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経済産業省独立行政法人評価委員会産業産技術分科会産業技術総合研究所部会（第３０回） 

議事録 

日時： 平成２４年５月２９日（火）１４：００～１６：００ 

場所： 経済産業省 別館１１階 １１１１共用会議室 

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２３年度業務実績について 

   ３．独立行政法人産業技術総合研究所の役員給与規程の改正について 

４．その他 

 

議事内容 

○室伏部会長  ただいまから「第30回産業技術総合研究所部会」を開催させていただき

ます。まず、議事に入る前に事務局からごあいさつがありますので、中西審議官お願いし

ます。 

○中西審議官  皆さん、どうもこんにちは。担当審議官をやっております中西でござい

ます。 

 本日は、23年度の評価ということで、皆様にはお忙しい中、またおつき合いいただけれ

ばと思っております。とりわけ23年度は第３期中期計画の２年目ということもありまして、

それにプラス昨年の大震災以降いろいろなことがございましたし、独法の見直しという形

のかなり大がかりな国の研究機関のあり方といったことの見直しもございました。 

 そういったことにおきまして、この産総研のほうでも情報処理推進機構及び経済産業研

究所との統合ということも明確になったことから、それに向けた具体的な検討も進められ

ておりまして、我々のほうでも少しずつその統合に向けた議論が始まっております。 

 そういったことも踏まえてではございますが、引き続きこちらの産総研の評価のご支援

をいただければと思っております。本日は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。それでは続きまして、事務局から配付資料の

ご説明をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  経済産業省でクールビズを推奨しておりまして、本日も大変熱気が

高いことから、私も失礼させていただいて、ネクタイ、上着は省略させていただいており

ますので、ぜひ皆様方も遠慮なくクールビズスタイルでお願いできればと存じます。 
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 きょうは資料がたくさんございます。議事次第とともに配付資料一覧の資料がついてお

りますが、この資料１シリーズとして資料１―１と１―２というものがございます。それ

から資料２が、23年度の実績に関連する資料でございまして、こちらのファイルになりま

す。実はこの緑のファイルの中に耳がついております。ここに資料２―１～２―11がセッ

トとなって入っております。 

 それから資料３が役員給与規程の改正でございます。そして、参考資料が10個ほどつい

てございます。それらをご確認いただきまして、もし過不足等がございましたら、事務局

までお伝えいただければ直ちにお届けさせていただきますので、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。お手元の資料をお確かめいただいて、もし不

足等がございましたら、お申し出ください。 

 それでは議事次第に従いまして、議題（１）の「①独立行政法人改革等を巡る最近の動

きについて」、それから議題（１）の「②評価基準、方法及びスケジュールについて」の

この２点につきまして、事務局から続けてご説明いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○渡邉産総研室長  それでは資料に基づきまして改めてご説明させていただきます。ま

ず、参考資料１で「独立行政法人制度改革法案の概要」という内閣官房行政改革推進室作

成資料というものがございます。 

 私ども産総研も独立行政法人、「通則法」という法律に基づいて運用を行っております

が、この独立行政法人全体の制度改革が行われます。現在、その法案の閣議決定が５月11

日に行われまして、法案審議を待つのみという状況でございます。 

 目標といたしましては、これを今国会会期中にまとめまして、来年度からの施行を目標

に進めております。 

 概要ですが、この資料の最初のところからごらんいただきますと、基本的には「独立行

政法人制度」というものを廃止した上で、「行政法人制度」を創設するということになっ

ております。 

 これは何が違うかといいますと、「独立」という字がなくなっただけですが、ここの書

き出しにも書いてございますように、「主務大臣が設定した政策目標の達成を目指すため、

政策実施機能を担う法人の業務運営への適切な関与の強化を図る」ということが主眼にご

ざいます。 
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 「独立」という言葉が消えた趣旨には、その行政関連機関としての目的達成に向けて一

体となって力を合わせてやっていくといった意味で「行政法人通則法」という名前に変わ

るということでございます。 

 さらには、「法人の事務・事業の特性に着目したガバナンスの導入」というものを考え

ております。従来の独立行政法人・通則法ですと、すべて１つのグループとして運用を行

っておりましたが、今回は「中期目標行政法人」、それから「行政執行法人」という２つ

のグループに分けて、それぞれの法人の特性に応じた管理・監督を行うとなっております。 

 私ども産総研は、この「中期目標行政法人」の中のグループの中に入る予定でございま

す。行政執行法人は、例えば造幣局といった国の業務を直接担っているところについては

「行政執行法人」というグループに変更ということでございます。 

 さらに、「３．新たな法人制度にふさわしい規律の整備」ということで、「組織規律」、

「財政規律」、「一貫性・実効性のある目標・評価の仕組み」、「国民目線での第三者機関の

チェック」も強化、行政執行法人関連の評価のあり方というところの改定が行われており

ます。 

 例えばでございますが、役員の任命に当たりましては、原則すべて公募という制度にな

りましたり、また、役職員の再就職の規制をするというルールも新たに導入される予定で

ございます。 

 施行日ですが、来年からではなくて「二年を超えない範囲内において」ということでご

ざいますので、平成26年４月１日を予定しております。 

 何枚かめくっていただきますと、横になった図のものがございます。左側が現行の独立

行政法人制度でありまして、右側が新たな行政法人制度でございます。従来、この独立行

政法人評価委員会は、左の下の部分にございますが、制度的には評価委員会は廃止という

ことになります。 

 その上で各府省、私ども経済産業省の中に主務大臣が中期目標、もしくはその業績評価

につきましては、特にこの「※研究開発法人については、各主務大臣の下に研究開発に関

する審議会」とありますが、ここで議論をすることになっております。 

 現在、産業構造審議会の中に研究開発を担当している小委員会が幾つかございますが、

そういったものの中でやるのか、もしくは新たに研究開発関連の行政法人を評価する枠組

みをつくるのか、ちょっとこの辺につきましては運用の中身がまだ煮詰まっておりません。

いずれにしても、現行体制から審議会の中で議論するということでございます。 
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 さらに、総務省におきましては、従来独法分科会があったわけですが、これにつきまし

ても形式的に廃止された上で、基本的には機能は継承されますが、「行政法人評価制度委

員会」というものをつくりまして、こちらでチェックをしていくという形に移行するとい

うことでございます。 

 もう１つ、研究開発型の法人につきましては、研究開発の特性をしっかりとみた上でや

っていかなければならないということでございますので、「総合科学技術会議」において

も国際水準で統一的な評価指針に基づく点検を実施するということでございます。 

 こういった形で「独立行政法人」から「行政法人」へということで、新しい体制に移行

しつつあるという状況が動いております。 

 その上で冒頭審議官から説明がありましたとおり、産総研につきましては、ＩＰＡ、Ｒ

ＩＥＴＩとの統合につきましても閣議決定されておりますので、もし、本年の通常国会で

この通則法がまとまりました末には、来年の通常国会で個別法の審議をし、早ければ26年

４月から新通則法と合わせて、その統合法人の新発足という段取りで進めていく予定でご

ざいます。 

 それからもう１つ、申しわけございません。ちょっと前後いたしますが、資料１―１が

ございます。本評価委員会では、評価を行う際の評価の基準を定めた上で、これに基づい

て評価をお願いしております。 

 ５月29日付の評価基準を設定しておりますが、基本的には昨年度と同様の内容になって

おります。中期目標の項目に応じて点検いただきまして、それをこの計算方式に当てはめ

て評価をしていただくということでございます。 

 あわせまして、今後のスケジュールでございますが、資料１―２をごらんください。本

日は５月29日でございますが、業務実績の説明、これから産総研からご説明をお聞きいた

だきまして、その後、こちらから昨年同様評価シートをお送りいたします。それに６月18

日までにご記入いただきまして、お返しいただいたものをこちらでまとめて、次回７月12

日までに評価の結果の取りまとめを進めてまいる予定でございます。 

 ここで部会としての評価結果をまとめた上で、26日の全体の評価委員会（室伏委員長）

で最終的にはご審議をいただくという予定でございます。以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それではただいまのご説明につきまして、何

かご質問等がありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

 既にご経験がおありですので、特にないのではないかと思いますので、次に進めさせて
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いただきたいと思います。 

 それでは23年度の評価につきましては、お手元の資料１―１の基準に基づいて行うこと

とさせていただきます。事務局からご説明のあった方法とスケジュールにのっとりまして

今後進めていただきたいと思いますので、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23年度業務実績について」に移りたいと思います。産

総研から提出されております資料は、資料２―１～11までです。この黄緑色のファイルに

なりますので、少し大部ですが、ご用意ください。 

 それでは産総研の野間口理事長から順に副理事長、理事の皆さんとご説明いただきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。たくさんのご説明者に対してお一人

５分という、大変厳しい時間制限で申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 

○野間口理事長  それでは資料２、緑のファイルを使いまして産総研の実績の報告をさ

せていただきます。 

 私のほうから資料２―１を使いまして、産総研の活動についての総括的なご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 資料２―１の２ページですが、これまでも説明してきておりますように、産総研は独法

化のときに６つの研究領域を構成して研究をスタートしております。現在第３期の２年目

でございます。 

 ３ページ目が現在の産総研の姿でございます。予算規模は当初予算800億円弱でやって

おりまして、補正等を入れますと年間1,000億ぐらいになるかと思いますが、このくらい

の規模でやっております。 

 前回は全国に９つの研究・連携拠点というご報告をいたしましたが、東日本大震災を受

けまして、「福島再生可能エネルギー研究センター」を産総研で構築しようということで、

今、郡山市に設立することを基本として計画を進めているところでございますので、全国

で10箇所の研究・連携拠点というように書いております。 

 成果、それから産学官連携の実情につきましては、そこに示しているとおりでございま

すが、論文の世界ランキング等は昨年よりも総合順位で１ランクほど上がっております。

知財につきましては、パテント・リザルト社の調査によりますと５年連続で日本の大学、

独法を含めて１位でございます。 

 ４ページでございますが、これは第３期の研究の柱でございまして、グリーン・イノベ

ーションとかライフ・イノベーションといいますが、私どもはこれを21世紀社会の持続可
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能性を実現するための課題であると捉えておりまして、「21世紀型課題の解決」というの

が１つの柱でございます。 

 それから今まさに世界的なイノベーション競争が起こっておりますが、産総研のような

公的研究機関がハブ機能を発揮することの重要性がますます増していると考えておりまし

て、私どもはその「ハブ機能」を強化しようということで取り組んでおります。時あたか

も技術研究組合に産総研も参加できることになりましたので、非常に実績が上がっている

と考えております。 

 次に５ページ以降で成果を若干述べさせていただきます。これにつきましては、後ほど

各理事からの報告で触れるかと思いますので簡単にいたしますが、私どもはＴＩＡ、ナノ

という産学官連携の拠点を構築しております。そこでＳｉＣのデバイスとかカーボンナノ

チューブ等は試作品が提供できる段階までまいりました。 

 それから３つ目の○で「安全・安心」ということがございますが、ここで地質分野が長

年協力しておりました「大陸棚延伸」につきましては、私どもの科学的なデータが物をい

いまして、日本国土の８割に当たる大陸棚が拡大できるということを国連から認められて

おります。 

 それから７ページの第３期の成果でございますが、研究組織及び事業ということで、こ

れは機動的に見直しておりまして、ユニットの改廃、リエスタブリッシュも着々とやって

おりますが、特に今回は先ほどお話ししましたように、再生可能エネルギーの研究拠点、

世界的な拠点を福島の郡山につくろうということで、これにも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 それから８ページは東日本大震災に対する対応でございますが、産総研自体大変な被害

を受けておりまして、これの復旧、再構築を図るとともに、産総研による被災地支援にも

積極的に対応してまいりまして、福島県等からは感謝状もいただいておりますし、長期に

わたる放射線の除染等への国家的なプロジェクト、福島第１原発への対応などの協力も進

めているところでございます。これにつきましては、後ほど副理事長からもっと詳しくご

報告いたします。 

 それから９ページですが、日経新聞と協力いたしまして、「日本を元気にする産業技術

会議」ということで産業界の方々、それから大学の先生方にもご参加いただいて、この厳

しい時代に日本がいかにイノベーションを通して元気になるかということで、意見発信も

かねて今取り組んでいるところでございます。 
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 こういったことにつきまして、それぞれの担当理事から本日はご報告させていただきま

すので、ご評価のほう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。それでは次に副理事長のほうからお願いいた

します。 

○一村副理事長  それでは資料２―２に基づきまして、先ほど理事長のお話にもありま

したように、「東日本大震災に関連した復興支援等の取り組み」についてご説明させてい

ただきます。 

 まず、２ページをごらんください。産総研としては東北センターとつくばセンターが大

きく被害を受けました。その復旧に当たりましては、単なる復旧ではなくて「研究を再構

築する」という考え方の下に進めてまいりました。 

 具体的にはタスクフォースを使っていろいろな検討を推進した結果、２ページ目の下に

書いてあるような成果を生み出しております。これによりまして、新たな発展に繋がる研

究体制が整備できたものと考えております。 

 一方、産総研外につきましては、技術支援、情報提供、メンタルケア等の形で社会貢献

をするということで、３ページにございますように、大きく分けて５つの項目で貢献して

おります。 

 その幾つかを詳しくご紹介させていただきますと、４ページ目でございますが、ここに

は放射線計測に関連する主な支援活動をまとめました。福島原発事故に伴いまして、福島

県の工業製品の出荷に際しては、被曝していない証明を出すことが必要になってまいりま

した。そのため、福島県から要請がありまして、延べ120名近い専門家を派遣して放射線

計測を支援しました。 

 並行して放射線計測に関する講演会や技術講習会といったものを開催いたしまして、あ

わせてホームページを使った放射線計測の信頼性に関する情報提供などの活動も展開して

おります。 

 ５ページをごらんいただきますと、こちらは地質分野をもつ産総研としての対外活動を

まとめております。産総研は津波堆積物の調査研究を過去10年以上にわたって続けており

まして、貞観地震の研究成果も東日本大震災前から発信しておりました。 

 今回の地震に際しましては、地質情報を収集して過去の巨大津波の研究成果とあわせて

ホームページに掲載するということで情報発信をしておりますし、最後のところにござい

ますように、震災関連マップ、衛星観測技術によるマップも提供しております。これらの
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計測技術とか地質技術、それらのホームページによる公開によりまして、産総研のホーム

ページアクセス数は１日あたり７万件を超えるほどになっております。 

 次に６ページをごらんいただきたいと思いますが、こちらは被災地に向けて放射能汚染

に関する技術相談、それに加えまして、真ん中あたりにありますように、気仙沼で「絆～

プロジェクト」ということを企業の方々と一緒になって展開しております。特に仮設住宅

脇にトレーラーハウス拠点を構築いたしまして、そこでメンタルケアも含め、スマートラ

イフケアをシステム化、パッケージ化するということで研究開発を推進しているところで

ございます。 

 次の７ページ目でございますが、ナノテクノロジー材料製造分野の復興支援のテーマと

しまして、プルシアンブルー粒子を使いましたセシウム除染技術を積極的に展開しており

ます。 

 一方、８ページにつきましては、これは産総研の総合性を発揮した成果でございますが、

産総研の放射線計測技術、それからナノテク材料製造分野のＭＥＭＳ（微小電気機械シス

テム）の製造技術、さらに、情報技術分野のデータ統合マッピング技術といったものをあ

わせまして、福島に復帰される方々の放射線計測を展開するということで進めております。 

 ９ページ以降は、先ほど理事長からご紹介させていただきました新しい再生可能エネル

ギー研究開発拠点についての概要でございまして、９ページについては、平成26年２月に

郡山に新しい拠点を構築することになりました。 

 10ページをごらんいただきますと、そこでの展開は個別技術としての太陽光発電とか地

熱・地中熱利用、さらにシステム技術開発及びその実証を通して、あわせて人材育成や標

準化も推進していくことになります。 

 11ページをごらんいただきますと、再生可能エネルギー技術研究開発の例では、産総研

として非常に薄型のシリコンウエハーを用いた太陽光発電技術を展開するとともに、文科

省事業とも連携して展開していくことになっております。 

 文科省事業との連携では、12ページにありますように、福島県内の大学との連携で人材

育成の観点も強調してまいり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。それでは次々とお願いしたいと思いますので、

脇本理事、お願いいたします。 

○脇本理事  ありがとうございます。それでは資料２―３に基づきまして私のほうから

全体の概要を説明させていただきました後、各理事から担当の研究分野、あるいは環境に
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つきましてご説明をさせていただければと思います。 

 資料２―３の３ページでございますが、組織についてざっとご説明申し上げます。４ペ

ージの研究のユニットでございますが、委員の先生方もご承知のとおり、産総研は「部

門」と「センター」と「ラボ」に分けておりまして、部門が中長期的視点から継続的に研

究を実施する、センターは時限を定めて集中的に特定課題を解決するため、我々はこの３

つをまとめて「ユニット」と呼んでおりまして、現在こういったユニットが一時62個あり

ましたが、現時点では42ユニットで集約させていただいております。 

 それでは次に各分野別に変遷をみてまいりますと、５ページの「環境・エネルギー分

野」でございますが、これはある程度全体の大きな再編は第２期中にほぼ終わっておりま

して、第３期におきましては、各個別のセンターで、そのときの課題に応じまして適宜組

み替えをしているということでございます。 

 ６ページがライフサイエンス分野でございますが、これは第２期から第３期になります

ときに全部門、全研究センターを大幅に見直しまして、全面的に新たな体制で第３期が始

まっております。約２年たっておりますが、現在この組織の下で研究を推進しているとい

うことでございます。 

 続いて７ページの「情報通信・エレクトロニクス分野」でございますが、実は流れでみ

ますと、第３期に入ってから大きな再編をさせていただいております。 

 特に2011年になりますときは、ハードウエア系の研究部門、研究センターにつきまして

大きな再編をさせていただいておりますが、ことし（2012年）の４月につきましては、ソ

フトウエア系の研究部門、特に情報セキュリティ研究センターと組み込みシステム関係の

研究体を合わせましてセキュアシステム研究部門を発足させるなど、昨年のハード系に続

きまして、ことしはソフト系の再編をさせていただいているところでございます。 

 それから８ページの「ナノテクノロジー・材料・製造分野」でございますが、これは第

３期になるときに製造関係部門を若干再編しまして、このまま継続をさせていただいてお

ります。 

 それから計測標準ですが、２部門１センター、また地質部門も２部門１研究センターと

いうことで、組織としての変更はございませんが、研究の中身は時とともに変わってきて

おりますので、この図で研究の中身の変遷をまとめさせていただいております。 

 こういったことで現時点では12ページにございますように、21研究部門、20研究センタ

ー、１研究ラボということで、研究ユニット数は42という体制で組ませていただいており
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ます。 

 それから14ページでございますが、合理化に伴いまして、23年３月に秋葉原事業所の廃

止、あるいはつくば市の苅間サイトの廃止等をさせていただいております。 

 それからここには書いてございませんが、ことしの４月１日に本部組織、私どもの企画

本部でございますが、企画本部の中に「福島拠点設立準備室」並びに「法人統合準備室」

というものを設置させていただきまして、新たな方向性の位置づけをしようとしていると

ころでございます。 

 それから収入関係ということで15ページでございます。当初予算では運営費交付金は60

3億円でございましたが、外部資金等を努力いたしまして、最終的には1,000億円を超える

結果となっております。 

 16ページの自己収入の内訳ですが、248億円ということで国からの受託、あるいは別の

独立行政法人からの競争的資金の受け入れ、並びに民間企業からの受け入れ等でこういっ

た状況になっております。 

 それから17ページでございますが、自己収入の割合で22～23年度にかけまして、運営費

交付金の比率が若干上がって自己収入が減っているようにみえますが、実は研究組合体制

が新たに始まりまして、産総研の敷地の中で研究組合がいろいろな企業等からお金をいた

だいてやる研究を産総研も共同でやっているわけです。しかし、これは産総研の会計に入

らないことからここには出ておりませんので、自己収入が形式的には減っているようにみ

えますが、300億円以上のそういった研究組合関連の活動があったということでございま

す。 

 それから端折りまして19ページでございますが、これは４月１日時点での人員構成の割

合でありますので、これは省略させていただきます。 

 それから21ページでございますが、産総研の研究戦略ということで、毎年改定をしなが

ら進めさせていただいております。 

 それから23、24ページは、産総研の研究者等が国際的ないろいろなＩＳＯ等の研究委員

会、あるいは国の審議会等で活躍しているということを書かせていただいたものでござい

ます。 

 それから25ページ以降は独法の見直しということで、内閣のほうからもいろいろな指示

がございます。26ページは３法人の統合ということでございまして、27ページをみていた

だきますと、実は統合といいましても簡単ではございません。現行の中期計画、産総研
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（ＡＩＳＴ）、ＲＩＥＴＩ、ＩＰＡとそれぞれ実はいろいろな経緯がありまして、中期計

画のタイミングがそれぞればらばらでございます。 

 現在の独法通則法の改正案を解釈いたしますと、下のようなことが想定されます。26年

４月に統合ということでございますので、産総研は３期の５年計画を４年に縮める。ＲＩ

ＥＴＩは５年計画を３年に縮める。ＩＰＡは現在の５年計画を６年に延ばすということで、

これらを合わせた上で統合後の中期計画、この研究開発関係は７年まで認められると。一

般行政法人は５年でございますので、７年まで認められるということで、７年にするのか、

従来どおりの５年にするのか、あるいはこの名称も現在の「独立行政法人」ではなくて、

研究関係のものは「国立研究開発行政法人」という名前をつけられるとのことでございま

すので「国立研究開発行政法人産業技術総合研究所」ということになるかと思いますが、

これは来年の個別法で決まりますので、どういう名称になるかも踏まえて、私どもも統合

のための準備を始めているところでございます。 

 そのほか、地域のサイトを廃止したりといろいろしておりますが、これは細かいことも

ございますので、省略をさせていただきたいと思います。 

 最後に32ページでございますが、特許微生物寄託センターにつきましては、24年４月１

日をもって廃止いたしまして、ＮＩＴＥ（独立行政法人製品評価技術基盤機構）に承継し、

移管をさせていただいたところでございます。 

 全般的な動きは以上でございます。 

 それではイノベーション関係の動きを瀬戸理事から説明していただきます。 

○瀬戸理事  それでは続きまして、資料２―４で「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」ということでご説明させていただきます。 

 ３ページの「イノベーション創出に向けた基本的考え方」というところに図がございま

すが、これは産総研はその「人」と「場」を活用しまして、産学官結集の下、研究開発と

それに加えて技術評価と標準化を進めるために、産総研がその結節点となる役割を担うと

いうことです。また、そのための機能強化を図るという考え方で23年度も取り組みを行っ

てきております。 

 以下、具体的な取り組みについてご紹介させていただきます。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ページ以降でございますが、５ページにございますよう

に、この機能強化の取り組み、地域センターの研究レベルの強化と中小企業への技術支援

を２本柱としておりまして、６ページ、そして続く７ページにありますように、具体的に
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は各地域で地域事業計画を定めまして、重点化した取り組みを行っております。 

 ７ページの右側の欄に、ちょっと細かくて恐縮ですが、「23年度の主な取り組み」とい

うことで整理させていただいておりまして、各地域センターで一定の存在感を示す活動が

できているのではないかと考えております。 

 また、中小企業の支援では８ページ以降ですが、８ページにございますように、産業技

術連携推進会議と連携しまして、技術力の向上や人材育成も含めて３つの支援事業を進め

るとともに、中小企業の技術開発の支援ということで中小企業と共同で外部資金のプロジ

ェクト提案を行うための事業を推進しまして、９、10ページにございますように、サポイ

ン（産総研の戦略的基盤技術高度化支援）事業で東北復興支援のプロジェクトも含めて大

幅な予算増額も図りまして、現在走っているプロジェクトとして29のプロジェクトを中小

企業の皆さんと協力して進めているといった状況でございます。 

 時間の関係がございますので飛ばさせていただいて、続いて13ページ以降の「産業や社

会の『安全・安心』を支える基盤の整備」というところを簡単にご説明させていただきま

す。 

 15ページに基盤の整備としまして標準提案の実績を示してございますが、国内、国際を

合わせて39件の提案をさせていただいております。また、17ページにございますように、

国際標準の役職者46名を初めとする人材を輩出しまして、組織的な標準化にとって、非常

に重要な人材面での厚みを増す取り組みの強化を図れたのではないかと考えております。 

 続きまして、18ページ以降の「『智恵』と『人材』を結集した研究開発体制の構築」で

ございますが、まず、19～21ページまでＴＩＡ（Tsukuba Innovation Arena）の説明資料

を入れさせております。 

 18ページにございますように、ＴＩＡの取り組みではパワーエレクトロニクス、カーボ

ンナノチューブ、またＭＥＭＳ等の各コアの事業で産業界との連携を加速させまして、事

業規模では約133億円、また外部研究者も529名を産総研に受け入れました。また、連携企

業も93社ということになっております。 

 こういう体制で現在16のプロジェクトを進めつつ、世界的なナノテク拠点の構築を順調

に進捗させていると考えております。 

 そのほか22ページにＴＩＡ以外の拠点事業といたしましては、太陽光やロボット、蓄電

池などの拠点事業で、国内産業の競争力強化に向けた評価技術、また標準化に向けた取り

組みを進展させているということでございます。 
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 続きまして、23ページ以降に技術研究組合のご説明を入れてありますが、23ページにご

ざいますように、現在産総研は17の技術研究組合に参画をしまして、６つのプロジェクト

リーダーを担っております。また、13の組合に役員を輩出しまして、組合事業全体では、

昨年比で２倍増の507名の外部研究者を受け入れた状況になっております。 

 こういう状況で技術研究組合の仕組みを活用したオープンイノベーションにおいて、産

総研は、集中拠点、またハブの役割が一層増してきている状況に発展をしてきていると考

えております。 

 また、26ページは23年度から開始した事業でございますが、民間企業に産総研の研究施

設を貸与しまして、企業による事業化の促進を図るという取り組みを始めております。23

年度は、それぞれ植物工場とパワー半導体で北海道センターとつくばセンターで２つの事

業を実施しまして、ここに示してございますように、順調に実用化への進捗が図れたと考

えております。 

 続いて、ちょっと飛ばさせていただいて、28ページです。国際協力の推進では、米国の

国立研究所と今ホットな話題になっておりますエネルギー研究で協力をさせていただいて

おりまして、27の研究テーマを推進しているところでございます。 

 また、下にございますように、産総研を介した企業のグローバル展開の支援を、インド

ネシアやタイやオーストラリアなど産総研と包括的協定を結んでいる海外の研究機関、ま

た、これに企業を加えた三者連携で推進した実績を示してございます。 

 続いて、若干飛ばさせていただいて33ページになりますが、人材育成ということで「若

手研究者のキャリアパス支援」でございます。この中ではそのコア事業として、イノベー

ションスクールを約30名規模で実施しまして、ポスドクの育成と大学等を含めた産業界を

中心に人材を輩出し、また、34ページにございますように、産総研全体としては、141名

のポスドクを産業界、大学を中心に輩出いたしております。 

 こういった事業に加えて36、37ページにお示ししましたように、ＭＥＭＳ技術やバイオ

インフォマティクスの分野で専門技術人材の育成を推進したところでございます。 

 それでは続いて、38ページ以降の「研究開発成果の社会への普及」でございますが、39

～42ページまで知財のご説明をさせていただいておりますが、38ページにございますよう

に、知財では「知財ポリシー」の整備を新たに行いました。これに基づきまして、40～42

ページに示すような仕組みを整え、知財活用・管理の取り組みを進めたということでござ

います。 
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 また43、44ページにベンチャーのご説明をさせていただいております。23年度におきま

しては、４件のベンチャーを創出いたしまして、現在活動中のベンチャーの数としては87

社になります。また、44ページにございますように、この創出に加えまして、既に創出し

たベンチャーと支援事業も行っておりまして、数としては今28社のベンチャーで自主的な

支援を行っているということでございます。 

 続いて、45ページからは広報のご説明ですが、広報に関しては中期目標の中でも掲げら

れておりますとおり、対話型広報を強力に推進をいたしました。また、あわせて46ページ

にありますように、トップメッセージも強化して強力に進めたということでございます。 

 具体的な対話型広報として47ページになりますが、出前講座や実験教室、さらに一般公

開、オープンラボといったものに加えて100回の取り組みを実施いたしております。 

 また、50ページでございますが、日本経済新聞社との協働事業ということで、昨年の10

月に「日本を元気にする産業技術会議」を立ち上げまして、有識者、また企業や大学のご

協力の下、日本の国際競争力の強化に向けたメッセージ発信ということで、今月の５月８

日に中間提言ということでまとめさせていただいております。 

 そこに提言の骨子を５つにまとめて、こういった提言をさせていただいているところで

ございます。 

 ここまでが「オープンイノベーションハブ機能強化」の取り組みの概要でございますが、

最後に業務にかかわる指標の達成状況について簡単にご報告させていただきます。 

 中小企業に関連しては、52ページと53ページでございますが、それぞれ共同研究と技術

相談で644件と2,274件ということで順調に拡大しております。技術相談については各種相

談がございますが、この中の80件については共同研究に発展したものでございます。 

 また、国際標準に関連しては、54、55ページでございますが、エキスパートの数、また

は標準提案ということで、それぞれ170名と39件ということで拡大いたしました。 

 また、56ページは外部資金の導入でございます。先ほど技術研究組合関係の事案につい

てご説明がありましたが、そういったものを加えて全体で350.5億円の外部資金の導入で、

これは産総研運営交付金比で58％ですが、そこまで拡大しているということでございます。 

 また、57ページの論文数でございますが、これは底落ちということで若干低く出ており

ますが、ランキングでは総合と物理学で順位が向上しているということで、今回のランキ

ングは2001年以降のランキングになっております。以前は工業技術院時代の論文も含まれ

ておりましたが、今回のランキングから産総研になってからの論文発表だけになっている
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ということでございます。 

 国際連携、また人材交流については、58、59ページにありますような形で順調に進んで

おります。また、知的財産の自主契約件数については781件ということでございまして、8

00件にもうちょっとという状況でございます。また、広報に係る指標では61ページにござ

いますように、対話型広報を平成23年度は100回実施しております。 

 以上、述べましたように、中期目標で定められている、目標達成状態については、概ね

順調に進捗しているものと考えております。以上でございます。 

○矢部理事  それでは資料２―５を説明させていただきます。ここから鉱工業の科学技

術、地質の調査、計量の標準ということで、３つの研究分野で研究戦略の概要及び代表的

な成果についてご説明させていただきます。 

 ３、４ページが「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノベーション」、それから

「他国の追随を許さない先端技術開発の推進」、「産業や社会の『安全・安心』を支える基

盤の整備」という項目に重点を置いてやらせていただいております。 

 ６ページ目でございますが、まず、環境・エネルギー分野についての研究戦略の概要、

また成果の代表例をご説明させていただきます。 

 ６ページに戦略の概要を示しておりますが、「グリーン・イノベーションの加速」とい

うものを大きな目標にいたしまして、再生可能エネルギー、省エネルギー、環境負荷低減

技術、資源確保と有効利用、それから産総研の１つの特徴でございますが、グリーン・イ

ノベーション及び環境の評価、管理技術に力を入れて研究開発をさせていただいておりま

す。 

 成果を次の７ページ目でご説明させていただきます。２つございまして、７ページは世

界最高水準の炭化ケイ素（ＳｉＣ）素子の実現とデバイス応用のための試作品の提供開始

でございます。これは先ほどからご説明にあります「ＴＩＡ」と呼ばれますTsukuba Inno

vation Arenaの代表例でもございます。 

 「成果のポイント」をみていただきますと、ショットキーバリアダイオード（ＳＢＤ）

の量産化技術化を開発し、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いたし

ました。そして、世界最高水準の低素子損失を実現しております。同じように、ＭＯＳ型

の電界効果型トランジスタについても量産化技術を開発しております。 

 これを使いまして、図２にありますように、現在までデバイスチップの量産ラインに引

き続きまして、実装量産ラインに関しまして産総研のコア技術を使い、この４月から15社
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の企業と一緒になりまして、現在「ＴＰＥＣ（Tsukuba Power Electtonics Constreliati

ons）」と呼ばれる新しい研究開発制度で実施いたしております。これによってインバータ

ーの省エネ化が図れると考えております。 

 次の８ページをみていただきますと、「高プリント基板破砕物からのレアメタルの回

収」ということで、リサイクルを推進する事業の制度でございます。図１をみていただき

ますと、数十万個の電子素子に対する選別挙動データベースをつくり上げました。 

 これをもとにしまして、図２にありますように、タンタルコンデンサーの高純度回収を

可能にする装置を実現しております。これは複管式の気流選別機でございますが、これを

ある程度実用化しまして、実際１号機を納入して運転を開始するところまで進めておりま

す。 

 ９ページでは、今後の取り組みについて４つほどご説明させていただきます。産総研の

環境・エネルギー分野のポートフォリオといたしまして、市場成長可能性に2030年でのＣ

Ｏ2削減ポテンシャルを予測して、我々の技術としてここまで行けるのではないかという

ことを発信させていただいております。 

 その右の「太陽光発電の共通基盤技術の戦略的標準化」は、太陽光の基準セルの校正、

また信頼性評価をするという意味で、寿命の問題を国際標準までもっていこうということ

で、今尽力しております。 

 下のほうに行きまして、「高エネルギー密度蓄電池材料の開発」でございますが、リチ

ウムイオン電池の正極の材料、また負極の材料の高性能化に貢献しております。また、そ

の右の「高効率なエネルギー利用のためのネットワーク技術の開発」ということで、スマ

ートグリッドの促進、スマートネットワークの促進でございますが、住宅用エネルギーネ

ットワークの統合マネージメントの実験を実施しているという状況でございます。 

 以上、環境・エネルギー分野でございました。 

○金山理事  それでは「情報通信・エレクトロニクス分野」の紹介をいたします。 

 ご承知のとおり、情報通信技術あるいはエレクトロ技術というのは、基盤的な技術とし

て社会のあらゆるところで使われておりますが、その傾向をさらに強化するという目的の

ために、掲げました３つの方針に従いまして研究を進めております。 

 まず、最初はグリーン・イノベーションへの貢献ですが、確信的なデバイスを満たすこ

とによってＩＴシステムの消費エネルギーを格段に下げます。例えばフレキシブルエレク

トロニクスのような印刷技術を使って大面積、低消費電力のデバイスを低コスト・低消費
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エネルギーで生産をする。あるいはシリコン技術を使って光のネットワークの消費エネル

ギーを格段に下げるということが柱になっております。 

 また、これだけＩＴが世の中に広がりますと、それらの信頼性を拡充することがさらに

重要なことになっております。そのためにＩＴのディペンダビリティーを向上させる展開

をしています。 

 それからＩＴの展開が少しおくれているサービス産業につきましても、産総研の技術を

もってより強力に展開するということも柱に掲げているところです。 

 まず、最初に確信的なデバイスの成果の１つの例として、次の11ページにスピントロニ

クスの例を挙げました。これは左の下に図がありますように、２つの磁性体をもってきて、

その磁化の向きによってその両者の間に流れるトンネル電流というものが大きく変わると

いうことに基づいて、不揮発性のメモリ（電源オフ状態でデータを保存できる）をつくる

という技術ですが、この技術の開発を先導してきたのが産総研の研究者でありまして、そ

のおかげで技術的に非常に高い基盤的な評価を得ております。 

 それにととまらず、実際にこの技術を使って共同研究先であります東芝と一緒になって、

この技術に基づいた不揮発性の「スピンＲＡＭ」というメモリを今実用化展開する、量産

施策の一歩手前まで来ているところです。 

 そのときにはこの絵に書いてあるような磁石の向きが横方向に向いている、いわゆる水

平磁化というものではなくて、より微細化に耐えて安定な動作ができる垂直磁化と。この

矢印が90度曲がった、上のほうに向いたような構造で展開できる材料技術を開発し、さら

に装置メーカーとも一体になって、これを量産展開できるような技術に仕上げてきたとこ

ろです。 

 さらに、産総研としては、こういう技術に基づいてコンピュータの低消費エネルギー化

をするために、「ノーマルﾖｳｿコンピュータ」というものの開発を今進めているところです。 

 それからＩＴの社会展開への例として次のページに震災対応の例を示しました。これは

先ほども紹介がありましたが、今、気仙沼には産総研の研究者が１人常駐しておりまして、

産総研のＩＴ技術に基づいた、いわゆるスマートコミュニティーという技術を開発しなが

ら、それを高齢者の見守りですとか、あるいはエネルギーマネージメントのようなことに

展開を図っているところです。 

 それからもう１つの例としては、一番下にありますような節電対策をするためにエネル

ギー消費の見える化をしようということで、それぞれの実際のユースポイントでの消費電
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力をＩＴ技術を使ってクラウドにため込むという技術を開発して、これは実際に製品化さ

れ売り出されているところまで至っております。 

 そして、今後の取り組みは13ページに示しました。今後もやはり基本的には同じような

戦略に基づいてＩＴの社会普及を一層進めるということをサポート的に展開しています。 

 まず、最初は今年度から「セキュアシステム研究部門」というものを創設しました。こ

れは単に狭い意味での情報のセキュリティということだけではなくて、例えば電力とか鉄

道のような、いろいろな制御システムに対する攻撃ですとか、その辺のセキュリティ、あ

るいはディペンダビリティーということを確保するような研究を総合的に推進するという

研究部門を新設したところです。 

 同じように、産総研にはロボット技術の蓄積がありまして、これを使って災害対応ロボ

ットの研究開発を、これも東電、ロボットメーカー、ホンダのようなところと一体となっ

て進めております。 

 それから今度はデバイス技術を使っていろいろな新しい展開をし、省エネルギー化を目

指すということにつきましては、産総研にあるシリコン技術を使って、それを光のインタ

ーコネクトに展開するということで開発拠点を形成して、そこに今たくさんの企業が集ま

ってきてこの展開をしているというところです。 

 それから一つ、変わったコマンドとしては、産総研オリジナルなアイデアに基づきます

技術で、これは半導体製造装置の規模とか必要エネルギーを極端に小さくしようというこ

とで、奥行き、あるいは幅30cmぐらいの装置を並べるだけですべてのプロセスが完結する

ような技術開発を、産総研を拠点として、技術研究組合の構成として今年度から始めたと

ころです。以上です。 

○湯元理事  それでは14ページからの「ライフサイエンス分野」についてご報告させて

いただきます。 

 ライフサイエンス分野では健康長寿社会、低酸素社会の実現を目指して、その14ページ

にあります３つの課題を取り上げております。１つは微生物のもつ高効率な物変換機能を

用いまして、産業の環境負荷低減を行うことによるグリーン・イノベーションの実現に貢

献したいということです。 

 もう１つは、医療あるいは創薬といったものを支える支援技術を開発することにより健

康を守る技術の開発、それから人間工学的な技術に基づきまして、健康な生き方を実現す

る技術の貢献、技術の開発ということで、ライフ・イノベーションに貢献しようとしてお



- 19 - 

 

ります。 

 15ページ目に今年度の実例の成果を少しご報告させていただきます。１つは、再生医療

の切り札として期待されておりますｉＰＳ細胞についてでございます。ｉＰＳ細胞につき

ましては、これまでがん遺伝子であります「ｃ―Ｍｙｃ」という遺伝子を使っていたため

に、移植後がん化する危険性であるとか、あるいはこれまでの方法ではｉＰＳ細胞になる

率が0.1％以下と非常に効率が悪いということで実用化を妨げておりました。 

 そこで産総研では、安全で高効率なｉＰＳ細胞を誘導する方法を開発しまして、今年度

は、１つは京大の山中先生と一緒になりまして、安全な「Ｇｌｉｓｌ」という新しい遺伝

子を発見いたしました。 

 もう１つは、産総研独自技術であります「ＲＮＡベクター」を使いまして、人の血液か

ら高効率にｉＰＳ細胞に転換するといったような技術開発を行ってまいりました。 

 また、16ページですが、ここではバイオと情報技術の融合によります秘密計算による化

合物データベースの検索技術を開発いたしました。創薬分野では、自社でみつけた化合物

につきまして、いろいろなデータベースで類似なものがないかどうかを調べるわけですが、

そのときに問題になりますのが、自社の非常に貴重な秘密にしたい化合物のデータがサー

バーのほうに残ってしまうといった問題でした。 

 そこで産総研では、この問題を解決するために、サーバーの中でも暗号化したままで検

索できるという手法を開発いたしました。そのポイントは下に書いておりますが、「加法

準同型暗号」という方法で暗号化することによって全工程、すなわち、通信部分はもちろ

んのこと、そのサーバー内での検索でも暗号化されたデータを使うために情報漏えいのリ

スクが大幅に低減するという技術開発でございます。 

 次の17ページでは、人間工学的技術を用いた健康な生活を実現する技術の開発としまし

て、電子血圧計を応用した動脈硬化度計測機器の研究開発の例をご紹介いたします。 

 動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞に繋がる重篤なものになりますが、簡便に測定する方法が

ありませんでした。そこで血圧測定と同時に動脈硬化を評価できる手法を開発しました。 

 血圧測定のときに血管を圧迫した場合、それが戻るときに動脈硬化がありますと、血管

がなかなかもとの状態に戻らないわけです。それをこの脈波の違いで検出するというもの

でありまして、既にこの手法で共同研究先が製品化し、医療機器として製造販売承認を取

得し、ことしの３月から販売も開始いたしております。 

 18ページは今後の取り組みということで、オープンイノベーションハブ機能の強化、グ
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ローバルな連携の推進ということですが、これらの内容につきましては、先ほどの瀬戸か

らの報告とも被りますので余り深くは申しませんが、創薬分野でのオープンイノベーショ

ンハブ機能を強化したり、あるいはアジアとの連携を強化することを現在目指しておりま

す。 

○金山理事  それでは続きまして、次のページで「ナノテクノロジー・材料・製造分

野」です。この分野はもともと物づくりの基本として日本が非常に強みをもっている分野

ですが、同時に産総研にもさまざまな高度な知見が集積されています。 

 今期はそれに基づいて実際にこういう技術の社会展開を図るということです。特に「グ

リーン・イノベーション」という課題解決に向かって強力に推進するということを柱にし

ています。 

 まず、最初は革新的材料を単に材料開発だけではなくて、実際にこれが試作、あるいは

量産に繋がるようなところに展開をしております。 

 また、大きな柱としては、やはり貴重な資源の消費をできるだけ少なくする。あるいは

産業での環境の負荷を低減するというような目的に産総研がもつ材料技術、あるいは製造

技術を展開しているところです。 

 例えば１例を挙げますと、19ページのたくさん写真が並んでいる左の下に「ステレオフ

ァブリック造形」と書いてありますが、これは産総研のセラミック技術を使って、こうい

う中空構造の複雑な三次元構造をつくります。この場合には熱伝導の非常に低い材料で断

熱容器をつくるわけです。同時にこれは耐久性の高い容器をつくって溶けた金属、溶けた

アルミニウムのようなものをこの中に収納できる、断熱容器というものを実際につくった

ところです。 

 具体的な成果の例としては、次のページにありますようにカーボンナノチューブの実用

展開が今非常に進展しています。ご承知のとおり、カーボンナノチューブというのはつく

ば発の材料ですが、これを実際に展開するには、これを大量に合成していろいろな試みに

適用するという環境づくりは欠かせません。 

 そのために産総研では「スーパーグロース」という方法を用いた単層のカーボンナノチ

ューブを大量につくる技術を発展させまして、①の写真にあるような50cmの金属シートの

上に連続的に単層のカーボンナノチューブを大量に合成することで、日算600gに及ぶ量産

展開ができております。 

 これだけではなくて、こういうものを使うためには、これを例えば溶液の中に分散させ
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て使えるようにするために、②にあるような適当な界面活性剤で周りを覆ったナノチュー

ブを溶液の中に分散したり、場合によっては光を当ててそれを沈殿させたりというような

技術展開が可能になっています。 

 これを使って③の写真にありますように、ゴムの中にカーボンナノチューブを分散させ

た複合材料を使って、熱伝導が極めて高い値を得るということに成功しております。 

 また、カーボンナノチューブと並んで最近注目を集めていますナノカーボン材料として

「グラフェン」、単層のカーボンシートというのがありますが、これにつきましても産総

研のポテンシャルを使って、300℃程度の低い温度で大面積にグラフェンをつくるという

技術が展開できているところです。今現在このカーボンナノチューブについては、サンプ

ル提供という形でさまざまな希望者に配布して実用展開を図っているところです。 

 次のページではレアアースの代替材料の開発について紹介いたします。今高精度な永久

磁石には「ジスプロシウム」というレアアースが使われていますが、これは非常に貴重な

材料でありまして、これを使わないで済む磁石としてサマリウム、鉄、窒素で構成される

磁石が開発されてまいりました。 

 この材料そのものは以前から知られていたところで、これは粉末にはできますが、バル

クの材料ができないと。焼結させようとしますと窒素が脱離してしまうという問題があり

ました。 

 これは産総研に従来からあった技術で、右にありますように、適当な圧力をかけながら

パルス電流を流して、比較的低い500℃以下の温度で焼結をしてバルクの塊をつくるとい

うことで、大きな磁石ができるようになってきました。 

 今この技術をもとにここにたくさんの企業が集まって、このﾃﾞｨｽﾌﾟﾛｯｼｮﾝを大体１社開

発で展開しようとしているところです。 

 今後の取り組みですが、22ページにありますように、基本的には従来と同じ方針をさら

に強化をするという方向に取り組んでいまして、上に「プルシアンブルー」とございます

が、これは日本名「紺青」という顔料でありまして、これもナノ構造をきちんと制御する

ことによって、セシウムを非常に選択的に高効率に吸着するという技術を開発してまいり

ました。 

 さらに、現在20Ｌ程度のプラントができておりますが、これを200Ｌ規模の実証プラン

トに展開して、実際に適用していくということを次の柱としていますし、それから先ほど

シリコンカーバイドのデバイスの紹介がありましたが、こういうものを実際に使いこなす
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ためには、そのデバイス材料だけではなくて、周辺の実装材料というものの開発も並行に

進める必要があります。 

 ここでは産総研に蓄積のありました非常に純度の高い品質の優れた窒化ケイ素というセ

ラミックを焼結する技術というものに基づいてこの辺の材料部材展開、これも産総研をハ

ブとしてプロジェクト展開が図られているところです。以上です。 

○佃理事  それでは24ページから地質の調査、地質分野の研究をご紹介いたします。24

ページをごらんください。 

 地質分野では地質基盤情報の整備というものを基幹業務としております。地質図の作成

に代表されるように、データベースの整理などをベースとしまして、地圏の資源、環境、

鉱物資源、地下水資源、地熱資源、土壌汚染等環境問題の対応、リスク評価ということに

研究を進めております。 

 また、地質災害、活断層（地震）、あるいは火山の災害への対応ができるように研究開

発を進めております。また、地質分野ではそういった情報を社会に的確に提供する、社会

的判断に資するということで情報の提供、普及に力を入れております。 

 今回は成果として３つほど個別にご紹介いたします。25ページをごらんください。ご存

じのように、私ども過去10年余りにわたって津波の調査・研究をしておりました。過去繰

り返し東北地方では津波が来ていることが地下の調査からわかっており、次が切迫してい

ることを指摘していたわけですが、残念ながら実際に起こってしまいました。 

 その後、私どもの評価が適切であったかどうかを含め、昨年１年かけて津波の堆積物調

査を全面的にやりました。その結果、869年の貞観地震の津波が同程度のものであったと

いうことを明らかにし、私どもの研究手法、あるいは評価指標が適切であったということ

を実証できました。 

 こういった成果は、今後東南海・南海、今後切迫性が伝えられております関西方面での、

さらに西方面での地震被害予測、津波予測に役立てるように研究を進めております。 

 26ページをごらんください。地震直後、太平洋側に非常に広範囲に津波が押し寄せ、内

陸側に海水が入ったわけです。また、放射性物質の被害もありました。そういったことで、

地下水に混じっていろいろな有害物質が浸透していくということを評価するために、私ど

もも地下水のデータを総合的に調べました。 

 これは青森県から福島県といったように県ごとのデータを整備して、昨年の連休前まで

にはこういった情報を集めて、地下水の浸透速度等、流動方向を整備して、各自治体に提
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供したものでございます。 

 それでは27ページをごらんください。これは先ほどもご紹介がありましたが、大陸棚延

伸への貢献でございます。これは2008年11月に私どもが貢献しまして、国連に申請書を提

出したわけでございますが、その後も私ども研究者は国連に詰めて、この審議をサポート

してきたわけです。しかし、ご存じのように、ことしの４月に国連の「大陸棚の限界に関

する委員会」から審査結果が報告され、右の地図にありますように、少し斜めの線が入っ

たやや紫色の地域が認められ、残念ながら、緑色の部分はまた先送りされたということで

ございます。 

 これにつきましては、ある意味で私どもは科学技術外交の１つの成果だと思っておりま

す。国としては、まだ申請したすべてが認められたわけではありません。緑の地域がまだ

残っているということと、これはこの地域に関連しまして、沖ノ鳥島が「これは岩なのか、

島なのか」というような議論も出て、中国、韓国等がいろいろと意見を言っておりますの

で、国としてはややナイーブでございまして、まだ申請がすべて認められていないという

こともありまして、なかなかすぐに提灯行列とはいかないわけでありますが、私どもは、

これはまさに我らの科学技術の成果として、アウトカムにある種の具現化したものとして

改めてここでご紹介させていただいております。 

 28ページをごらんください。今後の取り組みでございます。これは申すまでもなく東日

本大震災の影響及び将来に予想される巨大地震につきましては、私ども内陸地震、液状化、

土壌汚染、地下水汚染等に関しまして、地質リスクを総合的に評価する研究を今後とも重

点的に進めてまいります。 

 活断層の調査、それによる災害予想の研究も期待されておりますので、しっかりやって

いきたいと思います。さらに、最近のテーマとして衛星情報と我々のもっている地質・地

下情報の統合化の研究を進めていきたいと考えております。 

 再生可能エネルギーの１つとして、地熱資源のポテンシャル評価にさらに力を入れてい

きたいと思っております。これに関しまして、効果的な探査手法の開発、情報の整備を実

施し、全国地熱開発候補地を系統的に抽出して社会に提供してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○三木理事  続きまして、計量の標準を29ページ以降で説明させていただきます。この

分野としましては、今年度から少し名前が変わりまして「計測・計量標準分野」というこ

とになります。ここでは計量標準の設定、供給による産業技術基盤、社会安全基盤の整備
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ということと、先端計測技術に基づく産業の支援ということをやっております。 

 そういった意味では出てくるものが「製品」というものではなくて、広く日本の産業を

下支えするといった位置づけでの研究を行っているところであります。30ページにこの分

野の研究戦略の概要が示してあります。 

 産総研全体の中期目標とも呼応しまして、グリーン・イノベーションへの実現に資する

計量標準、あるいは計測技術。それからライフ・イノベーションの実現に資する計量標準、

あるいは計測技術。あとは産業の国際展開を支えるもの、それから次世代計量標準、先端

計測技術という５つの柱に基づいてやっております。 

 グリーン・イノベーションなどは、例えばエネルギーであるとかバイオマス関係のエネ

ルギー関係のものに資する標準、ライフ・イノベーションですと先端医療や臨床検査、あ

るいは食品の安全にかかわる計量標準を開発するということでありますし、産業の国際展

開ですと、国際規格、あるいは規制に関するもの（ＲｏＨＳ指令等々含）、ナノ材料、デ

バイスの分野における国際競争力の強化。 

 それから次世代計量標準に関しましては、昨年の秋にキログラム原器がなくなるという

新聞報道もございましたが、今ちょうどここ数年の間に計量標準の枠組み（国際単位系）

が大きく変わっている時期に来ておりますので、非常にこの分野は活発になってきている

ところであります。 

 それから先端計測技術としましては、計測技術の開発、あるいはその計測機器の開発、

機器の公開、あるいは生産現場で必要となる計測技術の開発といったものをキーワードと

してやっております。 

 あと、23年度の取り組みと成果を幾つかご紹介させていただきますが、その前にこの分

野は、開発した標準を維持・供給するといった業務もございます。そういった意味では、

地震の影響を非常に大きく受けました。地震直後はサービスそのものが停止したわけです

が、１年たった現在では必要とされる、ニーズのある標準についてはほぼすべて回復して

きていると思っております。 

 それでは図に戻りまして、31ページは震災対応ということでもありますが、放射線に関

する線量計の開発というものが急務になっておりまして、それに答えるべく産総研の非常

に総合的な研究、ポテンシャルを活用しまして、ナノテク分野で開発したＭＥＭＳ技術と

計測技術を融合して、時間と線量を連続的に記録いたしまして後でみられるという、非常

に携帯型の計測器を開発して、これからつくば市などと連携して実際に使ってみるという
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フェーズに来ております。 

 それから32ページは高温の温度目盛りの分野における温度定点の開発ということで、そ

の右側の上のほうに温度がずっと書いてございます。それからそこで一定温度を示す「定

点」というものが書いてありますが、右側の上２つ、「金属―炭素共晶点」、それから一番

上の「包晶点」、これはもうすべて産総研オリジナルの技術でございまして、この分野で

非常に高い評価を得ております。 

 それから33ページは標準抵抗器の開発であります。電気標準にお馴染みの方は「標準抵

抗器」というのがあって、これをオイルバスの中に漬けて使うということがありますが、

それを非常に小さな、しかも安定度の非常に高いものを企業と開発して使えるような状態

までもっていったということでございます。これもそういう意味では、抵抗標準分野の利

便性というものを非常に大きく変えるものだと思っております。 

 最後に34ページに今後の分野の活動についても書いてございます。グリーン・イノベー

ションとかライフ・イノベーションなどその状況に沿って今後整備していくものというこ

とでございますが、震災の影響で昨年度は少しおくれた部分がございますが、中期目標期

間中全体を通しましたら、ほぼ予定どおりに終わることになっていると思っております。 

 特に分析・計測機器開発では、今後また公開していく機器も増えてくると思いますし、

またユーザーニーズに即して今後整備していく標準も、変更すべきところは変更していき

ながら開発していきたいと考えております。以上であります。 

○上田理事  それでは引き続きまして、資料２―６の評価についてでございます。今、

評価委員の皆様方の前に山積みにされている資料の中に、１つの冊子がございます。白い

表紙の『平成23年度研究ユニット評価報告書』というものがございます。これは評価をし

ております産総研での内部評価でございますが、これは公開されるということになってお

ります。 

 それでは資料を用いまして説明させていただきます。まず、３ページ目でございますが、

これが産総研で行っております研究ユニットの評価システムの説明図でございます。内容

としては、真ん中にあります。研究ユニット評価委員会というものを各ユニットに対して

設けて評価すること。 

 そして、その右側に書いておりますのは、研究ユニットの評価フォローアップというこ

とで、その評価を行わない確認でのフォローアップを通じて評価結果への意見交換を行う

ということでございます。 
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 その左側の「研究ユニットの活動総括・提言」というのは、ユニットの将来のあり方に

ついての総括を行うものでございます。これらを理事会、理事長に報告して、産総研の意

思決定に資するということになっております。そして、同時に研究ユニット評価の結果に

関しましては、先ほど申し上げましたように、１つの印刷物として公開するというものに

なっております。 

 それではその下の４ページでございますが、アウトカム視点というもので評価をやって

おりまして、外部評価委員の評価を強化、重点化するということでやっております。例え

ば１つの研究ユニットに対して、外部評価委員を小さなユニットでは４名、大きなユニッ

トでは７名お願いして、そして、内部評価委員は２名というような構成でやっております。

その評点の重みに関しましても、内部評価委員に対して外部評価委員が７：３ということ

で、全体の７割を外部評価委員の評点のものとしております。 

 続きまして、５ページについては省略いたしますが、産総研では最終的なアウトカムを

視野に入れて、直接的なアウトカムに繋がるアウトプットを評価するという視点でやって

おります。 

 さて、６ページでございますが、これが昨年度においてやったものをまとめたものでご

ざいます。その前の平成22年度についても参考のために示しております。すなわち、今ま

での説明にも分野担当理事のほうからありましたが、６つの研究分野に対して研究ユニッ

トが配置されております。 

 その下の段は、平成22年度は黒で塗りつぶしたところですが、そこの評価をやったとい

うことです。平成23年度に対しても同じであります。したがって、例えば環境・エネルギ

ー分野の２つ目のバイオマス研究センターですが、これは平成23年度において評価を行っ

たというものであります。 

 それから参考までに申し上げますが、平成22年度は少し薄くハッチングのようなものが

一部ございます。それはコメントだけいただいて、評点をいただいていないという評価の

仕方をしたものでありまして、これは昨年度の新設された研究部門に対してはそのように

行いました。それは平成22年度に関してであります。 

 この表で重要なことは、いわゆる別表１の鉱工業の科学技術、例えばグリーン・イノベ

ーションを実現するといったのはローマ数字のⅠでありますが、Ⅰ以下Ⅳまで、そして、

別表２、３がございますが、それらに対して各研究ユニットがそれを研究課題として掲げ

ているかどうかということについては、この○印で示しているものでございまして、それ
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に対して評価を行ったということでございます。 

 続きまして、７ページをみていただきますと、これは全体の概評であります。これは今

までの分野の成果についての説明の中とも重なるところがありますので、簡単に申し上げ

ますが、２つの課題が非常に高く評価されておりました。１つは、スピン流を用いた新機

能デバイス技術であります。もう１つは、新規ＲＮＡベクターを用いた創薬支援というも

のであります。 

 それから単結晶ダイヤモンドの合成及び応用技術についても高く評価されています。さ

らに、社会機能デザイン、それから暗号実装に関するそのセキュリティの評価技術といっ

たことに対して評価されているということですが、ただ、一方その研究開発に関して時間

的フェーズがまちまちで今後の発展等の道筋が不明確と指摘されているようなものもござ

います。 

 イノベーション推進に関しても、これは「オープンイノベーションハブ機能の強化」と

いうことを掲げて国内外の企業や大学等との連携が進んでいることは評価されているとい

うことであります。 

 それから企業とのコンソーシアム等の多くの取り組みの中で指摘事項でございますが、

実用化等に関する目的や今後のシナリオ・戦略はわかりづらいといった指摘もされており

ます。これ以上詳しいことはここでは時間もございませんので、ご説明いたしませんが、

そういったコメントが寄せられております。 

 その次の８ページでありますが、これが評価委員から得た評点をヒトグラムで示したも

のであります。それを別表と大分類ごとに示したものであります。一番最初のものは大分

類Ⅰでございまして、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に関し

てどのような評価が得られたかということであります。 

 ハッチングしているグレーで示しているものが平成23年度に行ったものでありまして、

白抜きのところは平成22年度に行ったものであります。それに対して、そういうことを示

したものでありますが、傾向としては大分類Ⅰに関しては、そのままほとんど22年度、23

年度と同じような分布を得ております。それから平均値も同じであります。 

 大分類Ⅱに関しても同じです。みてわかるとおりで、この過去２年間において同じよう

な傾向があります。大分類Ⅲに関しては、22年度に対して23年度は高めに出ております。

それから大分類Ⅳに関しては、やや低めのほうに出ているというのがこの図からみてもわ

かるとおりでございます。 
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 また、評点の基準を念のために申し上げておきますと、右端に示してありますように

「優れている」が４点、「概ね適切」が３点でありまして、平均値が4.1というのは特記的

に優れているという評価をしていただいているところがあるということであります。 

 続きまして、９ページ以下は、その具体的な例が示されております。これも繰り返しに

なることもあるかと思いますので省略させていただきますが、簡単に申し上げますと、10

ページでは例えばナノスピントロニクス研究センターにおいては、そのスピンＲＡＭを用

いた新しいデバイスの技術の開発に成功しているということ。 

 あるいはその３つ目でございますが、先進パワーエレクトロニクスに関しましては、Ｓ

ｉＣデバイスが今までのＳｉＣモジュールに比べてかなり高い効率を発揮して、その損失

速度も非常に小さくスムーズになったということが評価されたものでございます。 

 続きまして、11ページの新規ＲＮＡベクターの創薬支援・先端医療への、これは幹細胞

工学研究センターでございますが、これも高く評価されているものでございました。 

 さらに、12ページでありますが、これはダイヤモンドラボでございます。大型の1.5cm

角のウエハー試作に成功しているということ。または13ページでは、マイスター企業の課

題に応えるために、ウエハーの加工傷のマイクロクラック検出のより実際の企業での産業

展開に有効なものが得られたということが示されております。 

 14ページでございますが、これは計量標準の概要に示しているものでございますが、多

くの国際規格を通して産総研の計量標準に関するパフォーマンスが国際的にトップレベル

であるということが示されております。 

 続きまして、15ページでありますが、これは地質の調査であります。これも先ほど説明

がございましたが、東日本大震災に対する迅速な地質調査の実施を行っております。 

 そして、一番最後の16ページでございます。これも抜粋でございますが、過去研究ユニ

ットが評価を受けたと。その評価を受けた結果をどのように搬入してそのユニットに対応

したかということでございます。 

 例えば一番上は１つのプロセスの比較だけではなくて、他の方法との比較をもっと行っ

ておく必要があるのではないかという指摘に対しては、比較を行って、その効率が高くな

る方法を見出したということ。そして、経済性の観点からも損益分岐検討などを進めてい

るといったことで対応しております。 

 それから例えば連携の基礎研究に関しては、あるいは実用化に向けても理論・シミュレ

ーションの活用というのは有効である。そのための連携は強化すべきであるということ。
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すなわち、そのユニットだけでやるのではなくて連携なども必要なのではないかというこ

とに対して、１つは、そのユニットにおいては、それの非常に能力をもっている研究職員

を採用する予定であるということと、産総研内部の他の研究部門の理論グループとの連携

を強めることで対応しているということです。 

 それから一番最後の人材育成に関しても、現時点では人材養成のための外部資金がある

が、それがなくなったらどうするのかといったようなことについての評価に対しては、外

部資金終了後にはコンソーシアムを設立して、人材養成を会員制で有償とすることで対応

するということを、ユニットはその評価機関に対して対応しているということでございま

す。 

 以上で評価に関しては、報告を終わらせていただきます。 

○河津理事  それでは最後に資料２―７で業務運営の効率化と財務内容の改善について

ご報告させていただきます。細かい項目は多岐にわたりますので、審議項目と数値に関す

るところでかいつまんでご説明させていただきます。 

 めくっていただきまして４ページでございます。「全体の効率化」ということで、一般

管理費３％、業務経費１％節減ということで、この計算に基づいて運営費用交付金が毎年

算定されております。 

 ５ページの「人件費削減」ですが、四角囲みの２行下に「平成23年度は～▲6.0％」と

ございますが、実績▲6.04％ということで達成しております。 

 ６ページですが、公共サービス改革ということで、これまでも閣議決定等で決まったと

いうことはご報告しておりましたが、実際に23年度、資料左側の手順に基づきまして、右

側の内容の契約を結んだところでございます。３年間一番下で84億3,000万という非常に

大きな金額になっております。 

 次が７ページのリサイクルでございます。これも毎回ご報告しておりますが、定着して

きているところでございます。 

 ８ページ以降、契約、調達関係が数ページ入っております。その中で特に申し上げます

のは、11ページ以降が実際の数値でございます。11ページに随意契約、ちょっと表が小さ

くて見にくくて申し訳けございません。下の表の下から３行目、「随意契約」の件数と金

額が22年度、23年と並んでおります。件数、金額ともに23年度は減少してきているところ

でございます。 

 12ページは一者応札の状況でございます。一番左側のほうに一般競争入札での一者応札
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の率が若干ではございますが、低下しております。ただ、そのほかの競争の形態も含めて、

一番右端の合計をみますと、若干比率が上がっております。これはその左側にございます

公募、恐らく競争相手はいないとは思われるけれども、念のために公開をして業者を探す

というプロセスにかけたものがふえてございます。これが震災の影響で機器の修理の案件

が多かったということの反映でございますが、その結果として、トータルの一者応札の比

率が若干上がってしまっています。 

 次に13、14ページには契約監視委員会の指摘、あるいはその審議状況でございます。14

ページの一番下にございます23年度分の点検というものを例年よりもスピードアップ、繰

り上げまして、できれば６月中にご審議をいただいて次回の委員会までに必要あればご報

告をさせていただきたいと思っているところでございます。 

 15ページ以降が職員の能力の発揮といった人事関係でございます。17ページに女性研究

者の採用についての資料を載せてございます。22年度、23年度女性比率が実は目標の15％

に達しておりませんで、若干低めのスタートになっております。なお、24年度になります

と、表にはございませんが、４月１日の採用をみますと、その採用では18～19％の女性比

率になっております。ここまでを視野に入れて累積で計算をいたしますと、今ちょうど15

％程度ということになってございます。 

 次に研修でございます。これは従来の路線で着々と進めてございます。22ページ、評価

でございますが、短期評価と長期評価という２つの軸で進めているところでございます。

23、24ページは人事評価関係に関します改革といいますか、変革の状況を簡単に記載して

ございます。 

 26ページ以降は内部統制についての記述でございます。内部統制につきましては、大枠

の変更はございません。従来の体制を着実に進めてきているところでございます。33、34

ページは監事監査、内部監査の状況でございます。 

 35ページでございますが、実は昨年度会計検査院からの指摘を受けております。そこに

ア）、イ）、ウ）と３つございますが、１つは、産総研全体の土地・設備の利用状況をきち

んとフォローできる体制をつくっておくこと。それから瀬戸サイトにつきましては、速や

かに集約化すること。尼崎支所については、集約化に向けた計画をつくるといったご指摘

をいただきました。 

 それぞれにつきまして今進めているところでございまして、ア）の把握する体制整備の

ほうは規程改正を待ってということでございますが、これはもう既に体制ができておりま
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す。瀬戸サイトにつきましても、昨年末に閉鎖をいたしました。尼崎支所については、そ

こに記載がございますような内容で組織決定をしているところでございます。 

 恐縮でございますが、少し飛ばさせていただきまして、41ページにラスパイレス指数が

ございます。まだ分析までには至っておりませんが、100を超える数値――産総研の場合、

研究者は博士号をもっている者、事務職でも修士卒という人間が随分入ってくるようにな

っておりまして、どうしても学歴を反映して国よりも高めに出てしまうというところがご

ざいます。 

 それから次の42ページでございます。「公益法人等に対する会費の支出」ということで、

これは新しい項目でございまして、参考資料４ということで資料を別途配られております

が、公益法人等の会費の支出について一定のルールを国のほうから求められております。 

 詳細は省略いたしますが、産総研は、それよりももうちょっと広めに検討して実施をし

ているところでございます。その後の資産の内容は、これまでの説明と重複するところが

多いので省略させていただきます。 

 飛びまして、50ページでございます。これも参考資料５ということで別途資料が配られ

ておりますが、独法の宿舎、独法が所有あるいは管理をする宿舎についても、国家公務員

に倣って整理をしていくという方針が同じく出ておりまして、これにつきましては産総研

でも取り組んでおりますが、産総研自ら保有するというものはございませんで、借り上げ

ているものが拠点間移動のたびにございますので、そういう意味では現状既に必要最低限

のものになっていると考えております。その後の知財につきましても、説明が重複いたし

ますので省略いたします。 

 57ページ以降が財務の関係でございます。まだ会計検査院の監査の状況でございますの

で変更の可能性もございますが、60ページの利益剰余金の数字は、トータルといたしまし

て140億円近くということになります。当期未処分利益もここに記載してあるとおりでご

ざいますが、いずれにいたしましても、いわゆる非キャッシュ性、本当にキャッシュとし

てもうかったというよりも、財務処理の関係で「利益」として計上されてしまうというた

ぐいのものでございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。非常に大部な資料を非常に短い時間で本当に

大変だったと思います。ありがとうございました。 

 恐らく委員の先生方も頭の中が満杯状態になっていらっしゃるのではないかと思われま
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す。また、今後いろいろな資料をそれぞれに読んでいただいて評価をお願いすることにな

りますが、きょうのこの時点で何か特別にこの点は聞いておきたいとお考えになっている

ことがありましたら、どうぞご質問なさってください。いかがでしょうか。それでは、ど

うぞ森本委員。 

○森本委員  ＩＢＭの森本でございます。大変中身の濃いご説明をありがとうございま

した。いろいろ震災関係に伴って難しい状況もあったであろうかと思います。そこでいろ

いろ質問がありますが、１点に集約させていただきますと、昨年の震災の後、いろいろな

環境の変化とか状況の変化がありました。 

 それに加えてエレクトロニクス業界の大きな変更、再編、それから家電事業等々で日本

の企業にとって大きな転換点に来ているかと思いますが、その観点から長期戦略、中期戦

略というものを立てておられるかと思います。 

 その中でこれから大きく変えるべきところ。今は急には変えられないとは思いますが、

変えるべき内容、方向、例えばどういう新しいエリアの事業や研究を開始するのか。ある

いは今までやっていた分野においては考え方を変更させたり、あるいは日本の企業、研究

開発をしても、それがデリバリされる受け手側の事業や業態自体がどんどんなくなってい

くような場面もあろうかと思われます。 

 そういうときに大きく戦略的に考え直すべき点は何だろうかということについて、もし

大きな視点があればお聞きしたいと思います。 

○室伏部会長  それでは理事長、いかがでしょうか。 

○野間口理事長  大変いい質問ですが、まずは審議官のほうから答えていただければと

思います（笑声）。 

○室伏部会長  それでは、まず審議官から。 

○中西審議官  まずは事実関係で、直接的な話でありませんが、正直申し上げまして、

民間の研究開発の投資が2008年に13兆8,000億ぐらいあったのが、今は12兆円になってお

ります。大体２兆弱落ちておりますが、ほとんどが情報通信、そういった半導体関係とか

家電メーカーの研究開発投資が落ちたことによって縮んでおりまして、縮んでいるのは実

はそこだけであります。わかりやすくいえば、そこが中心であります。 

 我々も正直申し上げますと、それだけインパクトがあると思っておりまして、とりわけ

今後の中身をみますと、かなり厳しい状況が続くだろうなということがちょっとあります。 

 片やそういう状況の中、幾つかの企業の話を聞いておりますと、企業の研究開発のやり
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方自身が大分変わってきているということです。それをわかりやすく申し上げますと、オ

ープンイノベーションの中で自分の社内だけではやれないと。わかりやすく申し上げます

と、例えばＴＩＡに対する使い方を変えていこうではないかと。だから、もっとポジティ

ブといいますか、“今まで以上にあそこを使っていこう”という会社もあるというのが一

つあります。ですから、マイナスの面とプラスの面もあります。 

 そういった中でもう１つ気になりましたのは、例えば研究開発をやる「人」の問題があ

ります。研究が続く期間が３年、４年でグッと落ちているのに比して、研究者という意味

での人はほとんど変わっておりません。そういった意味では、これはかなり厳しい状況に

なると思いますが、人の流動性も出したいという意味でのプレッシャーといいますか、状

況はかなりきつくなっているのではないかと考えております。 

 そういった意味では、官民含めた全体としての研究者、とりわけそういった分野の研究

者の流動性が高まる中で、逆に産総研の果たす役割もちょっとまた違う意味で高まってき

ているのではないかと考えております。それは必ずしも、特に人の話ですから、簡単では

ないと思いますが、そういったときにはちょっと違う意味での産総研に期待が出てくるエ

リアといいますか、仕事も結構出てくるのではないかといった期待をしております。 

 そういった意味では、それはまさに今足元で起きているところでございますので、それ

を今後中長期的な産総研の研究の中にどのような形で入れ込むのか、見直すのかどうかと。

もちろんそこは真剣に考えなければいけませんし、もうちょっと具体的に申し上げますと、

我々は特にご指摘のあった話からいいますと、ＴＩＡの活動が今後どうなるのかという意

味からいいますと、もうそろそろ次の大きな第２期の計画に向けた検討を内々ではありま

すが、そういった話も業界の方、我々省内の関係のところと少しずつ意見交換も始めてお

りますので、できるだけそういった中でうまい形で取り込んでいければと思っております。 

○室伏部会長  それでは理事長、お願いいたします。 

○野間口理事長  審議官のお答えにもう尽きていると思うのですが、優れて自前主義だ

ったわけです。特に日本のエレクトロニクス関係の大きなところは。これが審議官の話に

もありますように、それから出してオープンイノベーションに大きく踏み出したと。非常

にＴＩＡなどに期待が集まって……。先ほど瀬戸理事がいいましたように、500名を超え

る企業の方、東大を初め日本の有力大学が結集する形になっておりますので、非常に日本

の科学技術イノベーションのやり方が変わってきたと思います。 

 それから森本委員におかれましては、エレクトロニクス業界には非常に詳しいと思いま
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すが、日本の産業を本当に支えているのは、素材産業とか製造機械産業といったところで、

ここが非常に強いわけです。この辺のイノベーション、Ｒ＆Ｄへの取り組み、これは非常

に旺盛なものがありますので、こういうものに対して応えているのが産総研の企業連携の

取り組みですから、そういう意味ではこれまで以上に頑張っていくべきではないかと考え

ております。 

 それから震災を踏まえて大きく変わりましたのは、先ほど来報告しておりますように

「再生可能エネルギー」です。これは徹底してどこまで経済的な意味合いも確保しながら

社会に活用できるかというところにチャレンジしたいと、その成果を世界に発信したいと、

そういうことを福島拠点を中心にしてやろうとしております。そこが一番大きく変わった

ところではないかと思います。 

○室伏部会長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。どうぞ、谷川委員。 

○谷川委員  九州大学の谷川でございます。私は先日北海道センターを見せていただき

ましたが、産学官連携の「ハブ」という形でオープンイノベーションの活動を大変積極的

にやっていらっしゃるということで感銘を受けました。今回のご報告でもそういう意味で

は、産総研のオープンイノベーションのハブとしての活動が大変多いことは私は大変いい

方向であると思いました。 

 それと少し関連するかと思いますが、先ほどイノベーションの推進ということで知財ポ

リシーをつくったというところがありましたが、お聞きしたいのは、産総研における研究

成果、いろいろな形で産学官の連携で共同研究をされていらっしゃるかと思いますが、研

究成果の扱い、単純に知財権をとって産総研が囲い込んでどこかにマーケティングして売

っていくというのがいいのかどうかところは議論があるところだと思います。 

 私は大学でＴＬＯ関係の仕事もしておりましたが、大学も基本的には研究成果をある程

度知財権化して外へ売っていくわけです。ただ、産総研の場合は、国の研究所、かつオー

プンイノベーションのハブということを標榜するのであれば、基本的には一緒に参画した

産業界、企業の方々にどんどん使っていただくということであってもいいのではないかと

いう考え方が一つあると思います。 

 そうではなくて、それは産総研のものとして取り込んで、それを有償で買っていただく

という考え方もあると思いますが、ある意味ではそういったジレンマをどういう判断で自

ら知財権化し、それを売っているとされていらっしゃるのか。そのオープン性についてど

ういう基準をもっていらっしゃるのかがひとつお聞きしたいことです。 
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 その関係でいいますと、日本の企業が産学官連携という形で共同研究したものではなく

て、産総研が単独で出してきた成果を「さて、これを実際に実用化しよう」というときに

国内の企業からは全然関心をもたれずに、海外の企業がそれに関心をもって買いたいとい

ったときに「じゃあ、どんどんお使いください」といってやるのかどうか。 

 日本の技術でやっても「別に日本の企業は実用化しないのであれば、どんどんやっても

らえればいいのではないか、人類のためだ」という発想はあると思います。しかし、一方

で「国の研究資金でやったものをやってもいいのか」という考え方もあるかと思います。

そこら辺のポリシーはどうされているのかということをちょっとお聞きしたいのですが、

いかがでしょうか。 

○室伏部会長  どなたがお答えになられますか。 

○野間口理事長  それでは瀬戸理事に。 

○室伏部会長  それでは瀬戸理事からお願いいたします。 

○瀬戸理事  それでは私のほうからお答えいたします。成果の社会の実装というか、還

元というやり方の１つとして、ライセンスというものがございますが、そのほかにご説明

させていただいたように、アライアンスを組んでその中で成果を移転する。もう１つは、

産業界ではまだニッチな部分のところについては、ベンチャーとしては産総研の中である

意味成長させるというような、この３つを何とかうまく戦略的に組み合わせてやっていこ

うというのが我々の考え方です。 

 その中心になるのは、やはりアライアンスではないかと思っております。今回知財収入

も昨年からちょっと落ちていますが、そこは今まで企業に情報開示していた部分がかなり

落ちております。その情報開示が落ちた分、今度はそのアライアンスといいますか、共同

研究のほうに実は移っていって、そこで実際実質的な実用化といったものが進められたり、

また、一部は国プロに移っていったりということで、基本的にはオープンイノベーション

ということで、アライアンスを中心に産総研の成果を社会に実装していければというのが

基本的な考え方です。 

 海外企業については、やはり本当は日本の企業にもっと興味をもっていただきたいとい

うのが正直なところですが、そうでない場合においても、この技術が果たしてその企業と

やることでどのくらい日本のベネフィットに繋がるのか、本当に日本の国益を損なわない

かといったところを、やはり一つひとつ判断して慎重にやっていくという考え方で今は進

めています。 
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○室伏部会長  よろしいですか。 

○野間口理事長  少し補足させていただければと思います。 

○室伏部会長  それでは補足をお願いいたします。 

○野間口理事長  産総研は非常にきちっとしたルールをつくっておりまして、海外企業

から申込みがありますと、日本の類似業界に「こういうパテントに興味をもった企業はあ

りませんか」と知らせる期間を設けております。ちょっと具体的な期間は忘れましたが、

かなり十分な期間を置いて、それでも反応がないときは提携の話をするわけです。 

 それでまとめるときも通常実施権までです。独占実施権にしますと、あるいは権利を譲

渡しますと今は海外も国内もそうですが、企業の合従連衡が甚だしい時代でありますので、

インテレクチュアル・ベンチャーとか変な使い方をされる恐れもありますので、それが回

り回って日本企業を攻撃しても困りますので、そういうことがないような注意をしながら

やっているというのが実情です。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

○谷川委員  ちょっと先ほど瀬戸理事がおっしゃったことに関連しますが、私も全くそ

の方向でいいと思います。たまたま産総研はＴＬＯがありますから、とにかく特許権、な

いしは知財権を取得してどんどん売っていって、その金額が高くないと頑張っていない、

けしからんという議論にならないほうがいいと思っています。 

 大学も最近はそのようになってきておりまして、確かにどれだけ稼いだかということも

１つのメルクマールになりますが、そもそも大学もそうですし、産総研もそうだと思いま

すが、研究機関の使命というのは「特許権」という形で権利を確保して稼ぐよりも研究を

どんどんオープンイノベーションというより共同研究して、自分たちのもっている研究リ

ソースの成果をどんどん企業に使っていただくということのほうが大事ではないかという

気がしております。 

 大学のほうも産学連携の基本方針も共同研究をもっとふやそうではないかと。技術移転

の数をふやすというよりも共同研究をふやそうというようになっておりますので、私は産

総研のＴＬＯのその移転金額がどれだけかということは余り評価したくないなと思ってい

るところです。 

 むしろ、それよりどれだけ共同研究を一緒にやったかということのほうをメルクマール

にしたいなと思って、そのような質問をさせていただきました。 

○瀬戸理事  昨年産総研はＴＬＯを外部化いたしまして、先ほど申し上げたようなアラ
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イアンス、東大ｾﾞﾝｽﾄベンチャーというものを全体的に一体として考えられるような仕組

みにしましたので、そういう方向で進めていきたいと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございました。谷川委員、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  私もだいぶ長く委員をさせていただいていて「ああ、気がつかなかったな。

今までパテント・ポリシーだったのか」と思っておりました。正直にいって、今も知的財

産ポリシーになったのかということで、ご専門の野間口理事長の前ではいえないですが、

まさに名前を変えただけではなく、ぜひその辺はパテントではなくて、今度の知的財産ポ

リシーのところに心を入れてほしいなという感じがしました。 

 私もきょう聞いて初めて「えっ」と思って、多分企業で特許部というのが一斉に消えた

のがもう十何年前の話だと思いますので、ちょっと驚いた次第です。 

 １つだけお聞きしたいのですが、きょうもここにユニット評価報告書というのがありま

して、私も十何年からいろいろな部門の評価委員なり評価委員長をさせていただいており

ましたが、外部委員も昨年などからいろいろ工夫されていらっしゃって、しかも、数をふ

やされたりと非常に充実されているということですが、内部委員が大体２名ですか。それ

で評価部の専門の委員が主に、例えば分野ごとにライフサイエンスならライフサイエンス

分野の中のある部門の評価ということで、かなり幅広くみられますよね。 

○上田理事  内部評価委員は全部で６名います。 

○手柴委員  ６名ですね。それで私が感じていたのは、その評点に携わるかどうかは別

として内部評価委員に、例えばライフサイエンスならライフサイエンス分野の他の部門長

とかセンター長とか、２人とか３人を一緒に選んで違う目でみたらおもしろのではないか

なと思っていたわけです。 

 また、それぞれほかの分野のことを聞くチャンというのは意外とないのではないかと。

その評価が２年なり、途中の評価もありますが、同じ分野の中で他の研究センターとか他

の研究部門の話をやはりきちっとまとめて聞くというチャンスがありませんので、それで

部門長とかセンター長にとっても非常にいい機会ではないかと。あるいはそこでお互いに

やはり専門家同士ですから、いろいろな意見もあったりして共同研究になることもあるか

もしれません。 

 少し内部の方が余りにも少ない、６人ですか。それをまたいろいろな分野でやってぐる

ぐる回されてと。確かに評価、専門としての知識というのは要るとは思いますが、僕は内
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部評価委員というのはもう少し工夫して、少し多くしてはどうかということをずっと考え

ていたものですから、きょうお聞きしたら、その体制が今までと余り変わっていないよう

なので、その辺についてご意見がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○上田理事  どうもありがとうございます。現状では、申し上げましたように、１名ほ

ど入れさせていただいて６名体制になっております。それから評価した結果をどのように

研究分野、それから研究ユニットのほうに実際の改善に反映させるかということについて

は、かなり従前より私どもなりに力を入れてきております。 

 ３つの分野がございますが、分野の担当理事、あるいは副統括でありますとか、そうい

う方々と一緒にこの分野全体に関するさまざまなコメント、内部評価委員を中心にして説

明したりする機会を設けたりしております。 

 そういうことを通してやや間接的ではありますが、ほかのユニットに対してもそれなり

に伝わるようにはなっておりますが、今委員がご指摘のようなところについて、単に評価

委員の数をふやすというやり方ではない方法も含めて、せっかくやったことをもう少し広

く、ほかのユニットに対しても役立つような形で工夫をしてみたいと思います。 

○手柴委員  おっしゃるとおり、内部評価委員の方というのは、そういう意味で役割が

全く別なので素人云々ではなくて、それなりに貢献されている委員だと思います。ですか

ら、ある意味でオブザーバーみたいな形でもいいのだと思います。例えば健康工学研究セ

ンターのところに糖鎖工学研究センターのセンター長が一緒に入って議論するとか。 

 だから、評価の仕方とか、今お話にあったように、産総研全体としての方針だとか、あ

るいはフィードバックしなければいけないものだとか、そういうものは予算にもかかわり

ますので、それは評価部の方でもいいのだと思いますが、何かそこにせっかく皆さん非常

に充実した議論をされていますので、ほかもちょっと離れたけれども、関係分野のセンタ

ー長、部門長、あるいは主任研究クラスでもいいかと思いますので、いい機会ですから、

そういうことをうまく工夫できないかなといった感じをもっておりますので、検討してい

ただければ結構です。 

○上田理事  ありがとうございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。手柴委員、よろしいですか。 

○手柴委員  はい。 

○室伏部会長  そろそろ時間ですが、ほかにいかがでしょうか。堤委員、もし何かござ

いましたら、短くお願いできればと思います。 
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○堤委員  それでは１点だけ、ちょっとご意見を述べさせていただきます。この委員会

が「評価」ということですが、今のお話ですとオープンイノベーションによる枠組みでの

イノベーションの推進、そして、そのハブ機構としての役割を担う。そして、その評価が

アウトカムの視点、こういうところがアウトラインかと思いますが、ちょっと違った見方

でいいますと、産総研が唯一の経産省の下の科学技術推進の１セット、オンリーワンです

よね。 

 さらに、今後独法から「独法」がとれて政策目標達成が求められるとすれば、かなり広

範囲なことまで、要するに網羅的に全部やる責任が出てくると思われます。例えばアウト

カム（成果）だけでやった場合、例がありました大昔の津波の痕跡に関する研究というの

は、多分津波のあれがなかったら「アウトカムというのは一体何なんだ」とか、そういう

ことでかなり批判された可能性もあるかと思います。 

 あるいはその数年だけでは成果は全く出ないけれども、10年、20年かけてもこれをやっ

ておかないと絶対だめだという、要するに技術開発なり科学技術施策というものがあるは

ずなんですね。そういったものはどうするんだということです。 

 もう１点は、その政策目標をより実現しているということを評価するとなると、それで

は一体政策目標はどうやってつくるのだと。多分産総研の地位から考えると、日本でもそ

の科学技術政策に関して政策提言ができ得る組織の数少ない１つで、多分そういった任務

を担わなければいけないのではないかと僕は思っています。 

 ですから、単に個々の技術開発だけではなくて、その社会システムとか社会制度なども

含めた上で科学技術開発をどういう方向でやっていくかという全体も、そのこと自身の研

究もやっていく必要があって、それこそ温暖化問題などになると、単なる個々の技術開発

の話ではないというのは自明です。 

 ですから、その次世代の産総研の役割を考えた場合に、どこら辺を考えておかなければ

いけないのかということをいろいろなところで議論しておく必要があるのではないかと思

います。以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございます。今のご意見は今後の産総研の方針としていろい

ろお考えいただきたいと思います。 

 先ほど新しい法人が中期的視点からというようなことが書いてありましたが、やはり産

総研は中期ではなくて中長期的でないといけないと思うので、その辺のことは今後は産総

研の皆様からも、それから評価委員からもいろいろなところで働きかけるべきではないか
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などと思いながら、今の堤委員のご意見を伺っておりました。 

 時間もまいりましたので、そろそろご質問等を切り上げたいと思いますが、やはり産総

研は非常に地道に努力なさってすばらしい実績を上げてこられたということは、今の大変

早いご説明の中でも私たちは理解いたしました。中でも非常に長い時間をかけて地味な研

究、地震のことですとか、大陸棚の延伸のことですとか、そういうことで大変国益に利す

るようなものもやってこられたということも理解できたと思います。 

 今後やはり東日本大震災の支援活動につきましては、ぜひ長期的な新しい福島での研究

開発拠点の構想も、本当に日本の復興というか、そのために何がいいのかということをお

考えになりながら進めていただければと思います。 

 これからまたいろいろご質問等がおありになりましたら、ぜひ事務局のほうにお寄せく

ださい。そのご質問に対する回答は事務局が皆さんと共有できるようにいたしますので、

そういう形で進めさせていただきたいと思います。 

 なかなか短い時間で大変熱気溢れて、先ほど暑くなってきて困りましたが（笑声）、大

変よい時間を過ごせたかと思います。 

 それでは最後に議題（３）の産総研の役員給与規程の改正についてに入りたいと思いま

す。事務局からご説明をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  復興財源の捻出という観点から、国家公務員としての給与の削減と

いう方針が既に示され減額が行われておりますが、独立行政法人につきましても、そうい

った観点からご協力の要請を行っておりました。 

 その結果、産総研側のほうから給与規程の改定、特に役員給与規程の改定をいたしまし

たという届出を経済産業大臣に提出していただきまして、経済産業大臣のほうから当部会

でその内容について確認し、もし問題があれば意見を述べることができるということにな

っております。 

 資料３をごらんください。本規程の改正は役員の給与規程改定でございます。役員以外

の職員も同時に規程改定を行っておりますが、トータルで公務員見合い▲7.8％というこ

とを達成するために、役員のほうは平均でいいますとディープカットになっております。 

 人事院勧告見合いの引き下げの部分、それから後ほど出てまいりましたディープカット

の部分を合わせて、公務員の給与体系と産総研役員の給与の仕組みには多少違いがござい

ますので、国家公務員の類似の指定職俸給表の削減額と同様になるように月額給与の引き

下げ、それから給与の削減、支給措置として職責手当てとか業績反映額といったものを微
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調整いたしまして削減をするという内容になってございます。 

 人事院勧告につきましては昨年度分の削減もございますので、それにつきましてはボー

ナスで再調整をするという内容で届出を受けてございます。その規程の具体的な内容につ

きましては、後ろのほうに詳細がございますので、ごらんいただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

○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何かご意見、ご質

問等ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは特にご質問もないようですし、ご意見もないようですので、この議題について、

当部会としては適当であると判断させていただくことにいたします。 

 それでは最後に事務局から議事次第にございます議題（４）その他として、もし何かご

ざいましたら、お願いいたします。 

○渡邉産総研室長  冒頭今後のスケジュールをご説明させていただきましたように、資

料11―２にスケジュールがございます。本日は時間も限られておりましたので、もし不十

分な点がございましたら、６月４日（月）までにお知らせください。直ちに対応を行いま

して、６月８日（金）までには回答させていただく予定をしてございます。 

 その上で評価シートをお送りいたします。実は委員の皆様方の机の上に封筒に入った資

料がございますが、それは昨年ご提出をいただきました評価シートでございます。 

 本年度の評価シートの様式を今当省の政策評価広報課で内容を確認しておりますが、も

しかしたら、ごく一部様式が変わるかもしれません。それは昨年度のものでございます。

委員の皆様には様式が確定次第お送りさせていただきますので、６月18日までにご記入の

上ご提出をいただければと存じます。その上で７月12日にもう一度評価の確定を行わせて

いただきます。 

 なお、７月12日には、本日間に合いませんでした平成23年度の財務諸表等についても説

明を行わせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは皆様、これで本日の議題はすべて終

わりになりますが、よろしいでしょうか。 

それではきょうはこれで終了とさせていただきます。皆様、どうもありがとうございまし

た。 
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                                 ――了―― 

 

 問い合わせ先 

 経済産業省産業技術環境局技術振興課産業技術総合研究所室 

 電 話：０３－３５０１－１７７８ 

 ＦＡＸ：０３－３５０１－７９０９ 


