

が、もう１つの大きな原因が活断層によるものであります。産総研が取り組んでおります

のは、どこにその活断層があっていつずれたか、今度起こるとするといつごろか、どのぐ

らいの規模になるか、こういったことを精力的に調査しておりまして、これはオールジャ

パンの中で産総研が分担しているところであります。 

 ＣＯ2 の地中貯留は、日本のエネルギーの将来を見てみますと、しばらくは化石燃料に

依存しなければならない。一方では気候変動のミチゲーションということがある。このＣ

Ｏ2 の一部を大気ではなくて地中、日本の場合ですと海底になろうかと思いますが、長期

間貯留する必要がある。その際にどういった地層構造の中であれば、どのぐらい確保でき

るかという調査、評価が必要で、そういった研究をしております。 

 最後になりますが、地熱資源のポテンシャル評価。自然エネルギーの拡大は、今回の原

発のこともあり大きな課題になりますが、日本は地熱資源が非常に豊富でありますが、残

念なことに国立公園とか、特に温泉とのバッティングということで、なかなか利用が進ま

なかった。そこで産総研としては、地熱エネルギーの賦存量の評価、どのぐらいまで取っ

たらいいか、どういうモニタリングをしたらいいかということで、温泉とも共存できるよ

うな開発を考えていきたいという研究をしております。 

 以上です。 

○一村理事  続きまして、別表３、計量の標準に関して御説明させていただきます。 

 29ページになりますが、これまで御紹介させていただいておりますように、産総研は国

家計量標準を維持、供給する機関として、これまで第２期まで約 540の計量標準、標準物

質を開発しております。第３期においては、それの維持、供給を進めると同時に、グリー

ン・イノベーション、ライフ・イノベーション、あるいは国内産業の国際競争力の観点で

新しい標準を開発することも進めております。 

 具体的な例として、グリーン・イノベーションでは、例えば高強度ＬＥＤ用標準光源を



 - 27 -  

つくる、あるいはそれに基づく標準供給体系をつくりあげるとか、ライフ・イノベーショ

ンについては、先進医療機器や臨床検査にかかわる計量標準、標準物質をつくり上げる。

あるいは産業の国際展開については、ナノメートルスケールを使ったいろいろな微細構造

がございますので、それを十分にはかれるような標準物質、あるいは計量標準を供給する

ということで進めております。 

 と同時に将来を考えますと、例えば次世代の標準供給としては、秒やキログラム等の新

しい定義に対応するための技術開発も必要になるということで、並行してそれらも進めて

おります。それらの利用技術に近い計測技術については、そこにございますようにイノベ

ーション実現に必要な先端計測装置、分析、評価装置を整備しまして、産総研をプラット

フォームとするような展開を進めております。 

 以後、代表的な事例として３つ書いてございます。30ページについては放射線計量技術

と標準ということで、これまでも福島に対していろいろ御協力させていただいているとい

うお話をしておりますが、その主要な展開としてはライフ・イノベーションへの貢献とい

うことで、マンモグラフィＸ線標準の校正技術とか、前立腺がん治療用線源に対する線量

標準をつくるとか、そういう展開をしております。 

 次に 31ページですが、こちらは新エネルギーの利用について計量標準を整備するという

ことで、誘導分圧器と電流比較器を利用した大容量キャパシタンス測定装置。今回ござい

ますように大容量キャパシタンスとしては、1000μFの標準を供給するところまで整備し、

リチウムイオン電池とか電気二重層キャパシタの正確な評価、あるいはそれを利用する社

会システムの構築に貢献したいと思っております。 

 32ページについては、先端デバイスを支えるナノスケール標準ということで、産業の国

際展開を意識しますと、どうしてもデバイスに不可欠な微細寸法の信頼できる基準が必要

となります。そこで、そこに書いてありますような測長型原子間力顕微鏡校正システムと

いう装置を用いまして、0.1nm 以下の不確かさを持つピッチ、精度を保証する。それをも

とにして、数 10nm の線幅をしっかりと供給し、現時点で半導体産業で要求されるような

20nm スケールに対して十分こたえていけるようなものをつくり上げていくということで

進めております。 

 最後、33ページですが、これからの取り組みについては、これまで申し上げましたよう

にグリーン・イノベーションの観点、ライフ・イノベーションの観点、それらの中で本当

に産業界、あるいは国民生活に必要なものに絞り込んだ上で標準供給体系に貢献していく。
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それとあわせて産業の国際展開を支える計量標準を整備し、最後にございますが、計測技

術を社会に普及させる意味では、いろいろな意味での社会資本に劣化が進んでいるインフ

ラ診断用計測技術を開発したいと思っております。 

 以上でございます。 

○上田理事  それでは、資料 2-6 に従いまして、評価について御説明いたします。まず、

評価委員の皆様方のお手元に配付されています平成 22 年度研究ユニット評価報告書とい

う冊子になっているのがございますが、ここには、すべての評価結果についての詳細なデ

ータとそれに関するまとめもございます。 

 それでは、資料 2-6 に従いまして、ポイントだけを御説明させていただきます。 

 まず３ページですが、第３期の評価システムとしては、研究ユニット評価委員会を開催

してやること、それから活動総括・提言委員会、そして評価のフォローアップをやる、こ

の３つの内容で評価をやってきております。それで第２期からのアウトカム創出の視点か

らの評価というものを、第３期においても継続しております。 

 ５ページです。特に今回強化した点でありますが、評価委員について、その数を増加し

ました。そしてまた、外部評価委員の評点の重みを内部評価委員に対して、第２期に比べ

て高めております。それから、評価委員が評価対象である研究ユニット等の理解、あるい

は把握を進めていただくために、その機会の拡大をしております。すなわち事前説明であ

るとか、現場見学会、ポスターセッション等を開催しております。 

 ６ページですが、私の説明に先立ちまして、各分野担当の理事のほうから研究内容につ

いて紹介がございましたが、産総研の各研究ユニットが 43ございます。研究ユニット戦略

課題を掲げているわけですが、それが別表１の大分類であるⅠからⅣまで、例えばⅠはグ

リーン・イノベーションであります。それから別表２と３に対して、どのように各研究ユ

ニットの戦略課題が位置づけられているかということを全体的に示したものでございます。

例えば環境・エネルギー分野においては、すべての研究ユニットが別表１の大分類Ⅰ、す

なわちグリーン・イノベーションに関する研究課題をユニットの戦略課題として挙げてい

るところであります。また、情報通信・エレクトロニクス分野においては、多くの研究ユ

ニットが複数の、それも３つあるいは４つの大分類に関する研究を行っていることが全体

的、俯瞰的に理解していただけるものとなっております。 

 なお、22年度における評価は、43の研究ユニットのうち 29の研究ユニットに対して行

いました。そして、29 のうちの６つの研究部門は新設の研究部門でありましたことから、
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評価委員の皆様方にはコメントをいただきましたが、評点はいただいておりません。 

 次に 7ページですが、ここは全体概要であります。これも時間がありませんので簡単に

申し上げますと、研究開発の成果に関する評価としては、学術的には高い研究成果である

が実用化との関係の説明が不十分といった指摘がございました。それから、イノベーショ

ン推進に関しても、産業界からなるコンソーシアムを立ち上げたり、大変評価していただ

くところがあるわけですが、一方、相手の企業等が必要とすることの把握や適切な目標設

定等が今後の大きな課題であることも指摘されております。それから、今後の方向性と助

言もいただいております。 

 ８ページでございます。各研究ユニットを掲げている研究課題が大分類に対してどうな

っているかということを先ほど６ページで説明しましたが、それに対する評価結果の評点

をヒストグラムで示したものでございます。その評点の基準は、４段階評価でございまし

て、右のほうに小さい字で恐縮ですが、｢優れている｣を４点、「概ね適切」が３点となって

おります。これで全体を見ますと、ごく少数の研究戦略課題を除きまして、３あるいは４、

場合によっては 4.5の評価も得ているところであります。ただ、これは先ほど申し上げま

したように、22年度においてすべての研究ユニットを対象として評価したわけでもござい

ません。したがいまして、これは前年度だけではなく、今年度、来年度と引き続いて全体

の推移を見ていく必要があるかと思います。 

 その後は、各大分類に対して、例えばグリーン・イノベーションに対しては大分類Ⅰで

すが、それに対してアウトカムにつながると期待される特徴的な成果がございます。これ

は燃料電池に関するものです。以下のことについては、時間も大分迫っているようでござ

いますので、先ほどの個々の研究内容の紹介のところとも重なるところがありますので、

省略させていただきます。 

 一番最後の 16ページは、前回の評価委員会での指摘、これは 20年度に行われた研究ユ

ニットの評価委員会ですが、そのときに、改善すべきであるという指摘事項がございまし

た。それに対する対応が、各研究ユニットでどのように対応したかということについての

一部ですが、抜粋して示しております。 

 以上であります。 

○河津理事  最後でございますが、資料 2-7で御説明させていただきます。 

 資料 2-7は、先ほど経産省から御説明がありました資料 1-2の評価基準の２ページに記

載されている項目が記載されております。そういう意味では各独法の共通する事項が並ん
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でおります。したがいまして、細かい記述が多くなっております。それから、これまで御

説明したところと重複しているところもございますので、ごくポイントのみをお話しさせ

ていただきます。 

 まず最初に、業務・システムについて記載しております。３ページ、４ページでござい

ます。産総研の現在の情報システム、平成 21年８月から新しいシステムに移っております。

これは産総研の研究の成果を踏まえまして、システム構築の標準化、あるいはソフトウェ

アの共通化ということを踏まえてつくっております。これは私どもで「包括フレームワー

ク」と呼んで進めておるところでございます。昨年 10月の組織改変でも、このシステムの

おかけで柔軟に対応できたと思っております。 

 ５ページからが内部統制でございます。内部統制、実は総務省の評価委員会からも、こ

こに重点を置くようにという指摘がございまして、参考資料２でも内部統制について詳し

く記載されております。総務省の研究会がございまして、そこでは内部統制、中期目標に

基づき法令等遵守する業務を行い、独法のミッションを有効かつ効果的に果たすため、法

人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組みという表現がされております。その中でも、

特に理事長のイニシアチブが重要視されております。 

 資料で申し上げますと７ページになりますが、産総研では、理事長が直接、ユニット経

営方針を、先ほどの 43 のユニット長から直接話を聞く、あるいはディスカッションをする

という場を持っております。それから、今ございました評価結果をこの予算の配分にも反

映させる仕組みをとっております。 

 ８ページ、予算について詳しく申し上げますと、予算を大きく２つに分けておりまして、

ユニット経営の予算、いわば基礎的な予算と理事長裁量による「配分研究費」、メリハリの

ついた予算という形を明確に分けて配分する形をとっております。 

 ９ページですが、今申し上げました研究ユニットとのコミュニケーション、それから事

務部門とのコミュニケーションがございます。それから、理事会を毎週開催する、研究分

野別連絡会を開く等の形をとって、理事長の意向が伝わるように、あるいは現場での問題

がいち早く理事長に届くようにということをやってきております。個人評価も、こういっ

たようなミッションに基づいて行うことになっております。 

 このようなコミュニケーションの枠組みの中で、震災以降の復旧であるとか、あるいは

再構築という方針の伝達、コミュニケーションもスムーズにいったものと考えております。 

 それから、内部統制の一環としてコンプライアンスのことを記載しております。11ペー
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ジ、コンプライアンス推進本部を 2008年７月 11日に設置いたしました。 

 12ページですが、このコンプライアンスを押しつけにならないように、参加型を意識し

て私どもは進めております。 

 13ページでございます。この産総研全体のリスク管理を進めるに当たりまして、リスク

管理委員会をつくっております。外部の有識者の御助言も受けながらということで、今回、

福島原発の事故調査検証委員会の委員長になられた畑村先生にも、これまで何度も御指導

いただいているところでございます。 

 15ページですが、内部監査をここにあるようなさまざまなテーマで進めております。 

 16ページですが、監事監査もきちっと監事にやっていただいているところでございます。 

 17 ページ、会計検査院から昨年度、テレビ会議システムについて指摘がございまして、

この経費相当分は国にお返ししましたが、このシステムそのものは、若干検査院とは意見

の相違はございましたが、各地方の公設試験所等のコミュニケーションのために、今でも

活用させていただいております。 

 その後、各独法横並びの事項で大変恐縮でございます。19ページは管理費、人件費の削

減。 

 20ページは公務員との給与の比較の数字でございます。いわゆるラスパイレス指数、若

干産総研は高うございますが、その理由について記載しております。 

 21ページ、アウトソーシング、あるいは官民競争入札のことが記載されております。こ

れは 23年度中に少し動きがございますので、御説明させていただきます。上から３番目の

四角の黒ですが、今年度中に官民競争法に基づく手続を進めまして、監理委員会に御説明

し、24年度から、その下にございます５つの事項について、この法律に基づいて業者を選

定して、業務を 24年度からスタートさせる予定にしております。 

 それから 23ページ、入札・契約に関する改善でございます。契約の状況、若干目標に比

べてもうあと一歩のところでございます。その中期目標期間の最初の年度に当たったとい

うことで、22年度は複数年契約が若干発生しております。それから、震災の影響で緊急に

保守・点検の契約が入ったということで、少し目標よりも随意契約の件数が多くなってい

ますが、着実に減って低水準に来ております。１者応札の水準は、研究開発独法では１者

応札の比率を下げるのはなかなか難しいのですが、22 年度は 21 年度に比べて若干下がっ

たところでございます。 

 25ページは主な取り組み、26ページは、手柴委員にも御参加いただいておりますが、契
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約監視委員会の件が記載しております。 

 その後、保有資産の話は、先ほどの資料 2-3、2-4と重複しています。 

 飛んでいただきまして、40ページ以降、財務諸表、まだ最終的に会計監査人の了解は出

ておりませんが、100 万単位の数字を記載しております。これは次回７月に詳細御説明さ

せていただきますので、本日は省略させていただければと思います。 

 その後は、今申し上げました資料の詳細の補足説明になっております。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 大分時間を超過し、１時間とお願いしたのですが１時間 20分ほどかかりました。これだ

け大きな組織ですから、まだまだ説明し足りないとお思いかも知れないのですが、委員か

らのご質問に対して、その都度ご説明を加えていただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、今 11 名の方から、たくさんのことを駆け足でご説明頂ましたけれども、委員

の皆様からご質問をいただきたいと思います。ぜひこの際、お気づきの点を、ご質問くだ

さい。いかがでしょうか。 

○森本委員  アイ・ビー・エムの森本でございます。たくさんあるんですが、まず１点

お伺いしたいことは、研究テーマのスタートに対して、廃止を決めるときの基準といいま

すか、考え方についてお伺いいしたいと思います。 

○室伏部会長  どなたかお答え頂けますか。いかがでしょうか、研究テーマの改廃につ

いてですが。 

○脇本理事  これは一律の基準で改廃するというのは難しい面がございまして、これは

評価部のほうできちっと評価をしていただいておりますが、その評価と、それから各ユニ

ット長から理事長がきちっとヒアリングする、この２つを合わせまして、毎年９月ぐらい

から 12月ぐらいまで、ユニットの再編のための会議を理事長主催のもとに開かせていただ

きまして、その場で、世の中のニーズと各実績、それから今後必要とされるテーマ等を総

合的に勘案して、ユニットの再編等を計画しておるということでございます。 

○室伏部会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。谷川委員どうぞ。 

○谷川委員  ２点ほどございます。１つは、国際連携のことについてお伺いしたいと思

います。もう１つは、研究成果の普及というところで質問があります。まず国際連携のこ
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とですけれども、産総研は大変積極的に海外の研究機関と連携されているということで、

私はそれ自身は大変いいことだと思います。そこでですが全世界の研究機関とやっていら

っしゃいますが、特にお聞きしたいのは、アジアの研究機関との連携です。私の属する九

州大学もアジアの研究機関や大学と連携を積極的にやっているのですが、そのときに、い

つも気にするといいますか、問題意識を持ってやっておりますのが、技術流出問題への対

応です。つまりアジアの主要国の場合は日本の研究水準と比べて、言い方はなかなか難し

いのですが、レベルは決して同じではない。特にねらっているレイヤーも違うということ

で、ややもするとアジアの大学とか研究機関と連携すると、日本の技術流出になるのでは

ないかという批判が必ずついて回るので、九州大学で私もそういうものにかかわっていま

すが、やる場合は、補完関係をきちっと押さえる。日本側にとってメリットがあることは

一体何なのかということをちゃんと押さえて、それを説明しながらやる、という事に心が

けています。 

 例えば九州大学は産総研と同じように、台湾のＩＴＲＩ、台湾工業技術研究院とも連携

していますが、その場合は、我々は基礎研究をやる。彼らは応用開発が得意なのでその分

野をやる。一緒にやることによって、九州大学が基礎研究でなかなか市場に出せないもの

を、彼らの力を使ってやるんだ。そういうことでお互いの補完関係を確認し合う。そうい

うふうに考えているわけです。それと同じようなことで、産総研がアジアのいろいろなと

ころとやるときに、何を日本側のメリットとして定義してやっているのかというのが１点

です。 

 もう１点は、技術の移転、知財戦略です。私は産総研は知財移転については大きな成果

を上げていると思います。例えばベンチャーについても相当しっかりやっていらっしゃい

ます。ただ、研究成果の移転という場合に、果たして産総研内部のいろいろな組織を使っ

てやることが本当に効率的なのかどうかということを、もう一回確認のためにお聞きした

いと思います。 

 例えば理研は、アメリカの非常に大きな研究所のバテル記念研究所の子会社の 360ipと

いうところを使って、彼らの成果移転を、本当の世界的な知財移転、事業化のプロフェッ

ショナルなところにアウトソースする形で進めようとしています。まだ成果はこれからだ

と思いますが、我々大学も、ＴＬＯというものを使うことの限界をだんだん理解してきて、

やはり海外の本当のプロフェッショナルなところに任せようかという雰囲気が相当出てい

ます。そういう意味で、産総研が今後知財移転する場合にどういう戦略でやるのかという
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ことの考え方を、今までの実績の評価も含めてお伺いしたいと思います。 

○室伏部会長  では、お答えください。 

○山崎理事  国際研究協力についてお答えさせていただきます。 

 アジアとの連携は、日本の新成長戦略の中でも、日本としても政策として連携強化は非

常に重要なことであるという政策的な背景もあります。それ以前からも、産総研は非常に

アジア各国と協力を強く進めてきております。例えば１つの例ですが、バイオマスの利用

については、いろいろな国々とのＭＯＵ提携もありますが、もっと広くコンソーシアムを

つくりまして、ここでいろいろなタイプのバイオマス、いろいろなタイプの使い方がある

わけで、技術開発の種類もいっぱいあります。これをお互いに情報交換するなりというこ

とで、実際のマーケットに近いのはアジアのバイオマス資源をたっぷり持っているところ

からであります。 

 例えば１つ最近の例でいきますと、タイと産総研の間でＪＩＣＡ、ＪＳＴの非常に大型

なプロジェクト、これは産総研の基礎研究をタイで、実際に工業化まで結びつけようとい

うのも１つの例にあります。 

 それから、アジアとの連携においてもう１つ産総研がポイントとして考えておりますの

は、生物の多様性ということで、特にライフバイオの世界ではなかなか物質のやりとりが

できない。そうすると向こうの現場で持っているところとの連携は、お互いにウィンウィ

ンになる。それからバイオ燃料もそうですが、これを標準化していく。そのほか産総研の

ハイテクの技術もそうですが、国際標準化していくときに、アジアの国々も同じ国際化に

向けては１票持っておりますので、戦略的な技術のスタートのところからのアライアンス

も視野に入れております。 

○瀬戸理事  技術移転の件でございますが、谷川委員御指摘のように、技術移転にはラ

イセンスもございますし、共同研究もありますし、ベンチャーもある。多様なやり方があ

ります。産総研も 21年度までは日本産業技術振興協会を使って、ＴＬＯを使った技術移転

をやっておりましたが、それを 22年度から内部化いたしました。これは技術移転を図る上

でＴＬＯさんの考え方と、我々が例えばライセンシングよりは、もうちょっと企業さんと

共同研究のような形でやったほうが成果の普及が促進される案件もあるわけです。そうい

うことを総合的にやるために内部化させていただいて、イノベーション推進本部の中でラ

イセンシング、共同研究、またベンチャーの中で個別の成果についてどういうふうに技術

移転することが一番効率的なのかということをしっかり内部で議論してやるというやり方
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で進めていこうと考えております。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。手柴委員どうぞ。 

○手柴委員  １つは簡単な質問ですが、研究ユニットには、研究部門と研究センターと

研究ラボがございます。それで研究センターだと、どうしても３年から７年ぐらいの期間

が設定されて実用化までの橋渡しということがあります。今回改めて気がついたのですが、

活断層・地震研究センターがありますね、センターだと何となく時限的なような感じがし

て。あのセンターは基盤的な研究ユニットだから研究部門でもおかしくないのかなと、震

災以来、貞観地震の話を聞いたりして思っていました。 

 それから、今回の震災の話の延長ですけれども、先ほど生物試験、動物とか寄託センタ

ーの預かっている試料、何とかうまく助かったという話がありました。今回の震災、特に

つくば、東北が一番影響を受けたわけですが、それに伴って産総研全体で例えばリスク分

散、もう１つはバックアップの機能、そういうことの何か検討を始められたのか。私は寄

託センターにちょっとタッチしたものですから、寄託センターとかその関連部署は、例え

ば震度６以上経験していない沖縄に持って行ったらどうかという話を昔から産総研にもお

話ししたことがあると思います。その辺のリスク分散とか機能分散とか、震災以降何か考

えられていること、あるいは多分再編とか集約にもつながるかと思いますが、その辺のお

考えをお聞きしたいと思います。 

○室伏部会長  いかがでしょうか。お答えをお願いします。 

○脇本理事  １点目のセンターの件でございますが、例えば太陽光発電研究センターも

大事だということで、時限をつけてセンターにしたのですけれども、やはりテーマそのも

のはもうちょっと長い目で育てなければいけないということで、ことしの４月に太陽光発

電工学研究センターという、「工学」という名前をつけて、同じテーマをさらに延長するこ

とにしました。やはりセンターということで区切っておいて、研究者の意識を基礎研究か

ら次は工学に移し変えるような意識改革をする意味もありますので、必ずしもセンターは、

時限はついておりますが、テーマそのものが必要な場合は、テーマを再編した上で、さら

に研究センターとして続けることも検討しておる次第で、まさにそういうことも実際にや

っておるということでございます。 

○手柴委員  ２点目の震災以降、リスク分散とかバックアップ機能分散、あるいは再編

について何か検討を始められましたか。 
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○脇本理事  これは研究再構築本部というのを今内部的に立ち上げておりまして、これ

はコンピュータの配置の再編を含めまして、またいろいろなクリーンルーム等の再編・集

約、それから地域への移転も含めて、今総合的に各分野担当理事に分担してもらって検討

しておるところでございます。 

○室伏部会長  よろしいでしょうか。 

 堤委員、いかがでしょうか。 

○堤委員  ２点ほどあります。１点目が、そもそも産総研が研究のミッションとは一体

どういうものかというフィロソフィーのほうです。資料 2-4の２ページ、キーワードとし

てイノベーション創出によるイノベーションハブ機能の強化というコンセプトがあります。

もともと産総研は、その基礎研究から応用までの一貫した研究をやるというのが本格研究

のコンセプトですか、というのが基本になっていると思います。ここのオープンイノベー

ションハブ機能の強化というところで見ますと、どうも大学と企業の間の橋渡し的なやつ

を中心にやるんだというニュアンスがちょっと強いんですね。 

 その結果、例えば地域活性化の中核とか、もちろんそれは重要なことですが、多分もう

１つのものすごい重要なミッションとして、国家戦略として民間なんかができないような、

国がある程度支援しなければいけない研究を徹底的に進めるというのもものすごく大きな

任務のはずですね。例えばグリーン・イノベーションで出てきていないのですが、かつて

のアポロ計画のような宇宙開発とか、ガスタービンの巨大技術とか、そういったものが見

えないんです。どうしても国民へのサービスというふうになると、言葉は悪いですが悪く

見れば、それこそ中小企業へのサービス、支援という形になってしまう。これはそこのど

うしてもやらなければいけない国家戦略としての重要課題のところをやれないというか、

そこを開発する、研究するパワーがそがれるのではないかというのが１点です。 

 もう１点は、研究開発がふえているというのは結構なことですが、研究者の人員です。

国も大学も全部そうですが、やはり削減される。資料で言うと、常勤の研究者が確実に減

ってきています。研究開発はマネジメントもさることながら、どうしても頭数で勝負とい

う側面は絶対あって、国全体の財政で減らさざるを得ないとしたら、その人材が不足して

いるのをどういうふうに補完するようなマネジメントというか、そこら辺のアイデアは研

究開発マネジメントとして重要ではないかと思います。 

 その２点です。 

○室伏部会長  根本的なご質問だと思います。お答えをお願いいたします。 
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○瀬戸理事  まずオープンイノベーションハブのところですが、委員からコメントがご

ざいました大学と企業を単につないでいるということではございませんで、まさに我々オ

ープンイノベーションハブ機能の強化というのは、本格研究をさらに発展させる機能の強

化だと考えています。つなぐときにも、産総研の中にある一定の強みがないとつなぎ役に

なりませんので、そこは産総研のシーズなりポテンシャルをしっかり使う。ただし、御案

内のように単一の産総研の強みだけでは産業化に持っていくことはできないわけです。そ

うすると、そこに大学とか企業が入ってきていただかないと実用化、産業化には向かって

いかない。そういう意味で産総研の強みを生かして、かつ産業化に貢献するためには産総

研に来ていただかなければいけないわけですから、外部の方々が来ていただくような仕組

みをしっかり整えようというのが国の強化です。 

 国としてやらなければいけないこととして、こういう中でやられているのが説明の中に

も含めさせていただいたように、太陽光モジュールの評価とか、標準化とか、非常に基盤

的な部分もございます。また地域では、中小企業とも非常にタイアップしてコンソーシア

ムを組んでやっているわけですが、単に支援ではなくて、そこに加わってくる中小企業は、

研究開発に非常に熱心という研究開発型の企業です。ですから、我々は単に中小企業を支

援するだけではなくて、一緒に新しい技術を開発するという形で、地域でも行われている

と御理解いただければと思います。 

○野間口理事長  非常に根本的な御指摘ですので、少し補足させていただきたいと思い

ます。例えば太陽電池は世界的にも大きな市場になっておりますが、日本で太陽電池を実

現したのは産総研の基礎研究からの取り組みの効果だと思っております。今現在は大きな

市場ができまして、少し安物の領域で、つくる量は中国にもう負けているのですが、本当

の意味で世界の電源として位置づけるためには、ちゃんとした評価に耐え得るものを提供

しなければいけないということで、太陽電池は今や第２の時代になろうとしています。そ

こでの評価技術などを今やっているということで、少し支援的に聞こえたかもしれません

けれども、そういうことでございます。 

 ほかの例で言いますと、例えばハイブリットの電池とニッケル水素、現世代ですね、こ

れは産総研で基礎研究から生まれたものです。大規模技術にチャレンジできないのではな

いかということですが、大きな実証プラント等をやるのは、ＮＥＤＯのプロジェクトで重

工メーカーなどが入って、そこに産総研は基礎的な技術を担当するものとして入ります。

ですから、委員の御指摘のガスタービンで動作温度 100度上げるとか、そういうところで
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貢献しております。 

○堤委員  ちょっと誤解があったかもしれませんが、大規模技術というより、例えば今

回の地震対応で１つは原発がとまる、あるいは国民の意思として、やめようというふうに

した場合にどういうことが起こるかというと、ベースロードとしての原発でなくなるわけ

です。そこに幾ら太陽電池を入れてもだめで、結局火力を入れざるを得ない。とすると何

が重要かというと、既存の火力の高効率化とか非常に地味なんですが、そういったことは

物すごく近々に重要になってきています。そういうのは企業でも大学でもできない。むし

ろ国が、ここら辺が重要なんだということをはっきり言ってやる。だから、そのときには

産総研は非常に重要な役割を果たすのではないかと、そういう意味です。 

○野間口理事長  御指摘のとおりでして、私どももそういう心構えできょう説明したよ

うな問題プラス、今後大きな根源的な課題解決型の問題が出てくるということで、我々の

ほうからも提案するけれども、経済省との対応もとっていこうということで、おっしゃる

とおりでございます。 

 それから、人の減る問題は御指摘のとおり、私も大変危惧しております。交付金の問題

もあります。それから産業界の元気がなくなりまして、外部資金も減ったというのもあり

ます。いろいろ工夫しなければいけない。その１つが技術研究組合への参加でございまし

て、企業群、大学からもイノベーティブな人材が集まってきて、産総研の研究者と一緒に

合流して切磋琢磨しよう。産総研の頭数はふえないのですが、出口に近いところではあり

ますが、非常にイノベーティブな人材が 200人ぐらい外部から、全研究組合を合わせると

来てくれております。そういうので我が国のイノベーション力を落とさないような工夫を

しよう。これは本省との連携も強く取りながらやっていることですから、そういうことの

一連でございます。 

○室伏部会長 もうほとんど時間がないのですが、もうお一人、森本委員お願いします。 

○森本委員  技術移転の話がありましたが、各企業はそれぞれがしのぎを削って技術研

究開発投資をして、それぞれみがいているわけです。そこに対して具体的に技術移転する

ときのポリシー、どういう企業にするのか、あるいはどこの会社に対しても要求があれば

するのか、そういったポリシーと、その際の例えば知財を譲渡する際のプライシング、先

ほど３億円ぐらいのトータル金額の収入という表をどこかで見ましたけれども、そういう

プライシングについてはどういうふうに考えていらっしゃるか。 

○室伏部会長  お願いします。 
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○瀬戸理事  技術移転については、先ほど申し上げましたように共同研究とか、ライセ

ンシングとか、それが非常に重要なツールになっていまして、共同研究でやる場合には、

企業さんに非常に興味を持っていただかなければいけませんので、興味を持っていただい

たものについては、例えば企業さんから資金を提供していただいて共同研究する形で技術

移転する場合もございます。また、ライセンシングということで実施契約を結んでやって

いく。その中でどういうやり方が相互にとって効果的なのかをベースに判断をしていくと

いうことです。 

 あとライセンシングでのプライシングについては、まさに個別のことになりますが、実

際に実施契約としてやっていただく場合もございますし、実施契約に行く前に情報開示と

して、一時金として一度見ていただいたり、お試しでやっていただいたりというプロセス

を踏みながら値決めをしていくというか、実施契約に移していくということになっており

ます。 

○室伏部会長  よろしいでしょうか。 

 今ご質問がありましたように、国家戦略に対して機動的に対応することこそが産総研の

役割だと思います。この大震災を受けて、さまざまな要望への対応や、中小企業などの支

援もこれからますます大事になってくるだろうと思います。また、産総研が国際標準化を

視野に入れた形で研究開発を進めていらっしゃる、これは日本がグローバルに活躍する上

できわめて重要なことですので、今後もぜひ、それらの視点を忘れずに事業をお進めくだ

さるよう、お願い致します。 

 時間が過ぎてしまいましたので、とりあえず質疑応答はここまでにさせていただきます。

先ほど事務局からご説明がありましたが、ほかにご質問などがありましたら、ぜひメール

などで事務局にお寄せください。それに対して、産総研からのお答えを皆様にお返しする

ようにいたします。どうぞご遠慮なく質問やご意見をお寄せいただきたいと思います。 

 それでは、最後になりますが、議題３の産総研の不要財産の国庫納付等について、事務

局からご説明いただきます。 

○市川産総研室長  資料３に基づきまして簡潔に御説明させていただきます。 

 冒頭で申し上げましたように、昨年以来、独法にたまったお金を国庫に納付するように

という動きの中で、１．の背景に書いておりますが、独法通則法が改正されまして、昨年

末に不要財産の国庫納付が義務づけられるようになりました。 

 ２．ですが、それを踏まえて今回、産総研のほうから、不要財産の国庫返納に係る申請
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が参りました。基本的にはここに書いてありますとおり各サイトの返納敷金額、あるいは

研究機器売却額、それから、今般３月に返ってきた秋葉原サイトの返納敷金額、もう１点

は基本方針、閣議決定にも書いてありますが、つくば苅間サイトの譲渡に伴う、今後譲渡

するということに関しまして申請書が来ております。 

 今般この申請に関しまして、主務大臣が認可するに当たっては、評価委員会の意見を聞

くということになっておりまして、今般これでよいかどうかということをお伺いさせてい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明についてご質問はおありでしょうか。堤委員どうぞ。 

○堤委員  これを見たら、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと

認められる場合ですから、今使ってなくても将来使う可能性のあるやつは省くんですよね。

いや、こういうので過剰対応にしているのではないかという、そんなことはないですか。 

○室伏部会長  お願いします。 

○野間口理事長  つくばとかそういったところでしたら、先生のご指摘のようなことも

あるのですが、直方サイトなどは管理コストもものすごく負担になっておりまして、全体

の経営効率を上げていくためには、どうしてもこれは整理したほうがいいということ等の

理由が主な理由でございます。 

○室伏部会長  事務局からは何かありますか。よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、御質問がないようですので、本議題について、当部会としては、適当である

と回答させていただきます。よろしゅうございますね。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本当に最後ですけれども、事務局から、議事次第にあります議題４のその他

として何かございますか。 

○市川産総研室長  議題１の資料 1-4のスケジュールで説明しましたとおり、また先ほ

ど部会長からも御説明ありましたように、本日中に電子ファイルを送りますので、６月 28

日付で提出をお願いします。それから、意見は受け付けておりますので、ぜひともよろし

くお願いします。それから、次回の部会ですが、事前に御案内しておりますが、７月 12

日、別館 10 階で予定しておりますので、よろしくお願いします。それから、本日の議事録
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ですが、案を取りまとめ次第皆様に送付し、御確認いただいた上でホームページで公開と

いうことになりますので、よろしくお願いします。 

 それから、本日お配りした資料ですけれども、非常に大部になりますので、机の上に置

いていただければこちらから郵送させていただきますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 これで閉会にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。何か特別に仰りたいことがご

ざいますか。 

 それでは、どうもありがとうございました。皆様どうもお疲れさまでした。また、産総

研からのご説明も、大変駆け足でお願いすることになりましたけれども、どうもありがと

うございました。 
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