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独立行政法人産業技術総合研究所 平成２３年度業務実績評価（案）    資料２－２ 

総合評価 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２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 

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％） 

業務運営の効率化（２０％） 

財務内容（２０％） 

 
Ａ （４点）
Ａ （４点）
Ａ （４点）
Ａ （４点）
Ａ （４点）
Ｂ （３点）

４点×２０％＋４点×３０％＋４点×５％＋４点×５％

＋４点×２０％＋３点×２０％＝３．８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 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、ウェイト付けしている。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】 

○平成 23 年度の実績については、以下に示すように総じて年度計画を越えて優れた

パフォーマンスを実現した。 

○当該年度は、東日本大震災被災という産総研のみならず東日本全体の大きな社会

情勢の変化に対して、職員が一丸となって冷静かつ迅速に研究環境を再構築し、

中期計画で掲げたミッションを着実に実行に移し優れた実績を挙げたこと、また

産総研のもつポテンシャルを活かした被災地域への積極的な貢献を果たし得たこ

とは高く評価できる。 

○グリーン・イノベーションならびにライフ・イノベーションそれぞれの研究領域

への重点的な資源配分を実施し、高度な研究能力や応用・開発能力を生かしつつ、
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着実かつ高いレベルの成果を挙げた。先端的技術開発においてもスピントロ二ク

ス技術等様々なテーマで成果を挙げた。 

○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、高いレベルの成果を挙げた。 

○北海道、臨海副都心、中部などの地域センターにおいても、計画を上回る数々の

成果をあげており、その実績は高く評価できる。 

○研究遂行に当たって、ＴＩＡ-nano（つくばイノベーションアリーナナノテクノロ

ジー拠点）構想の中核組織として役割を果たす等、産官学連携を基本としてオー

プンイノベーション・ハブ機能の充実に取り組んだ。また、本部・地方センター

同士の連携を生かした研究も進んでおり、研究推進手法においても前向きに取り

組んでいる点は高く評価できる。 

○東日本大震災からの復旧・復興に向けて、産総研のポテンシャルや研究成果を活

用し、技術支援、情報提供、生活支援など多方面に渡る社会的要請に対して、顕

著な貢献を果たしたことは高く評価できる。 

○被災した研究施設・設備やシステムも多く、一部の開発業務は中断・延期を余儀

なく行ったが、早期の復旧と再構築を実現したことは高く評価できる。また、震

災経験を活かした BCP の策定など、健全な事業推進が図られた。 

○政策的な要請に応え、福島再生可能エネルギー拠点の設置については地元との理

解を得ながら用地の選定等を円滑に進めるとともに、建屋の基本設計、拠点のあ

り方に関する基本コンセプトの検討等を着々と進めた。 

○業務運営の効率化や財務内容の改善の事項も、引き続き着実な取組みがなされた。 

○組織マネジメントやコンプライアンス向上への対応は毎年誠実に対応しており、

信頼感を醸成しており、内部統制に係る取り組みが適切になされている。 

○「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）

のもと、研究開発業務の重点化と重複排除を進め、例えば、情報通信・エレクト

ロニクス分野では、総合的に研究開発業務を遂行する体制に再編するとともに、

国家計量標準の分野では、放射線計測に関する支援を積極的に実施した。また、

特許微生物寄託業務は、平成 24 年 4 月 1 日をもって（独）製品評価技術基盤機構

（NITE)に全面的に移管している。加えて、「独立行政法人の制度及び組織の見直

しの基本方針」（平成 24 年 1 月 20 日閣議決定）に従い、経済産業研究所および情
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報処理推進機構との統合に向けた取り組みも開始した。資産の見直しも着実に進

行した。 

○業務の電子処理システムを高度化することにより、研究支援業務の効率化が図ら

れた。 

○官民競争入札の活用については、研究支援業務の質の向上と業務効率化の推進の

ための市場化テストの導入など、公共サービス改革に努力しており評価できる。 

○一般競争入札の範囲の再検討を進め、適切な契約形態の選択が行われた。契約に

関する情報公開が適切に実施された。 

○産総研の求められるミッションと活動成果から鑑みて、役職員の給与等の水準は

適正であると評価される。 

○不要な財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た。 

○利益剰余金の処理が適正に行われた。 

 

【指摘・コメント】 

○わが国の政策実現のための本格研究を担う機関としての産総研には、東日本大震

災を経験した現在、従来のミッションに加えて、様々な被害への対応や、震災か

らの復興などに関する研究と実践が期待されている。 

○震災対策に関連して、地質調査、国家計量標準、計量手法等の地味な研究分野や、

地方センター等における即応性のある対応は、今後の産総研の活動の中でこれま

で以上に重要なものになると考えられる。 

○業務の質の向上および運営の効率化はともに、中期計画に従って着実に推進され

てきており、高く評価することができる。ただ、評価と直接関係しないが、産総

研の研究者人数が 3000 人未満とアメリカ、EU、中国の国研と比して圧倒的に少な

いというハンディをもっているという認識を共有しておくべきである。 

○国家の科学技術戦略上、重要な分野については、同様の海外の研究との競争力を

高めるという視点も必要である。 

○閣議決定に基づき、事務・事業の見直し、資産・運営等の見直しなどを適切に実

施し、３法人の合併に向けた準備作業が開始されつつある。長きにわたって独立

した業務を営んできた３法人の統合は、様々な課題を包含していると考えられる

が、統合によって産総研の機能がさらに向上する様な工夫と努力が望まれる。 
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○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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Ⅰ―１．サービスの質の向上（研究開発マネジメント） 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

○ 積極的な研究開発メネジメントへの取組により、研究開発の重点化が図られ、政策実現型の独法としての

ミッションが着実に実現されている。 

○ 東日本大震災による多くの深刻な被害やリスク発生に対応し、様々な分野の研究機能や問題解決対応機能

を活用して、津波対策、放射能対策など、現実的かつ緊急の課題の解決に資する研究に多くのリソースをシ

フトしたことは、国の研究所として適切かつ機動的な対応である。 

○ オープンイノベーションハブ機能の強化および研究開発拠点の形成は、厳しい財政状況の中でも、うまく

推進されており、我が国産学官の連携による研究開発に大きく貢献している。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３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 

 

【マネジメント全般】 

＜主な実績＞ 

○東日本大震災後の電力供給、予算等の実態を踏まえ、産総研自らが震災により被災した

研究施設・設備については、単なる「復旧」ではなく、筋肉質・効率的な研究実施体制

の構築と研究能力の向上を目指す「研究再構築」を実施。具体的には、クリーンルーム

及び恒温・恒湿室（36％削減）、動物飼育施設（40%削減）、RI 施設（66%削減）などの削

減・集約化や NMR 等の大型装置の共用化や電力消費が少ない実験機器への転換を推進し

た。 

○平成２３年度第３次補正予算により措置された「福島再生可能エネルギー研究開発拠点」

において「世界に開かれた再生可能エネルギー研究開発の推進」「産業集積と復興への貢

献」「再生可能エネルギー利用と省エネルギーの実践」「再生可能エネルギー関連人材の

育成」を進めるべく施設の設計等を進めている。 

○産総研が持つ放射線計測の研究能力を活用し、「福島県のいわき技術支援センターや南相

馬市放射線計測所に派遣（延べ１００名超）し工業製品の放射線計測の支援や放射線計

測に関する講習会や都道府県公設試を対象とした放射能計測に関する技術力向上研修を

実施した。 
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○産総研が持つ地質の調査等の能力を活用し、津波堆積物の現地調査（地震発生直後より、

千葉、茨城、宮城の沿岸部における緊急現地調査を実施、調査結果をＨＰにて公表）や

東日本大震災に関連した地質情報（過去の巨大津波の研究成果、地震後の内陸の地震活

動等の情報）を収集しＨＰにて公開した。 

○産総研は民間企業と連携し 17 の技術研究組合に参画 （延べ組合員数：251 社、37 機関、

9 大学、受入研究者：507 名）。 そのうち、12 の技術研究組合の主たる研究拠点を産総

研内に設置、更に 6 の技術研究組合のプロジェクトリーダーとしてプロジェクトマネジ

メントを担当した。 

 

＜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向けた取り組みは、震災の被

害に遭ったにも拘わらず、具体的な研究開発の成果が生まれており、一部では当初の計

画を超えた成果が挙げられている。特に、復興支援への取り組みは、産総研の資源を活

用して社会の要請に応えたものであり、今後への期待も大きい。 

○国の研究所として国策に沿う重要なテーマに沿った研究への取り組みは、オープンイノ

ベーションの形をとって着実に進められている。また研究成果についても幾つかの分野

で顕著な世界的成果を上げている。また東日本大震災という未曾有の国難の発生に対応

した産総研の研究リソースを活用する取り組みについても積極的であり、期待される機

能、成果を十分に発揮しているものと評価できる。 

○被災地の復旧・復興支援のため「グリーンイノベーション分野」「地質調査分野」を中心

に技術支援、情報提供、生活支援など多方面にわたる貢献を果たした。一部、被災の影

響で業務の中断や延期も余儀なくされたが、早期の復旧や再構築を実現し、多くの研究

開発業務は年度計画を達成している。 

○平成 23 年度は、東日本大震災による多くの深刻な被害やリスク発生に対応し、産総研の

有する様々な分野の研究機能や問題解決に係る対応機能を活用して、津波対策、放射能

対策など、現実かつ緊急の課題の解決に資する研究に多くのリソースをシフトした。国

の研究所として適切かつ機動的な対応であったと評価される。地質調査など国の研究所

として得意の研究機能や情報発信は大きな評価を得ている。 

○国策に沿った骨太の研究への取り組みは、技術研究組合への積極参加等により進んでお

り、国の研究所として相応しい方向に着実に歩んでいる。 
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○東日本大震災に関連した復興支援に関しては、産総研の知見を生かした様々な情報発信

や技術相談、人材派遣などを行う等積極的な対応を行っている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○福島再生可能エネルギー研究開発拠点における活動では、これまでにない実効的な成果

を生み出すべく、将来を見据えた研究開発に注力して欲しい。 

○研究所が一体となってイノベーション創出に向かうという考え方が研究所全体に定着し

つつあり、世界に誇る先導的な研究成果を挙げるべく努力されていることは高く評価で

きるが、さらに、社会への貢献についての全職員の意識を高めるべく、工夫を重ねられ

たい。 

○日本がこれまでリードしてきた産業についての研究については評価できる。一方、電機

業界を始めとして大幅なパラダイムシフトが起こっている現状を打破し、新たな産業を

生み出すような技術の創出ならびにそのような産業の育成については課題がある。 

○積極的な研究開発マネジメントへの取り組みにより、研究開発の重点化が図られ、政策

実現型の研究所としての産総研のミッションが着実に実現されている。一方で、我が国

が世界をリードするための研究開発には、長期的・俯瞰的な視点が必要であることを再

確認した上で、研究開発の重点化への不断の努力を期待したい。 

○「地質の調査」研究は、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、「計測標準」部門も国や産業への貢献度が高いことから一層

の重点化が望まれる。 

 

【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 大限に発揮するため、研究

組織の機動的な見直しを行っている。平成 23 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を新設した。 

○有限な資源を以って、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。策定において

は、産総研が取り組む重要課題毎に 長 2030 年までのロードマップを作成し、中期目標

期間の目標、長期的な目標等を明示した。 
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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 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 

（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

○平成 22 年 10 月 1 日に実施した組織業務体制再編後の評価を行い、その上で今後の組織

及び業務体制に関して課題を摘出し必要な改善を図った。具体的には、①ダイバーシテ

ィの推進を目的に、「男女共同参画室」を「ダイバーシティ推進室」に名称変更し対象業

務を拡大、② 小の投資で 大の効果が得られるファシリメントマネジメントの推進を

目的に、研究環境安全企画部に「ファシリティマネジメント室」を新設、③財務部に「出

納室」を新設し、経理室の業務の中から、日常の支出に関連する業務を移管、④コンプ

ライアンス推進本部を東京本部から研究実施現場があるつくば本部に移転しリスクの予

防対策のフォロー体制を強化、⑤組織全体として 適な人員配置を行うために、研究支

援部署で業務を行う全ての職員の業務内容や業務に必要な人員等のヒアリングを実施

し、平成 24 年度の人員配置に反映した。 

 

＜評価＞ 

○変化する社会のニーズや政策課題に対応するため、研究ユニットの再編・新設を実施し

た。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○今後は、コンプライアンス確保や入札の改善等の取り組みと、研究成果向上のための機

動的体制作りとのバランスに配慮した組織運営を望みたい。 

 

 

【地域活性化の中核としての機能強化】 

＜主な実績＞ 

○地域のステークホルダーや産総研の各研究分野との意見交換の内容を踏まえて、地域事

業計画の見直しを行った。特に地域センターと他の研究拠点との役割分担について明確

にし、さらに産総研全体としての地域活性化活動を加え、平成 23 年 9 月に地域事業計画

を改定した。 

○各地域センターにおいて経済産業局、公設試験研究機関、商工会議所等とも連携して、

技術シーズ発表会や講演会、地域の技術センターにおける出前シンポジウム等を開催し、

人材育成を行った。また、平成 23 年度に包括協定を締結した国立高専機構と連携した地

域企業の支援を開始した。さらに、中小企業との共同研究で地域センター総計 198 名の
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究人材を受け入れ、人材育成を行った。 

○中小企業との共同研究を推進するために、中小企業が試作まで見据えた製品化や製造プ

ロセスの改善を目指し、産総研とともに公的研究資金等に提案する規模の大きな研究課

題に対してのスタートアップを支援する「中小企業共同研究スタートアップ事業(43 課

題、49 社)」等を実施した。特に、経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業におい

ては、中小企業と連携し、32 課題を実施、そのうち特定被災区域企業との研究課題が大

幅に増加し、15 課題を実施した。中小企業との共同研究及び技術相談については、「第

３期中期目標期間中に共同研究 3000 件以上、技術相談 10000 件以上を目指す」との目標

に対して、平成２３年度においてはそれぞれの単年度目標を超える、共同研究 644 件、

技術相談 2274 件を実施した。 

○公設試験研究機関の技術レベルの向上に向けた研究会・講演会等を引き続き実施し、持

ち回り計測や依頼試験等の計測値に関する公設試間の連携を推進するとともに、知的基

盤部会においては、放射線の測定依頼や相談が殺到したため、放射線測定の経験がない

公設試に対して、工業製品を対象とした放射線測定講習会及び土壌・水・農林水産物等

を対象とした放射能計測研修を実施した。 

○被災地の中小企業等に対しては、イノベーションコーディネータや産業技術指導員等が

訪問し、ニーズのヒアリング、産総研研究者とのマッチングを行うことにより、国の被

災地支援研究開発事業への提案に向けた支援を行った。 

○世界に開かれた再生可能エネルギー研究開発の推進、関連産業集積と復興への貢献等を

目的として、福島再生可能エネルギー研究開発拠点の施設設計を進めた。（平成 26 年 2

月竣工予定） 

 

＜評価＞ 

○各地域センターも、それぞれの地域の課題に沿いかつ各地域センターの強い研究分野に

絞って、本部研究所は勿論のこと、産学官連携の枠組みを活用したオープンイノベーシ

ョンの動きを進めている。 

○地域活性化の中核機能強化のもと、各地域センターの地域のニーズや特性に応じた積極

的な取り組みは高く評価される。特に、震災もあり中小企業への技術支援、人材育成支

援の強化は特筆される。 

○地域社会の中核としての役割や産業社会の「安全・安心」を支える基盤整備、人材養成、



 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

成果の社会への普及など、其々の領域での努力が実を結んでいることも評価される。 

○ビタミン D活性型の飛躍的な生産効率の実現、効率的な iPS 細胞の誘導技術の発見、高

性能な等方性焼結磁石の開発など、地域センターの研究開発を高く評価したい。また、

過去の研究成果を活用した復興支援の取り組みも多方面で行われており、研究開発体制

についても、外部機関との活発な人材交流の実現など、研究開発マネジメントは適切な

ものと評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○東日本大震災に関連した復興支援に向けた取り組みも、適切に実行されているが、今後、

産総研ならではのさらなる活躍と発展に期待する。 

○福島再生可能エネルギー研究開発拠点の開設も時宜を得たものと評価できるが、省庁連

携により、さらなる実効的な活動計画の実現に期待したい。例えば、森林除染由来の木

質バイオマスを用いて、3万 kw 級の発電所を稼働させ、売電すること。その上で高放射

性灰の処理技術を実証するなど、研究開発を超えた現実的ソリューションの確立に向け

た活動を検討していただきたい。 

○研究開発のカバーすべき領域が広範であるため、研究員人数の少なさによる厚み感のな

さが気にかかる。特に地域センターを活用した地域活性化の取り組みでは、それぞれの

センターの重点課題のみしか実際には機能しないのではないか。 

 

 

【「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築】 

＜主な実績＞ 

○関係機関による TIA-nano 拠点運営を進め、物質・材料研究機構が中核となるナノグリー

ン領域の会費制オープンイノベーションの仕組みの構築、筑波大学に関係機関が協力し

たリーディング博士課程構想の具体化とパワエレ大学院寄附講座の準備活動、3 機関に

よるナノエレ領域の新規プロジェクト提案検討、国際特区への提案及び採択等の組織を

越えた研究、教育両面に亘る拠点構築活動を行った。 

○パワエレ拠点の民間企業への施設貸与を開始するとともに産業界との連携を更に進めた

共同研究体(TPEC)の具体化、産業界ユーザが N-MEMS 拠点を活用する仕組みの立ち上げ、

大量合成プラントで製造した CNT サンプル配布による民間企業の用途開発促進等を進め
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た。 

○「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して 17 の技術研究組合に参画（延べ組合員

数：251 社、37 機関、9大学）し、12 の技術研究組合の主たる研究拠点を産総研内に設

置して集中研究を実施した。 

○新たに個別研究協力覚書 5件、および包括研究協力覚書の更新 7 件、個別研究協力覚書

の更新 7件、合計 19 件を締結し、世界各国の研究機関との連携を推進するための基盤整

備を実施するとともに、当該連携機関を中心に人材交流等を推進した。 

○共同研究（1699 人）、外来研究員（1325 人）、技術研修（1386 人）、技術研究組合（507

人）等の外部人材受入制度を積極的に活用し、産業界及び学生等に対する研究水準の向

上および研究成果の移転を推進した。また、委員委嘱（3380 人）、役員兼業（32 人）等

の制度の活用に加え、新規の連携大学院協定の締結、既存協定の見直しを行い、連携大

学院制度に基づく教員委嘱（336 人）など大学等への人材供給を推進した。これらの制

度の活用により外部との人材交流は、「第３期中期目標期間終了時までに 5000 名以上の

人材交流を目指す」との目標を上回る 5647 名となった。 

 

＜評価＞ 

○産学官連携では、TIA、太陽電池、蓄電材料評価技術、ロボットなど多くのオープンイノ

ベーション推進拠点を設置し、産学官が結集した研究開発が推進されている。 

○オープンイノベーションハブ機能強化および拠点形成は、厳しい財政状況の中でも、非

常にうまく推進されてきており、我が国の産学官の連携による研究開発に大きく貢献し

ており、高く評価できる。また、戦略的分野における国際連携も着実に推進されており

評価できる。 

○多くの研究部門が産官学結集の場である技術研究組合に積極的に参画していることも、

産業支援、産業化促進の観点から高く評価される。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究開発成果の社会への普及】 

＜主な実績＞ 

○イノベーション推進本部内で技術移転に関する連携体制を強化するとともに、大学や研

究機関等の外部機関（東京大学、物質・材料研究機構等）と共有知財の取扱、ライセン

ス活動方針等について意見交換を行った。平成 23 年度の実施契約は、「第３期中期目標

期間終了までに 800 件以上の実施契約件数を目指す」との目標に近づく 781 件（ランニ

ング 606 件、一時金 175 件）となった。 

○平成 23 年度は 4社に対し、産総研技術移転ベンチャーの称号を付与するとともに、知的

財産権の独占的な実施権の許諾、研究施設等の使用許可及びその使用料の減額等の技術

移転促進措置を実施した。これにより、第 1 期中期目標期間から通算し、産総研技術移

転ベンチャーは 112 社となった。また、既存の産総研技術移転ベンチャー22 社の事業計

画の見直し等に併せ、技術移転促進措置の追加・解除を実施した。 

○産総研の「見える化」により、事業活動についての理解や認知度を高めるため、つくば

センターにおいて、オープンラボを開催（来場者が 4,224 人（前年度 3,520 人））。また、

つくばセンターの他、北海道、東北、臨海副都心、中部、関西、中国、四国、九州各地

域センターで一般公開を開催した（全センターの来場者数は 15,006 人（前年度 10,446

人））。これらの活動により、「第３期中期目標期間中に対話型広報活動の 200 回以上の実

施を目指す」との目標を対して、中期目標期間開始後の２年間で計 165 回を開催した。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○様々な技術において、競合技術ならびに代替などについてどの程度までそれぞれの技術

において調査できているかが不明確。技術自体が優れているからといって普及するとは

限らない。人材についてはより多様化（外国人ならびに海外で教育を受けた日本人）を

はかることが必要ではないだろうか。また、競合分析（ランドスケープ分析）が網羅的

に行われているかどうかなど積極的な情報収集により注力して頂きたい。 

○研究開発成果の社会への普及やベンチャーの創出・育成に関しては未だ課題は多い。 
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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。 

 

 

 

【平成２３年度の特記事項について：被災者支援及び復旧・復興対応に関する取組】 

＜主な実績＞ 

○放射線計測の研究能力を活用した支援活動として、福島県への専門家・人材を延べ 119

人派遣して工業製品の放射線計測支援、放射線計測に関する講演（9 件）・講習会（14

件）・技能向上研修実施（2 件）、公式ＨＰ上での放射線計測の信頼性に関する情報発信

（報道による情報発信 58 件）を行った。 

○地質の調査等に係る情報発信、知見活用として、地震関連情報の発信（報道による情報

発信 211 件）、津波堆積物の現地調査（千葉、茨城、宮城、福島、青森の沿岸部）、衛星

観測技術による震災関連マップの公開を行った。 

○放射能汚染、除染に関する研究能力を活用した支援として、放射能汚染に関する技術相

談（19 件）、除染に関する技術支援を実施した。 

○復興活動を支援する研究開発として、セシウム除染技術の実用化プロジェクトの実証試

験に向けた調整を行った。また、個人向け携帯型放射線積算線量計や空間放射線量デー

タ統合マッピングシステムを開発した。 

○世界に開かれた再生可能エネルギー研究開発の推進、関連産業集積と復興への貢献等を

目的として、福島再生可能エネルギー研究開発拠点の施設設計を進めた。（平成 26 年 2

月竣工予定）（再掲） 

 

＜評価＞ 

○復興支援に関しても、積極的に取り組んでおり、評価に値する。 

○放射線計測などの研究能力を生かした支援は高く評価されている。国立研究所としての

立場と、他の研究機関にない機能を生かしたその対応は適切で評価に値する。 

○東日本大震災に対応して、産総研のポテンシャルを 大限活用し、放射線計測に関する

専門家派遣や講習会、情報発信などを行った。さらに、放射能汚染、除染に関する技術

支援や相談対応など、広く支援活動を行っている。 

 

＜指摘コメント＞ 

○これまでのポテンシャルと成果を生かし、震災の復旧・復興支援にも迅速に対応。例と

して、災害対応ロボットシステム（高所観測用など）の開発、空間線量放射線データ統

合マッピング技術の開発、電力可視化技術の開発(近日企業で商品化）などをあげること
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ができる。とりわけ、オール産総研体制で開発した放射性セシウム除染用の実証プラン

トの早期実用化を期待する。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ ＡＡ Ａ Ａ (Ａ) 
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Ⅰ－２．サービスの質の向上（鉱工業の科学技術） 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

○ いずれの研究開発課題も東日本大震災による被災地の復旧・復興、更には「２１世紀型課題の解決」のた

めの重要な柱であり、特に、再生可能エネルギーと省エネルギー技術開発を強化した点は、我が国をとりま

く状況を考えると適切な判断である。 

○ アウトカムに繋がった代表的成果として、動脈硬化度計測機器の市販開始、遺伝子組み換えイチゴ生産に

よるイヌ・インターフェロンの薬事申請、肝線維化検査方法の薬事申請に向けた準備、遠隔手術指導実験の

実施などが挙げられる。 

○ カーボンナノチューブの研究において、世界初の低加速専用 TEM/STEM 実用化と世界 高の空間分解能を達

成したほか、ナノテク、材料製造分野において多くの研究成果を挙げている。 

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２３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＞ 

○産総研で開発した技術と企業の得意とする技術を組み合わせることで、高効率な集積型

フレキシブル CIGS サブモジュールを実現し、ガラス基板上の太陽電池と性能が同等のサ

ブモジュールの作製に成功した。小面積セルでは、CIGS 光吸収層の製膜時のセレン/金

属比を 適化することで、変換効率を向上することに成功した。有機薄膜太陽電池では、

新材料の導入によりセル変換効率において 7%、モジュール変換効率において 3％を達成

した。 

○微細トレンチ等の要素技術を開発し 3kV の炭化ケイ素（SiC）素子設計を完了した。超低

損失化が期待できる独自のIEMOS構造を用いた1.2kV-10A級SiC-MOSFETの量産試作に成

功し、インバータ動作を確認した。 

○スーパーグロース法の実証プラントを立ち上げ、単層カーボンナノチューブ（SWCNT）

600g/日の生産能力を実現、企業へ試料提供を開始した。また、0.7 重量％の高濃度カー

ボンナノチューブ（CNT）分散液を開発した。CNT とゴムを複合化させ、低パーコレーシ

ョンでの導電性発現、チタン並の伝熱性を有するゴム、樹脂の 3倍の力学強度を持つ CNT
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樹脂、歪みセンサーを開発した。 

○Co ベースの新規合金を用いた垂直磁化膜を開発し、それを用いた垂直磁化 MTJ 素子にお

いて、低電流によるスピントルク磁化反転を実現した。 

○蓄電池について、酸化物正極材料において Li-Fe-Mn 系および Li-Fe-Mn-Ti 系の遷移金属

組成比の 適化と合成時の炭素還元処理により Fe イオンを還元し、不可逆容量が 20%以

下で、250mA/g の高容量正極となりうることを見出した。 

○製品等のセンシング選別において、製造年代が異なる約 100 種の携帯電話について、タ

ンタルコンデンサの使用量の違いに応じた選別（識別精度 90%以上）を達成した。一方、

基板から剥離した素子群からタンタルコンデンサを分離効率 90%以上の精度で高濃縮す

る複管型気流選別機のパイロット機を完成させ、選別機メーカーとライセンス契約を締

結した。 

○新たに開発した焼結方法により、重希土類元素である Dy を使用しない Sm-Fe-N の焼結磁

石の開発に成功し、等方性磁石としては 高の 大エネルギー積 16MGOe を達成した。さ

らなる条件の 適化により、現在では 17MGOe に到達している。 

○バイオエタノール製造プロセスにおいては、非硫酸処理である水熱・メカノケミカル処

理による酵素糖化性向上機構を解明するとともに、糖化酵素生産菌の遺伝子組み換え技

術を開発し、糖化酵素の増強に成功した。その結果、要素技術ごとの実験結果に基づく

計算では、エネルギー収支が 2.0 を超えることを確認した。さらに民間企業と共同で非

硫酸処理によるバイオエタノール製造実用化プロセスを開発し、原料処理量日量 1 トン

のパイロットプラントの運転が始まった。 

 

＜評価＞ 

○有機薄膜太陽電池の高効率化の達成、世界 高水準の SiC 素子の実現、高性能焼結磁石

の開発など、過去の成果を着実に高度化する研究成果を高く評価したい。 

○低炭素社会実現を目指した炭化ケイ素素子の実用化への道が開けたことは、今後、様々

な分野での産学官連携による活用へと展開することが期待される。企業への炭化ケイ素

素子の試作品の提供が開始され、企業との高性能インバータの共同開発が緒に就いたこ

とも特筆すべき成果である。 

○廃プリント基板からのレアメタル回収技術の確立も、今後の資源確保に向けた成果とし

て、評価できる。 
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○情報通信・エレクトロニクス分野においても、新規デバイスの開発、ＩＴの有効活用に

よる省エネルギーの実現、社会の安全に向けた取り組みなどが成果を挙げて居り、新た

なサービス産業の創出に資する成果にも期待できる。 

○復興支援や施設の被災にかかわらず、いずれの研究部門も目標とする成果を挙げたと判

断する。実際、外部を含めた評価も高く、垂直磁化 TMR 素子の開発、新燃料標準化、SiC

デバイス量産試作、バイオマスエタノールなどアウトカムに繋がると評価された成果も

多い。 

○再生可能エネルギーの様々な取り組みについては評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○再生可能エネルギーと省エネルギー技術開発の強化や、環境負荷低減のための技術開発、

安全性評価等、環境・エネルギー分野における成果は、将来のわが国のエネルギー政策

に資することが期待されるものである。さらに、世界を先導する技術開発に取り組まれ

ることが望まれる。 

○単層カーボンナノチューブ大量生産実証プラントの成功と様々な機関への試料の提供は

特筆すべき成果であるが、安全性評価と実用化への道筋の明確化が今後の課題であろう。 

○震災に対応した技術開発も進められており、今後の震災からの復興にも役立つものとし

て、その発展に期待が持たれる。 

○今後さらに、様々な領域において、計画的・効率的に研究開発を進め、国際標準等も視

野に入れて、世界を先導するグリーン・イノベーション実現に向けた取り組みを進める

ことが望まれる。 

○環境・エネルギー分野におけるグリーン・イノベーションの加速は、産総研のミッショ

ンの中でも 重要課題であり、再生可能エネルギーと省エネルギー技術開発を強化した

点は、我が国をとりまく状況を考えると適切な判断であり、大いに評価できる。そして

重点化された個別課題でも全てそれぞれ着実に成果を挙げていることは高く評価でき

る。ただし、どのような技術開発を行うべきかは、不確実性が高く、重点化が裏目に出

る危険性を含んでいることを認識すべきである。例えば、大陽光発電では高効率化が図

られているが、現実的に社会に実装されていっているのは確立された従来技術で中国に

シェアを奪われている。リチウムイオン電池でもこの２〜３年で急激に韓国・中国にシ

ェアを奪われた現実がある。選択と集中ではなく、重点化とともに重点化対象外の研究
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課題もポートフォリオ的な研究開発におけるリスク分散が必要なのではないか。 

○いずれの研究開発課題も東日本被災地の復旧・復興の、さらに「２１世紀型課題の解決」

の重要な柱であり、この分野での産総研の役割や産総研への期待は一層高まっている。

復興支援活動では、産総研を中核としたセシウム汚染技術の実用化プロジェクトを組織

するとともに、個人向け携帯型放射線積算線量計を開発している。いずれも現在実証試

験中であり、早期の実用化が望まれる。また、平成 26 年竣工予定の福島再生エネルギー

開発拠点（仮称）の中核機関としての役割も期待されている。  

○低コスト化で日本が苦戦する太陽光発電を例にすれば、産総研には長寿命化・校正技術・

性能・信頼性評価技術など共通基盤技術の開発と国際標準化への貢献を期待する。 

○太陽電池においては単なる変換効率やコストだけではく、どのようにすれば普及するの

かも含めて工夫が必要と考えられる。米国で始まっているようなレーザー核融合などに

ついてもポートフォリオに入っていてもしかるべきではないかと考える。HEMS など規格

標準化が重要なところは積極的に海外の企業や団体を巻き込みリードしていく体制が必

要と考えられる。 

 

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ｂ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ) 
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（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＞ 

○初期化遺伝子の発現バランスを改良した欠損持続発現型センダイウイルスベクター

（SeVdp-iPS）を使って、世界で初めてヒト末梢血単球から完全なヒトゲノムを持った

iPS 細胞を樹立することに成功した。また、樹立 iPS 細胞の分化指向性を調べ、レクチ

ンアレイと DNA chip による遺伝子発現解析を指標に分類することに成功した。さらに、

世界で初めて、自動培養装置を用いてヒト iPS 細胞を 20 継代以上培養することに成功し

た。 

○完全密閉型遺伝子組換え植物工場システムが、従来法に比べ高効率な医薬原料生産法で

あることを実証し、例えば、イチゴによるイヌインターフェロンの大量生産技術では、

共同研究先企業が薬事法上の動物薬の製造販売申請を完了した（平成 23 年 10 月末）。 

○隣接型遠隔手技指導システムを試作し、手術室での指導実験を１例実施した。また、手

術室-教育ラボ間の遠隔手術指導症例について、自習システム化に必要な要素を抽出し

た。 

○汎用グラフィカルモデリング言語（SysML）をベースとした高信頼なソフトウェア開発に

よる認証可能なロボット開発プロセスの実証、および、安全要求事項を入れた言語

（SafeML）の提案を行った。 

○手掌脈波等を用いた生体情報計測技術について、外乱光雑音の除去と安定な接触状態を

維持する機構を開発し、簡易動脈硬化度計測装置は厚労大臣から医療機器として製造販

売の承認を得た。 

 

＜評価＞ 

○高効率な iPS 細胞の誘導技術の確立、遠隔医療支援技術や生活支援ロボットの安全性評

価手法の開発、キッズデザインに基づく国際的なスタンダードづくりに向けた活動など、

その成果は高く評価できる。 

○「安全な iPS 細胞を高効率で誘導する方法論の開発」で顕著な成果を上げたほか、「遺伝

子組み換え植物による有用物質生産」、産学連携(オープンイノベーション）による 

応用開発研究の顕著な進展、原子力発電所事故による放射能汚染への対応技術開発等、

平成 23 年度におけるこれらの分野における産総研の成果は極めて高いものがあった。 

○ライフサイエンス分野の研究戦略で策定した３つの重点課題（①産業の環境負荷低減、

②健康を守る、③健康な生き方を実現する）において、いずれも着実な進展がみられた。
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アウトカムに繋がった代表的成果として、動脈硬化度計測機器の市販開始、組換えイチ

ゴ生産によるイヌ・インターフェロンの薬事申請、肝線維化検査方法の薬事申請に向け

た準備、遠隔手術指導実験の実施などを挙げることができる。 

○再生医療技術に関わる基盤技術や標準化技術の開発分野でも顕著な成果が生まれてい

る。１つは、iPS 細胞作製に必要な山中４遺伝子のうち、癌化の可能性のある c-Myc に

代わり、より効率が良く、安全な Glis1 遺伝子を見出したことであり、オールジャパン

体制で取組んだ cDNA プロジェクトの成果でもある。２つ目は自立複製可能で安全性の高

いベクターを用いた末梢血からの iPS 細胞の作製である。この他、糖鎖技術を用いた iPS

細胞の評価、自動培養装置の開発など、今後の実用化、産業化に繋がる成果である。ま

た、生活支援ロボットの開発など国民の健康や生活安全に直結する課題でも優れた成果

が得られている。 

○産業の環境負荷低減のための高効率な物質生産技術の開発や、人々の健康を守るための

創薬技術の開発、生体分子の解析・利用技術などについて、着実に成果が挙がっている。 

○ライフ・イノベーションも、産業構造の変化とともに今後ますます重要となりつつある

課題であり、産総研が取り組むべき課題である。いくつかの注目すべき成果も挙げられ

ており、高く評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○人々の健康を維持し、医療費の低減に資するために、動脈硬化などの計測技術を含む様々

な技術開発にも期待が持てる。日本発の薬剤の開発などの新規技術が、様々な制約の中

でなかなか進まない現状に鑑みて、国の産業を興し支える役割を担う産総研では、これ

までの常識や慣習にとらわれない思いきった方向への展開を考慮されても良いのではな

いか。 

○国内外の研究機関等との連携を推進して、新たな分野への挑戦も進めて欲しい。 

○ライフ分野の研究開発では、従来の工学・理学だけでなく、学問では医学、薬学と、省

庁では厚生労働省、農水省などとの連携が重要である。国全体として、如何に連携を図

り、効率的に研究開発を推進していくかは、真剣に検討すべき課題である。 

○iPS 細胞の山中 4 因子の c-Myc を Glis1 に置き換えてがん化を防止できるようになった

ことは素晴らしい。しかし、今後臨床応用を広めていくためには、米国の NIH、 FDA 等

との連携を行うことは必須。特に安全性ならびにエピジェノミックスレベルの基礎的な
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理解を掘り下げることについては徹底的に行なってもらいたい。また、医療・ライフサ

イエンスにおける数理的ならびに計算科学的なアプローチの人材の育成の強化が望まれ

る。 

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ Ａ (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＞ 

○垂直磁化MTJ素子において2Ω平方ミクロン以下という超低抵抗と100%を超えるMR比が

両立されたことにより、10 Gbit 級のスピン RAM の回路設計が可能になり、省電力不揮

発メモリのスケーリング限界がさらに伸ばされた。 

○スーパーグロース法の実証プラントを立ち上げ、600g/日の生産能力を実現した。企業に

試料を提供を開始した。0.7 重量%の高濃度カーボンナノチューブ（CNT）分散液を開発

した。CNT とゴムを複合化させ、低パーコレーションでの導電性発現、チタン並の伝熱

性を有するゴム、樹脂の 3倍の力学強度を持つ CNT 樹脂、歪みセンサーを開発した。 

○実用レベルの生活支援ロボット開発のため、利用頻度の高い 30 種類の日常物品に絞り、

物品を構成するパーツと扱い方の観点から分類とモデル化を行った。また把持面への指

の可到達性の観点から、把持形態が prismatic precision と circular precision であ

る場合について、物体配置モデルと各配置パターンに適用可能な把持戦略を導出した。 

○装置部品メーカーとの共同研究で、プラズマエッチング装置のウエハステージへの音響

センサーの実装について、装置技術の観点から検討、10e-5 クーロン以下の異常放電電

荷を検出できる高感度なウエハステージを作製できることを実証した。 

○性能評価およびボトルネックの検出によりデータストレージと配信サーバの構成を 適

化し、高速 WMS 配信システムを構築した。また、地震動マップ即時推定システム

（QuiQuake)については、地震動マップ公開の早期化を実現するとともに、衛星画像・現
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地観測統合システム（SFI)では、二酸化炭素収支にかかる衛星および現地観測データの

比較検証システムの開発を進め、基本部の改良・機能強化を行なった。東日本大震災へ

の復旧活動等を支援することを目的に、被災地を観測した衛星画像や地質図、地震動マ

ップなどの情報を国際標準配信する仕組みを構築した。 

○新たに開発した焼結方法により、重希土類元素であるジスプロシウム（Dy）を使用しな

いサマリウム鉄窒素（Sm-Fe-N）の焼結磁石の開発に成功し、等方性磁石としては 高の

大エネルギー積 16MGOe を達成した。更なる条件の 適化により、現在では 17MGOe に

到達している。 

○クラウドコンピューティング技術と電力計測器を用いた電力可視化システムを構築し

た。所内の計算サーバ室に 249 計測点を有するシステムを導入することで、計測地点数

の容易な拡張性とリアルタイムなモニタリングを実証し、震災後の節電対策に活用した。 

 

＜評価＞ 

○高度な情報通信社会を支えるための革新的なデバイスの開発や、情報システム技術の開

発と評価技術、人々の生活の質（QOL）向上のための生活支援ロボット技術、計測技術の

推進など、世界を先導する先端的技術開発において、それぞれ顕著な成果を挙げている。 

○10Gbit 級スピン RAM への道筋をつけたスピントロ二クス技術や、超小型フレキシブルデ

バイスの開発など、国際競争力に資する研究成果を高く評価したい。 

○産総研において定評のあるカーボンナノチューブ研究分野において、世界初の低加速専

用 TEM/STEM 実用化と世界 高の空間分解能を達成したほか、ナノテク、材料製造分野に

おいて多くの顕著な研究成果を上げている点は高く評価できる。 

○産総研オリジナルの不揮発メモリ技術は学会での評価も高く、共同研究企業に移管され、

事業化に大きく前進した。この他、単層カーボンナノチューブの低コスト大量生産技術

の開発や重希土類（ジスプロシウム）を用いない高性能磁石の開発など、材料・製造分

野においても目標実現に向けて着実な進展が認められる。 

 

 

＜指摘・コメント＞ 

○情報通信のデバイスやシステムは、世界的には企業における研究開発が主軸となってお

り、国が主体的に関与すべき課題と、民間主体の研究開発としてこれを支援すべき課題
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とを明確に意識し区別していくことが重要と考える。また、ベンチャービジネスの展開

も含めて、産総研がどのように役割を果たせるのか、あるいは果たすべきなのかの議論

も必要である。 

○これまでのポテンシャルと成果を生かし、震災の復旧・復興支援にも迅速に対応してい

る。例えば、災害対応ロボットシステム（高所観測用など）の開発、空間線量放射線デ

ータ統合マッピング技術の開発、電力可視化技術の開発（近日、企業で商品化）などを

あげることができる。とりわけ、オール産総研体制で開発した放射性セシウム除染用の

実証プラントの早期実用化を期待する。（再掲） 

○次世代高性能磁石におけるジスプロシウム（Dy）代替技術は素晴らしい。ハイブリッド

車ならびに EV 車社会においても日本が戦略優位性を保つのに必要な技術である。グラフ

ェンを中心とするカーボンエレクトロニクスについては熾烈な国際競争が行われてお

り、競合のランドスケープ分析ならびに戦略的に協業をすすめることも必要である。リ

ードしているからといって、代替技術を軽視する姿勢はガラパゴス化につながる可能性

が高い。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ) 
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Ⅰ－３．サービスの質の向上（地質の調査） 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

○ 東日本大震災に対応し、産総研の特色の一つである本分野研究の高い能力と知見、実績を活かし、巨大地

震や津波に関する地質調査やその成果を生かした適切な情報発信を行った。 

○ 鉱物、燃料や地熱資源の調査・研究では、我が国の鉱物及び燃料資源の確保に繋がる成果がえられた。 

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２３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＞ 

○地質の調査等の能力を活用し、津波堆積物の現地調査（地震発生直後より、千葉、茨城、

宮城の沿岸部における緊急現地調査を実施、調査結果をＨＰにて公表）や東日本大震災

に関連した地質情報（過去の巨大津波の研究成果、地震後の内陸の地震活動等の情報）

を収集しＨＰにて公開した。（再掲） 

○5万分の 1地質図幅について、「榛名山」、「阿仁合」、「青森西部」、「京都東南部」及び「足

助」の 5区画を完成した。 

○2012 年 4 月、国連「大陸棚の限界に関する委員会」からの勧告により、産総研が協力し

た大陸棚延伸申請に基づき、日本の国土の約 8割に当たる約 31 万平方メートルの大陸棚

が拡大することとなった。本勧告は外務省 HP において「今回の勧告は、我が国の海洋権

益の拡充に向けた重要な一歩」と評されている。 

○全国地下水資源ポテンシャル図編集のため、全国規模で集積した浅部地下水データを基

礎情報として、地下水流動シミュレーションを実施した。震災直後には東北地方沿岸域

における地下水流動シミュレーションを実施し、地下水利用の可能性・汚染の危険性な

どの情報提供を行った。 

〇土壌汚染等に起因する経済リスクの統合化評価モデルに必要な各種データを収集すると

ともに、微生物等に係わる生態系リスク評価手法を確立した。 

○東北地方太平洋沖地震の発生を受け、青森県から千葉県にかけて（岩手県を除く）、太平

洋沿岸における津波の高さや浸水域の確認、津波堆積物調査を行った。その結果、仙台

平野における津波堆積物や浸水域は、昨年度までの研究で解明された 869 年貞観地震と
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ほぼ同規模であることが判明した。また、南海トラフに関して、主に静岡県沿岸域にお

いて巨大海溝型地震の履歴および規模の解明に資するデータを取得した。 

○地熱資源ポテンシャル評価の研究では、「全国地熱ポテンシャルマップ」で資源評価確度

が低くなる場合を検討し、手法改良の指針を得た。 

〇上越沖で収集したコア試料、物理探査データの解析を進め、熱流量測定結果等に基づき

メタンハイドレート存在域を含む地域の温度構造モデルの構築を行った。 

 

＜評価＞ 

○陸域、海域、及び都市部や沿岸域の地質調査は順調に進められており、地質の実態を 

体系的に解明するためのシームレスな情報を取得している。また、土壌汚染評価技術の

開発、大陸棚画定への貢献と資源のポテンシャル評価、地下水と地熱資源のポテンシャ

ル評価、活断層評価と災害予測手法の高度化など、わが国の基盤の構築や安全に資する

多くの成果を挙げている。 

○大陸棚延伸に貢献する海洋地形の探索、地下水環境探査の成功、そしてマスコミでも数

多く取り上げられた日本海溝で起こった巨大津波の復元と履歴解明など、時宜を得た研

究活動成果を高く評価したい。 

○東日本大震災という未曾有の大災害発生に対応し、産総研の特色の一つである本分野研

究の高い能力と知見、実績を生かし、巨大地震や津波に関する地質調査やその成果を生

かした適切な情報発信を行った。また放射線計測などの研究能力を生かした支援は高く

評価されている。国立研究所としての立場と、他の研究機関にない機能を生かしたその

対応は適切で評価に値する。（一部再掲） 

○震災後の現地調査によっても、津波堆積物の分布域が貞観地震（869 年）の津波堆積物

と同程度であったことを明らかにし、過去の津波の調査・研究が今後の地質災害（地震、

津波等）の予測と評価に重要であることを改めて示した。また、東北地方太平洋沿岸の

平野を中心とした地下水流動シミュレーションのデータは、今後の復興のための基礎情

報としての貢献が期待される。2003 年より参画した大陸棚画定調査の成果は、我が国の

大陸棚延伸申請の国連での承認に繋がった（31 万平方㌔ﾒｰﾀｰの拡大）。さらに、鉱物、

燃料や地熱資源の調査・研究では、我が国の鉱物および燃料資源の確保に繋がる成果が

得られている。 
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＜指摘・コメント＞ 

○従来の地道な研究開発に加えて、東日本大震災後の社会への技術支援、情報提供が適切

に行われた。その中で、地質調査等に基づく震災関連情報の発信や知見の活用は、目に

見える成果を挙げた。地震発生直後からの地震堆積物の現地調査や、衛星観測技術によ

る震災関連マップの作成は価値の高いものであるが、HP による公表だけでなく、公表の

仕方を工夫すべき。 

○国際的に認められた我が国の大陸棚延長等は、産総研のこれまでの寄与が大きいと推察

でき、地道な研究努力を続けてこられたことは大いに評価できる。東日本大震災後に災

害予測と防災への取り組みの重要性が認識された中、産総研が今後果たすべき役割は大

きい。より一層の研究開発の推進を期待する。 

○東日本大震災から続く余震などからより多くのデータを取り、さらなる知見を得ること

で、今後起き得るであろう大地震について、対策が講じられることが望まれる。地熱に

関しては日本にとっては非常に有益なエネルギーソースになりうるため、積極的に行な

ってもらいたい。メタンハイドレートなどの取り組みについては評価できる。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ) 
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Ⅰ－４．サービスの質の向上（計量の標準） 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

○ イノベーションの基盤となる計測技術の開発や評価基盤の整備が着実に進められており、生産現場計測技

術の開発や物質の分析・評価技術の開発と標準化が成果を挙げている。 

○ 超高性能小型標準抵抗器の開発や小型積算線量計の開発及び同線量計を利用したつくば市民による実証実

験活動を通じ、社会貢献を着実に果たしている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３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＞ 

○23 年度は 5種類の計量標準を開発、供給を開発した。 

○国際標準化活動におけるエキスパート登録数は、「第３期中期目標期間終了時までに 100

名以上を目指す」との目標に対して、目標を超える 170 名となった。また、標準化素案

を 39 件作成した。 

○カーボンナノ構造体を用いた乾電池駆動 X 線源開発の小型化・省エネ化技術及びナノテ

ク分野にて開発した MEMS 技術を応用し、小型・軽量かつ長期間の連続使用が可能な放射

線積算線量計を開発した。 

○国家標準（量子化ホール抵抗測定装置）を基準として、標準抵抗器の抵抗値の変化を、

不確かさ 0.01 ppm レベルで測定できる校正技術を利用して、高性能標準抵抗器の各種特

性を短期間で評価した。また、耐環境性で低コストで標準の維持が可能で、他の測定器

にも実装可能な超高性能小型標準抵抗器の開発に企業と共同で成功した。  

○メートル条約の国際度量衡総会、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、国際度量衡局へ専門家を平成 23 年 12 月まで派

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獲得した。国際標準関連機関役職者等を延べ２６２名（国

際標準関連機関役職者全体の約１％）を産総研から輩出。 
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＜評価＞ 

○従来から、イノベーション実現の基盤となる計測技術の開発や評価基盤の整備が、着 

実に進められており、生産現場計測技術の開発や物質の分析・評価技術の開発と標準化

が順調な成果を挙げている。ものづくりに資するための様々なデータベースも構築・整

備されている。それらの成果に加えて、東日本大震災に対応して、産総研のポテンシャ

ルを 大限活用し、放射線計測に関する専門家派遣や講習会、情報発信などを行った。

さらに、放射の汚染、除染に関する技術支援や相談対応など、広く支援活動を行ってい

る。（一部再掲） 

○超高性能小型標準抵抗器の開発や、小型積算線量計の開発、及び同器を用いたつくば市

民を巻き込んだ実証活動など、研究成果を活用した社会貢献実績を高く評価したい。 

○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、多くの技術開発が着実に進展した。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○震災により損害を被ったシステムや設備も多く、長期間にわたって開発が停止した業務

もあったが、復旧や再構築を急ぎ、一部の開発は平成 24 年度前半には完了する準備が整

った戦略的な計量標準に関しては、先進国との協調のもと世界をリードする次世代計量

標準の開発に期待する。 

○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。今後は更

に国際協調で進めてもらいたい。 

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ (Ａ) 
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Ⅱ．業務運営の効率化 

評定結果 
（Ａ）（質・量のどちらか一方において中期計画を超えてパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ｃ、 ２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

○ 業務運営の効率化に向けた取り組みは真摯かつ着実になされており、効果も上がっている。 

○ 時代の要請の変化に対応し、研究体制の不断の見直しを行っている。研究ユニット間、本部と地方センタ

ー間での連携も良く行われており、着実に効果が現れている。 

○  コンプライアンス体制の強化、安全衛生確保に向けた取り組みが着実になされている。 

 

＜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２３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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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、広報誌の一部電子化による広報経費の削減、外国雑誌の一部オンラ

イン購読への見直しによる図書経費の削減、同一又は類似の研究機器をとりまとめた上

で調達する一括調達の実施、各地域センターへの長期出張時における賃貸宿泊施設（ウ

ィークリーマンション等)の活用による旅費（宿泊費）削減などに努め、第３期中期目標

期間における削減目標である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%以上の効率化を達成した。 

○総人件費については、総人員数の管理により、平成２３年度における削減達成目標であ

る平成 17 年度比で 6％削減を若干上回る 6.04％の削減を達成した。 

○「公共サービス改革等基本方針」に係る閣議決定（平成 23 年 7 月 15 日）を踏まえ、つ

くばセンターにおける施設・管理等業務について、閣議決定された４業務に自主的に４

業務を追加した関連 8 業務（地質標本館維持管理業務、サイエンススクエア案内維持管

理業務、つくばセンター植栽管理業務、研究協力センター建物総合運営（宿泊施設管理

業務）、つくばセンター設備維持管理業務、つくばセンター自動車維持管理業務、つくば

センター警備業務、つくばセンター庁舎清掃業務）に新たに総括管理業務を加え包括し
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て 3 年間の契約とすべく、民間競争入札実施要項の作成及び入札監理委員会への付議等

を経て、政府調達手続きを実施した。 

○「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して 17 の技術研究組合に参画（延べ組合員

数：251 社、37 機関、9大学）し、12 の技術研究組合の主たる研究拠点を産総研内に設

置して集中研究を実施した。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、「第３期中期目標期間終了時までに運営費交付金の 50％以上を目指す」との目

標に対して、目標を超える 58％を達成した。 

○つくば苅間サイト環境調和型ディーゼルシステム共同研究事業研究棟について、共同研

究事業の終了に伴う建物及び建物付属設備並びに研究機器の譲渡収入 371,428,000 円を

平成 23 年 12 月 12 日付けで国庫納付を行った。 

 

＜評価＞ 

○一般管理費、業務経費、人件費ともに効率化と削減が図れており、業務運営は適切に行

われている。給与水準が一般公務員に比べ高額との指摘もあるが、業務のクオリティを

勘案すれば妥当なものと評価できる。 

○一般管理費、業務経費とも削減計画を着実に実現している。 

○積極的な共同研究の実施や技術研究組合への参画により、昨年とほぼ同等の自己収入比

率を確保した。 

○変化する社会のニーズや政策課題に対応するため、研究ユニットの再編・新設を実施し

た。（再掲） 

○消耗品のリユース、機器のリサイクル、出張時の宿泊見直しなどを行い、一般管理費３％、

業務経費 1％の削減を達成している。 

○人件費も計画を上回り H17 年度実績比で 6.04%削減を達成。 

○共同研究、技術研究組合への積極的な参画等を通じて外部資金の獲得に努めている。 

○不要資産の売却も計画通り実施されており、国庫納入の手続きも進められている。 

○業務運営の効率化について適切な改善努力が行われており評価できる。 

○産総研の業務運営の効率化に向けた取り組みは真摯かつ着実になされている。また効果

も上がっている。 

 

＜指摘・コメント＞ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今後は、コンプライアンス確保や入札の改善等の取り組みと、研究成果向上のための機

動的な体制作りとのバランスに配慮した組織運営を期待する。（再掲） 

○業務運営の効率化への努力は十分に認められる。しかし、アメリカの DOE が万人規模の

国研を複数保有しているのに対し、産総研が３０００人にも満たない人員で経産省の唯

一の研究所として機能しようとすること自体に無理があることを認識し、あらゆるとこ

ろで訴えていくべきである。人材育成・評価以前に、絶対的研究者人数が少なすぎるの

は明白である。また、アウトカム創出の視点からの評価は、アウトカムが短期間で出に

くい研究課題や成果がでなくても取り組まなければならない研究課題などが抜け落ちる

危険性がある。 

 

 

【研究活動の高度化のための取組】 

＜主な実績＞ 

○研究ユニット評価での指摘事項について、研究ユニットと評価部との意見交換、及び経

営層への迅速な報告を行い、評価結果の効果的な反映の取り組みの充実を図った。 

○昨年度の研究ユニット評価結果等を踏まえ、平成 22 年度をもって太陽光発電研究センタ

ー、ナノ電子デバイス研究センター、エレクトロニクス研究部門、光技術研究部門を廃

止し、平成 23 年 4 月に太陽光発電工学研究センター、フレキシブルエレクトロニクス研

究センター、ナノエレクトロニクス研究部門、電子光技術研究部門を新設した。 

 

＜評価＞ 

○産総研が一体となって進めている業務運営の効率化に向けた取組みは、着実に成果を 

挙げている。特に、効率よく事業を推進するために、継続して実施されてきた研究組織

や事業の機動的な見直しは功を奏しており、産総研におけるこれらの取り組みが我が国

の様々な組織改革に及ぼす波及効果も大きいと考えられる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○時代の要請の変化に対応し、研究体制の不断の見直しを行っている。研究ユニット間、

本部と地方センター間の連携も良く行われており、着実に効果が現れている。但し組織

見直しなどについては、研究者のモラール・ダウンや研究効率の低下を招かぬよう、留
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３．職員が能力を 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意が必要である。 

○研究活動の高度化のために、適正な評価や組織の見直し・再編が行われており、研究所

内での連携の強化にも役立っている。これらの成果に基づき、産総研の強みを活かした

研究・開発が推進されていることは高く評価できる。但し、組織の再編に当たっては、

人材を充分に活用するために、研究者の士気を削がないための工夫が必要である。 

 

 

【職員が能力を 大限発揮するための取組】 

＜主な実績＞ 

○女性研究者をターゲットとしたリクルート活動の一環として、引き続き大学の就職情報

誌への掲載と、理系専門誌への女性研究者の紹介記事を新たに掲載した。女性研究者の

採用比率は「第３期中期目標期間終了時までに 15％以上を目指す」との目標に対して、

平成 23 年度の 終合格者の女性比率は目標を上回る 18.4％を達成した。 

○プロフェッショナル研修において、イノベーション推進企画部と協力し、新たにイノベ

ーションコーディネータの育成を目的とした「成果活用人材育成研修」を月に 1～2回の

実施し、特に、知財、ベンチャー、産学官連携、国際標準の業務に必要な知識、能力の

習得を図った。また、研究職向けのプロフェッショナル研修に新たに「英語論文書き方

セミナー」を取り入れ、研修内容の充実を図った。このような取組により、職員の更な

る能力開発のため「第３期中期目標期間において毎年度 300 名以上の研修受講を目指す」

との目標に対して、平成２３年度は目標を大幅に上回る 968 名が受講した。 

 

＜評価＞ 

○引き続き女性や外国人を含む多様で優秀な人材の確保に努め、平成 23 年度における女性

研究員の採用比率は、目標の 15％を上回った。 

○人材育成のための研修活動も積極的に行っており努力の跡が認められる。 

○職員が能力を 大限に発揮できるよう柔軟な人事制度、多様なキャリアパスの確立、優

秀かつ多様な人材の確保と育成のための研修制度の充実、職員の意欲の向上と組織とし

てのパフォーマンスの向上を目的とした効果的な個人評価制度の確立など、様々な工夫

と努力を行っていることは高く評価できる。男女が共に働きやすい職場を構築するため

の保育や介護支援も、成果を挙げている。女性や外国人の雇用拡大に向けた努力や、シ
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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 

  

ニアスタッフの活用制度も評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○今後さらに、優れた女性研究者の活躍を推進するために、女性の登用に関して工夫と努

力を期待する。 

○人材の獲得に更なる工夫が必要。日本人で第一線で海外で教授になっている方々なども

活用しサイエンスアドバイザリー組織のようなものや、米国がこれまで行なってきてい

るように外国人も含めた優秀な人材の早期発見、確保を行い、取り込む改革が必要であ

る。 

 

 

【国民からの信頼の確保・向上】 

＜主な実績＞ 

○参加型コンプライアンスの推進を図るため、新規採用職員や契約職員に対してコンプラ

イアンスに関する基礎知識の理解を目的とした研修や、全職員等に対して複数のセルフ

チェックを実施し、職員等のコンプライアンスに対する意識の向上に努めた。さらに、

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」を作成し、発信した。 

○長期的な観点から情報セキュリティ対策の PDCA サイクルを確立するため、事業組織、本

部組織の情報セキュリティ監査を実施した。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○コンプライアンス体制の強化、安全衛生確保に向けた取り組みは十分になされている。

むしろこのことによって、組織全体の業務効率の低下、研究者、職員のモラール低下を

招かぬようなマネジメントが望まれる。 

 

 

５．業務・システムの 適化【必須】 ＜主な実績＞ 

○メールにおける情報セキュリティ水準の抜本的な向上のため、平成 24 年度からアウトソ

ーシングにより、電子メールシステムを導入することを決定し、平成 23 年度はその準備
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として、ログイン時のセキュリティ向上のため認証用の ID を職員コードからユーザーの

みが知り得る ID に変更した。 

○平成 23 年度から本格的に運用したモバイル電話の内線通話利用により、利便性の向上及

びコスト削減を実現した。 

 

＜評価＞ 

○メールシステムのクラウド化、モバイル電話の導入などにより、体系化された情報シス

テムが構築され、研究支援業務が効率よく行われた。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○ホームページ管理や、データ入出力などの情報システムの低コスト化・効率化にも期待

する。 

 

６．内部統制【必須】 ＜主な実績＞ 

○毎朝、理事長自らが全国の全事業所管理監が出席する「安全管理報告会」に出席し事故

の再発防止やヒヤリハット事例などを把握・必要に応じて指示するとともに、職員等へ

周知することにより事故予防策の所内水平展開に取り組んでいる。 

○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、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、評価のフォローアップとして意見交換等

を実施している。 

○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ほか、

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。 

○参加型コンプライアンスの推進を図るため、新規採用職員や契約職員に対してコンプラ

イアンスに関する基礎知識の理解を目的とした研修や、全職員等に対して複数のセルフ

チェックを実施し、職員等のコンプライアンスに対する意識の向上に努めた。さらに、

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
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アンスに関する理解をより深めるため、「コンプラ便り」を作成し、発信した。（再掲） 

○監事監査は研究所の業務の適正かつ能率的な運営を確保することを目的として実施し、

事業年度計画及び監査実施方針に基づき、研究所の業務監査及び会計監査を実施した。

会計処理状況については、関係部署、会計監査人からの報告及び説明を受け、その適否

を検討するとともに、調達案件についても実態調査、意見交換を実施した。 

○平成 23 年度の内部監査については、財務・業務・コンプライアンス等の側面から、30

部門等に対して実施した。併せて、全部門等を対象に CSA（コントロール・セルフ・ア

セスメント）方式の監査を実施した。 

 

 

＜評価＞ 

○理事長がリーダーシップを発揮できる仕組みを作り、リスクに対する組織としての取り

組みを明確化した上で、全職員の意識改革に努め、組織としての信頼関係の構築に成果

を挙げている。コンプライアンスに関する職員の意識向上のために行っている研修やセ

ルフチェックの実施も、効果を挙げていると考えられる。 

○内部監査、監事監査なども適切に実施されている。 

○研究ユニットの評価結果を反映した予算配分や、理事長より法人のミッションを研究現

場に伝える仕組み、理事会、研究会や連絡会の定期開催など、法人トップのリーダーシ

ップを発揮するシステムが機能しているものと認められる。 

○理事長の強いリーダーシップのもと、「ミッションの周知」「コプライアンスの徹底」の

取り組みが着実に進展している。 

○コンプライアンスを含めたリスク管理を強化されていることは評価できる。 

 

７．官民競争入札等の活用【必須】 ＜主な実績＞ 

○「公共サービス改革等基本方針」に係る閣議決定（平成 23 年 7 月 15 日）を踏まえ、つ

くばセンターにおける施設・管理等業務について、関連する 8 業務（地質標本館維持管

理業務、サイエンススクエア案内維持管理業務、つくばセンター植栽管理業務、研究協

力センター建物総合運営（宿泊施設管理業務）、つくばセンター設備維持管理業務、つく

ばセンター自動車維持管理業務、つくばセンター警備業務、つくばセンター庁舎清掃業

務）に新たに総括管理業務を加え、包括して 3 年間の契約とすべく、民間競争入札実施
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要項の作成及び入札監理委員会への付議等を経て、政府調達手続きを実施した。（再掲） 

○平成24年2月に産総研内に設置した外部有識者を含む評価委員会において入札提案書類

を評価し、総合評価方式により事業実施者を「つくばセンター施設管理等業務共同事業

体」に決定した。 

  

＜評価＞ 

○入札や契約の適正化に向けて、適宜、見直しと点検を行って、随意契約や一者応札への

対応を適切に推進しており、現状では特段の問題はない。また、東日本大震災による緊

急調達や機器の修理の発生による随意契約の増加は、対応できる企業が極めて限られて

いることから、問題とされる事項ではないと考えられる。研究支援業務の質の向上と業

務効率化の推進のための市場化テストの導入など、公共サービス改革に努力しており、

評価できる。 

 

８．公益法人等に対する支出について【必須】 ＜主な実績＞ 

○行政改革実行本部において「独立行政法人が支出する会費の見直し（平成 24 年 3 月 23

日）」が決定されたことを踏まえ、公益法人等への支出について平成 24 年 4 月以降に見

直しを実施し、公益法人等への支出は会費以外の支出も含め極力行わないこと、真に必

要な公益法人等への支出のうち、特に会費支出については監事が精査する仕組みを導入

することとした。 

 

＜評価＞ 

○会費の支出については監事が精査する仕組みを導入し、会費以外の支出も含め、公益法

人への支出は極力行わない方針の下で事業を行っており、特段の問題はないと考えられ

る。 

○公益法人への支出についての透明性の改善並びに監査する仕組みについては評価でき

る。 

 

９．業務改善のための役職員のイニシアティブ

等についての評価 
＜主な実績＞ 

○新規採用職員や契約職員に対してコンプライアンスに関する基礎知識の理解を目的とし

た研修や、全職員等に対して複数のセルフチェックを実施し、職員等のコンプライアン
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スに対する意識の向上に努めた。さらに、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」を作成し、発信した。（一部再掲） 

○東日本大震災後（平成 23 年 6 月）に各部署等が作成したリスク管理活動評価票から、震

災前に実施した対策を含む取組み内容、活動内容及び各部署で発生した想定外事案の掘

り起こしを行った。さらにこれらの事案等を他部署にも参考となる取組み事例及び教訓

となる事例として整理し、各部署へフィードバックを行い、同年 12 月の同評価票作成時

の取り組み内容に反映するなどにより、各部署におけるリスク管理の PDCA のサイクルを

遂行した。 

○内部監査については、財務・業務・コンプライアンス等の側面から、30 部門等に対して

実施した。併せて、全部門等を対象に CSA（コントロール・セルフ・アセスメント）方

式の監査を実施した。（一部再掲） 

○コンプライアンス推進本部を中核としたワーキンググループを組織し、業務継続計画

（BCP）の立案、関係部署等との調整を進め、平成 23 年 10 月に産総研の BCP を策定した。 

 

＜評価＞ 

○役職員は、充分にイニシアティブを執って業務改善のために努力しており、目に見える

成果が挙がっている。 

○「コンプライアンスの推進」「リスク管理」「内部監査」で着実な取組みが認められる。 

○リスク管理の評価の強化ならびに BCP を作成したことについては評価できる。 
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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２３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 9 月 14 日以降、3回開催し、平成 22 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 22 年度選定随意契約 94 件のうち 19 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 (１者応札・応募の見直し） 

   平成 22 年度契約（１者応札関係）2,013 件を類型化し、外部委員により抽出選定さ

れたリスト 131 件を点検 

３．その他 

・平成 23 年度分の点検案件について 

 

＜主な委員意見＞ 

・かなりの数の職員を対象として定期的な健康診断に対応できる能力を持った業者は限

られると思うものの、これが一者応札の理由のすべてだとは思えない。周辺の大きな

研究所にどのような業者を使っているか聞いてみてはどうか。  

   

・地域センターについても、つくばセンターと同様に契約審査役が「契約審査委員会」

に出席することとしてはどうか。  
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・一般競争入札の物品購入につき、契約相手別・メーカー別の観点から検討した点は良

かった。来年度以降も、様々な観点から点検を行うことは有用である。  

・同一メーカーの同一機種を異なる部署が調達し、両者の契約金額が異なっている例が

見受けられる。平成２３年度分については、平成２２年度分の抽出方法に加えて、こ

のようなものを抽出してもらいたい。  

 

 

○これら委員の意見を踏まえた取り組みを平成 24 年度に実施することとした。 

 

○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２３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

９．９％ 、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、件数ベース、金額ベース共に僅かに上回っているが、その要因の一つとして東日

本大震災に伴う緊急調達案件（補修工事等）の契約が複数発生していることも考えられる。 

 

＜評価＞ 

○入札や契約の適正化に向けて、見直しと点検を行って、随意契約や一者応札への対応を適

切に推進しており、現状では特段の問題はない。東日本大震災による緊急調達や機器の修

理の発生による随意契約の増加は問題とされる事項ではないと考えられる。研究支援業務

の質の向上と業務効率化の推進のための市場化テストの導入も評価できる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○平成 23 年度における随意契約の割合(金額ベース、件数ベース）は低水準であり問題はな

い。また一者応札の割合についても低減努力が認められる。産総研が研究法人である事を

踏まえ、一者応札の低下を行う余地、限界につき検討されるべきである。 

○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多い

点は改善の余地があると考えられる。 
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（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 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に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。 

 ・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。  
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  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。 

○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、購買プロセスに関する内部統制の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、「随意契約の見直し結果」、「入札及び契約の執行状況」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。 

（参考４）平成２３年度に締結

した契約の状況 

 

（単位：件、千円、％） 

  
平成 22 年度 平成 23 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  1,696
32,999,007

 93.5% 1,536 18,477,376 93.4% 

企画競争・公募  877 7,668,753

  

981 5,416,360

  
随意契約 94 5,573,274 90 2,652,708

合計 2,667 46,241,034 2,607 26,546,443

随意契約の割合 3.5% 12.1% 3.5% 9.9%

※｢金額｣欄の計数は、単位未満を四捨五入しており、合計とは一致しない場合がある。 

 

＜随意契約見直し計画の進捗状況＞ 

○平成２２年度における随意契約は９４件であったが、そのうち平成２３年度も継続して契約を締結した

５５件を除く３９件が、平成２２年度限りの契約若しくは競争性のある契約に移行、または中期計画開

始に伴う複数年契約分であった（秋葉原ダイビル定期建物賃貸借契約：約２．２億円 等）。 

なお、平成２３年度においては、複数年契約の初年度契約分や東日本大震災に伴う緊急調達案件等の新規

契約が３５件発生したことから、平成２３年度の随意契約件数は９０件となっている（つくばセンターポ

リ塩化ビフェニル廃棄物処理作業：約０．３億円、つくば中央２－１Ｍ棟一部撤去工事：０．９億等）。 

 

＜効果＞ 

○平均落札率については、平成２２年度と比較し、０．１％低くなっている。これは予定価格を作成する
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際、参考見積書や過去の納入実績の数値を参考にする等の他に、調達担当者による可能な限りの市場価

格調査を反映させる取り組みを継続して実施していることによるものと考えられる。  

○平成２２年度から継続している案件のうち、平成２３年度以降に競争性のある契約に移行するとしてい

た１１件（約２６億円）に関しては、関西センターの電気受給契約（一般競争に移行）、ベンチャー支援

に関する法律顧問業務（企画競争に移行）及び地質ニュース（契約終了）の３件は移行等の措置が終了

したが、残りの北海道センター等の電気受給契約、情報検索サーバーの保守等８件については、引き続

き平成２４年度以降に競争性のある契約に移行する予定としている。  

○平成２３年度においては東日本大震災に伴う緊急調達案件（補修工事等）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（２１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。 

（件数ベース/単位：件、％）  

 

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 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 

二者以上 505 469  0  0 23 11 2 0 530 480 

一者 1,161 1,043  0  0 122 115 730 855 2,013 2,013 

合計 1,666 1,512  0  0 145 126 732 855 2,543 2,493 

一者の割合  69.7% 69.0% 0% 0% 84.1% 91.3% 99.7% 100% 79.2% 80.7% 

 

（金額ベース/単位：百万円、％） 

 

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 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 

二者以上 14,659 9,164 0 0 226  256 29 0 14,914  9,419 

一者 13,292 8,879 0 0  2,143  898 5,270 4,263 20,706 14,039 

合計 27,951 18,042  0 0  2,369  1,154 5,299 4,263 35,620 23,459 

一者の割合  47.6% 49.2% 0% 0% 90.5% 77.8% 99.6% 100.0% 58.1% 59.8% 

※｢金額｣欄の計数は、単位未満を四捨五入しており、合計とは一致しない場合がある。 

 

○平成２３年度の基準額を超える競争性のある総契約件数（２，４９３件）のうち、一般競争入札（１，

５１２件）における１者応札割合は６９．０％であり、平成２２年度と比較して０．７％減少した。 

なお、昨年度と比較して、全体での一者応札率が上昇しているが、東日本大震災による影響で実験機器等
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不具合を生じたことから、その修理件数（公募随契）が昨年度と比較して約１２０件増加していることも、

一つの要因として考えられる。  

 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２４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。 

 

＜一者応札の具体例＞ 

○III-V 族半導体成長用分子線エピタキシー装置  58,800,000 円 株式会社 A 

 装置概要：次世代素子開発に必要であるⅢ-V 族半導体膜部位を作成するための装置である。 

 

 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

により一般競争公告を行ったところ、９者に仕様書を交付。入札説明会に８者の参加があったが、仕様

書配布業者のうち８者が「仕様書で求められる装置の内容等のスペックが合わなかった」との理由によ

り辞退届を提出したことで、残る１者のみの入札参加となった。 

 

平成 23 年度の主な取り組み 

○仕様書作成時の比較検討等の内容を「調達事前調査票」として整理・作成することとした。調達担当者

は、要求仕様に基づくメーカー比較等の結果に基づいて、競争に参加できる可能性があると認められた業

者に対して情報提供を行うこととした。  

（平成 23 年 11 月より実施） 

○①主なメーカーの代理店を取りまとめ、これを所内全体で共有するとともに、②予算要求時や調達請求

時に添付する参考見積書は複数者から徴取するように指導した。  

  （平成 23 年 10 月より実施）  

○産総研公式 HP 上の「参考資料募集」ページに調達予定のある機器等の情報を公表し、参考資料を広く業

者から募集する仕組みを新たに設けた。 

（平成 23 年 10 月より実施）  

○ 参加辞退者から提出のアンケートを見直し 

①より的確な回答が得やすいよう選択肢を見直し、②情報の入手先の質問を追加し、応札者にもアンケー

トを提出するように依頼することとした。 

（平成 23 年 6 月より実施） 

○研究分野又は地域センター単位で同種の機種の調達が見込まれる機器及び台数を調査し、まとまるよう
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であれば一括調達を実施して、その効用を検証する。  

  （平成 23 年 4 月より実施）  

（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         10 件      57,186 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）  25 件       194,157 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   1,770,835 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     25,466 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                                                   2 件         15,844 千円 

○官報の印刷                                                          1 件       16,059 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         37,233 千円  

○顧問料  

 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 
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継続的に実施する必要があったもの                                     4 件         5,304 千円  

○つくばＷＡＮ回線提供サービス  

  筑波研究学園都市の研究機関(研究所、大学等)を超高速回線で結ぶ研究ネット 

ワークであり、つくばＷＡＮ推進会議により参加機関の総意に基づき決定がな 

されるもの                                                          1 件      110,880 千円  

○震災の影響で緊急診断等をするため随意契約とせざるを得なかったもの他 21 件       419,113 千円  

   例：つくば中央２－１Ｍ棟一部撤去工事 等 

 

（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 

 

（該当なし） 
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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２３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、総人員数の管理により、平成 23 年度において、平成 17 年度比

で△6.0％削減の計画を上回る△6.04％を達成した。 

 

＜評価＞ 

○産総研の業務の水準から判断して、役職員の給与は決して高いとは言えないが、毎年継

続して給与制度の見直しを行って、妥当な給与水準を定め、実施している。 

○産総研の研究水準、実績に照らして役職員の給与水準に問題はない。またその支給総額、

平均給与額も削減努力がなされている。福利厚生費関係の見直しも進められておりこの

面での努力は明確である。むしろ成果を上げた職員に対する報酬の見直しなど、モラー

ルアップに向けた措置の充実が望まれる。 

○総人件費削減は目標を達成している（平成 17 年度比で△6.04%削減）。 
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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 22,964 18,045 4,919  0 

理事Ａ 18,590 14,460 4,106 24（通勤手当）  

理事Ｂ 17,188 13,290 3,812 86（通勤手当）

理事Ｃ 16,593 13,290 3,016 288（通勤手当）  

理事Ｄ 17,459 13,290 3,703 466（通勤手当）

理事Ｅ 17,150 13,290 3,812 49（通勤手当）

理事Ｆ 17,234 13,290 3,920 24（通勤手当）

理事Ｇ 17,126 13,290 3,812 24（通勤手当）

理事Ｈ 17,387 13,290 3,812 285（通勤手当）

理事Ｉ 17,234 13,290 3,920 24（通勤手当）

理事Ｊ 
17,653 13,290 3,812

552（通勤手当、

単身赴任手当）

理事Ｋ（非常勤） 1,560 1,440 120 0

監事Ａ 
13,386 10,215 2,907

264（通勤手当、

単身赴任手当）

監事Ｂ 11,744 10,215 1,238 291（通勤手当）

     

 

（参考）全独立行政法人平均（平成 22 年度） 

理事長 17,833

  

理事 

（一人当たり） 
14,926

監事 

（一人当たり） 
13,112

     

 

（参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 23 年人事院） 

事務次官（8 号俸） 22,652   
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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評価 100 分の 100 

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 

 

 

 支給額（総額） 法人での在職期間 業績勘案率 摘要 

監事 3,831 44 1.0 

 

役員退職手当規程に基づき支給。 

 
 



 

49

（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 

（うち通勤手当）

うち賞与 

常勤職員 2,458 46.2 8,904 6,730 2,174 

 うち事務・技術 555 44.0 7,011 5,229 1,782 

うち研究職種 1,898 46.9 9,464 7,175 2,289 
 

（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））  105.5 

 地域勘案  106.1 

 学歴勘案  107.1 

 地域・学歴勘案  106.6 

  

＜研究職員＞ 

 対国家公務員（研究職）  104.0 

 地域勘案  105.1 

 学歴勘案  103.9 

 地域・学歴勘案  104.5 

  

（※）国の給与水準を 100 としたときの指数 

 
 

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 23 年職員数 683 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。 
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そのため、産総研の新規採用事務職員は、過去５年の大学卒の割合が 100％であるとともに、修士・

博士課程修了者が過去５年平均で全体の 54.3％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過去５年平均で 50.2％、修士・博

士課程修了者の割合は 4.5％に留まる。 

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。 

事務系の修士課程修了者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% 

平成２３年    15 人    4 人  26.7% 

                 ＜平均 54.3％＞ 

 

【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】 

        大学卒   大学院卒 

平成１９年   48.2%       3.9% 

平成２０年   49.1%       4.1% 

平成２１年   50.0%       4.4% 

平成２２年   51.6%       4.9% 

平成２３年   52.6%       5.2% 

      ＜平均 50.2％＞ ＜平均 4.5％＞ 

※ 出所 平成２３年国家公務員給与等実態調査から 
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【事務系の修士課程修了者の初任給】 

              初任給 

産総研           201,700 円  

国家公務員  (Ⅰ種)        200,000 円（２級９号俸）  

民間※                  221,086 円 

※ 出所 平成２３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、 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 23 年度 新規採用 75 名 うち 69

名博士課程修了者 比率 92%）であると共に、産総研の研究職員の修士・博士課程修了者の比率は 90.7％

（1898 名中 1722 名）となっており、国家公務員の研究職における比率（平成 23 年国家公務員給与等実

態調査 71.4％）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※           268,252 円 

  ※ 出所 平成 23 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 23 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 27,752,739 27,664,728 27,564,982 

人件費削減率   △0.6% △2.2% △4.0% △5.4% △5.7% △6.04% 

        

（※）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 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、平成 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、平成 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 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
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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 大で500％

とすることが可能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 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。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ) 

 

 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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Ⅲ．財務内容 

評定結果 
（Ｂ）（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ 

評価のポイント 

○ 運営費交付金の減少や産業界の景気の低下により、財政状態が悪化する中で、共同研究等による自己収入

をさらに増やすことが期待されている。 

○ 知的財産の取得については、知的財産ポリシーに基づいた大幅な見直しが行われ、技術移転を見据えた効

率的な特許の取得、維持、活用の方策が練られている。 

○ 保有資産の有効活用も適切に実施されており、遊休施設の処分についても適切に実施されている。 

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２３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．財務内容 

（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、広報誌の一部電子化による広報経費の削減、外国雑誌の一部オンラ

イン購読への見直しによる図書経費の削減、同一又は類似の研究機器をとりまとめた上

で調達する一括調達の実施、各地域センターへの長期出張時における賃貸宿泊施設（ウ

ィークリーマンション等)の活用による旅費（宿泊費）削減などに努め、第３期中期目標

期間における削減目標である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%以上の効率化を達成した。（再掲） 

○総人件費については、総人員数の管理により、平成２３年度における削減達成目標であ

る平成 17 年度比で 6％削減を若干上回る 6.04％の削減を達成した。（再掲） 

○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させ、外部資金による研究規模の拡大を推進した。所内イン

センティブ制度の拡充としては、具体的には外部資金獲得のインセンティブ配分率を平

成 22 年度の 60％から平成 23 年度は 70％に引き上げ、また技術研究組合参画研究に対す

るインセンティブの配賦を開始した。 

○これまでの国・NEDO のプロジェクト等による研究、企業等からの提供資金による研究、

国等からの機関補助金等による研究に加え、技術研究組合参画による研究等を推進する
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ことにより、産総研の「人」又は「場」を活用して実施される外部資金による研究規模

を拡大した。17 の技術研究組合に参画（延べ組合員数：251 社、37 機関、9 大学）し、

12 の技術研究組合の主たる研究拠点を産総研内に設置して集中研究を実施し、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、「第３期中期目標

期間終了時までに運営費交付金の 50％以上を目指す」との目標に対して、目標を超える

58％を達成した。 

○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（産総研知的財産ポリシー）に

ついて、特許出願前にイノベーション推進本部（イノベーションコーディネータ）が関

与し、特許化、ノウハウ化の必要性などを検討するための出願戦略シート作成を試行し

た。さらに、これまで外国特許についてのみ行っていた権利維持の要否審査について、

国内特許についても年金支払期限満了前に審査を行うこととした。 

 

＜評価＞ 

○保有資産の有効活用も順調に進められており、遊休施設処分についても適切に進められ

ている。 

○独法全般に対して共通に要望されている事項に関しては真摯に対応しているものと認め

られる。 

○技術研究組合参画による研究資金確保等、外部資金獲得額の増加に努めており効果も出

ている。 

○外部資金の獲得に努める一方、資産の効率的・効果的な活用に努めている。 

平成 23 年 3 月 24 日の「パテントポリシー」から「知的財産ポリシー」への変更に伴い、

重点的な取得と技術移転に努めている。一方で、特許出願・管理の審査体制を強化し、

費用の効率的運用を図っている。 

○業務運営の効率化について適切な改善努力が行われており評価できる。 

○地域における研究サイト・事務所の見直しと廃止、特許生物寄託センターと（独）製品

評価技術基盤機構（NITE）特許微生物寄託センターとの統合、保有資産の有効活用など

も順調に進捗しており、遊休施設の処分も進められている。知的財産の取得に於いても、

知的財産ポリシーに基づいた大幅な見直しが行われ、技術移転を見据えた効率的な特許

の取得、維持、活用の方策が練られている。 

○着実に業務が進められており、改善努力も行われていて、財務内容の改善に関しては、
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特段の問題はない。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○運営費交付金の減少や産業界の景気の低下により、財政条件が悪化する中で、共同研究

等による自己収入を増やすことは簡単ではないが、昨年からほぼ横ばいであり、今後の

工夫を期待する。但し、技術研究組合などによる活動が産総研の収入とは直接結びつか

ないことは、報告書の数字が、資金獲得の努力の実態を示すものとはなっていないとも

考えられるので、資金導入の努力が明確になるような資料の提示が求められる。 

○厳しい経済状況の中で技術研究組合で 300 億円程度収入があるということで、よく努力

されている。研究職員を増やす方向へ努力するとともに、ポスドクおよび企業からの研

究員をより多く受け入れられる体制作りに努力すべきである。 

○研究分野に対応した、技術移転マネジャーとイノベーションコーディネータからなる連

携体制の構築は、権利化から出口まで総合的に知的戦略を考える組織になると期待して

いる。 

○自己収益については、企業からの参加人数に対して一人あたりの収益が安すぎるのが心

配。 

 

 

 

 

 

 

 

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。具体的には以下のとおり 

 

 

。 

（単位：千円） 
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用  途 種類 場  所 

帳簿 

金額 
(※１) 

利用状況等 

（九州ｾﾝﾀｰ直方

サイト） 

研究開発事業 

土地
(※１) 

福岡県直方市

頓野 1541 
53,900

・土地及び建物等を現物国庫納付すべく、財務

省福岡財務支局及び福岡県との協議により自

主的に土壌汚染調査を実施。  

・鉛、ヒ素等基準値を上回る汚染が判明した区

域については福岡県から区域指定が行われた

ため掘削除去工事を開始し、平成２４年７月以

降に国庫納付予定。 

建物
(※２) 

同上 19,188

（中部ｾﾝﾀｰ瀬戸

サイト） 

研究開発事業 

土地
(※１) 

愛知県瀬戸市

西茨町 110 
386,533

・会計検査院からの指摘を踏まえ、平成 23 年

度末に廃止し、業務は中部センター本所に集約

化しているところ。 

・現在、国庫納付に向けた関係省庁等への必要

な手続きを進めている。 

建物
(※２) 同上 

22,000

※１ 土地 （敷地、樹木） 

※２ 建物 （建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む） 

※３ 帳簿金額 （平成 23 事業年度期末簿価） 

(注)単位未満四捨五入 

・つくば苅間サイトは、平成 23 年 9 月 26 日に売却済み。売却に係る譲渡収入（371,428,000

円）を平成 23 年 12 月 12 日に国庫納付済み。 

 

・第 1期中期計画及び第 2期中期計画期間中に外部資産を借り上げ、事業終了に伴い返納

された敷金返戻金 153,527,762 円（秋葉原サイト他敷金返戻金）及び研究の進展により不

要となった研究機器の譲渡収入 69,399,000 円（小金井サイト研究機器譲渡収入）を平成

24 年 3 月 30 日に国庫納付済み。 

 

 

【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
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なる決済用普通預金において管理している。 

○ただし、平成２３年８月１日より、運営費交付金以外の資金の一部を決済用普通預金か

ら有利子預金への移し替えを行った。 

（単位：千円） 

銀行名 預金種別 預金額 契約利率 23 年度受取利息額※ 

常陽銀行 3 か月定期預金 2,000,000 0.03% 398 

※ 受取利息は普通預金に組み入れ、支出予算に計上のうえ振込手数料の使途とする。 

(注)単位未満四捨五入 

 

【独立行政法人減損会計基準に基づく減損の認識】 

○中部センター瀬戸サイト（建物及び構築物等） 

・平成 23 年度末に廃止し、業務は中部センター本所へ集約することを決定。 

 ・減損前帳簿価額： 158,390 千円、減損後帳簿価額： 22,000 千円 

 

○北海道センター低温装置燃焼実験室及び付属設備 他９棟（建物） 

 ・経年劣化による老朽化が顕著であるなど倒壊等による危険防止等に鑑み、閉鎖するこ

とを決定 

 ・減損前帳簿価額： 139,652 千円、減損後帳簿価額：39 円 

 

＜評価＞ 

○様々な研究サイト・事務所の見直しと廃止など、保有資産の有効活用と遊休施設の処分

も適切に進められている。 

○利用目的の終了した保有資産については粛々と処分を進めている。また僅かではあるが、

業務運営上必然的に発生する滞留資金の有効活用のため、有利子預金への移し替えを進

めており保有資産有効活用に向けた努力は認められる。 

○不要資産の返納、事務所などの見直しなど、資産の有効活用への努力は十分になされて

いる。 
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＜指摘・コメント＞ 

○知的財産については組織的にライセンシングする体制を強化し、収益の向上をはかるこ

とが望まれる。 

 

３．職員宿舎の見直し【該当があれば】 ＜主な実績＞ 

○産総研は自ら宿舎資産を保有していないが、他方で産総研は全国にセンターを有してい

ることから、センター間の異動により職員に転居が生じるため、これらの転勤者の状況

に応じ、民間施設を必要な期間のみ借り上げて転勤者に貸与している（借上宿舎）。「独

立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平成 24 年 4 月 3 日、行政改革実行本部）が決定さ

れたが、現状においても当該見直し計画に沿った対応が執られている。 

 

＜評価＞ 

○産総研は職員宿舎を有しておらず、職員の転勤に関しては、民間施設を必要な時期だけ

借り上げて、職員に貸与する制度が採られており、特段の問題はない。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○産総研が宿舎を保有せず、頻度が高く転居を伴う転勤などをする職員のみに借り上げ宿

舎を用意するのは、適切な対応であろう。公務員、民間と比較して不利益にならないよ

うに対応を望む。 

 

４．欠損金、剰余金の適正化【必須】 ＜主な実績＞ 

【欠損金】 

○欠損金及び当期総損失の発生はなし。 

 

【剰余金、当期総利益】 

○平成２３年度利益剰余金は１３，９５０百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立

金６，８４８百万円、積立金４，７６４百万円、当期未処分利益２，３３８百万円であ

り、これらは主に自己財源で取得した固定資産の簿価相当額であり非キャッシュ性の積

立金。 
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＜評価＞ 

○利益剰余金の処理も適切に行われ、特段の問題はない。 

 

５．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。 

 

６．年金、基金、共済等の事業運営のための資

金運用の適正化【必須】 

○年金、基金、共済等の事業運営のために、資金運用をしていない。 

○交付金以外の資金の一部(20 億円）を銀行預金に移し替えている。 

７．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、９割を占めている。 

   

○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２３億円余は、主

に、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）
H24. 3. 31現在 H23. 3. 31現在

資産の部 金額 金額
流動資産 33,932 23,195
　　　現金・預金 28,043 16,044
　　　未収金 4,671 5,568
　　　その他 1,218 1,583
固定資産 326,972 335,083
　　　建物等 453,048 446,256
　　　建物等減価償却累計額 △ 240,226 △ 224,958
　　　建物等減損損失累計額 △ 397 △ 121
　　　土地 110,403 110,403
　　　土地減損損失累計額 △ 1,369 △ 1,369
　　　建設仮勘定 2,506 1,658
　　　産業財産権 1,048 904
　　　その他の無形固定資産 1,650 1,884
　　　投資その他の資産 306 425

資産合計 360,904 358,278

負債の部 金額 金額
流動負債 34,013 22,358
　　　運営費交付金債務 19,102 5,538
　　　未払金 11,773 13,487
　　　その他 3,138 3,332
固定負債 26,654 25,859
　　　資産見返負債 25,208 23,660
　　　長期預り補助金等 1,405 1,929
　　　長期前受金 0 227
　　　退職給付引当金 41 43

負債合計 60,667 48,217

純資産の部 金額 金額
資本金 286,086 286,086
資本剰余金 201 8,534
利益剰余金 13,950 15,441

純資産合計 300,237 310,061

負債純資産合計 360,904 358,278
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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。 

   

○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、 終的に２３億円余の利益を計上している。 

 

 

（単位：百万円）
H23. 4. 1～H24. 3. 31 H22. 4. 1～H23. 3. 31

金額 金額
　　　研究業務費 77,313 77,065
　　　　　　人件費 39,677 38,674
　　　　　　減価償却費 10,265 10,797
　　　　　　その他 27,371 27,594
　　　一般管理費 7,165 8,232
　　　　　　人件費 3,456 5,015
　　　　　　減価償却費 257 292
　　　　　　その他 3,452 2,924
経常費用 84,478 85,297

　　　運営費交付金収益 57,965 58,344
　　　物品受贈収益 1,622 1,421
　　　知的所有権収益 238 243
　　　研究収益 5,166 5,289
　　　受託収益 14,134 15,836
　　　その他 4,328 3,353
経常収益 83,453 84,486
経常利益（△：経常損失） △ 1,024 △ 811

臨時損失 685 1,135
臨時利益 534 622
当期純利益（△：当期純損失） △ 1,175 △ 1,324
前中期目標期間繰越積立金取崩額 3,513 6,088
当期総利益 2,338 4,764
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委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ (Ｂ) 

 
 

 


