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独立行政法人産業技術総合研究所 平成２２年度業務実績評価（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：Ａ 

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（３０％） 

地質の調査（５％） 

計量の標準（５％） 

財務内容（２０％） 

① 
 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

①×２０％＋②×２０％＋③×３０％＋④×５％＋⑤×５％＋⑥×

２０％＝  点 
 

総合評価のポイント 

【算定式のウエイト】 

○「サービスの質の向上」は戦略的な研究成果の推進や国の政策との整合性を取る

ための項目であり、産総研で最も重要な項目であるので、合計で６０％とする。

第３期中期目標の構成に合わせて、次のように４つの小項目に分割し、各々の業

務内容に応じて、ウエイト付けしている。①研究開発マネジメントは２０％、研

究開発等そのものに関しては、②鉱工業の科学技術３０％、③地質の調査５％、

④計量の標準５％とした。 

○「業務運営の効率化」及び「財務内容の改善」は、前年度同様２０％としている。 

 

【総合評定】 

○社会の要請や、産業構造の変化に対応して、産総研のミッションが着実に実行に

移されて居り、さまざまな領域で優れた実績が挙がっている。 

○中期計画で掲げたミッション（①２１世紀型課題の解決、②オープンイノベーシ

ョン機能の強化）達成に向け、２２年度はいずれの分野においても、ほぼ順調に

計画通りの成果が得られ、一部の分野や研究課題においては計画を上回る成果も

得られている。 

○産総研は、わが国の基礎研究と産業とを結ぶ本格研究を担う特別な研究機関であ

り、中枢部だけでなくすべての職員が、個々の研究の進展を図るだけでなく、そ

の認識を持って研究・開発等の仕事に当たることが必要であるが、その認識は年々

全職員の中に浸透して来ていると考えられる。 

 

業務運営の効率化

計量の標準 

AA

A

B 
C 

D

財務内容

研究開

発マネ

ジメント

地質の調査 鉱工業の科学技術
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○平成２２年度における当研究所の業務実績は、総じて計画を超える優れたパフォ

ーマンスを挙げていると評価する。特に国立研究所としての立ち位置を理解し、

産と学との連携のハブになる努力を具体的に開始している点、また絶えず具体的

かつ社会的アウトカムを意識した業務運営に努力している点については高く評価

したい。 

○研究所が一体となって努力することが前提ではあるが、さらに内外の研究機関、

大学、企業（中小企業など）とも連携して、それらの事業を先導し、補完するこ

とで、日本の科学・技術の基盤を築き、産業技術力を高めるための一層の努力と

新たな挑戦を期待する。 

○ポスト東日本大震災の社会に資する一連の災害、資源、エネルギー研究の成果を

高く評価するとともに、すべての分野で、基盤・標準化技術、実用化技術の双方

のバランスの取れた先端的研究成果を紛れもなく上げている。 

○「研究関連・管理部門」を３本部に統合・スリム化し、理事長のマネジメント力

強化のため、６分野ごとに「研究統括」「副研究統括」「研究企画室」を設置した

研究実施体制の刷新は、研究開発支援機能強化に繋がる施策と高く評価する。 

○「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）」

等を踏まえた対応については、誠実に対応措置をとっている。 

○「見直しの基本方針」を踏まえ、様々な分野における研究テーマの重点化による

事業規模の見直し、重複排除・連携強化などが適切に行われている。また、直方

サイト、秋葉原サイトなどの不動産の国庫返納や廃止の取り組み、一者応札や一

者応募の改善に取り組む等、資産・運営等の見直しも適切に行われている。「独立

行政法人整理合理化計画」や「経済産業省所管独法の改革について」、「行政刷新

会議による事業仕分け」に対しても、保有財産の見直し、様々な分野における改

革を適切に行って居り、特段の問題はない。 

 

【指摘・コメント】 

○東日本大震災が発生した現在、地質調査や計量標準，計量手法に関する研究機能

等の重要性が、飛躍的に高まっている。民間では対応しがたい分野であり、かつ

また大学の研究では即応性に難がある。それゆえ国の研究所としての当研究所に

対する期待は高いものがあるので、大きな役割を果たしていただきたい。 
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○十分な研究成果を挙げている。橋渡し研究ではなく、基礎から実用化までを一体

的かつ連続的に実施する「本格研究」を広範な分野で実施できる体制を整えて欲

しい。異なる領域間の連携、大学及び他の研究機関との有機的な連携を進めて欲

しい。 

○「見直しの基本方針」のもと、研究開発、国家計量標準、地質調査のいずれの分

野においても研究課題の選択と集中、重点化が図られた。不要な固有資産につい

てはほぼ計画通りに売却、国庫納付の手続きが進められている。契約に関しては、

外部から専門家を採用し、契約審査に関与させる体制を構築したことは評価でき

るが、依然として一者応札比率は高く、一層の工夫と努力が求められる。 

 

 

（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：Ｂ 

評価のポイント 

○業務運営の効率化に向けて、産総研が一体となって取り組み、着実に成果を挙げている。 

○研究分野間の融合、協働や、産学連携の加速が期待できる研究企画、人材統括、研究統括という実践的な機

能分割体制をすべての分野ごとに設置した取り組みは、特筆すべき業務改善の英断として高く評価したい。 

○官民競争入札について、研究支援業務の質の向上と業務効率化の推進のため、市場化テストの導入を進めて

いる。 

 

 

＜総論＞ 

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 
平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．業務運営の抜本的効率化 

（１）管理費、総人件費等の削減・見直し 

（２）契約状況の点検・見直し 

 

２．研究活動の高度化のための取組 

（１）研究組織及び事業の機動的な見直し、外部

からの研究評価の充実 

（２）研究機器や設備の効率的な設備と活用 

 

３．職員が能力を最大限発揮するための取組 

（１）女性や外国人を含む優秀かつ多様な人事

の確保及び育成 

 (２)職員の能力、職責及び実績の適切な評価 

 

【業務運営の抜本的効率化】 

＜主な実績＞ 

○パイプ式ファイルやダブルクリップ等消耗品リユース、リサイクルシステムの活用によ

る資産の有効活用、雑誌等購入の見直しによる広報経費、図書経費の削減、出張時にお

ける新幹線回数券の現物支給の導入による旅費削減の促進などにより、一般管理費につ

いては前年度比 3%以上、業務経費については前年度比 1%以上の効率化を実施した。 

○総人件費削減については、総人員数の管理及び定期昇給幅抑制（平成２２年度まで普通

昇級を１号俸抑制）により、平成１７年度比で 5%削減を達成した。 

 

＜評価＞ 

○業務運営の効率化に向けて、産総研が一体となって取り組み、着実に成果を挙げている。 

○リサイクルシステムによる資産の有効活用が図られ、実際、６億円の経費削減にも成功

している。 
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４．国民からの信頼の確保・向上 

（１）コンプライアンスの推進 

（２）安全衛生及び周辺環境への配慮 

 

【研究活動の高度化のための取組】 

＜主な実績＞ 

○「見直しの基本方針」を踏まえて、鉱工業等に関する科学技術の研究開発等について研

究テーマの重点化による事業規模の見直し、新規テーマ設立を審査する諮問委員会に関

連する他独立行政法人の研究者等を参加させることにより重複排除・連携強化の徹底等

を実施した。 

○業務運営のあり方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、平成 22

年 10 月 1 日をもって新しい体制への移行、より効率的かつ質の高い業務を行うことがで

きる体制とした。具体的には、「事業組織」として、各事業所の管理監及び地域センター

所長の下に研究業務推進部（室）を置き、従来の研究関連・管理部門に集中していた業

務の一部を、各事業所で行う体制とした。また、「本部組織」としては、15 の部署で構

成されていた従来の研究関連・管理部門等を 3 つの本部に統合し、特に、産学官連携に

関する従来の 8 つの部署を「イノベーション推進本部」として単一の組織に統合し、縦

割り的な実施体制から、総合的かつ横断的な取り組みを可能とする体制とした。更に「研

究推進組織」についても強化を行った。６研究分野ごとに、研究戦略の検討・実施する

職制である「研究統括」、「副研究統括」及び「研究企画室」を設置し、研究ユニット長

と連携して、研究分野内及び研究分野間の融合や産業界、大学などとの連携を加速する

体制とした。 

 

＜評価＞ 

○研究活動の高度化のためには、組織の不断の見直しや適正な評価、設備等の適切な整備

も実施されており、産総研の強みを活かした研究・開発が推進されている。 

○研究分野間の融合、協働や、産学連携の加速が期待できる研究企画、人材統括、研究統

括という実践的な機能分割体制をすべての分野ごとに設置した取り組みは、特筆すべき

業務改善の英断として高く評価したい。 

○研究支援体制が抜本的に再編され、「イノベーション推進本部」「研究環境安全本部」「総

務本部」に統合・スリム化した。これにより内部連携の強化と効率化が図れるものと期

待する。 

○同様に、「研究統括」「副研究統括」「研究企画室」の新設による研究マネジメント体制の

刷新も理事長マネジメント力の強化に繋がると評価する。今後、分野担当理事と研究統
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括の役割と責任の明確化が求められる。 

○研究組織の機動的な見直し、改廃を積極的に行っていることは評価する。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○過度に形式的に効率化を追求するあまり、研究の活性化をむしろ阻害してしまうことが

ないように、留意すべきである。研究者と事務方のコミュニケーションが重要であろう。 

○当研究所の業務運営の効率化に対する取り組みは前向きかつ積極的であり評価できる

が、組織変更や仕組み変更先行の感がある。実質的な成果が上がるよりシンプルな方法

を検討するとともに、職員の士気高揚につながるよう留意されたい。 

○業務執行体制の現場移譲、組織の統合・スリム化、理事長のマクロマネジメント力強化

に向けた研究実施体制の構築等は、いずれも評価できるが、体制整備だけでなく実際の

成果が出るような運用面での努力を待ちたい。また組織の改革変更は重要であるが、現

場の混乱や職員の士気に影響なきよう配慮されたい。 

○各研究ユニットが中期計画の大分類に沿っていることは重要であるが、同じ大分類に属

するユニット同士が横断的に協業することが必要であると考えられる。 

 

【職員が能力を最大限に発揮するための取組】 

＜主な実績＞ 

○第２期中期目標期間の男女共同参画の取り組みの効果を分析し、第３期中期目標期間の

課題を整理して、具体的なアクションプランを盛り込んだ男女共同参画推進策を策定し

た。産総研公式ウェブサイトで公開するとともに、産総研内外に推進策の冊子を配布し

周知した。 

 

＜評価＞ 

○研究者の個人評価制度に取り組んでいる点も評価したい。 

○柔軟な人事制度や多様なキャリアパス確立の取り組み、さらに研修制度や表彰制度の充

実により、職員の意識や能力の向上が図られ、優れた人材の確保・育成にも役立ってい

る。また、保育と介護支援による男女共同参画の取り組みも成果を挙げている。  

○女性研究職採用者数の減少は残念だが、エキスパート研修の受講者の急増など、職員の

能力開発における積極的な取り組みは評価できる。 
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＜指摘・コメント＞ 

○さらに言えば、女性職員のさらなる拡充と役員への登用にも努力して欲しい。 

 

【国民からの信頼の確保・向上】 

＜主な実績＞ 

○全職員等のコンプライアンスに対する意識向上に向け、職員等研修、セルフチェックの

実施等によって参加型コンプライアンスの推進を図った。具体的には、契約職員基礎研

修における、「コンプライアンス」の講義資料及び講義内容について、最近の事例等を盛

り込むなど全面的に見直しを行い、ｅラーニングにより「コンプライアンス」研修を実

施した。また、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、役職員等

を対象として、参加型による「コンプライアンスに関するセルフチェック」を実施（年

２回）し、基本的な考え方の再認識を促した。更に、所内におけるコンプライアンス推

進活動の一環として、身近な事例をもとにコンプライアンスに関する理解をより深める

ため、「コンプラ便り」を作成・発信した。 

 

＜評価＞ 

○安全衛生管理体制の見直しと、管理、教育等の徹底により、環境・安全マネジメントや

業務運営の効率化が図られ、業務・システムの最適化も進められて、合理化への努力が

なされている。  

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ  Ｂ Ａ ＡＡ Ａ (Ａ)
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５．業務・システムの最適化【必須】 ＜主な実績＞ 

○システム構築の標準化やソフトウェアの共通化により、平成２１年度までに「包括フレ

ームワーク」として体系的に構築した新情報システムを引き続き稼働し、イントラネッ

トシステム、会計システム、人事給与システム、研究テーマデータベース等の効率化、

機能強化を実現した。平成 22 年 10 月の組織改編においても新情報システムの高い柔軟

性をフルに活用しシステム改修を効率的に実施した。 

○データベースシステム「研究テーマ DB」を構築し、研究戦略、研究者、研究業績、研究

予算などの情報を統合することにより、研究活動の可視化、研究情報の集約化を実現し

た。 

 

＜評価＞ 

○情報システムの標準化やソフトウェアの共有化により、体系化された情報システムを構

築し、研究支援業務の効率化を図った。新情報システムは順調に稼働し、様々な効率化

と機能強化の実現につながっており、さらに合理化への努力が続けられている。 

○新情報システムの順調な稼働を評価する。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○研究テーマデータベースは不断の充実が望まれる。 

６．内部統制【必須】 ＜主な実績＞ 

○毎事業年度の開始時に、研究ユニット等の長に対して法人のミッションを踏まえた研究

ユニット経営方針の提示を指示し、理事長が研究ユニット等の長から直接、研究ユニッ

トの経営方針（予算を含む）を聴取することにより、事業実施に際して理事長から直接

指示できる体制を構築している。 

○研究ユニットの評価結果を理事長に報告し、理事長は評価結果を研究ユニットへ予算配

分等に反映している。また、評価の信頼性向上のため、フォローアップとして意見交換

等も実施している。 

○各種の定例所内会議等を開催し、ミッション等の周知を行う体制が構築されている他、

必要に応じて理事長からメッセージを全職員に向けて発信している。 

○コンプライアンス推進においては、個人の意識向上が重要と捉え、「押しつけ」とならぬ

よう、「参加型」コンプライアンス推進を意識して、職員等の研修実施、研修資料の全



 

9

職員閲読実施、全役職員のセルフチェック等を実施した。 

○内部監査については、研究所の業務の公正、効率的な執行の観点から、独立した立場で、

財務・業務・コンプライアンス等の側面から継続的にモニタリング監査を実施した。 

○監事監査については、研究所の事業の適性かつ能率的運営を確保することを目的とし、

事業年度計画及び監査実施方針に基づき、重要会議への出席や関係部局の聴取、会計監

査人からの報告等を踏まえ、研究所の業務監査及び会計監査を実施した。 

 

＜評価＞ 

○内部統制についても、全職員の参加の下で、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を構築すべく努力している。国民からの信頼は、確保されている

と言える。  

○内部統制に関しては、理事長がリーダーシップを発揮できる仕組みを構築し、ミッショ

ンの徹底を図った。全職員の参加の下で、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、リスク管理体制を確立した。内部監査、監事監

査等も適切に実施され、現在の体制は他の機関のモデルともなる優れたものとなってい

る。 

○体制、運用に特段の問題なし。ミッション、コンプライアンスを含め周知徹底が肝要。 

○理事長が 46 ユニット全ての評価を行うことは困難であると考えられるため Steering 

Committee のようなものを組織することでより正確な評価が可能になると思われる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○理事長のリーダーシップ発揮体制の構築、コンプライアンス推進体制の確立の取り組み

は評価できるが、会計検査院の指摘事項が発生したのが残念である。 

 

７．官民競争入札等の活用【必須】 ＜主な実績＞ 

○施設整備業務については、従来より一般競争入札による請負契約（複数年契約も含む）

によるアウトソーシングに取り組んでいる。 

○平成２２年度は、研修業務についてアウトソーサーを企画競争により決定、一部の研修

業務についてアウトソーシングを開始した。 

○平成２３年度中には「官民競争入札等監理委員会」による市場化テスト（官民競争入札）
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を導入し、確保すべきサービスの基準、落札者評価基準等の審議により、平成２４年度

からより効率的に業務を実施する予定。対象となる具体的な業務は以下のとおり。 

・「地質標本館維持管理業務」及び「サイエンス・スクエアつくば維持管理業務」  

・「つくばセンター植栽管理業務」  

・「研修等施設の管理運営業務」  

・「つくばセンター自動車維持管理業務」  

・「つくばセンターの設備等維持管理業務」 

 

＜評価＞ 

○官民競争入札等についても、大きな改善努力がなされており、特段の問題はない。 

○管理業務の効率化のため、施設整備業務、一部の研修業務については、アウトソーシン

グを導入している。官民競争入札について、研究支援業務の質の向上と業務効率化の推

進のため、市場化テストの導入を進めている。 
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＜入札・契約に関する事項＞  
 

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 

平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

入札・契約の適正化【必須】 

 

＜主な実績＞ 

○「随意契約等見直し計画」（平成 22 年 4 月末策定）に基づき、競争性のない随意契約の更なる見直し及

び一般競争入札等の競争性の確保のため、外部有識者等によって構成する契約監視委員会を平成 23 年 1

月 24 日以降、4回開催し、平成 21 年度契約の点検・見直しを行った。 

 

○契約監視委員会での点検内容及び主な委員意見  

＜点検内容＞ 

１．随意契約を継続しているものについての妥当性の確認 

  平成 21 年度選定随意契約 79 件のうち 8件を抽出選定し点検（何れも随意契約理由が「個別判断

によるもの」を抽出） 

２．真に競争性が確保されているかの確認 (一者応札・応募の見直し） 

   平成 21 年度契約（一者応札関係）2,721 件を類型化し、外部委員により抽出選定されたリスト

170 件を点検 

３．その他 

・「随意契約等見直し計画」への対応状況について 

・平成 22 年度（上期）に締結した契約の状況について 

 

＜主な委員意見＞ 

・競争性のある契約への移行の可能性を図るため、業者に積極的に調達の情報を提供するとともに、

業者から仕様に関する資料等を提供してもらってはどうか。 

・仕様書の作成にあたり、企業等に資料等の提供を求めることにより、より研究者の求める物に合っ

た仕様書の作成が可能ではないか。 

・入札不参加業者へのアンケートは、不正確な不参加理由が選択されている可能性があるのではない

か。また、入札説明書を配布した業者に対し、情報取得先を聞き取りしてはどうか。 

・企画競争における技術審査について、審査の客観性を高める観点から、判断基準をより一層明確化
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していってはどうか。 

・予算要求時や調達請求時に添付する参考見積書は、研究ユニットに対して、なるべく複数の者（代

理店）から徴取するよう促すべきではないか。 

・いくつかの種類の研究機器で、ある程度の調達台数が見込めるのであれば、一括で調達するなどの

方法を取ることで競争性を高めることにより、費用の削減を図ることができるのではないか。 

 

○これら委員の意見を踏まえた取り組みを平成 23 年度に実施（予定）することとした。 

 

○随意契約見直し計画（平成 22 年 4 月策定）の状況 

 平成２２年４月に平成２０年度実績を元に新たに随意契約見直し計画を策定し、引き続き一般競争入札

等への移行に努めている。  

 

 平成２２年度における基準額以上の契約に占める競争性のない随意契約の割合は、金額ベースで１２．１％、件

数ベースで３．５％であった。今後の達成目標として掲げている随意契約見直し計画と比較すると、それぞれ僅

かに上回っている結果となっている。この要因としては、中期計画開始に伴い複数年契約を行った新聞等の初年

度契約が増加したことや、東日本大震災等に伴う緊急調達案件が発生していることなどによる。 

 

＜評価＞ 

○入札、契約の適正化に向けて、様々な観点から点検と見直しを行い、随意契約や一者応札への対応を適 

切に推進している。高度な研究を行う機関であるため、随意契約でなければ対応が難しい契約や、一者

応札が不可避である契約も存在するが、早い時期から仕様概要を公表し、調達情報を詳細に公表するこ

となどによって、民間企業がそれらへ対策できる可能性を広げるなどの努力をしていることは評価でき

る。 

○２２年度の随意契約の件数・金額ともに２１年度を上回ったのは、東日本大震災の影響による緊急調達 

が発生したことと、中期計画実施に当たっての複数年度契約が主な原因であり、問題とされるものでは

ないと判断される。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○現状の競争入札率の水準は特に問題ないが一層の努力を望みたい。 

○契約に関与する外部人材の採用は高く評価される一方、一者応札の改善には更なる取組みが必要。 
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○競争入札の割合が高いことは評価できる。一方、競争入札であっても一者応札割合が高い点は改善の余

地があると考えられる。 

 

（参考１）契約に

係る公表の基準の

整備及び実施状況

○契約に係る公表の基準については、「契約事務取扱要領」及び「委託研究規程」を国の基準と同様に改正し、平成 20

年 4 月より実施している。 

○上記規程類に基づき、契約に係る情報を競争入札においては国と同様の期限内（契約を締結した日の翌日から起算して

72 日以内）に、随意契約においては毎月取り纏めの上、産総研ホームページにおいて公表している。 

 

（参考２）契約に

係る規程類の整

備・公表状況及び

当該規程類の適切

性 

○随意契約によることができる限度額の基準を定めた「契約事務取扱要領」を国の基準と同様に改正し、平成 20 年 4 月

より実施している。また、同基準については、産総研ホームページにおいて公表している。 

○予定価格の作成の省略に関する取扱についても国と同様の基準とすべく「契約事務取扱要領」の改正手続きを行い、平

成 21 年 4 月から実施している。 

 

（参考３）契約の

適正実施確保のた

めの取組状況 

○契約事務取扱要領を改正（H20.4.1 施行）し、随意契約によることができる限度額の基準を国の基準と同様とし、真に

やむを得ない随意契約以外は、競争入札又は公募による契約手続きとした。 

○企画競争、公募を行う場合でも一般競争入札の手続きに準じ、公募内容を産総研ホームページに公告し、公告期間を企

画競争は最低 22 日以上、公募においても 14 日以上として競争性確保に努めた。また、少額契約案件については、見積

依頼から提出期限の日数ルールの明確化、見積依頼・提出用ボックス設置等により、平成 20 年度から効率的に実施。 

○随意契約による場合であっても以下のとおりより一層適正な契約となるよう実施している。 

・真にやむを得ない随意契約を行う場合は、原則、国における「公共調達の適正化」の（競争性のない随意契約によら

ざるを得ない場合）に準じて実施し、選定理由の妥当性等について調達担当者、会計チーム長等及び契約担当職によ

る審査を行っている。 

・公募による随意契約を行う場合は、公募理由の妥当性等について調達担当者、会計チーム長等及び契約担当職による

審査を行い、産総研ホームページにおいて公募公告を行っている。 

・企画競争による随意契約を行う場合は、企画競争の妥当性等について、調達担当者、会計チーム長等及び契約担当職

による審査を行い、産総研ホームページにおいて企画競争公告を行っている。 

 また、企画競争応募者の企画提案書の審査及び業者選定については、要求内容に適した審査項目等を設け請求ユニッ

トの審査委員会により審査を行っている。 
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・政府調達による契約（1,500 万円以上）の場合は、全案件を契約審査委員会において審査し、政府調達の協定に基づ

き適正に手続きを行っている。なお、つくばセンターにおいては、契約審査委員会に外部から雇用している契約審査

役を加えた体制で審査を実施している。  

 また、政府調達の協定で認められている随意契約を行う場合であっても、事前に公募により参加できる業者が他にい

ないかを確認したうえで、随意契約を締結する旨 の官報公告を行っている。 

○政府調達制度に該当する案件については、契約審査委員会において仕様書、契約方式、技術審査等の審査を行っている。 

○契約事務の一連のプロセスは、請求部の長による決裁後、調達担当において内容を精査し、入札・公募公告の公表時、

予定価格調書作成時及び契約締結時において、それぞれ担当会計チーム長の決裁を受け、契約担当職（調達室長等）が

最終的に決裁を行なっている。 

 なお、事務の専決処理に関する規定に基づき、２００万円以下の案件に限り、各研究業務推進部会計チーム長等におい

て専決処理をすることができることとしている。 

○随意契約を行おうとする場合は、財務部、研究環境整備部又は産学官連携推進部の承認を得なければならないこととし、

「公共調達の適正化について」（平成１８年８月２５日財計第２０１７号）等に従って、随意契約を認めることが適当

か否かを審査している。(産総研行政支出見直し計画 平成２１年６月１２日) 

○監事による監査においては、特に契約実施状況について監査を実施した。随意契約の点検・見直しが行われており、入

札参加要件を緩和するなど透明性、競争性を確保するための取り組みが行われていることを確認している。 

○会計監査人の監査においては、研究費、管理費の発注、納品・検収、計上及び未収金の支払取引など購買プロセスにつ

いての監査を通じて、内部統制の有効性評価がされているところ。監事は、会計監査人から適宜報告を受けるとともに、

会計監査の実施状況についても確認を行っている。 

○内部監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施状況の確認」、「随意契約に

おける随意契約理由についての妥当性」に関して確認を行っており、監事はその状況について適宜報告を受けている。 
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（参考４）平成２

２年度に締結した

契約の状況 

 

（単位：件、千円、％） 

  
平成 21 年度 平成 22 年度 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札 2,422 33,192,626 94.00% 1,696 32,999,007 93.50% 

企画競争・公募 1,081 10,904,993

  

877 7,668,753

  
随意契約 79 3,721,855 94 5,573,274

合計 3,582 47,819,474 2,667 46,241,034

随意契約の割合 2.2% 7.8% 3.5% 12.1%

 

＜随意契約見直し計画の進捗状況＞ 

○平成２１年度における随意契約７９件のうち、２４件（千里オフィス賃貸借料等：約０．９億円）が平成２１年度限り

及び契約見直しのため終了したが、平成２２年度には当該年度限りの契約及び複数年契約の初年度契約分が新たに３９

件（電子ジャーナルパッケージ（サイエンスダイレクト）フリーダムコレクション等：約２１億円）生じたため、結果、

２２年度の随意契約件数は９４件となっている。（随意契約件数割合：３．５％） 

  なお、平成２１年度からの継続案件のうち、１１件（約２６億円）については平成２３年度以降に見直し計画に沿っ

て移行を行う。うち電気需給契約においては、予定数量を算出するための実績値を把握した上で、平成２３年度及び平

成２４年度中に競争性のある契約に移行する予定。 

＜効果＞ 

○平均落札率については、平成２１年度より０．５％低くなった。予定価格を作成する際、参考見積書、過去の納入実績

の他、調達担当者による可能な限りの市場価格調査を反映したことによるものと考えられる。  

○平成２２年度においては震災の影響や霧島山新燃岳の観測網整備といった緊急の必要により競争に付することができ

ないことから随意契約を行った案件（１０件）など、見直し計画時に想定されなかった案件により件数が引き上げられ

ているが、継続性のある案件については計画通りに競争性のある契約へと移行がなされている。 

（件数ベース）  

応札(応募)者 
一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 

二者以上 678 505 0 0 32 23 0 2 710 530 

一者 1,672 1,161 0 0 167 122 882 730 2,721 2,013 

合計 2,350 1,666 0 0 199 145 882 732 3,431 2,543 



 

16

一者の割合 71.1% 69.7% 0% 0% 83.9% 84.1% 100% 100% 79.3% 79.2% 

 

＜一者応札率について＞ 

○平成２２年度の基準額を超える総契約件数（２，５４３件）のうち、一般競争入札（１，６６６件）における一者応札

割合は６９．７％であり、平成２１年度と比較して１．４％減少。  

  なお、平成２１年度に公表している「１者応札・１者応募に係る改善策」の内容を踏まえ、平成２３年度以降も引き

続き新たな取り組みを検討しつつ、１者応札の低減に向けた取り組みを継続して実施していく。 

  また「研究開発事業に係る調達の在り方に関する検証会議」にメンバーとして参画し、「見直しの基本方針」に基づ

くベストプラクティスの抽出と実行による独立行政法人の調達制度の検証及び改革にも積極的に取り組んでいく。  

 

＜一者応札の具体例＞  

○太陽電池材料信頼性加速試験装置    97,020,000 円     Ｅ株式会社 AA10028322  

装置概要：試験槽内の温度並びに湿度を一定あるいは変化させるとともに、所定の条件で光照射を行い、太陽電池モジ

ュールに複合的な負荷を加えて加速試験を行うための試験装置 

 

市場調査を行った結果、装置の要求仕様から複数の入札参加者が見込めると想定し仕様書を作成、これにより一般競

争入札公告を行ったところ、５者に仕様書を交付。入札説明会に２者の参加があったが、仕様書配付業者のうち２者が

「仕様書内容についてスペックが合わなかった」との理由により辞退届けを提出したことで、残る１者のみの入札参加

となった。 

 

平成 22 年度の主な取り組み  

①適切な調達情報の提供 

・ 「平成 22 年度の特定調達案件に係る契約の発注見込み」をホームページで公表し、事業者へ情報提供。  

（平成 22 年 6 月）   

 

・産総研公式ホームページに掲載された調達情報について、RSS 方式による情報配信を開始。  

 （平成 22 年 7 月）  

 

②適切な仕様書の作成  

・請求元である研究ユニット等の長に財務会計部門長及び調達部長が面談。契約監視委員会からの指摘や産総研の契約を
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取り巻く現状を踏まえて、複数者による競争の確保ができる仕様書の作成に努めた。  

（平成 22 年 9 月 7 日から 10 月 5 日にかけて、全研究ユニット長等（43 ユニット）に対して実施） 

 

③契約審査委員会における審査内容等の拡充 

・政府調達協定の対象となる契約案件を適切に把握し、契約審査委員会によって調達スケジュール・仕様書等の法令への

適合性を厳正に審査。なお、つくばセンターにおいては新たに雇用した、契約審査役を加えた契約審査委員会において、

請求者が要求する仕様内容・調達手段について、必要最低限の仕様や条件となっているかを厳正に審査  

（平成 22 年 6 月）  

 

・研究関連・管理部門の本部組織及び事業組織への改組に当たっては、各事業所の契約担当職毎に委員会を設置すること

と改め、各事業所の研究分野の特殊性に応じた審査を可能とした。  

（平成 22 年 10 月） 

（参考５）随意契

約によらざるを得

ない契約の内訳 

＜真にやむを得ない随意契約＞ 

○契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの                 9 件   26,527 千円 

例：一般廃棄物処分作業  

○当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所が限定され供給者が一に特定される賃貸借契約 

（当該契約に付随する契約を含む）                                   26 件   491,632 千円 

 例：第２白嶺丸基地賃貸借 

○電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの 

  （提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）                    24 件  3,129,213 千円 

○郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）                 1 件    21,610 千円 

○再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入 

                                                                 14 件  1,430,841 千円 

○官報の印刷                                                                 1 件    21,656 千円 

 

＜その他個別事情による契約＞ 

○総合出張管理システムのＡＳＰ使用及び保守管理 

 公募（平成１５年度に複数者からの提案内容を審査し業者選定）により構築した新旅費システムの継続契約を行うもの。 

1 件    37,148 千円 

○情報検索サーバー及び基幹業務システム機器の保守 
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 当該機器は、購入価格と保守費を総合的に評価した一般競争入札（総合評価落札方式）により購入したものであるが、

保守については形式上随意契約とせざるを得なかったもの 

                2 件   333,323 千円 

○顧問料、ベンチャー支援に関する法律顧問業務  

 研究所の運営に不可欠な訴訟等の弁護に係る業務であり、訴訟等の事案は継続的に実施する必要があったもの。 

                                                                     6 件    12,584 千円 

○1月 26 日にマグマ噴火が発生し、連続的な噴火活動が継続している状況にある霧島山新燃岳の緊急観測網整備のため 

随意契約とせざるを得なかったもの                              6 件   39,160 千円 

    例：リアルタイム火山灰観測装置  

○震災の影響で建物等の緊急診断をするため随意契約とせざるを得なかったもの 

例：つくば中央第 1事業所他室内環境測定作業                    4 件   29,580 千円 

 

（参考６）関係法

人（特定関連会社、

関連会社及び関連

公益法人等）との

契約の状況 

 

 

     （単位：千円、％） 

区分 
法人の名称 

総事業収入金額 独立行政法人の発注等による収入金額（割合） 

  競争契約 企画競争・公募 随意契約 

特定関連会社 （財）日本産業技術振興協会 

(A) 金額(B) 
割合

(B/A) 
金額(C)

割合

(C/A) 
金額(D) 

割合

(D/A) 

474,679 0 0.00% 289,627 61.02% 0 0.00% 

 

○専門技術者育成事業について（派遣契約） 【（財）日本産業技術振興協会】  

 産総研が有する様々な研究分野のポテンシャルを有効に活用し、ナノテクノロジー産業人材など新興技術分野や技術融

合分野における先端的な技術革新に対応できる人材を育成し、産業界で即戦力になる高度な実用化研究のスキルを持った

人材を供給することを目的として、育成対象者を産総研内の産学官研究プロジェクト等に参画させ、より高度な専門知識、

専門技術を習得させるとともに、安全管理、知的財産管理などに関する研修・講習プログラムを併せて実施し、育成対象

者に対して資質向上の機会を提供する事業である。 

 上記事業の遂行にあたっては、必要な技術・経験を持つ人材の業務内容が特殊であり、本事業に対して十分な供給能力

を有し、また派遣元において派遣者を一括管理できる派遣会社が必要であるため、（財）日本産業技術振興協会以外にな

いと想定されたが、他に実施できる者がいないとは言い切れないことから公募により広く応募者を募ったところである。

結果、1者のみの応募となったことから、当該相手先と契約を締結したものである。 
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＜役職員の給与等に関する事項＞ 

 

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 

平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

役職員の給与等の水準の適正化【必須】 ＜実績＞ 

○人件費削減については、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 22 年度において、平成 17 年度比で△5.0％削

減の計画を上回る△5.7％を達成した 

 

＜評価＞ 

○給与制度の見直しを行い、妥当な給与水準を定めている。職員の専門性や高学歴を考慮

すると、ラスパイレス指数 104－105 は、妥当な線であると考えられる。 

○当研究所の研究水準等より判断して、役職員の給与水準は高いとは言えない。管理費人

件費等の削減努力等も行っており適切である。 
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

 
      （単位：千円）

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他（内容） 

法人の長 22,971 18,042 4,929 0

理事Ａ 18,629 14,458 4,147 24（通勤手当）

理事Ｂ 17,224 13,287 3,851 86（通勤手当）

理事Ｃ 6,628 4,440 2,188 0 

理事Ｄ 10,003 9,216 738 49（通勤手当）

理事Ｅ 17,384 13,287 3,631 466（通勤手当）

理事Ｆ 17,188 13,288 3,851 49（通勤手当）

理事Ｇ 17,162 13,287 3,851 24（通勤手当）

理事Ｈ 14,955 13,287 1,644 24（通勤手当）

理事Ｉ 17,423 13,287 3,851 285（通勤手当）

理事Ｊ 17,273 13,287 3,962 24（通勤手当）

理事Ｋ 17,690 13,287 3,851
552（通勤手当、単身

赴任手当）

理事Ｌ（非常勤） 2,105 1,440 660 5（通勤手当）

監事Ａ 13,380 10,214 2,938 228（通勤手当）

監事Ｂ 14,617 11,441 3,087 89（通勤手当）

 
（参考）全独立行政法人平均（平成 21 年度） 

理事長 18,183

  

理事 

（一人当たり） 
15,078

監事 

（一人当たり） 
13,082

（参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 22 年人事院） 

事務次官（8 号俸） 23,124   
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（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方 

役員報酬における賞与は、季例支給と業績反映額からなる。 

理事長の業績反映額は、経済産業省独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の業績評価を 

踏まえ、次の算式により決定する。 

 

業績反映額＝月例支給額×2.45×次の表に定める当該年度の評価結果に即した割合 

 

評価委員会の業績評価 割合 

ＡＡ評価 100 分の 150 以内 

Ａ評価 100 分の 125 以内 

Ｂ価 100 分の 10 

Ｃ評価 100 分の 50 

Ｄ評価 100 分の 0 

役員の業績反映額は、評価委員会の項目別の業績評価及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、

理事長が決定する。 

 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

（単位：千円、月）

  支給額（総額） 法人での在職期間 業績勘案率 摘要 

法人の長 23,624 96 1.0

役員退職手当規程に基づき支給。 

左記支給額は、平成 21 年度に当該

役員に対して一部支給されている

分（21,809 千円）を含む。 

理事Ａ 4,839 42 1.0

役員退職手当規程に基づき支給。 

左記支給額は、平成 21 年度に当該

役員に対して一部支給されている

分（3,465 千円）を含む。 

理事Ｂ 9,826 72 1.0

役員退職手当規程に基づき支給。 

左記支給額は、平成 21 年度に当該

役員に対して一部支給されている

分（8,452 千円）を含む。 

理事Ｃ 4,055 36 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 

監事 4,276 48 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 
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左記支給額は、平成 21 年度に当該

役員に対して一部支給されている

分（3,219 千円）を含む。 
 

（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

 

 

区分 

 

人 員

（人） 

 

平均年齢

（歳） 

年間平均給額（千円） 

総額 うち所定内 

（うち通勤当） 

うち賞 

常勤職員 2,494 46.0 8859 6,706（94） 2,153 

 うち事務・技術 575 44.0 7,019 5,241（123） 1,778 

うち研究職種 1,91 46.6 9,425 7,156（85） 2,269 
 

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

 
＜事務・技術職員＞ 

 対国家公務員（行政職（一））  105.2 

 地域勘案  105.4 

 学歴勘案  106.5 

 地域・学歴勘案  105.7 

＜研究職員＞ 

 対国家公務員（研究職）  104.1 

 地域勘案  104.0 

 学歴勘案  103.8 

 地域・学歴勘案  103.4 

（※）国の給与水準を 100 としたときの指数 
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②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

○事務・技術職員 

【事務・技術職員の修士・博士課程修了生の必要性の増大への対応】 

産総研は、これまで財務上の手続きなどに係る定量的業務の合理化を図りながら、事務系職員の人数を削減（平

成 13 年職員数 753 人→平成 22 年職員数 690 人）するなど効率的な運営に努めてきた。 

一方で、高度な研究成果について、民間企業等への移転を図るべく、産学官連携や知的財産等の高度な業務に対

応するための専門的知識を有した有能な人材が必要となってきている。 

そのため、産総研の新規採用事務職員は、全員が大学卒であるとともに、修士・博士課程卒業者が全体の 54％（22

年度実績）を占める。 

これに対し、国家公務員における事務・技術職員の大学卒の割合は 51.6％（平成 22 年度）、修士・博士課程修了

者の割合は 4.9％に留まる。 

産総研における、事務・技術職員の対国家公務員指数は修士・博士課程修了者が多いために高くなっているもの

である。 

産総研の事務・技術職員は修士・博士課程修了者が多いため、対国家公務員指数を引き上げる一因となっている。 

事務系の初任給を比較した場合、国家公務員とはほぼ同じ水準であるとともに、民間よりも低い水準となってい

る。 

 

【産総研採用者の大学院卒の採用比率の推移】 

         採用人数 うち院卒 比率 

平成１８年   １６人    ７人  43.8%   

平成１９年    ７人    ５人  71.4% 

平成２０年   １８人   １１人  61.1% 

平成２１年   １７人   １１人  64.7% 

平成２２年   １３人    ７人  53.8% 

 

【国家公務員の行政職（一）のうち大学卒及び大学院卒の占める割合】 

                         平成２２年国家公務員給与等実態調査から 

        大学卒   大学院卒 

平成１８年   47.3%         3.7% 

平成１９年   48.2%       3.9% 

平成２０年   49.1%        4.1% 
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平成２１年   50.0%           4.4% 

平成２２年   51.6%       4.9% 

 

【事務系の初任給】 

                初任給 

 産総研            198,100 円 

 国家公務員  (Ⅰ種)        196,400 円 (2 級７号俸) 

 民間※                   224,579 円 

  ※ 出所 平成２２年職種別民間給与等実態調査から（職員数 500 人以上の企業の平均初任給） 

 

○研究職員 

【優秀な人材の確保】 

産総研は、大学等で得られた基礎研究の成果を民間企業における製品化とつなぐための研究開発を実施すること

を目的としている。 

この目的を達成するためには、最先端の研究を行い、国際競争に勝つための民間企業と同様の高いレベルで研究

開発を推進し成果を生み出すことのできる優秀な人材を確保しなければならない。 

産総研は、新規採用研究職員の全員が修士・博士課程修了者（平成 22 年度 新規採用 83 名 うち 72 名博士課程

修了者 比率 86.7%）であり、また産総研の研究職員の修士・博士課程修了者の比率は 90.5％（1910 名中 1728 名）

となっており、国家公務員の研究職における比率（平成 22 年国家公務員給与等実態調査 71.6％）に比べて高い。 

このように、高学歴で高い研究能力を有する研究者を確保するためには、研究職の労働市場をふまえた給与水準

を考慮する必要があり、そのことが給与水準を高める一因となっていると考えられるが、産総研の博士課程修了

者の初任給は、国家公務員、民間とほぼ同じ水準である。 

 

【研究職の博士課程修了者の初任給】 

               初任給 

 産総研            265,200 円 

 国家公務員            265,200 円 (2 級 33 号俸) 

 民間※                   266,878 円 

  ※ 出所 平成２２年職種別民間給与等実態調査から（職員数 500 人以上の企業の平均初任給） 
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（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等 

 

 

 

 

 

 

○ 人件費削減方式を採用している。 
（単位：千円） 

  17 年度  18 年度  19 年度 20 年度  21 年度  22 年度  

給与、報酬等支給総

額（補正値） 
29,336,933 29,160,911 28,691,520 28,163,456 27,752,73 2,66472 

人件費削減率   △0.6% △2.2% △4.0% △5.4% △5.7% 

  

（※） 人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。   

  
 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○ 産業技術総合研究所の個人評価制度 

１．対象者 

常勤職員及び任期付き職員を対象とする。 

但し、契約職員・外来研究員であっても、理事長が指定する者（研究センター長、チームリーダー等）は対象

とする。 

２．評価制度の種類と評価の反映 

毎年度行う短期評価と一定の評価対象期間を経て行う長期評価からなる。短期評価の結果は賞与の一部であ

る業績手当に反映され、長期評価の結果は昇格により、俸給等に反映される。 

３．評価方法 

①研究・業務業績,②産総研内部への貢献,③外部への貢献の３つの評価軸で総合的に評価。 

短期評価は目標設定管理型の絶対評価、長期評価は、産総研の多様な業務を５つに分類した職域毎に、俸給表の

級毎に設定した職務遂行能力を基準にした絶対評価を基本としている。 
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（参考８）その他 ○通勤手当の支給上限額の変更 

・通勤手当は、国と同様に運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる方法により算

出している。産総研の支給上限額は、２１年度まで６万５千円であったが、国の支給上限額と同等の５万５千

円に変更する給与規程の改正を行い、２２年４月１日から実施している。 

 

○独自の手当の支給①－資格手当 

・労働基準法、労働安全衛生法等の法令により研究所として有資格者（放射線取扱主任者、危険物保安監督者等）

の配置を義務付けられている場合において、当該有資格者として職務に従事する職員に対し、一資格について

月額２千円を支給している。（有資格者であっても法令による業務に配置されない者には支給していない。） 

・具体的には産総研では多様な研究開発を行うことから、放射線取扱主任者や危険物保安監督者など安全管理に

係る資格が必要となる。こうした安全の確保は、あらゆる種類の事業の前提となる最優先事項であり、組織に

働く者のみならず周辺住民の安全保障にも関わる事柄である。 

・このため、放射線取扱主任者、危険物保安監督者等の安全管理に係る職務に従事する者に対しては、職務に関

する責任の大きさを勘案して手当を支給している。 

 

○独自の手当の支給②－職責手当 

・産総研における「職責手当」は、国で支給される「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」

の合計に相当するもので、国と同様に定額で支給している。（産総研の職責手当は、国の俸給の特別調整額及び

地域手当（研究員調整手当を含む）相当額であるが、総務省が実施した平成２０年度業務実績評価における調

査結果においては、国の俸給の特別調整額のみと比較されている。 

 このため、地域手当（研究員調整手当を含む）相当が加算された分、産総研の職責手当が高くなる。 

※国における「俸給の特別調整額」とは、管理又は監督の地位にある職員に支給するもので民間でいう管理職手当に相当。

職責に応じて定額で支給される。 

 ※産総研における「職責手当」は国における「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」相当額で構成

されるもので、国と同様に定額で支給される。 

 

○独自の手当の支給③－期末手当、勤勉手当 

・産総研の期末手当、業績手当の支給割合、算出方法は基本的に国と同様である。 

・ただし、産総研における業績手当（国における勤勉手当に相当する部分）の支給割合は、特に顕著な業績のあ

った研究者に対してその業績に見合う処遇を行う観点から、業績手当の支給率を最大で 500％とすることが可能 
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な制度となっているなど、国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）。 

・また、算出方法について、国における「管理職加算額」と「地域手当」が産総研における「職責手当」に相当

するなどにより違いが発生している。 

 

 （参考）一般職員に対する支給割合 

（単位：月） 

 

 

 

 

 

 

 

    ※勤勉手当は国、業績手当は産総研 

 

○法定外福利厚生費の適正化 

・運動施設等の管理は職員による自主管理体制とし、経費の支出を取り止めた。 

・慶弔費の支出対象を、国の支出対象と同様に見直した。 

 

 ６月期 １２月期 

 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 期末手当 勤勉手当 

（業績手当）

計 

国 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 

産総研 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 
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３－１．サービスの質の向上（研究開発マネジメント） 

評定結果 
○（・・・） 

１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

○社会の要請に基づき、わが国の科学・技術の基盤を確立するための基礎研究から、産業に直結する研究・開

発までの本格研究を担う機関として、常に組織の機動的な見直しや再編成を行い、リソース配分の最適化を

図っている。 

○「標準化戦略会議」を設置し、研究開発と標準化を一体として運営する研究戦略は、産業界を含め国への貢

献は大である。 

○地域の特殊性や地政学に応じた地域センター研究計画の戦略的な重点化も高く評価できる。 

○「イノベーションハブ戦略」の推進により、つくばイノベーションアリーナ構想の推進、技術研究組合への

参画、中小企業支援、国際標準推進等、産総研独自の視点を活かした体制の強化と、研究実績の向上に結び

付いていると判断される。 

 

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 
平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．「課題解決型国家」の実現に向けた研究開発

の重点分野 

（１）世界をリードする「グリーン・イノベー

ション」、「ライフ・イノベーション」の推進

（２）他国の追従を許さない先端的技術開発の

推進 

 

２．地域活性化の中核としての機能強化 

（１）地域経済の競争力を支える最高水準の研

究開発の推進 

（２）中小企業への技術支援・人材育成の強化

 

３．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤

の整備 

【マネジメント全般】 

＜評価＞ 

○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する事項については、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現されている。 

○第３期中期計画のもと、いずれの研究開発も年度計画の目標を達成、一部の課題は目標

を上回る成果が得られている。とくに「地質の調査」研究の重要性が再認識され、今後

も地震・津波等の災害予測、評価や資源確保など国の施策に大きく貢献することが期待

される。同様に「計測標準」部門の国や産業への貢献度は高い。 

○日本の得意とする研究や独創的な研究に注力している点は評価できる。 

○研究開発のマネジメントにおける前向きかつ積極的な措置の効果もあり、具体的な研究

成果が継続的に生まれている。国を代表する研究所としての役割を十分に果たしている

といってよい。 
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（１）国家計量標準の高度化及び地質情報の戦

略的整備 

 (２)新規技術の性能及び安全性の評価機能の

充実 

（３）研究開発成果の戦略的な国際標準化、ア

ジアへの展開 

 

４．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制

の構築 

（１）産学官が結集して行う研究開発の推進 

（２）戦略的分野における国際協力の推進 

（３）若手研究者のキャリアパス支援及び研究

人材の交流推進 

 

５．研究開発成果の社会への普及 

（１）知的財産の重点的な取得と企業への移転

（２）研究開発成果を活用したベンチャー創出

支援 

（３）企業や一般国民との直接対話を通じた広

報の強化 

 

６．その他 

・特許庁からの委託による特許生物株の寄託

や分譲等の業務等を産業界にニーズや安全性

に配慮しつつ効率的に遂行する。 

 

 

 

＜指摘・コメント＞ 

○国民に対するサービスの提供は、近視眼的な評価を行うのではなく、長期的・俯瞰的戦

略に立脚していることを明確に説明していくことが重要である。 

○一方、国家の産業振興戦略に沿った評価基準が必要であろうと考えられる。 

 

【組織運営】 

＜主な実績＞ 

○社会ニーズ、政策要請に応えつつ、研究パフォーマンスを最大限に発揮するため、研究

組織の機動的な見直しを実施している。平成２２年度においても、第３期中期計画に沿

って重点的に研究開発を行うため、研究ユニットの新設・再編強化を実施した。 

○業務運営のあり方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、第 3 期

中期目標期間における組織及び業務体制のあり方について検討し、平成 22 年 10 月より

新体制へ移行した。具体的には、「事業組織」として、各事業所の管理監及び地域セン

ター所長の下に研究業務推進部（室）を置き、従来の研究関連・管理部門に集中してい

た業務の一部を、各事業所で行う体制とした。「本部組織」としては、15 の部署で構成

されていた従来の研究関連・管理部門等を、3 つの本部に統合した。特に、産学官連携

に関する従来の 8つの部署を「イノベーション推進本部」として単一の組織に統合し、

縦割り的な実施体制から、総合的かつ横断的な取り組みを可能とする体制とした。 

○理事長を補佐し、研究戦略を検討・実施する職制として、研究分野ごとに「研究統括」、

「副研究統括」、「研究企画室」を設置し、研究ユニット長と連携し、研究分野内・分野

間の融合や産業界・大学などとの連携を加速した。 

○標準化活動を横断的に管理する組織として「国際標準推進部」を設置した。また、標準

化戦略会議（議長：理事長、外部有識者 7名、内部 4名）を設置し、産総研の国際標準

推進の大枠の方向性について議論した。また、平成 22 年度は、ISO 国際標準化機構の

31 委員会を含む、40 の国際標準化委員会へ役職者（国際議長、国際幹事、コンビナー

等）として参画した。 

○有限な資源を以て、産総研に対する多様な期待に応えるための方策として、「研究戦略」

を平成１７年４月に策定し、情勢の変化に対応するため毎年更新している。「産総研研

究戦略」の策定において、産総研が取組む重要課題についてのロードマップを中期計画

期間中のみならず最大で 2030 年まで記載し、萌芽的な研究課題を提示し、また、「重点
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課題と戦略的取り組み」において特に注目すべき課題について産業界と共有する長期的

な目標値や機能性の技術指標を提示した。 

 

＜評価＞ 

○社会の要請に基づき、わが国の科学・技術の基盤を確立するための基礎研究から、産業

に直結する研究・開発までの本格研究を担う機関として、常に組織の機動的な見直しや

再編成を行い、リソース配分の最適化を図っている。 

○平成１７年度から策定している「産総研研究戦略」は、全職員の意識との統一を図るだ

けでなく、産官学の各機関への情報発信にも役だっている。この戦略に基づいて、問題

解決型国家の実現に向けた研究開発の重点化が行われ、資源の有効活用を図るためにも

優れた取り組みであると判断される。それぞれの研究分野において、基礎研究を新産業

創出へと繋げる可能性がある、優れた研究・開発が進められており、今後の発展に期待

がもたれる。 

○「標準化戦略会議」を設置し、研究開発と標準化を一体として運営する研究戦略は、産

業界を含め国への貢献は大である。実際、「計測標準」部門のみならず、太陽光発電やバ

イオマス燃料などの課題で標準化を睨んだ研究開発が実施され成果が得られている。 

○国際標準化委員会への積極的な参画や議長就任実績は、技術立国を目指す国策として極

めて高く評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○成果が出るまでに長期間を要する研究・開発に就いての配慮を忘れない様に、適切な配

慮を望みたい。 

○重点分野における個別研究開発は十分な成果を挙げており、高く評価できる。しかし、

重点分野として取り上げられていない研究課題など、我が国最大の研究組織として、網

羅されているかというと、必ずしもそうではないように思われる。アメリカの国立研究

所と比べて、人員、予算の面で一桁近く小さい規模であることから、いたしかたない点

もあるが、研究マネジメントの工夫によってさらに有効に機能するよう期待する。また、

異なる研究分野間の連携・融合をさらに推進して欲しい。 

 

【地域活性化の中核としての機能強化】 
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＜主な実績＞ 

○地域のオープンイノベーション・ハブ機能の強化を目指して、地域センターの重点化分

野における最高レベルの研究成果の創出と、地域ニーズや地域特性に応じた地域企業へ

の橋渡しを重点的に実施した。 

○中小企業との共同研究を 611 件、技術相談を 1,878 件実施した。平成 21 年度まで中小企

業産業技術研究開発委託費で実施した 116 課題、139 社を書面等調査とヒアリング（62

社）することで企業ニーズの明確化と対応できる研究者とのマッチングを実施。研究開

発規模が数千万円から億円レベルでプロジェクト化が必要な共同研究の提案を支援す

るための取組（17 課題（22 社）について、中小企業共同研究スタートアップ事業とし

て、提案準備を行うためのフィージビリティスタディ（FS））を実施した。 

○各地域センターでは、経済産業局や地域産業界と意見交換を行い、地域産業振興に資す

ることを目的として、最高水準の研究開発を実施するとともに、第３期中期目標期間に

おいて地域センターが行う研究開発及び技術移転などの計画やロードマップを含む「地

域事業計画」を策定した。 

○中小機構、経済産業局、公設試、商工会議所等と連携して技術セミナー・マッチング講

演会等を延べ 200 回以上実施し、地域における人材育成を実施した。 

 

＜評価＞ 

○地域の特殊性や地政学に応じた地域センター研究計画の戦略的な重点化も高く評価でき

る。 

○地域センターも、研究テーマの絞り込みを行い得意分野にフォーカスした結果、評価す 

べき高い成果が出始めている。 

○多くの中小企業や海外の研究所との協業を推進し、幅広い研究の推進に注力している点

は評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○東日本大震災を経験した我が国において、今後さらに、地域活性化における中核として

の機能強化が求められることが予想され、また、産業や社会の安全・安心を支える技術

開発が必要とされるであろうことから、これらの分野におけるさらなる努力に期待した

い。産総研の地域センターの存在意義については様々な議論があるが、公設試等との共
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同研究事業や人材育成支援は順調に進んで居り、そこから生まれる成果は充分に期待の

できるものであり、地域独自の産業を興し、地域を活性化するために果たすことのでき

る役割は大きいと考えられる。  

○地域連携を意識した「地域の公設試との共同研究」「外部資金獲得を目指した中小企業と

の連携」など活動は、これまでの「技術相談」を超えた具体性を持った支援で今後の成

果が期待される。キーワードは「地域」と「中小企業」。 

 

【「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築】 

＜主な実績＞ 

○つくばイノベーションアリーナ構想においては、物材機構、筑波大と TIA-nano 運営体制

の構築、中期計画の策定、ナノデバイス実証評価ファンドリーの整備、産学官連携プロ

ジェクトの本格実施等を進めた。 

○技術研究組合を活用した共同研究やプロジェクトを実施し、オープンイノベーション・

ハブ機能を推進した。２２年度中に 14 の技術研究組合に参画し、16 の大型外部資金プ

ロジェクトを獲得した。 

○米国との連携では、包括的 MOU を締結したエネルギー省傘下の５国立研究所と環境・エ

ネルギー分野を中心に、17 件の研究テーマを開始、のべ 10 人の研究者を 1 カ月以上米

国研究機関に派遣し、研究を推進している。 

○地球規模課題の解決と同時に相手国の天然資源、人的資源などの有効活用のため、アジ

ア・BRICS 諸国の有力研究機関との相互互恵的なパートナーシップを構築。また、フラ

ンス CNRS、ドイツ KIT などの欧州の先進的研究機関との研究協力を推進している。 

○産総研が有する本格研究などの多様なポテンシャルを有効に活用し、産業界を始め広く

社会で活躍できる若手博士人材を育成するため、「産総研イノベーションスクール」（平

成 20 年度開始）を実施した。22 年度に受け入れたポスドク研修生 23 名中 13 名が産業

界、大学等で正規職員として雇用された。 

 

＜評価＞ 

○「イノベーションハブ戦略」の推進により、つくばイノベーションアリーナ構想の推進、

技術研究組合への参画、中小企業支援、国際標準推進等、産総研独自の視点を活かした

体制の強化と、研究実績の向上に結び付いていると判断される。 
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○イノベーション戦略が「TIA 構想」「技術研究組合への参画」「中小企業支援」「地域連携」 

など多様で且つ具体的な活動として展開された。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○技術研究組合を活用した国としての重要プロジェクトに対し、積極的に参加するだけで

なく、産と学とを結ぶハブとしての役割を果たし、またリーダーシップをとって運営す

るプロジェクトもあり、国家的な骨太の研究を進めるべき国の研究所のあり方として、

望ましい方向を歩んでいる。今後は積極的に新たな重要テーマを提案し組合を組成する

ような取り組みを望みたい。 

○国際連携も順調に進んでいる。日本の技術が世界で利・活用され、日本が世界に貢献す

るために、さらなる発展を望みたい。 

○科学技術人材の育成のために実施されている各種の試みは、産総研の組織力を活かした

有効なものとして、今後も優れた成果を挙げることが期待される。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た試みを更に有意義なものとするために

は、外部の諸機関とのさらなる連携強化が必要である。これら人材育成事業を継続的に

発展させていくためには、産総研を中心とした「人材育成コンソーシアム」のような組

織作りも有効であると考えられ、その中で、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目利き人材の育成など、産総研ならではの人材育成の

効果的な進展が期待される。 

○昨年度に引き続き。ポスドクを中心とした人材育成の面でも堅実な取組みが認められる。 

 

【研究開発成果の社会への普及】 

＜主な実績＞ 

○産総研として取得し管理すべき知的財産権に関する方針（産総研パテントポリシーから

産総研知的財産ポリシーに変更）を策定し、イノベーション推進本部およびユニット所

属のイノベーションコーディネータ会議にて、所内に周知を図った。 

○産総研の「見える化」により、事業活動についての理解、認知度、連携強化等のため、

つくばセンターにおいて研究者が研究成果を説明する「オープンラボ」を開催した（来

場者 3,520 人）。また、つくばセンターの他、北海道、東北、中部、関西、中国、四国、

九州各地域センターで一般公開も開催した（来場者数 10,446 人）。 
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＜評価＞ 

○植物工場によるイヌインターフェロン、SiC パワーデバイスチップの生産ライン供給に

代表されるように、研究成果の社会普及の面でも数多くの具体的成果を上げている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○様々な成果を社会に発信・普及するために、オープンラボ、サイエンスカフェなどの実

施を、さらに拡大することが望まれる。新しい学術誌である Synthesiology は、産総研

の事業を広く知ってもらうために役立つと考えられるが、社会一般への普及には、ひと

工夫必要かもしれない。 

○一方で、研究開発成果を社会へ普及させるための知財の管理・運営については評価基準

や利活用の方法について工夫の余地があると考えられる。 

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ  Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ)
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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：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

○次世代型太陽光発電研究をはじめとする再生エネルギーの技術開発や、レアメタルの有効利用技術など、基

盤・標準化技術で多様な成果を上げているに留まらず、燃料電池用水素貯蔵技術、HEMS 開発など、すぐにも

社会化が期待できる実用化技術の開発にも成功している。 

○iPS 細胞の標準化技術や、バイオプロセス活用による高効率・高品質の物質生産技術、遺伝子組み換え作物の

作出技術の開発、また、健康な生き方を実現するための技術（金属探知器に反応しない車いすの開発など）

において、優れた成果が挙がっている。 

○ナノカーボン材料の量産化、多様な MEMS の開発、モバイルフレキシブルディスプレイを実現するデバイスの

開発など、先端性を持ちながら、早期の実用化が期待できる数多く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 
平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．グリーン・イノベーションを実現するため

の研究開発の推進 

・二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を削減し

つつ、資源・エネルギーの安定供給及び確保を

図るグリーン・イノベーションを推進するため、

再生可能エネルギーの導入拡大技術、エネルギ

ー供給システムの高度化、運輸、民生、産業部

門等における省エネルギーに資する革新的技術

開発を行う。また、資源の確保と有効利用とと

もに、グリーン・イノベーションを支える材料

及びデバイスの開発、産業の環境負荷低減や安

全性の評価及び管理技術、廃棄物等の発生抑制

技術と適正処理技術の開発を行う。 

 

＜主な実績＞ 

○化合物薄膜フレキシブル太陽電池では、10cm 角基板上のサブモジュールで世界最高効率

15.9%を達成し、これらの技術を基に国内企業との共同研究を大きく前進させた。また、

新材料、構造や超高効率、世界最高効率等の新型太陽電池について約 100 件の測定を実

施した。産業界に一次基準セルを 10 個、二次基準セルを 23 個供給した。 

○世界最高水準（高温での世界最小オン抵抗、高温高湿環境下での長期信頼性（3000 時間）

等）の炭化ケイ素（SiC）素子ショットバリアダイオード（SBD）の量産化技術開発の実

現とデバイス活用のための応用企業への試作品の提供を開始した。 

○希土類磁石の回収技術の開発として、ハードディスクから希土類磁石を高濃縮するため

の破砕選別機を民間企業と開発し、試作機の製造に成功した。また、希土類磁石を高温

酸化－侵出することにより、鉄の溶解を 10%以下に抑制しつつ、希土類（ネオジウム、

ジスプロシウム）のみを 90%以上浸出すること世界で初めて成功した。 

○燃料電池車や水素ステーションの高圧水素容器開発指針を提案するために、高圧水素ガ

ス曝露したオーステナイト系ステンレス鋼などについて精密な疲労試験を行い、得られ
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 た特性を基に各種水素機器の強度設計指針を示すとともに、材料強度など世界に類のな

い３種のデータベースを構築した。これらのデータベースは、国際標準策定の基礎資料

として利用された。 

○3 つのナノ材料（ナノスケール二酸化チタン、カーボンナノチューブ、フラーレン）の

作業環境管理における目安濃度の決定とリスク評価書の作成の目的を達成するため、肺

におけるナノ材料の動態、炎症、遺伝毒性に関する試験、および環境動態や環境運命に

関する試験などを実施した。 

○サイレンシングサプレッサーと植物ウイルスベクターの活用により、有用物質の発現量

を 2倍以上増加させる技術を開発した。 

○世界初の完全密閉型遺伝子組換え植物工場システムを活用して、我が国で初めて、遺伝

子組換え植物栽培のカルタヘナ第二種産業利用の承認を得、治験用インターフェロン産

生イチゴの栽培を可能にした。 

 

＜評価＞ 

○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に、様々な技術革新

が行われ、開発環境安全対策のために最適な解決法の提供や、低環境負荷を実現する資

源循環の促進、エネルギーの安定確保に向けた研究が推進されている。 

○いずれの研究開発課題も「２１世紀型課題の解決」の重要な柱であり、とりわけ東日本

大震災以降はこの分野での産総研の役割や産総研への期待は高まっている。個々の研究

開発推進戦略は、中・長期視点に立った工程表で示され、アウトカムも明確である。特

に、今年度は法改正もあり、多くの研究ユニットが「技術研究組合」に参画し、産学官

連携を主体的に進めたことを高く評価する。全般的に２２年度計画の目標をほぼ順調に

達成し、一部には上回った成果を得ている。 

○常に国際標準化を視野に入れて研究・開発を推進していることは、日本の産業の発展の

ために不可欠であり、産総研のミッションに照らして、望ましい姿と言える。 

○化合物薄膜フレキシブル太陽電池で世界最高の発電効率を達成するなど、太陽光、バイ

オマス等の再生可能エネルギーを最大限に有効利用するための技術開発に成功してお

り、SiC デバイスチップの実用化などによる低炭素社会の実現に向けた省エネルギー技

術の高度化、バイオマス、レアメタルなどの資源の確保と有効利用のための技術開発、
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化学産業における環境負荷物質排出の極小化やグリーン・サステイナブルケミストリー

技術の開発においても、優れた成果が挙がっている。 

○次世代型太陽光発電研究をはじめとする再生エネルギーの技術開発や、レアメタルの有

効利用技術など、基盤・標準化技術で多様な成果を上げているに留まらず、燃料電池用

水素貯蔵技術、HEMS 開発など、すぐにも社会化が期待できる実用化技術の開発にも成功

している。また、地道ながら、ナノ材料の生体影響評価の継続的研究の成果蓄積も、社

会性の面から高く評価できる。 

○オールジャパン体制で進めた太陽光発電の長寿命化、高信頼性化の研究開発と基盤技術

の戦略的標準化の取り組みに顕著な進展がみられた。 

○レアメタルや単層 CNT など日本の得意とするテクノロジーに注力している点は評価でき

る。  

○国家的課題である希土類元素の回収技術開発の成果も評価される。 

○密閉型組換え植物生産システム（植物工場）によるイヌインターフェロンの研究開発は、

技術的にほぼ完成し、企業との製品化に向けた開発が進み、この分野での今年最大の成

果といえる。 

○地味ではあるが重要な分野である、環境の評価・管理技術の研究・開発も適切に実施さ

れ、成果を挙げている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○国家の産業振興戦略との整合性についてもう少し具体的な関連性を示す必要があるので

はないかと思われる。   

○各分野においてはどの程度の技術分野の成熟を持って AIST における研究継続の意義が

終了するのかを明確にすることが必要であると考えられる。 

○太陽光発電の高効率化に関する研究は重要であるが、民間企業で推進している研究との

位置づけの違いを明確化し、民間への技術移転の道筋を具体的に示す必要がある。   

○バイオマスの利活用において、バイオ燃料（とくにバイオエタノール）の研究に特化し

ているが、ガス化、発電など広範な技術開発が必要ではないか？ 
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○バイオマスからの燃料製造技術開発は、産総研の役割を明確にしながらも、他省とのプ

ロジェクトとも連携し、オールジャパン体制でバイオマス日本の実現を期待する。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ  Ｂ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ)

２．ライフ・イノベーションを実現するための

研究開発の推進 

・国民が安心して暮らすことができる社会を実

現し、ライフ・イノベーションを推進するため

に必要な安全・安心、健康に貢献する研究開発

を推進する。具体的には、創薬技術や医療診断

技術の開発、人の健康状態を評価する計測技術、

情報通信（ＩＴ、センサ）やロボット技術によ

る身体の負担軽減や介護支援技術等の開発を行

う。 

 

＜主な実績＞ 

○再生医療支援技術に資する iPS 作製技術に関して、新たに 4 種類の異なる組織から iPS

細胞を樹立し、iPS 細胞に特徴的な遺伝子群の特定に成功した。さらに、応用性、利用

可能性の高い細胞(例:末梢血由来の細胞)からの iPS 化に、世界で初めて成功した。 

○独自の糖鎖関連技術を基づく糖鎖バイオマーカーの探索手法により、肝疾患の進行度（線

維化）を示すマーカーを確立し、時間 60 検体の迅速測定系を確立した。 

○空港の保安検査場の金属探知機に反応しない非金属製車椅子の製品化モデルを試作し、

JIS 走行耐久性試験をクリアした。空港に配備し既に顧客サービス用に使われている。 

○ブレインマシンインターフェース（BMI）を用いた意思伝達効率の向上（512 種類のメッ

セージから 1つを 15 秒以内に 90%以上の精度で選択可能）及び軽量樹脂を用いたヘッド

キャップの試作に成功した。 

○ロボット開発に適用可能なリスクアセスメント手法として、コンセプト検証チェックシ

ートやリスクアセスメントシートのひな型を作成した。NEDO 生活支援ロボット実用化プ

ロジェクトの関連 WG の主査として、企画調整を行うとともに、国際標準化活動として、

ISO 会議 TC184/SC1 に 2 名が参加した。 

 

＜評価＞ 

○第３期中期計画で産総研のライフサイエンス分野の使命と役割が一層明確になったと感

じられる。実際、今年度、多くのアウトカムがこの分野から生み出されている。 

○今年度の代表的なアウトカムは肝疾患における糖鎖バイオマーカーの開発である。これ

までに培った糖鎖工学技術を用いて、初期の肝疾患から肝硬変、肝がんへの進行度が検
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出可能な迅速診断法を開発し、企業との共同開発や海外への導出も進行中である。 

○植物工場の成果（前掲）もグリーン・イノベーション戦略の一環であるが、ライフサイ

エンス分野の成果でもあり、産総研に相応しい成果である。 

○次世代再生医療の主役とされる iPS 細胞に関わる研究開発でも顕著な成果が得られてい

る。ヒトゲノム解析技術（cDNA アノテーション技術）を基盤とした山中 Gとの共同研究、

さらにオール産総研体制で進める iPS 細胞の標準化技術の開発は、今後の実用化、産業

化にとって必須と考えられる。 

○生活支援ロボットの開発や遠隔医療支援技術など国民の健康や生活安全に直結する課題

でも高い成果が得られている。 

○再生医療等の先端医療を支援するための技術開発が推進されており、iPS 細胞の標準化

技術や、バイオプロセス活用による高効率・高品質の物質生産技術、遺伝子組み換え作

物の作出技術の開発、また、健康な生き方を実現するための技術（金属探知器に反応し

ない車いすの開発など）において、優れた成果が挙がっている。バイオマーカーの開発

も、将来的に医療費の低減につながる有用な技術である。 

○再生医療支援技術に関する iPS 細胞関連の世界初を含む画期的な技術開発、ロボット安

全評価のためのリスクマネジメント技術開発、等の面において顕著な成果を上げ、我が

国の科学技術の進展に寄与していることは高く評価できる。 

○幹細胞工学技術や人工臓器開発など、次世代医療研究の分野で標準化技術の開発で成果

を上げているとともに、脳と身体を気遣う一連のメディア機器開発は、国際的に見ても

オリジナリティのあるヒューマンセンタード研究として高く評価できる。 

○糖鎖関連技術など独創的な研究は評価できる。   

 

＜指摘・コメント＞ 

○DDS など製剤の分野でも貢献できるはずであるが、弱いように思われる。 

○ロボットの安全性評価などは日本に限らず世界をリードする標準化活動を期待したい。 

○センサーを使った見守りや異常検出技術は民間ですでに広く実用化されていると考えら

れ、これを継続する場合には公共性および先進性についての評価が必要になると思われ

る。 
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委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ  ＡＡ Ａ ＡＡ Ｂ (Ａ)

３．他国の追従を許さない先端的技術開発の推

進 

・我が国の産業競争力を維持していくため、先

端的な情報通信産業や製造業の創出につながる

材料、デバイス、システム技術の開発を行う。

また、サービス生産性の向上と新サービスの創

出を目指して、情報技術、機械技術の開発を行

う。 

 

＜主な実績＞ 

○スーパーグロース法による工業規模に近い単層カーボンナノチューブの大量生産装置の

開発を行った。様々な合成条件を最適化することで、幅 50cm の金属シートの全面に均一

かつ緻密に成長させることに成功した。 

○情報入出力機器のフレキシブル、小型化につながる 10cm2/Vs を超える高移動度の単結晶

性有機半導体薄膜を独自のダブルショットインクジェット印刷技術によって形成する技

術を開発した。 

○低温（400℃）、大面積（A4 サイズ）、短時間（～分）でのグラフェン合成に成功し、さ

らに合成したグラフェンを利用した静電容量型タッチパネルの試作に成功した。 

○マイクロ電子機械システム（MEMS）製造技術により、低消費電力イベントドリブン型無

線センサ端末用カスタム高周波 IC を試作し、それを用いてスタンバイ電力 1μW以下の

プロトタイプ端末を実現した。さらに、MEMS 用クリーンルームおよび製造装置の消費エ

ネルギーを一括でモニタリングするシステムの試作、導入を行い、さらに小規模店舗に

おいて 10%程度の消費電力削減に有効であることを示した。 

 

＜評価＞ 

○長年にわたって研究が行われ、順調に成果を挙げているスーパーグロース法による単層

CNT の大量生産技術の開発は、世界に類を見ないものであり、今後の産業における利・

活用に、大きな期待が持てる成果である。 

○カーボンナノチューブの実用化、産業化、標準化の研究開発における、スーパーグロー

ス法での量産技術開発の成功等、社会における具体的活用に結びつく特筆すべき成果を

上げており、高く評価したい。 

○カーボンナノチューブの低コスト大量生産技術の開発も、目標実現に向けて着実に進展

している。個々の研究課題で日本の先行性や優位性を広く国民に発信する努力も必要と
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考える。 

○CNT の大量生産技術や高品質グラフェンなど世界的にも質の高い重要な研究があり評価

できる。   

○ナノカーボン材料の量産化、多様な MEMS の開発、モバイルフレキシブルディスプレイを

実現するデバイスの開発など、先端性を持ちながら、早期の実用化が期待できる数多く

の成果を上げている。 

○いずれの研究開発も順調に計画通りの成果が得られていると判断する。特に、化合物薄 

膜フレキシブル太陽電池で世界最高の発電効率の達成、薄膜シリコン生産の高効率低コ

スト化に向けたオールジャパン体制の構築など産学官連携強化の取り組みを高く評価す

る。 

○高度な情報通信を支えるデバイス、システム技術の開発は順調に進展し、電子デバイス

と集積回路の省エネルギー化にも顕著な成果が挙がっている。 

○IT 分野では、デバイスやシステム技術だけでなく、ソフト・コンテンツなどが重要で、

ベンチャービジネスへの展開などが評価されるべきである。  

○地質災害の将来予測や評価技術、データベースの構築も、ホットイッシューな時宜を得

た研究として高く評価するとともに、今後の継続的発展に期待したい。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○情報通信基盤を利用したサービス生産性の向上と新サービスの創出に向けた技術開発

は、今後に期待の持てる分野であり、さらなる発展を期待する。 

○他国の追随を許さない先端的技術開発と言うには、具体的な成果の比較評価が行われる

ことが必要であると考えられる。 

   

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ  Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ)
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鉱工業の科学技術 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ  Ａ Ａ ＡＡ Ａ (Ａ)
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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：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

○国土および周辺地域の有効利用のために、地質情報の知的基盤構築、地質現象の将来予測と評価技術の解明

等において、産総研の総合力を活用した地道な取り組みが進められ、成果を挙げている。 

○資源価格の高騰の中で、自国資源の確保に資する一連の資源調査研究とポテンシャル評価は、今後の国策と

して極めて重要である。 

 

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 
平成２２年度の実績及び評価（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、持続的発展が可能な社会の実現に貢献す

るために、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、国土及び

周辺地域の地質情報の整備と供給、地質情報に

よる産業技術基盤、社会安全基盤の確保に関す

る研究開発を行う。また、地質の調査に関する

国際活動において協力を行う。 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○国土と周辺域において地質の調査を実施し、国土の基本情報として社会の要請に応えた

地球科学基本図の作成及び関連情報の整備を行った。地球科学基本図として、防災、イ

ンフラ立地の観点より、中越地震発生域で柏崎刈羽原発周辺の加茂地域ほか 5区画で、5

万分の 1地質図幅を完成した。関連情報の整備として、防災の観点から重要な約 20 の活

断層情報のデータベースへの追加、及び活火山のデータベースの更新を実施し、ウェブ

配信した。また利便性向上のために、Google Maps 上で活断層を検索できるように改良

した。 

○地中熱の利用促進のため、石狩、関東、筑紫を対象に、地下温度構造及び地下水流動モ

デリングを開始し、各種水文地質データの収集とコンパイルを行った。また、福井平野

を対象に、地中熱ポテンシャル評価手法の開発に着手し、日本で初めて地中熱ポテンシ

ャルマップを作成した。 

○西暦 869 年の貞観津波堆積物の分布に基づいて震源断層モデルの検討を行い、日本海溝

沿い南部の長さ 200km の断層からマグニチュード 8.4 の地震が推定された。また同津波

より後の津波堆積物を発見し、室町時代にも巨大津波があった可能性を示した。貞観津

波堆積物の柱状データの整理を開始し､電子地図上での表示などを試行した。 
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＜評価＞ 

○５万分の一地質図幅の５区画完成による、北関東防災、都市計画等に必要な基盤地質情

報の整備や、次世代２０万分の一日本シームレス地質図の作成等、産総研でなくては進

め得ない貴重な研究成果を上げている点は高く評価したい。 

○国土および周辺地域の有効利用のために、地質情報の知的基盤構築、地質現象の将来予

測と評価技術の解明等において、産総研の総合力を活用した地道な取り組みが進められ、

成果を挙げている。５万分の１シームレス地図幅５区画の完成は、地味ではあるが、重

要な成果である。 

○スカイロケッティングと呼ばれる資源価格の高騰の中で、自国資源の確保に資する一連

の資源調査研究とポテンシャル評価は、今後の国策として極めて重要である。その成果

を高く評価するとともに、今後さらなる重点化を行うべき研究領域であることを強く提

起したい。 

○放射性廃棄物処分のための地圏評価システムの開発、土地汚染評価技術の開発、地下水

及び熱ポテンシャルの評価など国への貢献が高い成果が得られている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○東日本大震災の後、防災対策における地質基盤情報研究が重要性を増している現在、今

後の一層の努力を期待したい。 

○地震や火山活動のメカニズム解明や、それらの予兆や発生時の地質情報の発信等は、東

日本大震災を受けて益々重要性が増した調査研究であり、今後の更なる努力と発展を期

待する。 

○地震考古学や活断層調査および災害予測等は東日本大地震の経験からも重要なテーマで

あると認識している。今後、国家の災害対策や安全保障を考える上でも当該分野での今

後の投資計画をより明確化するべきである。 

○東日本大震災には残念ながら生かされなかったが、この分野（地質の調査）での産総研

の研究実績と役割、産総研への期待が一層高まっている。これまでの地道な研究実績と

調査が、①地質災害（地震、津波等）の予測と評価、②鉱物および燃料資源の確保に繋
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がることを期待する。 

○また、放射性廃棄物処分の安全規制等のための土壌汚染評価技術の開発、鉱物・燃料資

源や地下水・地熱資源のポテンシャル評価も、今後重要性が高まるものであり、さらな

る発展が期待される。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ  Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ)
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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：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

○産業競争力の強化に向けた国家計量標準の整備が着実に実行されており、国家計量標準の高度化や、計量標 

準と関連する工業標準化の推進も、適切に進められている。 

○国際的な活動も顕著であり、国際計量標準化への貢献にも優れた成果が挙がっている。 

 

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 
平成２２年度の実績及び評価（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的確に行うことによ

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、グリーン・イノベーション及びライ

フ・イノベーションの実現に貢献する。 

 

 

＜主な実績＞ 

○新たに 9種類の計量標準を開発し、うち 4種類について整備が完了して供給を開始した。

また、既存の計量標準のうち 12 種類の標準に関して、供給範囲の拡大や不確かさ低減等

の高度化を行った。 

○蓄電池、キャパシタ標準の開発において、既存キャパシタンス標準を基準に、大容量へ

拡張可能な装置として、誘導分厚器と電流比較器を組み合わせたブリッジ回路の設計、

試作を行った。 

○高エネルギーX 線、電子線水吸収線量標準の開発に関連して医療用リニアックの X 線線

質の特性を調べた。また、マンモグラフィ X 線標準に関連して Mo/Rh の線質について標

準の校正技術を開発した。さらに、前立腺がん治療用のヨウ素 125 医療用密封小線源に

対する線量標準の校正技術を開発した。 

○γ線量当量の標準に基づくサーベイメータの校正及びその技術の供給により、東日本大

震災に際して、放射線測定専門家による放射線測定の正しい理解の促進と測定指導によ

る産業現場支援を実施。 

○メートル条約の国際度量衡委員会、諮問委員会、作業部会や国際法定計量委員会に専門

家を派遣した。また、国際度量衡局に専門家を長期派遣した。アジア太平洋計量計画

（APMP)において 2つの技術委員長のポストを継続し、1つの技術委員長ポストを新たに
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獲得した。 

○地方庁の計量職員及び計量士を目指す技術者のため、計量法に規定されている教習を開

催した。（受講者数約 550 人） 

 

＜評価＞ 

○計量標準への貢献は民間では難しく、国の機関が行う研究として評価できる。 

○いずれの研究開発課題も平成２２年度計画の目標を達成（標準物質の供給数を含め）。 

○産業競争力の強化に向けた国家計量標準の整備が着実に実行されており、国家計量標準

の高度化や、計量標準と関連する工業標準化の推進も、適切に進められている。国際的

な活動も顕著であり、国際計量標準化への貢献にも優れた成果が挙がっている。計量技

術者の技術向上を図るための教材作成、講習の実施等、人材育成にも貢献している。産

業界と連携して、これらの成果を社会に広く発信することも必要である。 

○ものづくりを支える人体特性データベースの構築や、生産現場でリアルタイムに行える

計測、解析、評価技術の開発は、現場の実業とニーズに即したもので高く評価できる。 

○放射能計量技術による被災地支援の実践も、研究成果の社会貢献として特筆しておきた

い。 

○蓄電池、キャパシタ標準の開発における期中の取り組み、医療用リニアック、マンモグ

ラフィの線量標準の開発等、体系的かつ独自の取り組みで大きな成果を上げており、新

エネルギー開発、医療信頼性確保への貢献等が認められ評価に値する。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○国の産業技術基盤、社会安全基盤に貢献するのみならず、日本の産業競争力の強化、新

産業の創出に直結する分野であり、世界に先駆けての次世代計量標準の開発に期待する。 
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委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ  Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ)
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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：Ｂ 

評価のポイント 

○運営費交付金の減少が続く中、また経済環境の悪化で民間企業の研究費の削減が続く中、共同研究等の外部資金の

獲得額が増加している点は評価できる。 

○地域における研究サイトの見直しと廃止等、保有資産の有効活用も順調に進められており、遊休施設の処分も進ん

でいる。 

○知的財産に関しても、特許出願・管理の是非を審査する体制を構築し、研究成果の戦略的な知的財産権化を図り、

技術移転を見据えた効率的な特許取得と維持を図ることが方針として決定され、実施に移されている。 

 

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 
平成２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

（１）運営費交付金及び外部資金の効果

的な使用 

（２）共同研究等を通じた自己収入の増

加 

 

＜主な実績＞ 

○パイプ式ファイルやダブルクリップ等消耗品リユース、リサイクルシステムの活用による資産の

有効活用、雑誌等購入の見直しによる広報経費、図書経費の削減、出張時における新幹線回数券

の現物支給の導入による旅費削減の促進などにより、一般管理費については前年度比 3%以上、業

務経費については前年度比 1%以上の効率化を実施した。 

 

○総人件費削減については、総人員数の管理及び定期昇給幅抑制（平成２２年度まで普通昇級を１

号俸抑制）により、平成１７年度比で 5.7%削減を達成した。 

○平成 22 年度は研究テーマの情報と研究戦略/中期計画、資金、人材、成果発表との関係づけを登

録・収集する研究テーマデータベースの本格運用を開始した。研究戦略/中期計画の項目単位で研

究原資（交付金、外部資金ごとの額）を集計し可視化することで研究戦略上の位置づけの明確化

が可能となった。 

○海外を含む外部機関からの研究資金受入や研究施設の外部利用に関する制度等の外部との連携推

進の検討とあわせて、共同研究・受託研究、人材の受入、技術研究組合参画研究に関する所内イ

ンセンティブ制度の拡充を図り、外部資金獲得および連携制度活用に係るモチベーションを向上
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させ、外部資金による研究規模の拡大を推進した。この結果、産総研の「人」や「場」等を活用

した外部資金による研究規模は、運営費交付金の 56.0％となった。 

○産総研として取得し管理すべき知的財産権に関する方針を策定し、コアとなる技術に加え、その

周辺技術や応用技術についても戦略的に特許を取得することで効果的に技術移転を行う。また、

成果移転対価の受領方法を柔軟化する。 

○産業技術力強化法の改正を踏まえ、研究成果の積極的な社会還元を推進するため、産業界への研

究成果の移転の対価として、金銭以外の財産でも受領できるようにするため、受領する財産の種

類、対象企業等について、所内にタスクフォースを設置して検討を開始した。 

 

＜評価＞ 

○財務内容の改善に関しては、着実な努力がなされており、特段の問題はない。 

○予算、収支計画及び資金計画、剰余金の適正化等に関する産総研からの説明は適切であり、内容

に関して、特段の問題はない。自己収入の増加に関しても、研究所全体としてだけでなく個々の

研究者による努力も払われて居り、様々な資金の獲得に成功している。 

○運営費交付金の減少が続く中、また経済環境の悪化で民間企業の研究費の削減が続く中、共同研

究等の外部資金の獲得額が増加している点は評価できる。 

○積極的な共同研究の実施、技術研究組合への参画により、昨年とほぼ同じ自己収入比率を確保し

た。 

○事務内容について適切な改善努力が行われている点は評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○人員・予算の規模を拡大する必要があることを主張すべきではないか？世界の最先端研究を推進

していくためにはあまりにも研究者数・予算とも少なすぎると思う。 

○財務内容の改善に関しては、概ね適切に行われているが、いくつかの点で一層の努力の望まれる

点があり、検討を進めていただきたい。 

○知的財産の技術移転のポリシーや価格付けについては国家の産業振興戦略に沿った基準が必要で

あると考えられる。 
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○また技術移転に関する移転対価の受領法の検討は重要であるが、多くの大学等は既に検討を終え

具体的な方策を採っている。早急な検討が望まれる。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ｂ Ｂ  Ａ Ａ Ａ (Ｂ)

 

 

２．保有資産の有効活用【必須】 

 

 

＜主な実績＞ 

【実物資産】 

○利用目的が終了した保有資産については、処分を進めている。 

用  途 種類 場  所 
帳簿 

金額 
利用状況等 

（九州ｾﾝﾀｰ直方サイト）

研究開発事業 

土地 
福岡県直方市頓野

1541 
53,900

・平成20年度に売却処分に向けて一般競争入札の手

続きを行ったが、入札不調であった。平成 21 年度に

再度の一般競争入札を行い、公告期間を長く設定し、

不動産会社等への売却情報の提供を行ったが入札不

調であった。 

建物 同上 19,923
・平成 22 年 5 月に成立した独立行政法人通則法の改

正（不要財産に係る国庫納付）に基づき、平成 23 年 3
月に経済産業省に対して国庫納付の手続きを開始。 

※土地 （敷地、樹木） 

※建物 （建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む） 

※帳簿金額 （平成２２事業年度期末簿価）  ※単位未満四捨五入  

・中国センターは、平成 20 年度に売却済み。 

・関西センター扇町サイトは、平成 21 年度に売却済み。 

○「見直しの基本方針」に基づき、秋葉原サイトについては、平成２３年３月に廃止。直方サイト
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については、現物による国庫納付のため平成２３年３月に手続きを開始。 

○産総研として取得し管理すべき知的財産権に関する方針（産総研パテントポリシーから産総研知

的財産ポリシーに変更）を策定し、イノベーション推進本部およびユニット所属のイノベーショ

ンコーディネータ会議にて、所内に周知を図った。 

 

【金融資産】 

○産総研における金融資産は、現金・預金であり、預金保険制度により全額保護の対象となる決済

用普通預金において管理している。 

○当該金融資産は、資金運用が義務付けられている基金とは異なり、研究開発事業などに充てるた

め、使途が特定されている決済性の現金・預金であり、ペイオフを回避する必要があることなど

から、現時点では資金の安全性の確保を優先し研究業務に支障をきたさないために、資金運用を

行っていない。  

 

＜評価＞ 

○直方サイトの国庫納付の取り組み、地域における研究サイトの見直しと廃止等、保有資産の有効

活用も進められており、遊休施設の処分も進んでいる。 

○知的財産に関しても、特許出願・管理の是非を審査する体制を構築し、研究成果の戦略的な知的

財産権化を図り、技術移転を見据えた効率的な特許取得と維持を図ることが方針として決定され、

実施に移されている。 

○知的財産ポリシーを策定し、研究成果の戦略的な知的財産化を進める一方、出願審査の強化や保

有知的財産の見直しが図られている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○長期的視点から判断すべきであり、拙速に保有資産を処分するべきではない。 

○利用目的の終了した資産の処分等は順調に行っている。また知的財産権の取得の効率化に関する

取り組みは評価できるが、現有資産の一層の活用、処分に関しての積極的な対応策が望まれる。 

○知的財産の技術移転のポリシーや価格付けについて、国家の産業振興戦略に沿った基準が必要で

あると考えられる。 
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３．欠損金、剰余金の適正化【必須】 ＜主な実績＞ 

【欠損金】 

○欠損金及び当期純損失の発生はなし。 

 

【剰余金、当期総利益】 

○平成２２年度決算における利益剰余金 １５，４４１百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越

積立金１０，６７７百万円、当期未処分利益４，７６４百万円であり、これらは自己財源で取得

した有形固定資産の簿価であり非キャッシュ性の積立金 

 

＜評価＞ 

○利益剰余金の処理も適切に行われており、特段の問題はない。 

○期末現預金等の縮減努力がなされている点は評価できるが、資金の効率的な運用についての方針

策定が望まれる。 

 

４．リスク管理債権の適正化【必須】 ○産総研は、「貸金業」の業務を行っていないため、銀行業法に定義しているリスク管理債権は生じ

ない。 

５．その他【必須】 ○出資業務を行っていないため、該当はない。 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合がある。 

特筆すべき事項 
 

○資産の大部分は、国からの現物出資や独法化後に

運営費交付金・施設整備費補助金・受託研究収入

等で取得した有形固定資産で、９３％を占めてい

る。 

   

○資本金と資本剰余金には、国が現物出資や施設整

備補助金を通して、産総研の財産的基礎を整備さ

せた結果が計上されている。  

   

○利益剰余金のうち、未処分利益４７億円余は、全

額、当期の受託等自己財源で取得した固定資産の

簿価相当額であるため、利益処分案では、目的積

立金（第３号積立金）の申請はせず、全額を翌期

以降の減価償却に伴う欠損に充てるための第１号

積立金として申請する。  

 

 

（単位：百万円）

H23.3.31現在 H22.3.31現在

資産の部 金額 金額

流動資産 23,195 33,927

　　現金・預金 16,044 23,448

　　未収金 5,568 9,064

　　その他 1,583 1,415

固定資産 335,083 342,838

　　建物等 446,256 434,191

　　建物等減価償却累計額 △ 224,958 △ 206,588

　　建物等減損損失累計額 △ 121 △ 121

　　土地 110,403 110,411

　　土地減損損失累計額 △ 1,369 △ 5,769

　　建設仮勘定 1,658 2,345

　　産業財産権 904 683

　　その他の無形固定資産 1,884 2,107

　　投資その他の資産 425 386

資産合計 358,278 376,765

負債の部 金額 金額

流動負債 22,358 31,980

　　運営費交付金債務 5,538 －

　　未払金 13,487 27,481

　　その他 3,332 4,498

固定負債 25,859 27,547

　　長期リース債務 － 11

　　資産見返負債 23,660 27,276

　　長期預り補助金等 1,929 －

　　長期前受金 227 215

　　退職給付引当金 43 45

負債合計 48,217 59,527

純資産の部 金額 金額

資本金 286,086 286,086

資本剰余金 8,534 12,410

利益剰余金 15,441 18,742

純資産合計 310,061 317,238

負債純資産合計 358,278 376,765
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合がある。 

特筆すべき事項 
 

○産総研法第１１条第１号から第５号までの業務に

要する費用は研究業務費に、それ以外の管理部門

等の経費については一般管理費に計上している。 

   

○共同研究収入が大部分を占める研究収益は、前年

度より増加しているが、これまで当所が委託先と

なっていた受託研究が、当所も参加する技術研究

組合への委託になったことなどから、受託収益は

減少している。 

   

○経常損失の主な原因は、前期までに自己財源で取

得した固定資産の減価償却費等であり、利益剰余

金の前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩すこ

とで、最終的に４７億円余の利益を計上している。 

 

 

（単位：百万円）

H22.4.1～H23.3.31 H21.4.1～H22.3.31

金額 金額

　　研究業務費 77,065 84,153

　　　　人件費 38,674 39,432

　　　　減価償却費 10,797 11,178

　　　　その他 27,594 33,544

　　一般管理費 8,232 11,613

　　　　人件費 5,015 6,160

　　　　減価償却費 292 308

　　　　その他 2,924 5,146

経常費用 85,297 95,767

　　運営費交付金収益 58,344 69,306

　　物品受贈収益 1,421 1,935

　　知的所有権収益 243 333

　　研究収益 5,289 3,439

　　受託収益 15,836 19,753

　　その他 3,353 2,161

経常収益 84,486 96,928

経常利益(△：経常損失) △ 811 1,161

臨時損失 1,135 518

臨時利益 622 463

当期純利益（△：当期純損失） △ 1,324 1,106

前中期目標期間繰越積立金取崩額 6,088 135

目的積立金取崩額 － 57

当期総利益 4,764 1,298
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