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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３４回） 

 

議事録 

 

日時： 平成２５年６月４日（火）１４：００～１６：００ 

場所： 経済産業省 別館１階 １１４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２４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退職手当規程の改正について 

４．その他 

 

○室伏部会長  只今より第34回の産総研部会を開催させていただきます。今日は大変お

暑い中、皆様どうもありがとうございました。 

 それでは、まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  今日は、新しい試みといたしまして、審議会ではありますけれども、

ペーパーレス化に向けた取り組みというのをやらせていただきたいと存じます。基本的な

資料は、すべてパソコンの中に入っています。しかしながら、パソコンは便利なようで、

大部の資料を確認するには不便なところもございますので、一番コアな部分の産総研の実

績報告の部分については委員の皆様の机の上にファイルをご用意させていただきましたの

で、このご説明に入りましたらこちらをご覧いただければと存じます。 

 机上のパソコンの一番下にＰＤＦのアイコンがございますので、そこにカーソルを合わ

せていただきますと、きょう使う資料がすべて開いてあります。例えば、議事次第、資料

１―１、１―２ということで全部開いておりますので、何かわからなくなってしまったと

きは、このアイコンに合わせて、必要な資料を確認していただければと思います。最初に

議事次第のところにファイルが開いていると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  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

をめぐ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」につき

まして、事務局から続けて説明していただきたいと思います。 

○渡邉産総研室長  参考資料１「独立行政法人改革の検討状況」というファイルをご覧
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ください。 

 独立行政法人改革につきましては、前政権下におきまして、通則法そのものの改正原案、

それから産総研につきましては、ＲＩＥＴＩ、ＩＰＡ、この３法人の統合を行うというこ

とで閣議決定が行われておりました。その後、政権が交代になりまして、そのままの方針

で進むかどうかということの議論が行われましたが、２ページの一番下にございますよう

に、平成25年１月24日付の「基本方針」で、新しい政権下において当面凍結をするという

閣議決定が行われました。ただ、単純に凍結をするということではなく、現時点における

改正法案の内容について引き続き点検・検討を行い、改めて仕切り直すという方針が示さ

れております。 

 この資料は、行革本部の関連の資料ですけれども、寺田担当副大臣のもとに有識者懇談

会が設置されまして、関係者の中でさまざまな検討が行われております。 

 しかしながら、現時点において、具体的な改正法案そのものが法案として提示されると

いう状況にはまだ至ってございません。特に、産業技術総合研究所に非常に関連の深い部

分といたしましては、研究開発法人については、その特殊性をよく踏まえた上で、新たな

制度設計の中で工夫をするという議論が行われていると聞いております。 

 現在、この行革本部における検討と自民党の中での検討、それから総合科学技術会議に

おける検討ということで、それぞれのパートの中で議論が同時並行的に行われております。

いずれにいたしましても、研究開発法人につきましては、しっかりとした研究活動に基づ

いた成果を社会につないでいくために必要な改善を行うという流れになっております。 

 そういった意味では、新しい改正法案がいつのどのタイミングの国会で出てくるかとい

うことにつきましては、まだ不透明な状況が続いておりますが、経済産業省といたしまし

ても、今後ともしっかりとした成果を出せるような形で制度改革を進めていく方向で努力

をしてまいりたいと考えております。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 今の研究開発型の法人につきましては、12ページの一番最後のところに、国の科学技術

イノベーションの推進の観点や、大学とは異なり国の政策から独立してはいないとか、あ

るいはインセンティブを如何に付与すべきかといったことが書いてございますね。こうい

ったところもご参考にしていただければと思います。 

 次も続けてご説明いただいてよろしいですか。 

○渡邉産総研室長  次は、この評価委員会における評価基準、方法及びスケジュールに



 

- 3 - 

関してのご説明をさせていただきます。 

 資料番号１―１、「経済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針」をご覧下

さい。こちらの資料は、室伏部会長が委員長をお務めになられております、経済産業省独

立行政法人評価委員会、通称親委員会で議論が行われた、全独法に対する評価の基本方針

をうたったものでございます。委員会で評価するべきこと、部会、分科会で評価するべき

こと、その整理も含めて記載がございますけれども、この中で、今期の改正点で産総研の

評価にかかわる部分で２つほどございます。資料１―２「独立行政法人産業技術総合研究

所の業務実績に関する評価基準の見直しのポイント」という資料をご覧ください。 

 先ほど説明はちょっと割愛させていただきましたけれども、２月20日の親委員会で基本

方針が改正されましたが、その中では、従来の各評価項目のウエートの考え方を見直しま

した。 

 具体的にどういうことかといいますと、その資料の２ページ目のところに表がございま

す。各評価項目とウエートの旧と新という２つの表がございます。旧と新で変更が行われ

ましたところにアンダーラインを付してございます。Ⅰ．の「国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関する事項」というのが旧では60％になっていました。そ

れで、ⅡからⅣまでが20、20、０ということで、いわゆる研究に関する部分とそれ以外の

部分で６対４の比率になっていましたが、親委員会の方針で、その比率を少し見直しまし

たので、新の方では、Ⅰの研究成果にかかわる部分についての評価のウエートを70％、Ⅱ

の「業務運営の効率化に関する事項」とⅢの「財務内容の改善に関する事項」をそれぞれ

１５％としまして、全体のウエートを７対３としたらどうかということを原案で提示させ

ていただいてございます。 

 それで、本来の研究業務の部分が10％増えたわけですが、その10％をどう配分するかと

いうのはいろいろと議論があると思います。私ども事務局の原案では、科学技術基本計画

に示されております重要項目のグリーン・イノベーション及びライフ・イノベーション、

別表でいいますと１・Ⅰ、１・Ⅱの部分にそれぞれ５％を加えて20％、15％ということで

評価をしていただいたらいかがという原案を示させていただいてございます。原理的にい

いますと、すべてを按分する方法もあるとは思いますが、このグリーンとライフの部分は

横ぐしの部分でありますので、他の計量と地質にもかかわる部分でありますので、ここに

載せておけばしっかりとした評価につながるのではないかという原案でございます。 

 もう１点でございますが、今の資料の３ページの３．「業務の実績に関する評価のため
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の指標の内容の一部変更」です。評価の結果をＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃということでグレードを

つけていただいていますが、Ｂ評価の表記の仕方が、今までは「計画を概ね達成」という

記載になっておりました。Ａ、Ｂ、Ｃの中で、しっかりちゃんとやっているというのがＢ

なわけですけれども、「概ね」という言葉が、あいまいな印象を受けかねないというご指

摘がございましたので、ここについては「概ね達成」ではなく「着実に達成」と表現を直

した上で確認・評価を行っていく全体方針が示されましたので、この産総研に対する評価

の基準についても、この２点について反映をさせていただきたいという原案を作成いたし

ました。 

 それを反映したものが資料１―３「独立行政法人産業技術総合研究所の業務実績に関す

る評価基準（案）」で、これは溶け込み版でございます。昨年度の産総研の実績に対する

評価の基準といたしましては、基本的には昨年の基準と同じものになりますけれども、先

ほどの改正した２点、業務の内容を７対３にしたということと、Ｂの評価のところを「概

ね達成」ではなく「着実に達成」と変更した案を作成しました。 

 ○室伏部会長  ありがとうございました。 

 親委員会で議論したことにつきましては、今ご説明いただいたとおりで、やはり研究開

発法人に関しましては研究成果というものをもっと重視するべきであろうということで、

60％から70％に上げるということにいたしました。それと、今お話しいただいたような表

記の仕方を少し変更するということで対応させていただいたわけです。 

 それについて、資料１―３のように、産総研での評価につきましての案をつけていただ

いたわけですけれども、これにつきまして、委員の方から何かご質問なりご意見なりござ

いましたら、お願いいたします。 

 如何でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、「当部会として提案どおり了承する。」とさせていただきます。 

○渡邉産総研室長  ありがとうございます。 

 続きまして、資料１―４「独立行政法人産業技術総合研究所の平成２４年度業務実績に

関する実績評価表」をご覧ください。今ご了解をいただきました評価の基準に沿って評価

委員の皆様方にご記入をいただく評価シートのフォーマットでございます。これは、後ほ

ど、電子ファイルに変換したものを先生方にご提供させていただきますので、従年どおり、

こういった項目でご記載いただければということでございます。 

 それから、資料１―５「独立行政法人産業技術総合研究所の平成24年度実績評価等スケ
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ジュール」をご覧ください。今日が６月４日、ここで産総研側からのご報告をお聞きいた

だきました後に、委員の皆様方に資料を「持ち帰りいただいた上で、何か確認するべき事

項等ご質問がございましたら、遠慮なくお知らせください。ただ、後々の整理のスケジュ

ールもございますので、できましたらご質問につきましては６月10日までにいただければ

と存じます。１日過ぎたらだめだということではございません。ただ、目安として10日を

目途にいただければ、直ちにそれに対する事実関係も含めた回答案を準備させていただき

まして、その週の金曜日までにはお返しをしたいと思います。 

 そういったやりとりも必要に応じてやらせていただきながら、先ほどお示ししました評

価シートに委員の皆様方からの評価の結果をご記入いただいた上で、６月17日の月曜日ま

でにご提出をいただければと思います。そのいただきました委員の皆様方の意見を集約し

た上で、昨年度の評価全体の評価結果の原案を事務局で準備させていただき、７月８日３

時から、次回の産総研部会を開催させていただきたく存じます。次回は、平成24年度の財

務諸表についてのご承認をいただいた上で、その後、評価結果のとりまとめに関するご審

議をいただくという段取りになってございます。その後、７月下旬には、いわゆる親委員

会で、すべての経済産業省の法人に関する評価結果をとりまとめ、議決をしていただく予

定でございます。 

 ○室伏部会長  ありがとうございました。 

 只今のご説明につきまして、何かご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。

例年のことですので、委員の皆様よくおわかりだと思いますが、今回少し改正がございま

したので、その点につきましても何かありましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、平成24年度の評価につきましては、只今の資料１―２の評価基準に基づいて

行うことにいたします。そして、事務局からご説明のありました方法とスケジュールで進

めることにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、次に議題の (2)に移りたいと思います。議題の (2)「平成24年度業務実績につい

て」です。産総研から提出されております資料が、お手元の机上にございます資料２―１

から２―11まで、かなり分厚いものですけれども、これをご覧いただきたいと思います。 

 では、まず、産総研の中鉢理事長からご報告をお願いしたいと思います。その後、一村

副理事長、川上理事、瀬戸理事、佃理事、三木理事、矢部理事、湯元理事、金山理事、島

田理事、河津理事とたくさんの方々からご説明いただくことになりますので、短い時間で
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申しわけないのですが、産総研の皆様からは60分以内でご説明をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 では、理事長、お願いいたします。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。それでは、早速、24年度の業務実績の説明に入

らせていただきますけれども、只今、研究成果の評価の新旧の基準についてのご説明があ

りましたが、私にとりましてはすべて新でございまして、今、勉強中でございますけれど

も、まず、資料２―１をご覧になっていただきたいと思います。２ページ目のスライドで、

産総研の沿革と今取り組んでいる業務内容についての説明が書いてございます。 

 ４月に理事長就任以来、レクチャーを受けさせていただいているわけですが、私のバッ

クグラウンドも踏まえてこれとの関連をご説明いたしますと、私は、大学で旧の鉱山工学、

英語ではミネラル・アンド・マイニングといっていましたけれども、ミネラル・アンド・

マイニング・エンジニアリングといいますか、それは取りも直さずここでいう地質及び環

境エネルギーをカバーする領域でございました。 

 その中で私自身は人工鉱物としての磁性体、微小な磁性体の微粒子をやっておりまして、

これはナノテクノロジーの材料製造であるとか、あるいは磁性体をはかる、電顕ではかっ

たり、表面積でやったり、沈降とか、こういうことをやりますと、一部計測にかかわる問

題だったのかなと。 

 その後、ソニーに入社いたしまして、ご存じのとおり情報通信、エレクトロニクスの会

社でございます。当初は、40年ぐらい前の話ですけれども、ＡＶ機器を主としておりまし

たが、皆さんご承知のように、近年ではライフサイエンス等に進出しておりまして、私も

開発を担当していた時分からライフサイエンスについて取り組み始めたということで、私

にとっては、説明を受ける機会は初めての経験ではございましたけれども、極めて違和感

なく、２ヵ月を経てご説明を受けさせていただいたという次第でございます。 

 一方で、2001年に発足した産業技術総合研究所の中で如何にこれらの分野が、これらの

分野というのは、今６つございますけれども、２つはプラットフォームとして、その上に

４つの領域、上から環境、ライフ、ＩＴ、ナノテクノロジー、こういった立て付けになっ

ていると思いますけれども、まず第一にはこれを総合化する、インテグレートするのはい

かに進めるべきかということは、１つ私自身の関心事としてもっております。 

 ２つ目に、分野内外の融合連携のもとに科学・技術・イノベーションを一体的に推進す

ると書いております。これは、ご存じのように、第４期基本計画の中で、総合科学技術会
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議の基本計画の中でこのことを３期から際立てて、科学・技術・イノベーションを一体的

に推進するという方針を出しておりまして、産総研においてもこれが行われているという

ことを確認させていただいた次第でございます。 

 そういったことから、３ページ目ですけれども、産総研の役割として私なりに理解した

のは、まずは科学・技術・イノベーションという中で、科学に関しては大学でいうなら理

学部の成果、そういう基礎研究の成果をベースに、技術、そしてイノベーション、イノベ

ーションは社会的・経済的価値を生むという意味でのイノベーションでございますけれど

も、これを創出することが仕事であろう。この観点から、２つの役割と１つのベンチマー

クといいますか、このように３点挙げさせていただきました。 

 １つは、産業界からの声。主としてこれは生産性の向上と新しい産業の創出でございま

す。これについて寄与しよう。２つ目は、社会からの声。これは政策課題、国・国民の声

でございますけれども、特に新しい政権が出されている環境、ライフ、インフラ、地域資

源、こういったことについて意識しながら貢献していくことが大事であろう。かつ、世界

水準をキープするということで、グローバル・ベンチマークも考慮すべきであるというこ

とを、今、レクを通して私の個人的見解を皆さんとシェアさせていただいているというこ

とでございます。 

 次のページには、現在取り組んでいる、私の印象に残ったテーマの一例を示させていた

だきました。これは割愛させていただきたいと思います。 

 ５ページ目には、旧工業技術院時代の地域資源の活用という観点から、今なおそのまま

地域センターとして残されているわけですけれども、政権が打ち出している地域資源の活

用という観点からすると、地域センターの役割を見直すいい機会であろうということで、

地域に対する貢献というのも意識して進めていただきたいということを要望しております。 

 終わりになりますけれども、６ページ目に、もう一度イノベーションの創出ということ

についての確認、何のために産総研があるのかということは、社会に対して役に立つ技術

を提供するということが第一義的に意識すべきことではなかろうかということで、改めて

ここに確認させていただきました。 

 以上でございます。 

○一村副理事長  続きまして、資料２―２に基づきまして、東日本大震災から２年目を

迎えました平成24年度における復興支援等の産総研の取り組みについてご説明いたします。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。ここには、復興支援に向けた産総研の考え方、
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取り組みを示しました。１つは、福島再生可能エネルギー研究開発拠点を構築すること、

もう１つは、福島原発事故対策及び産業・生活復興への貢献でございます。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。福島県に再生可能エネルギーの研究拠点を構

築することが産総研に課せられまして、平成23年度の補正予算として約 100億円を査定い

ただきました。現在、福島県郡山市の工業団地内に５万 5,000平米の敷地を確保し、来年

１月の竣工を目指して研究本館、実験別棟などを整備中でございます。この研究拠点の目

的は、「経緯」のところに書いてございますけれども、世界に開かれた研究開発の推進、

産業集積による復興への貢献の２つです。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。先ほどもご説明いたしました２つの目的を果

たすための新拠点のコンセプトと研究展開テーマを記載いたしました。 

 コンセプトは、再生可能エネルギーの大量導入を支えること。それから、企業、大学群

と連携して産業振興と集積、人材育成に貢献することです。 

 このための展開テーマとして、青字で示しました３つを挙げております。１つは、再生

可能エネルギーの大量導入のための新システム統合技術開発。２番目が太陽光発電の大幅

なコスト低減と効率向上による産業競争力の強化。３番目が地熱、地中熱利用の促進によ

る地元産業振興への貢献でございます。 

 以下、詳しくご説明させていただきます。５ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 ５ページに記載しましたシステム統合技術開発では、地域性、変動性の大きな風力、太

陽光などの再生可能エネルギーを安定的にエネルギーネットワークに組み入れるための水

素などを利用したエネルギー貯蔵技術や制御技術を開発いたします。さらに、米国再生可

能エネルギー研究所（ＮＲＥＬ）などと連携を推進し、国際的な研究拠点の構築を目指し

ます。 

 ６ページに移りますけれども、そこに示しました太陽光発電技術では、コスト低減によ

る産業競争力の強化を目指し、薄型結晶シリコン太陽光パネルの量産技術開発を目指しま

す。この展開では、企業20社とのコンソーシアムを結成するほか、エネルギー変換効率の

向上を目指しました文部科学省ＪＳＴ事業とも連携いたします。 

 ７ページに移りまして、地熱、地中熱の利用促進では、地元の日本大学や地元企業との

連携による地中熱交換井利用技術開発などを推進して、地元の産業振興に貢献いたします。

また、地熱モニタリング技術や地中熱ポテンシャル評価を推進して、地熱利用の社会的需

要の確立を目指します。 
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 次の８ページですけれども、福島原発事故対策及び産業・生活復興への貢献における取

り組み項目を示しました。いずれの取り組みも、平成24年度の成果発信状況からおわかり

いただけますように、高いご関心、評価をいただいております。 

 まず、９ページは、放射線計測における研究能力を活用した取り組みを示しました。一

番上に記載いたしました個人向けの携帯型放射線積算線量計の開発では、地元つくば市と

一体的に進めた実証試験の成果を踏まえまして、復帰プログラムの始まりました福島県楢

葉町などでの採択が決まり、現在 9,500台が納入されるに至っております。その他、放射

性セシウムを含む玄米の認証標準物質を開発するなど、放射線、放射能の計測の信頼向上

に努めました。 

 10ページ、こちらに書きましたセシウム除染におきましては、プルシアンブルーナノ粒

子を利用いたしましたセシウム除染技術の実証プラントを現在福島県川内村に設置してお

ります。特に、焼却灰などからのセシウムの除去、それによります減容化に貢献すること

を主眼におきまして実証実験を展開しております。 

 11ページでございます。11ページには、災害対応のロボットシステムの開発を紹介して

おります。後ほど詳しい説明がありますので、詳細は省きますけれども、現在、東京電力

の発電所で原発事故からの復旧に向けた動作試験中でございます。 

 12ページには、地質の調査等にかかわるポテンシャルの活用例をまとめました。地震関

連情報の発信や地震の現地調査、津波堆積物の環境影響評価、さらには地震に伴うリスク

モニタリングなどを多面的に活動し、産総研ならではの情報発信を行ってきました。 

 最後に13ページでございます。こちらには、被災者、被災企業等への支援活動実績をま

とめました。被災者へのライフケア、情報支援のほかに、被災企業への出前技術相談や各

種のプログラム提案支援、また、関係します公設系への支援などを通しまして、中小企業

を主対象としました産総研らしい貢献を果たしております。 

 以上をもって平成24年度の東日本大震災関連の復興にかかわるご説明を終わらせていた

だきます。 

○川上理事  引き続きまして、資料の２―３をご覧いただければと思います。資料２―

３の２ページでございますが、私からは産総研の概要をざっとご説明いたしまして、最後

に、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針を踏まえた取り組みについて、その概

略をご説明させていただきます。その後、各業務の詳細に入らせていただきたいと思いま

す。 
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 それでは、資料２―３の４ページをご覧いただければと思います。産総研でございます

が、中段にあります予算・人員をざっとみていただきますと、2013年度予算約 770億円で

ございます。そのうち運営費交付金が 590億円でございます。自己収入が 171億円ほどご

ざいます。常勤職員は 2,940名弱、このうち研究職員が 2,300名弱ということでございま

す。各研究拠点につきまして変更はございませんけれども、今ご説明がございましたよう

に、福島の再生可能エネルギー研究センターというのが建設中でございまして、26年４月

に開所を予定しております。 

 ５ページをご覧いただければと思います。業務運営の効率化ということで、研究組織、

事業については機動的な見直しを行ってきております。 

 ６ページをご覧いただければと思いますけれども、下の方のグラフに研究ユニット数の

推移を書いております。現在41ユニットでございますが、ご覧いただけますように、社会

環境や研究ニーズの変化に応じて機動的、かつ柔軟に組織の改廃・新設を行ってきており

ます。 

 具体的に７ページ以降で見ていただければと思いますが、まず７ページでございます。

これは環境・エネルギー分野でございますが、24年度のトピックスといたしましては、中

段にありますが、①という赤い数字が付してありますけれども、水素材料先端科学研究セ

ンターというものをエネルギー技術研究部門に統合しております。 

 ８ページをご覧ください。ライフサイエンス分野におきましては、これも中段にありま

すけれども、赤い数字①のバイオメディシナル情報研究センターというものを廃止いたし

まして、バイオメディカル研究部門に一部統合し、新たに、⑤で書いてありますが、創薬

分子プロファイリング研究センターというものを創設しております。 

 ページが飛びますが、10ページをご覧いただければと思います。ナノテクノロジー・材

料・製造分野でございます。ここでは、中段に、赤い数字を付してはございませんが、ダ

イヤモンド研究ラボというのがございます。これが12年度で廃止をしておるというのが昨

年度における主な組織の改編でございます。 

 13ページに以上をまとめた結果といたしまして記載をしてございますけれども、３つの

研究ユニット、水素材料先端科学研究センター、バイオメディシナル情報研究センター、

ダイヤモンド研究ラボを廃止いたしまして、25年４月１日に創薬分子プロファイリング研

究センター、触媒化学融合研究センターという２つの研究ユニットを新設するというのが

組織の変更点でございます。 
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 その結果といたしまして、14ページでございますが、25年４月現在の研究ユニットは、

記載しておりますような配置・構成となってございます。 

 15ページをお開きいただきたいと思います。その他に、本部組織といたしまして、新た

に、１つの推進部とナノデバイスセンターというものを統合する形で、つくばイノベーシ

ョンアリーナ推進本部ということで、産学連携の強化を図っております。 

 以後、収入面を見ていただきたいと思いますが、17ページでございます。予算規模でご

ざいますけれども、23年度 1,026億円でございましたが、24年度は 904億円と前年度に比

べまして 122億円の減額となっております。これは、主なところでいいますと、運営費交

付金の減が 120億強ございます。そのほか、自己収入が若干の減、施設整備費補助金が若

干の増ということで、トータルといたしまして 904億円ほどの収入でございます。 

 18ページに自己収入の内訳が書いてありますが、 230億円弱の自己収入のうち、受託収

入が 125億、共同研究収入が34億といったような構成になっております。 

 19ページをご覧ください。これは、運営費交付金の割合と自己収入の割合ということで

見てみますと、自己収入比率は、23年度の29％から24年度は28％ということで若干の減に

なっております。なお、ここに挙げております数字は、後ほどの資料でご説明がございま

すが、財務諸表に反映されるものということで記載をしてございますが、この他に、財務

諸表に反映されない技術研究組合の研究が存在をするということでございます。 

 21ページをご覧いただければと思います。研究職員は 2,280名ほどでございます。内訳

がそこに書いておりますが、基本的は大きな変更はございません。他方で、右側にありま

すが、産学連携制度による研究人員の受け入れ実績を見てみますと、前年度の 1,500名か

ら 1,700名に、企業からの受け入れが 200名ほど増えているというのが見てとれます。 

 23ページは、研究戦略ということで載っておりますが、テーブルの上に「研究戦略」と

いうものを配付してございます。詳しい内容はこれからご説明がありますので、ご説明は

省略をさせていただきます。 

 以後、国とのかかわり、国への貢献ということでございますが、25ページには、国の設

置する委員会などへの貢献。これは、ご覧になっていただきますと、経産省の他に内閣府、

文科省、厚労省、国交省、環境省といった幅広い国の政策に貢献してございます。委員を

派遣してございます。 

 また、26ページでございますけれども、経済産業省が取り組んでおります未来開拓研究

プロジェクトへの貢献、それから先ほどの福島の再生可能エネルギー研究開発拠点の開発
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準備ということを進めているわけでございます。 

 最後に、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえた取り組みでござ

います。これも詳細は後ほどご説明がございますけれども、概略をご説明申し上げますと、

見直しの基本方針を踏まえた対応といたしまして、事務・事業を見直すということで、新

規テーマの設立及び見直しを審査する諮問委員会に、関連する他独法の研究者等を参加さ

せて、これに重複排除・連携強化を徹底する。 

 あるいは、資産・運営等の見直しで、直方サイト、小金井サイトといったようなところ

の国庫納付、あるいはそれに向けての準備を進めるということを進めております。 

 29ページでございますが、独立行政法人が支出する会費の見直し、あるいは職員宿舎の

見直しということにも対応しているということで、後ほど詳しい内容をご説明申し上げま

す。 

 私からは以上でございます。 

○瀬戸理事  続きまして、資料２―４をご覧ください。「国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する事項」の中で、オープンイノベーションハブ機能強化

への取り組みということでご説明をさせていただきます。 

 ２ページにございますように、お話しする内容は、そこにございます５項目についてで

ございます。 

 まず、３ページにイノベーション創出に向けた基本的な考え方ということで整理をさせ

ていただいています。上の枠の中に３つほど書かせていただいていますけれども、全体を

通して申し上げますと、産総研の人と場を十分に活用して技術を社会・産業界につなぐ結

節点としての役割を果たす、そのための機能強化ということでオープンイノベーションハ

ブ機能の強化をやっていくということでございます。 

 具体的な取り組みについて、以降ご説明させていただきますけれども、まず、地域活性

化の中核としての機能強化ということでございます。 

 ５ページにございますように、この機能強化については２つの柱でやっておりまして、

１つは、各地域センターにそれぞれ重点研究分野を置きまして、その中で高いレベルの研

究開発を行うということです。もう１つは、地域の中小企業への技術支援・人材育成の強

化。この２本柱で地域活性化としてのハブ機能を果たしていこうというものでございます。 

 ６ページに、各地域センターの重点研究分野を示させていただいております。 

 続いて、７ページに、各地域センターで平成24年度に取り組んだ主な特徴的な成果を挙
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げさせていただいておりますけれども、例えば、北海道では植物工場での動物薬実用化へ

の進展がございましたし、東北では企業連携によりまして粘土膜技術ですとか塗装技術の

実用化、また、臨海センターで創薬分野へのロボット技術の応用、さらに関西センターで

は電池評価の評価技術においての進展がございました。等々、各地域センターで取り組ん

だものをここに整理させていただいております。 

 また、中小企業への技術支援・人材育成の強化では、産業技術連携推進会議、そして産

総研の独自事業としてやっております中小企業共同研究スタートアップ事業、こういった

事業を使って、９ページにございますように、公的資金獲得への支援、またその中での共

同研究、さらに、10ページから11ページにかけてありますような、企業の製品化を共同研

究によって支援するというような取り組みを行っているところでございます。 

 それでは、ちょっと飛ばさせていただいて13ページに入りますけれども、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でございます。ここは、主に国際標準化

に関係する活動が中心でございまして、この中で、国際標準化に関連するシンポジウム開

催等の普及活動をかなり積極的に行わせていただいております。 

 また、15ページにございますように、標準提案でございますけれども、国内標準、また

国際標準を含めて、平成24年度では34件の標準の提案をさせていただいたところでござい

ます。 

 続いて17ページに入らせていただきますけれども、「知恵」と「人材」を結集した研究

開発体制の構築というところでございます。ここでの取り組みてとしては、その下の18ペ

ージにございますように、つくばイノベーションアリーナの取り組みを代表例として挙げ

させていただいております。平成24年度のトピックスとしましては、高エネルギー研究機

構（ＫＥＫ）さんが TIA―nanoの中核機関として参画しております。また、産業界との連

携では、ＳｉＣのパワーデバイスの実用化に向けたコンソーシアムを発足させて、これを

発展させたという点。また、単層カーボンナノチューブの量産実証プラントを使った用途

開拓を進めたというところが挙げられると思います。 

 全体の実績としましては、事業規模が約 253億円に拡大しておりまして、昨年のほぼ倍

になっております。また、外部研究者の数も 832人ということで、昨年より 300名ほどふ

えまして、連携企業も20社ほどふえたような形で、大きく発展できたかなと考えていると

ころでございます。 

 19ページから、今お話ししたような関連がありますけれども、23ページをご覧いただき
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ますと、もう１つのオープンイノベーションの取り組みとして、技術研究組合を活用した

取り組みということで、産総研が政策的な課題への貢献ということで、国のプロジェクト

を実施する技術研究組合に直接参画をして貢献するということでございますけれども、今、

20の技術研究組合に参画をしておりまして、そのうち17の技術研究組合については、主た

る研究拠点を産総研の中に設置をして、十分活用した形での集中研究を行っているところ

でございます。また、７つの技術研究組合のプロジェクトについてはリーダーを務めさせ

ていただいております。 

 25ページに、上に黄色く塗ったところがございますけれども、24年度はこの４つの組合

に改めて参画をさせていただいたところです。 

 続いて、27ページに、民間企業に産総研の研究施設等を貸与して事業化を促進するとい

う事業、これは平成23年度から始めておりますけれども、24年度におきましても、北海道

センターの植物工場、また関西センターでは単結晶ダイヤモンドの供給事業、つくばセン

ターでのカーボンナノチューブを使ったサンプルの配布事業ということで、この３つの事

業を引き続き実施したところでございます。 

 続いて、30ページになりますけれども、国際連携のところでございます。産総研のグロ

ーバル戦略ということで示させていただいておりますけれども、産総研は現在、海外の35

の研究機関とＭＯＵを結ばせていただいて、そのネットワークを活用した形で、それぞれ

の研究機関と連携した研究開発、また、そのネットワークを活用して企業のＲ＆Ｄの活動

を支援するという活動、また政府ミッションへの貢献ということで、この中では特にエネ

ルギー関係、資源関係のプロジェクトが主たるものになりますけれども、こういった３つ

の柱で取り組ませていただいたところでございます。最近の国際連携の特徴としましては、

企業と提携する海外研究機関、そして産総研の３者連携というところが大きな特徴になっ

てきていると考えております。 

 続いて、国際の詳しいご説明がしばらく続きますけれども、ちょっと飛ばさせていただ

いて、36ページ、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ということでご

ざいます。 

 まず、産総研が平成20年度からやらせていただいておりますイノベーションスクール事

業ですけれども、これまで博士課程コースも含めて 246名を輩出しております。他のプロ

グラムに比べて比較的高い割合で産業界への就業を実現してきているというのが特徴でご

ざいます。 
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 また、39、40ページにございますように、ＭＥＭＳですとかバイオインフォマティクス

のような専門技術者の育成事業にもあわせて取り組ませていただいております。 

 続いて、「研究開発成果の社会への普及」というところでございますけれども、42ペー

ジでは、先ほどお話ししましたつくばイノベーションアリーナの中での知財マネージメン

トの仕組みづくりを平成24年度にやらせていただきまして、また、43ページにございます

ように、技術研究組合への参画が非常に増えてきているわけですけれども、この技術研究

組合の中でのプロジェクトの知財マネージメントを、人材を強化してやるべく、工業所有

権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）さんと協定を締結しまして、そこから知財プロデューサー

を派遣していただいて知財マネージメントを強化する、そういった取り組みに入ったとこ

ろでございます。 

 また、ベンチャーでは、44ページでございますけれども、24年度実績のところに書きま

したように、サイトセンシングというベンチャー、これはカーブアウト事業で初の創業を

果たしております。また、その下に、平成24年11月にはジーンテクノサイエンスという産

総研ベンチャーが産総研ベンチャーとして初のＩＰＯということになりました。 

 また、45ページにありますように、ベンチャー開発事業を産総研が始めてから約10年に

なりますけれども、これまでの10年間のベンチャー事業の検証を行ったところでございま

して、これを踏まえて今後の活動を改革していきたいと考えているところです。 

 続いて、広報関係です。46ページ以降ございますが、47ページをご覧いただきますと、

マスメディアを通じた情報発信では、新聞、テレビ、Web 等を通じて約 4,500件の発信を

させていただきました。 

 また、48ページにございますように、オープンラボ、一般公開を含めて、対話型広報を

 149件。また、51ページですけれども、日本経済新聞社さんと共同事業ということで、

「日本を元気にする産業技術会議」というのを主催して、提言の発信を行ったところでご

ざいます。 

 最後に、数値目標の達成状況について簡単にご説明させていただきます。53ページ、54

ページですけれども、これは中小企業との共同研究、また技術相談にかかわる指標でござ

いますが、これまで中期計画期間３年間で、それぞれ、共同研究 1,930件、技術相談 6,3

31件ということで、目標に対して順調に推移をしていると考えております。 

 また、国際標準のところは、55ページ、56ページになりますけれども、エキスパート登

録数、また提案数、それぞれ 179名、95年ということで、これも目標に向かって、３年目
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の状況としては良好かなと考えているところでございます。 

 続いて、57ページでございますけれども、外部資金にかかわるところでございます。最

近の特徴としましては、技術研究組合関係の資金が増えているというのが特徴でございま

すけれども、全体としては 356億円ということになりまして、交付金比で59％ということ

で、一応目標は達成をしているという状況になっております。 

 続いて、論文でございますけれども、ランキングでは、生物学・生化学の分野で、世界

順位では 151位ですけれども、初めて国内トップテン入りということがございます。しか

しながら、今、論文数は減少傾向となっております。この問題は研究所としても非常に大

きな問題と認識しておりまして、理事会を含めた研究所全体の中で現在さまざまな要因に

ついて議論をしているところでございまして、今後、そういった要因分析に基づいて対策

を打っていきたいと考えております。 

 続いて、59ページ、60ページ、61ページで、国際連携、また人材交流、さらに知財の実

施状況に関連する数値目標の達成時状況ですけれども、これも目標を達成しているという

状況でございます。 

 最後に、広報関係も、 314回の対話型広報活動ということで、本年度で目標達成という

ことになったと考えております。 

 以上でございます。 

○矢部理事  続きまして、具体的な研究成果を資料２―５に基づいてご説明させていた

だきます。 

 ３ページ、４ページにありますけれども、グリーン・イノベーションの推進、ライフ・

イノベーションの推進、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形でご説明をさせていただきます。 

 ６ページから環境エネルギー分野のご説明でございますけれども、環境エネルギー分野

は、グリーン・イノベーションの大きな柱を担っております。６ページにありますように、

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、

国の研究所としてグリーン・イノベーション及び環境の評価・管理技術ということで、リ

スク評価、また環境影響評価に力を入れております。 

 具体的な研究成果を２つほどご説明させていただきます。７ページにありますけれども、

炭化ケイ素（ＳｉＣ）の電力変換用素子の量産レベル試作に基づくオープンイノベーショ

ン拠点の構築にある程度実現ができました。これは、インバータをＳｉＣによってつくる
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ことによって、電気自動車、産業用モーターのインバータ、太陽光発電のパワコンの小型

化等に実現できますけれども、「成果のポイント」にありますように、量産開始と応用企

業への供給を開始できました。また、これを33機関・24社が一緒になってやりまして、企

業との産学官連携でここまでもってこれまして、オープンイノベーション拠点ＴＰＥＣを

構築できております。これによって、パワーエレクトロニクスの分野では世界初の拠点と

なり、また、ＳｉＣの結晶から変換器の一貫開発のオープンイノベーション拠点ができ上

がったと考えております。 

 下の８ページを見ていただきますと、もう１つの成果でございますけれども、省エネル

ギー型下水汚泥流動燃焼炉をある程度実現できました。これは、石炭等の燃焼技術を培っ

ておりますけれども、その技術を下水汚泥の流動燃焼炉に応用したものでございます。

「成果のポイント」にありますように、東京都の下水道局の施設として、この４月から実

用に動いております。現在までこれが６基建設中になっております。また、この技術は、

石炭ガス化の複合発電の高効率化に貢献できる基盤技術となっております。 

 次の９ページにありますけれども、今取り組んでいるのを３つほどご紹介させていただ

きます。左上にありますように、ポートフォリオとしては、2030年にそれぞれどのぐらい

のＣＯ２  削減に貢献できるかということを考えながら、その右にありますように、太陽光

発電に関しましては、信頼性の試験方法、特にどのぐらいの寿命があるかというのを国際

標準化すべく、今、日米欧で先導して標準づくりをしております。 

 また、左下にあります蓄電池の材料開発に関しましては、膜状の負極電極をつくり上げ

まして、二次電池の高容量化に貢献をするべく努力しております。 

 タンタルコンデンサの回収技術は、リサイクル技術でございますけれども、97％の純度

で実現いたしまして、これが実用化に至るところまで来ているという状況でございます。 

○湯元理事  続きまして、10ページから、ライフサイエンス分野の研究戦略概要につい

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、技術を医療へ、医療の発展を融合技術で支えるということ

で、健康を守る、健康な生き方を実現する、それからバイオものづくりを通じた産業の環

境負荷低減という３つの大きな課題を挙げております。 

 「健康を守る」のところでは、ＤＮＡやたんぱく質、そして糖鎖といった分子からｉＰ

Ｓ細胞などの細胞に至るまでの研究を行いまして、先端医療支援、あるいは創薬支援を行

うというものでございます。 
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 また、「健康な生き方を実現する」のところでは、人間そのものを相手にして、健康状

態・脳機能・心理・行動情報の計測などを通じまして、それのいろいろな技術及び標準化

を行っております。 

 また、「産業の環境負荷低減」では、バイオものづくりということで、微生物や植物を

用いた高効率な物質生産技術を開発いたしております。 

 それでは、11ページ、12ページで、24年度の代表的取り組みについてご報告させていた

だきます。 

 まず、11ページでは、産総研ライフサイエンス分野では、創薬支援オープンイノベーシ

ョン拠点というのをつくろうとしておりますけれども、その中のコア技術として、創薬関

連作業を自動化できるヒト型汎用ロボット、《まほろ》と名づけておりますけれども、こ

れを開発いたしております。この開発は、安川電機さんとの共同研究となっておりますが、

これまでこのような創薬関連の複雑、あるいは非常に煩雑な作業については自動化が難し

かったわけですけれども、作業のワークフローを完成させまして、熟練作業者よりも実験

精度が高い、そして再現性も高いというものをつくることができました。これによりまし

て、今後は、危険な作業、あるいは精度の要求される実験への展開を考えているところで

ございます。 

 また、12枚目のスライドにありますのは、腫瘍源となる未分化ｉＰＳ／ＥＳ細胞を除去

する方法の開発というものでございます。ｉＰＳ細胞を用いた再生医療というのは非常に

注目されているわけですけれども、例えば、ｉＰＳ細胞を網膜細胞や心臓細胞に分化させ

ましても、まだまだ未分化なｉＰＳ細胞が残っているわけです。その残っている未分化な

細胞が腫瘍のもとになるということで、それを除去する方法を開発したということであり

ます。 

 どのようなことかといいますと、未分化の細胞の表面に特異的な糖鎖構造に結合するプ

ローブを開発いたしまして、それをAiLec―S1と名づけておりますけれども、それを用いま

すと、腫瘍のもとになる未分化の細胞を分化した細胞から分けることができるということ

であります。このプローブのいいところは、これまでは未分化な細胞かどうかを判別する

ためには、細胞を固定化して、殺して染色しないといけなかったわけですが、生きたまま

ラベル化できるということで、世界初のプローブとなっておりまして、今月にも発売され

る予定になっております。 

 今後のことにつきまして、スライド13でお話しさせていただきます。まず、オープンイ
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ノベーション機能の強化という左側のところですけれども、創薬支援オープンイノベーシ

ョン拠点構築ということで、特に臨海センターに集積しました先ほどのロボット、あるい

はクリーンルームを利用した計測機器、いろいろなソフトといったものが集積しておりま

すので、それをもとに今年４月から創薬分子プロファイリング研究センターを設立いたし

ております。そこでは、製薬企業や国立がん研究センター等の医療機関との連携も進めて

いるところでございます。 

 また、遺伝子組換え植物のことにつきましては、先ほど紹介がありましたので、割愛さ

せていただきますが、右側に移りまして、ＭＯＵを締結しております海外企業との連携を

推進しておりまして、特にアジア各国、インド政府、インドネシア政府、中国の上海交通

大学といったようなところと個別の研究課題を進めておりまして、本年それぞれとワーク

ショップ、あるいはシンポジウム等を開催する予定となっております。 

○金山理事  それでは、次に、14ページから、情報通信・エレクトロニクス分野につい

て紹介いたします。 

 このＩＣＴ及びエレクトロニクスというのは、今、社会のあらゆる場面、あるいは産業

に適用されて、基盤的な技術になっているわけですが、産総研はその利用をさらに拡大す

るという目的のために研究を展開しています。代表的な方向性が、そこに書きました３つ

のところで、一番上のエレクトロニクス及びそれを使ったデバイスでは、低消費電力化を

促進するということで利用拡大を進めています。代表的な成果が、左上にありますような

産総研独自の発想によるスピントロニクス技術を使ったスピンメモリが産業界のほうに技

術移転をされまして、間もなく実用化を目指した研究開発がされているところです。 

 それから、ＩＴを使って社会生活に貢献するというのを多方面に展開しているところで

して、中段の左側にありますような、子供の体の構造、あるいは行動をデータベース化し

て外部に公開するということを展開しています。これによってさまざまな安全な商品の開

発に使われていますし、同時に虐待の検出というようなことにも幅広く、非常にユニーク

な存在として多方面から使われているところです。 

 それから、日本でＩＴ技術の展開が少しおくれているサービス産業にＩＴを展開すると

いうことについても、いろいろな基盤的な技術開発を実際の現場と適用するということに

ついても行っているところです。 

 次の15ページ、16ページを使いまして、代表的な成果の例を２つご紹介させていただき

ます。 
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 まず、15ページは、私どもミニマルファブと呼んでいる技術でして、これは半導体技術

の適用を拡大しようという試みですが、半導体技術、シリコンテクノロジーは、非常に微

細な構造を正確につくれる技術として、単なるＬＳＩだけではなくて、さまざまな応用分

野に展開すると、非常にメリットが大きいと期待されるわけですが、一方で、それをつく

るには非常に巨大なクリーンルームをつくる必要があり、かつエネルギー消費も多大であ

るという欠点があります。 

 このバリアを避けるために、産総研では、右の写真にありますようなミニマルファブと

いう、間口30センチの装置ですべてのプロセスをクリーンルームなしで行うという概念を

提案し、ここに賛同する企業とともに、今、一連の装置群の開発が進んで、産総研の中に

この基本的なファブが続々できているところです。実際これを使ってクリーンルームなし

で、展示場の場面で微細なパターンを形成するということができていまして、非常に注目

を集めているところです。 

 それから、産総研の強みとしてロボット技術がございまして、これも実際に社会に適用

しようということで強力に展開を進めています。 

 その１つが、先ほど震災対応でご紹介がありました福島原発に実際にこのロボット技術

を適用するという技術でして、これはホンダさんとの共同研究で、東京電力さんとも様々

な仕様を聞きながら、かなり長い期間をかけてじっくりと研究開発を展開してまいりまし

た。評価委員の先生のお手元には、ここにあるような絵ではなくて実際の写真があるかと

思います。ここにあるような写真で、かなり高いところまで手が届き、移動するときには

普通の身長程度に小さくなって、狭い場所にも入りながら、ここぞというときには手を伸

ばし、その伸ばした先にどういう障害物があるかをきちんと図面を描きながらオペレータ

ーが遠隔操作をする、こういう仕組みができています。これは実際３月末に福島原発に搬

入して、第５号機という損傷を受けていない炉の中でテストを繰り返して、２ヵ月以上か

けまして様々な不具合をチェックしてきたところです。実は、あした、これを本当に現場

に投入するかどうかというジャッジをするという機会がありまして、ここでゴーサインが

出ますと、再来週あたりに実際に第１号炉、あるいは第２号炉、その辺のところに入って

いって貢献をすると、これは本当の意味でロボットが貢献する第１号の例になるのではな

いかと思っています。 

 それ以外に、実際にロボットを社会の現場で使うということのために、必要な安全性の

検証、あるいはその認証のシステムをつくるということ、あるいはヒューマノイドをさら
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に展開するという技術の展開を進めています。 

 17ページに今後取り組むべき課題の代表的な例を示しました。１つは、ＩＴ的には、セ

キュアなＩＴシステムを支える技術開発ということで、ご承知のとおり、ＩＴを様々な分

野に使えば使うほど、そのセキュリティー、あるいはディベンダビリティーというものに

対する懸念が増大しています。これに対する取り組みを行うために、昨年度から新たなセ

キュアシステム研究部門というのをつくりましたが、同時に、技術研究組合とも一緒にな

りながら、ＩＴの実際の現場での安全性、そのための人材育成も含めた取り組みをしてい

るところです。 

 それから、ビッグデータ、これは最近よく聞く言葉ですけれども、これを支えるために、

産総研の中にありますたくさんの計算機システムを、遠隔も含めてネットワークを介して

整備をする。こういう技術を使ってビッグデータ処理に貢献できるような取り組みをして

いるところですし、それから、光電子融合、印刷技術を使ったフレキシブル・プリンタブ

ルな技術開発というのも、たくさんの企業に産総研の場に来ていただいて、集中的な研究

開発が行われているところです。 

 以上で情報通信・エレクトロニクス分野を一旦終わらせていただいて、次に、18ページ

から、ナノテクノロジー・材料・製造分野のご紹介をいたします。 

 この分野も非常に基盤的な技術分野でして、産総研にとっては様々な基礎的な知見の蓄

積が非常に大きな分野であります。これを社会、あるいは産業に実際に適用するというこ

とで、まずはその強みを伸ばすという意味で、革新的な材料を開発し、それとともに様々

な省資源・省エネルギーのところにこの技術を技術展開するという方策で研究を進めてい

ます。 

 代表的な成果としては、カーボンナノチューブ、これは後で紹介いたしますが、同時に、

いわゆるナノテクノロジーになりますような分子レベル、あるいはナノレベルの材料の適

用というのを進めております。 

 その具体的な成果は、次のページで、今少し申し上げました単層カーボンナノチューブ

ですが、これは、いろいろな意味で非常にユニークな、ナノテクノロジーの代表選手のよ

うな材料ですけれども、発見後20年ぐらいたって、まだ技術展開しない。１つの理由が、

これを大量に合成する技術がなかったというところにあるわけですが、その課題に応える

ために、産総研では大量に単層のカーボンナノチューブをつくるプラントを開発いたしま

して、日産 600グラム以上というものが展開できています。これは、日本ゼオンさんに施
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設貸与の形でこの装置を使っていただき、そこでサンプル生産をしていただくということ

と同時に、産総研自らがこの試料を希望者に配って、応用展開をしていくという仕組みを

つくっているところです。 

 同時に、カーボンナノチューブは、炭素のシートがくるっと巻いた構造ですから、その

巻き方のらせんの違いによって性質が分かれてまいります。これをきちんとえり分けない

と、ファインな目的には使い得ないという非常に大きな本質的な欠点があったのですが、

これに対して産総研の研究者が非常に簡単なクロマトグラフィー法で分離ができるという

技術を開発いたしまして、これも今後、カーボンナノチューブを単なる構造材料ではなく

てエレクトロニクス応用等々に使うときには非常に注目されている技術であります。 

 実際これを使って、そこにありますようなゴムの中にカーボンナノチューブを複合材料

として入れることによって熱伝導性が極めて高くなる、あるいは電気伝導性ができてセン

サーとしての作用をするというような展開が見えてきています。 

 それから、少し方向性の違う取り組みとしては、ＭＥＭＳセンサーをセンサーネットワ

ークとして実適用する、こういう例を積み重ねています。今、ご承知のとおり、様々な社

会課題に対応するために、必要な場所にできるだけ小さな、かつ消費電力の小さいセンサ

ーをばらまいて、そこからの情報を収集して対応をとるという技術が必要になってきてい

ますが、そのための基盤技術として、まずセンサーのほうはＭＥＭＳという技術を使って、

微細加工技術で非常に小さく、かつ消費電力の小さいものをつくる。同時にこれを無線ネ

ットワーク、これも新開発の極めて消費電力の少ない無線ネットワークですが、これに適

用して、実際のシステムに提供する。 

 例えば、１つの例として、コンビニエンスストアの電力状況を実時間で見える化をする

というところに適用することによって消費電力が下がるということも実現していますし、

それから、農業適用ということでは、鶏舎の鳥のところに加速度と体温を検出できるセン

サーを適用して、鳥の健康状態をモニターする。これは鳥インフルエンザの防止策として

非常に効果的ではないかと思っているところです。 

 今後の取り組みとして、特徴的な代表的な例を21ページに２つほど示させていただきま

した。１つは、ナノテクノロジーの例として、分子レベルの新しい設計により、光を当て

ることによって溶けたり固化をしたりする、こういう新しい材料を開発しました。これを

発表後、様々な企業から非常にたくさんの共同研究の申し込みがありまして、これを使う

と、光を当てるだけで接着したり外したりするというようなユニークな接着剤ですとか、
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表面に傷がついても、光を当てるだけでその傷が自動的に修復する、こんな新しい材料が

展開できる可能性があって、今、共同研究が非常にホットになっているところです。 

 また、ＩＴの製造現場への適用についても様々な新しい技術開発をしていまして、そこ

にFault Tree Analysis という例を１つ出しましたが、これは自動車部品開発のような、

信頼性が非常に高く要求される開発現場で、こういう産総研発のプラント、あるいは支援

ソフトウエアが実際に使われ始めていまして、今後はこれをより広い範囲に社会適用して

いきたいという展開を重点的な分野として考えています。 

 以上です。 

○佃理事  それでは、地質の分野の研究を紹介させていただきたいと思います。23ペー

ジをお開きください。 

 23ページに全体の研究戦略を紹介しております。地質分野は大きく４つの柱で進めてお

ります。地質基板情報の整備。これは、産総研がナショナルセンターとして国の業務を引

き受けている、最も基盤とする重要な業務でございますが、地質図の整備等地質情報の整

備をして社会に貢献するということです。２番目が地圏の資源と環境ということで、鉱物

資源、地下水、あるいは地熱調査等々の環境問題を含めた研究を進める。それから、地質

災害。地震、火山災害についての研究を進め、それを社会に提供するということを重要な

業務の柱としております。 

 24ページ以降、24年度の成果として３つほど研究成果を挙げさせていただいております。 

 最初に、20万分の１日本シームレス地質図の革新的進歩ということです。これは、日本

列島を統一基準でくまなく地質図を整備したわけですが、それをより使いやすくする、い

つでもどこでも使える状況にしていこうという研究開発を進めておりますが、今回、Goog

le Maps 版を大幅に進化させ、スマートフォンやパソコンでも同一環境の動作が可能とな

るということと、新たなコンテンツとして、社会的興味を引いております火山のデータベ

ース、あるいは活断層のデータベースとリンクさせることによってより効果的に示すとい

うことと、Google Earthを利用してそれを３Ｄで表現するということが進みました。その

結果、この間ずっと利用が格段に進歩しておりますが、この１年間でもさらに 1.5倍アク

セス数が増えたという状況で、この地質情報を利用して、より強靱な日本列島の開発、あ

るいは利用に貢献できるようにしていきたいと思っております。 

 25ページでございますが、これは資源の開発にかかわることでございます。また、国際

連携という課題ですが、これは南アフリカ共和国との共同研究で進めているものです。ご
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存じのように、レアアースの問題は先端技術の問題で非常に重要な資源がありますが、こ

の間、国の主導で進められております南アフリカとの共同研究で進めてまいりました資源

探査・研究の結果、有望な鉱床が発見されたということであります。経済産業省の委託に

よりまして調査を進めて、さらにボーリング調査を実施し、有望な鉱体の評価ができまし

た。これを今年度からより精度を上げて進めてまいります。この結果は近いうちに民間の

開発につなげられる、かなり有望な鉱床ということでございます。 

 ３番目でございますが、地震関係の研究です。「地震発生予測精度の向上のための基本

モデルの提案とシミュレーションの実施」ということですが、分解能20キロメートル程度

で地表部から深さ50キロメートルまでの温度構造と物質のレオロジー、日本列島のレオロ

ジー構造のモデル化を提案し、それに基づいてシミュレーションを実施したということで

す。これは、基本的に、何に役立つかということですが、内陸地震の発生の場をシミュレ

ーションするときに非常に重要な基盤の情報となるということでございます。 

 最後に、今後何をやっていこうかということでありますが、我々、社会ニーズ、あるい

は政策課題に応えるということを重要な役割と認識しております。最近の問題となってい

る南海トラフから発生する地震をより精度よく予測して、それを社会の災害リスク低減に

役立ててもらうということも非常に重要な課題です。内陸の活断層研究、さらには衛星情

報と地質情報を活用した、よりインテグレートしてより使いやすい情報としていくという

研究。地熱資源のポテンシャル評価ですが、これは、先ほどありました福島拠点での重要

な研究課題として取り組んでいくということでございます。 

 以上でございます。 

○三木理事  それでは、続きまして別表３、スライド番号28ですけれども、計量の標準

というところを説明させていただきます。ここは、計量標準の設定・供給、あるいは関連

した計測技術の提供によります産業技術基盤、社会安全基盤の整備をミッションとしてお

ります。 

 29に行きまして、当分野の研究戦略ですけれども、５つの柱を掲げております。 

 まず最初がグリーン・イノベーションの実現ということで、エネルギー関連技術、ある

いは省エネルギー技術の開発を支える計量標準の開発ということで、ここでは代表的例と

してはＬＥＤの評価技術のための標準の開発というのを載せてあります。 

 次がライフ・イノベーションの実現ということで、先進医療や臨床検査、あるいは食品

の安全などに必要な標準物質の提供ということで、例として、絵がありますけれども、放
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射性セシウムを含む玄米の認証標準物質を挙げてあります。 

 右側に行きまして、産業の国際展開ということで、日本の産業力強化のために必要な規

格化も含めて基盤を整備するということで、ここでは10ナノメートルのピッチの物差し、

ナノスケールの標準の模式図が書いてございます。 

 左下で次世代計量標準ということで、ここでは、目下、数年先に予定されておりますＳ

Ｉ単位系の改定、一番大きなものはキログラム原器がもう用済みになるという話でありま

すけれども、その中での貢献ということで、ここでは、代表例としまして、シリコン球の

中のシリコンの元素の数を実質数えるという技術を開発して、キログラムを実現しよう、

それに貢献しようということであります。 

 右側の先端計測技術開発ということでは、先端的な計測技術の提供、あるいは生産現場

で本当に必要とされている計測技術を提供することによって、イノベーションなり産業の

基盤を形成していこうというものでありまして、代表的な例として生体高分子の分析装置

を載せてあります。 

 それぞれの24年度の成果の代表例としまして、まず、30ページ目には光格子時計の開発

を載せてあります。これはまさに先ほど申しましたＳＩ単位系の改定の１つのトピックで

ありまして、光を使って格子状の点に原子、ここではイッテルビウムでありますけれども、

それをとめておくという技術を開発しまして、原子をとめてｶﾞｲﾀﾞﾝを遮るということによ

って、原子のもともとの性質を測定することができる。これによって光の領域で時計をつ

くることができる。現行の時計のさらに１けた、２けた精度の高いものができるという予

想のもとに行っております。最初の測定では、一番上の右にありますように、アメリカ、

韓国などと並んで日本の測定結果が非常にいいところに来ているということがありますし、

左の下のほうでは、この技術は東大の香取先生が発案した技術でありまして、日本オリジ

ナルな技術なわけですけれども、産総研とかそういうところを結んで、精度が非常に上が

りますと、一般相対論効果で、重力場が変わっていると時計の進み方が変わる、そういう

ことまでわかってしまうものですから、そういうことで重力ポテンシャルのモニタリング

を行う、そういうこともできるようなことになっております。 

 次に、31ページに行っていただきまして、ここは、食品とか環境の分野で必要になる、

安全の確保のために必要になる標準物質を効率的に開発するということで、これまでです

と、何かの標準物質はそれぞれの物質について薄めていったり、値をつけていったりとい

うことで、非常に効率が悪うございましたけれども、ここでは、それぞれの物質の中にあ
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る、それを特定できるＮＭＲの信号を使って、その定量性に着目して、一度に沢山入って

いる物質に値をつけることができるという、一番高精度というわけではないのですけれど

も、現場で使うのに必要にして十分な標準物質を一度に値づけができるという画期的な技

術がありまして、結果として、右の下にございますように、2007年ではなかったのが、５

年間で 140個、毎年30個ぐらいずつつくっていく。これは、これまでの技術と比べたら、

桁違いに生産性が高くなっております。こういう技術を開発しております。 

 ３番目が大震災と原発事故にかかわる放射線測定への対応ということで、一番下に線図

が書いてございますけれども、こういう色々なことをやってきました。ポイントとしまし

ては、つくばセンター内での線量を測定して、ウェブサイトで公開。それから、講習会、

研究会を通じて放射線の測定の信頼性確保について情報を提供した。それから、放射性セ

シウムを含む玄米の認証物質を開発して、それを 150本頒布したということがございます。 

 最後に、33ページのところで今後の取り組みということが書いてありますけれども、グ

リーン・イノベーションの実現というところでは、先ほど出てきましたが、ＬＥＤとか、

水素の流量計測であるとか、そういったことも含めてグリーン・イノベーションに貢献し

ていきたいと思っておりますし、ライフ・イノベーションについては、それに必要な色々

な計量標準をさらに開発していきたい。生産現場計測技術では、この絵は現場で実際に使

われているスパッタ装置ですけれども、そこの異常放電の検出であったり、そういったこ

とを通じて現場で本当に必要とされている技術を開発していく。右側の方は、材料評価の

ための先端計測・分析機器開発ということで、超伝導のデバイスを使ったＸＡＦＳ分析装

置であるとか、フェムト秒過渡吸収分光装置を使って、日本の産業に必要とされる技術を

提供していきたいと思っております。 

 以上です。 

○島田理事  続きまして、資料２―６、研究ユニット評価の結果概要について説明させ

ていただきます。 

 まず、３ページをご覧ください。３ページは、第３期の研究ユニットの評価システムを

示しております。産総研で行っております研究ユニット評価は、中期目標、中期計画に対

して研究ユニットが適切に進捗しているか。また、そのためにシナリオ、ロードマップが

適正なものをもっているか。そういうことを評価して理事長に報告する。そういうストラ

クチャーになっております。 

 第３期では、研究ユニット評価に加えまして、もう少し大きな目で見たときに研究ユニ
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ットの活動がどうであったか、どういう方向に進むべきかということを理事長に報告いた

します。研究ユニット活動総括提言、それから、評価は２年に一度でございますので、そ

の間に行います評価のフォローアップ、これは評価部も行いますし、評価委員の先生方を

お招きして行うこともあります。こちらの３本柱で評価を行うこととしております。 

 次のページをご覧ください。評価の内容でございます。左側に書いてあるのは評価項目

でございまして、①が研究ユニット全体のシナリオ・ロードマップ。果たして研究ユニッ

トがその中期目標、中期計画を達成して、それをイノベーションに積み上げていくシナリ

オ、ロードマップが適正にあるかどうか。これについてコメントいただきます。 

 ②がユニットの戦略課題でございまして、その研究ユニットの行っている研究課題がど

のような成果を上げているかということでございます。 

 ３番目がイノベーション推進への取り組みということでございまして、研究するだけで

はなく、イノベーションにつなげるためにどのような努力をしているかということでござ

います。 

 ４番目は、マネージメントがどうなっているかということでございます。 

 右側にどのような評価システムで行っているかを書いてございますけれども、一番最初

はアウトカムの視点からの評価の継続ということでございまして、論文の数、特許の数で

はなく、後々出る社会へのアウトカム、そういう点から評価を行っていくということで、

これは継続してございます。 

 ２番目といたしまして、外部委員の強化ということでございまして、外部委員の人数を

増やしまして、外部委員の採点割合を増やすということを行いました。外部委員といたし

ましては、研究開発、技術・学術的視点だけではなくて、経営的視点、社会的視点の委員

の先生方に加わっていただきまして、ここに書いてありますように、２対２対１の割合で、

概ねこのような割合で行っております。外部委員の先生につきましては、ユニット戦略課

題、イノベーション推進への取り組みについて評点をつけていただく。シナリオ、ロード

マップについては、コメントをいただくということでございます。 

 下のほうに「＊」がございますけれども、24年度につきまして、折角評価を行うのであ

るから、他の関連する研究ユニットに幅広く聞いてもらったほうがいいだろうということ

で、研究ユニットにそのような訴えがございまして、11研究ユニットの評価委員会に15の

研究ユニット、19名が出席しました。聞くところでは、皆さん、大変よかったのではない

かということでございます。 
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 続きまして、アウトカム創出の視点からの評価について簡単にご説明いたしますと、産

総研の活動は、インプットに対してアウトプットが出るわけでございますが、この評価で

は、それだけではなくて、最終アウトカム、ここに書いてありますように、新産業の創出

にどのように結びつくか、社会経済的価値の創成、安全・安心社会の実現、文化の向上な

どにどうつながるか、そういう視点からできるだけ評価してもらおうということでござい

ます。 

 これはなかなか時間がかかりますので、最終的なアウトカムを見ていただくだけではな

くて、そこに対するロードマップがよく描かれているか、また、アウトカムに向かっての

アウトプットができているか、そういう視点で評価いただこうということでございます。 

 次の６ページに、どのユニットにやったかということが出ておりますが、24年度は、そ

こに出ておりますような30ユニットについて行いました。23年度は13ユニットでございま

して、２つほど24年度になくなったユニットがございます。41ユニットにつきまして、23、

14年度で評価を行ったということでございます。 

 その結果でございますが、７ページにございます。「優れている」が４点、「概ね」では

なく「着実に」ということらしいですが、「適切」というのが３点、「要改善」が２点、

「不適切」が１点でございまして、そこにございますように、中期計画項目でいきます大

分類ⅠからⅣまで、それから別表２、別表３について、このようになっております。平成

23年度は、11ユニットでございますので、課題の数も少なく、ほとんどが24年度のように

見えますが、先ほど申しましたように、ここで一巡しておりますので、これが第３期、中

間地点におきます各課題に対する評点分布ということになろうかと思います。 3.5から４

ぐらいが一番多いところでございまして、大分類Ⅰから別表３まで、大体 3.6から４ぐら

いの間に来ておりまして、「適切」もしくは「優れている」という評価をいただいており

ます。 

 ８ページ以降、どのような評価コメントをいただいたということを具体的に書いており

ますが、時間の関係でこの辺は割愛させていただきます。 

 すべての結果は、お手元にお配りいたしました「平成24年度研究ユニット評価報告書」

に研究ユニットごと、あとはコメントのサマリー等が付しております。 

 最後に、13ページ、前回の評価結果、22年度にいただいた評価委員会のコメントに対し

て24年度は、どのように対応したかということをまとめました。研究課題、イノベーショ

ン推進、ユニット運営、極めて代表的なものでございまして、それぞれ、具体的というよ
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りは、ある程度丸めてございますが、いずれも評価委員の先生のコメントに対してこのよ

うに対応して、概ね満足が得られているという状況でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○河津委員  産総研からの説明は、最後でございます。資料２―７でございます。時間

も押しておりまして、細かい項目が並んでおりますので、駆け足になりますが、ご了承い

ただければと思います。 

 まず、全体の項目、業務運営の効率化と財務内容の改善、その他と分かれておりまして、

効率化に関しましては財務・契約関係、人事関係、内部統制関係となっております。 

 スライドで申し上げますと、４ページからでございます。業務運営の効率化に関しまし

て、まず業務全体での効率化ということで、ルールに従って運営費交付金が削減されてき

ているというところでございます。 

 ５ページでございます。役職員の給与の見直し、それから退職手当の支給水準の引き下

げ。これはいずれも国の状況に準じた措置を講じてきているところでございます。 

 ６ページ、公共サービス改革（市場化テスト）でございますが、これも23年度中に選定

手続を進め、24年度から実際の業務委託が進んでおるところでございます。 

 ７ページでございます。中期計画の目標値で、所内のリサイクルシステムを使って年間

 600件の再利用を目指すというのがございます。スライドの真ん中にリユース件数がござ

います。システムを利用した件数というのが、ブルーの斜め線が入っているところでござ

いますが、23年度 532に対しまして24年度 386と下がってきております。かつ水準が 600

件という目標を下回っております。今回、オレンジ部分でございますが、ユニット間のリ

ユースと書いてございますけれども、これは、システムを利用する前にユニット間で、い

わば相対で機器のリユースを決めたものをシステム上事後的に把握することができるもの

ですから、それを加えてみたものが今回の資料でございます。これを加えますと、23年度

は 600件という水準は何とかクリアしていたわけでございますけれども、いずれにしても

少しペースダウンをしておりまして、改善をしていきたいと思っております。 

 次は、契約関係でございます。平成19年から随意契約の削減等に着手しておりまして、

９ページでございますが、24年度の状況でございます。22年度に設定いたしました随意契

約見直し計画の目標値と実績値が小さな表にしてございますが、24年度は目標をクリアい

たしました。ただ、達成した原因でございますが、真ん中あたりに書いてございますけれ

ども、たまたま24年度には契約が発生しなかったというようなことの要因が大きいもので、
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この水準を25年度以降維持していくというのはなかなか難しいのが正直なところでござい

ます。 

 10ページが一者応札の改善でございます。できるだけ競争によって業者を選ぶというこ

とが実質的にできるようにということで、一者応札が減るように努力をしてきてございま

す。表の右下、黄色い色をつけてございますが、若干ではございますけれども、24年度は

改善をしてきてございます。 

 具体的に24年度中にとりました措置が11ページに記載してございます。ただ、いずれも、

これというのが決め手になったということではございませんので、これも引き続き努力を

していきたいと思っております。 

 契約の詳細につきましては、12ページにございますように、契約監視委員会を今月中に

３回ないし４回、集中的に開催していただきまして、ご審議いただきたいと思っておりま

す。７月の評価委員会のときにご報告できればと思っております。 

 次は人事・研修関係でございます。14ページでございますが、研究系の女性の採用を15

％以上目指そうという目標を３期で掲げてございます。この表の一番右側、上から３つ目、

15.2％という数字がございますが、現時点ではこの目標値はクリアしているというところ

でございます。 

 15ページが研修でございます。研修を充実させていこうということで、23年度から新し

い研修を始めたこともございまして、この 300名以上という数字はクリアしてきていると

ころでございます。 

 次の16ページ、17ページでございますが、これも中期計画の中で第２期に策定をいたし

ました人材開発戦略会議報告というものを具体化するということをうたってございます。

その具体化といたしまして、16ページは、研究職員につきまして、役職・役割に応じた職

務手当を支給するということで、その役職の再定義をいたしまして、整理をしてございま

す。17ページにつきましては、事務系職員につきましては、役職定年制を導入するという

ようなことをやってきてございます。 

 次に、18ページ以降、内部統制に関する取り組みでございます。19ページは、先ほどの

研究ユニット評価でございます。この項は、特段新しいことはございません。従前どおり

のやり方を確実に進めているというところでございまして、20ページが理事長裁量予算、

21ページ、ミッションの明確化、個人評価の項目をしっかりみていく。あるいは、22ペー

ジ、23ページは、参加型のコンプライアンス等々進めているところでございます。 
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 24ページ、25ページに事故のことを少し書き加えてございます。24ページが、産総研の

中で一般事故と呼んでおりますが、研究者の実験中の事故と思っていただければと思いま

す。人的被害のありなし、人的被害といいましても、指をちょっと切ったとかということ

も含めた推移でございます。ちょっと波がございますが、大きくみれば低下傾向かと思い

ます。 

 25ページでございます。この中で１つ大きな事故がございました。真ん中に書いてござ

いますが、関西センターの電池実験棟が火災を出しまして、そこにありますように相当煙

が発生いたしました。幸い、近隣の方も含めまして、この実験棟以外に人的・物的被害は

ございませんでした。消防等でも出火原因は特定できませんでしたが、下に書いてござい

ますように、考え得る再発防止策は徹底をしていこうということで対策を講じたとこでご

ざいます。ちなみに、この実験棟はもう閉鎖し、解体をすることにしてございます。 

 情報セキュリティーにつきましては、26ページのとおりでございます。 

 最後に、役職員の給与水準ということで、国家公務員を 100をとした場合の指標という

のが28ページにございます。24年度につきましては、23年度に比べて若干の低下という状

況でございます。 

 29ページは、財務に関してでございます。これは、行革本部決定、先ほどの資料２―３

でも少しお話がありましたが、まず、公益法人に対する会費の支出を見直すということで、

この行革本部決定に従いまして、監事の精査も含めて実施をしてきてございます。 

 それから、31ページ以降、資産の状況でございます。これも既にお話をさせていただき

ましたが、32ページにあります資産を活用し、33ページにありますような中小企業の技術

相談、あるいは共同研究を実施しているところでございます。 

 34ページは、加えまして、私どもＩＢＥＣと呼んでおりますが、産総研の保有する機器

を広くご利用していただくというような仕組みも講じておるところでございます。 

 35ページでございます。これも同じく行革本部の決定でございますが、利用目的が終了

した資産については処分をする、あるいは国庫に返納するということで、そこにあります

小金井支所、あるいは中部センターの瀬戸サイトにつきまして、国庫納付等の処分を進め

ているところでございます。九州センターの直方サイトは、既に国庫納付を終了いたしま

した。 

 それから、国が公務員住宅を見直すということで、独立行政法人も同じく宿舎の見直し

を進めてございます。産総研なども旧公務員だったということもございまして、公務員住



 

- 32 - 

宅に入っている者がまだ沢山おりますけれども、36ページにありますような見直し計画に

基づきまして、具体的には37ページ、産総研におきましては、頻度高く転居を伴う転勤等

をする職員に限定をしてこの住宅を用意するというように5月１日から制度の運用を変更

したところでございます。 

 38ページからが財務内容でございます。これは現在決算作業中でございますので、細か

いところは変動する可能性もございますので、ポイントだけ申し上げさせていただきます。

39ページがＢ／Ｓ、40ページがＰ／Ｌでございます。 

 まず39ページ、右側の○の２つ目のところでございます。運営費交付金債務につきまし

ては、総務省から特に審査をいただくようにという指摘が来ているようでございますけれ

ども、この運営費交付金債務、年度末にＢ／Ｓに載ります債務というのは、いわばまだキ

ャッシュアウトしていないといいますか、経費として発生が認識されていないお金でござ

います。これが24年度 188億ございます。23年度 191億ございました。これは、震災がご

ざいましたので、インフラが傷つきまして、研究が思うようにいかなかったというところ

が原因かと思いますが、そこで膨らんだものが、24年度、若干ではございますけれども、

減少してきているというところでございます。 

 それから、Ｐ／Ｌが次でございますが、その結果としての利益剰余金が41ページでござ

います。③当期未処分利益８億円と出てございますが、これも例年ご説明をしてございま

すけれども、非キャッシュ性の積立金、すなわち自己財源で取得した固定資産のいわば簿

価分が残っておりまして、それを翌期に繰り越すというような性格のものでございます。 

 44ページ、その他でございますが、45ページで１つだけご報告させていただきますと、

産総研の情報システム、メールシステムをクラウド化して、大きな経費の削減も進めてご

ざいます。 

 それから、46ページ、24年度の補正ということで、１つ目は、新たな研究施設の整備 1

10億円。これは、既存の施設、老朽化した設備等を閉鎖・解体をするということとセット

でございますが、その他の残る施設につきましても、老朽化対策として、その下でござい

ますが、 218億円の施工を進めつつあるところでございます。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました、 

 予定していた時間よりもちょっと延びたようですけれども、今ご説明いただきました11

名の方からの大変密度の高いご説明ですが、委員の皆様から、この際これだけはどうして
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も聞いておきたいとか、あるいは重要であるとお考えのことについてご質問いただきたい

と思います。後ほどまた詳しい資料を皆様にそれぞれご覧いただいて、ご質問をメールな

どでお寄せいただくことになると思いますけれども、どうしてもここで聞いておきたいと

いうことがありましたら、ぜひお願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  研究の中身ではないのですが、１つ、評価のほうで、私、昨年か一昨年か

関連する他部門、あるいは研究ユニット長も入れて評価をやったらどうかとご提案申し上

げました。評価の当事者にはならなくても、そこでかなり意見交換ができるということで、

今回お聞きして、24年度から早速おやりになって、いろいろな連携等の話も出たというの

で、大変うれしく思っています。 

 それと同じように、先ほどのご説明で、新しい研究テーマとか研究ユニットの改廃等の

ときに、他の独法の関連する方も参加していただいているというようなお話があったので

すが、その関連する他の独法というのは、他省ではないですね。経済産業省の中の関連す

る独法の方ということですか。例えば、こういう分野で理研の方に来ていただくとか、そ

ういうことではございませんよね。そこの点を知りたかったのです。 

○室伏部会  矢部理事、お願いいたします。 

○矢部理事  今年、触媒化学融合研究センターをつくりましたけれども、そのときの設

立には、理化学研究所の方に来ていただきました。 

○湯元理事  同じく創薬分子プロファイリング研究センターの方には、理研、あるいは

医薬基盤研からも来ていただきました。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

○手柴委員  はい。 

○室伏部会長  他に如何でしょうか。大分他省庁との連携も進んでいるようですので、

より効率のよい事業の進展が実現されていくだろうと思います。 

 他にには如何でしょうか。赤池委員と堤委員はよろしいですか。では、堤委員、お願い

します。 

○堤委員  先ほど、論文数が少しずつ減ってきたというので議論されているということ

だったのですが、どういう分析結果というか、どういうことが議論されているか、もし差

し支えなければ……。 

○瀬戸理事  まだ正直ここでお話しできるような分析結果は出ていないのですけれども、
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色々な観点としか言えないのですが、研究者の年齢構成とか、年齢階層別にどのような論

文の出方になっているのかとか、また、共同研究の影響があるのかとか、あとは、もしか

したら採用のところまでさかのぼらないといけないかもしれませんけれども、色々な観点

から検討させていただいています。 

 検討に当たっては、単に内部ということではなくて、色々な外部の企業や大学の先生方

等の意見も参考にしながら、今後対策については打っていきたいと思っています。 

○室伏部会長  よろしいでしょうか。 

 論文の数のことですけれども、分野によっては、非常に論文が出にくくなっているとい

う傾向があるところがございますよね。ですから、数というよりは、やはりその内容がど

うかということが非常に重要だと私たちは思っているのですけれども、例えば、若い人が

どこかに出るようなときには論文の数というのがかなり大事だということで、それを審査

にかけられてしまうので、余り論文の数が少ないというのも困るのですが、論文の質とい

うものが一番重要なものだとお考えいただくのが、これからは特に大事かなと思います。 

○瀬戸理事  ありがとうございます。その点、十分に踏まえてやりたいと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 他に如何でしょうか。赤池委員、如何ですか。 

○赤池委員  いわゆるヘッドクオーター特区というか、アベノミクス特区みたいなもの

の中核的な研究機関になっていくようなプロジェクトというのはあるのでしょうか。 

○室伏部会長  如何でしょうか、どなたか。お願いします。 

○川上理事  今、産業競争力会議とか、総合科学技術会議とかで色々ご議論をされてい

ます。その関係で、政府がこれからどういう施策をとっていくかということにもよると思

いますが、私どもの研究内容とは密接に関連する分野も多いと思いますので、私どもとし

ても積極的に参画をしていくということで考えていきたいと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。他にには如何でしょうか。よろしいですか。 

 先ほど、理事長から、地域の振興のために産総研はあるというお話をいただきましたけ

れども、今までに幾つか地域センターなどを拝見して、産総研は地域の企業との連携が非

常にうまくできているなということを感じました。 

 つい最近は、東北センターで見せていただきましたが、非常に人数も少なくて、中のテ

ーマも非常に絞られているのですけれども、それぞれが地域の企業と実によく連携をとっ

て、それが実際に実用化までもっていくことができるという、とても理想的な連携ができ
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ているなということを感じました。 

 地域センターは、とても小さいところが非常に頑張っていますので、是非もっと地域セ

ンターにも手厚くしていただけるといいんじゃないかななどと思って拝見してきましたけ

れども、またよろしくお願いします。 

○中鉢理事長  おっしゃるとおりで、先ほど、アベノミクス等の関連でご質問がござい

ましたけれども、今、国が抱えている課題に対しては、緊張感をもって、感度よく反応し

ていきたいと。特に、先ほども触れましたけれども、ライフ、健康長寿社会、環境エネル

ギー、それからインフラの整備、地域資源と。今も出ました地域資源についても、十分地

域の特質を生かした国プロジェクトのあり方というものを意識しながら進めていきたいと

考えております。 

 私も先日、東北センターを訪問いたしまして、極めて地元との連携、あるいは地元大学

との連携をとりながら進めている。他のところも同じような展開ができればなと思ってい

ます。 

 それから、もう１つ、ちょっとさっきの関連で申し上げますけれども、例の論文数が低

下しているということについては、私自身も極めて重大なことであるというふうにとらえ

ています。このことが産総研特有の問題なのか、あるいは日本の大学も含めてのことなの

か。分野によってという部会長のお話もありましたけれども、例えば、ＩＴ、情報エレク

トロニクス分野、これはそういった企業の動きであるとか、そういったこともベンチマー

クしながら、我々の６分野について民間の動きもベンチマークしながら分析していきたい。

年齢とか、あるいは制度的な変更がどのような影響を及ぼしているのかについて、組織的

に調査してまいりたいと思っております。いずれ早い時期にご報告できるようにしたいと

思います。 

○室伏部会長  手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  私もさっき部会長が言われたのと同じように、余り数だけにとらわれない

ということなのですけれども、その中で是非見ていただきたいのは、他の研究機関との共

著、あるいは特に最近重要視されていますのは海外の研究機関との共著、それがどの程度

あるのか。特に日本は、海外の研究機関との共著の比率が低く、中国、韓国が非常に大き

くなっているというふうに聞いていますので、そういう視点でもぜひ解析していただけれ

ばと思っています。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。十分注意して……。 
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 インパクトファクターについては、よく見なければいけないのですけれども、私どもの

今の質は上がっていると。質は上がっているのですけれども、かさが減っているという、

矛盾したというか、両方いいことがないものになっています。それから、連名のものでは

件数が増えているということで、委員おっしゃるとおりでございますので、できるだけ連

携を深めたことも恐らく論文数につながるのではないかという予感はしておりますけれど

も、なおこれを検証しながら進めてまいりたいと考えております。 

○室伏部会長  他に如何ですか。 

○赤池委員  今の関連で。是非その中で、戦略的に知財をブラックボックス化している

ようなケースで特徴的なものなんていうのがたどれたら、今後のビジネスモデルの参考に

もなりそうなので、そんな点も留意していただければと思います。 

○室伏部会長  瀬戸理事、お願いします。 

○瀬戸理事  その辺は十分に考えてやりたいと思いますけれども、オープンイノベーシ

ョンといっても全てがオープンにするわけではございませんので、その中でブラックボッ

クス化する部分、オープンにする部分、また論文としてオープンにできる部分と、やはり

秘匿しなければいけない部分とありますので、そういう中で論文数にどのように反映して

いるのかといったところは検討したいと思っています。 

○室伏部会長  やはり有効な知財をとっていくというのは、非常に大事だろうと思いま

すので、その点も是非よろしくお願いいたします。 

 他に如何でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、最初に予定していた時間がまいりましたので、業務実績にかかわる質疑はこ

こで終わらせていただきたいと思います。 

 先ほど、事務局からご説明がありましたけれども、実際に細かくご覧になって、色々ご

質問等がおありだと思いますので、そのときには事務局を通じて回答させていただくよう

にいたしますので、是非色々なご質問等をお寄せいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、最後に議題 (3)産総研の役員退職手当規程の改正についてです。では、事務

局から説明をお願いします。 

○渡邉産総研室長  今一度パソコンの方にお戻りいただきまして、資料３―１「独立行

政法人産業技術総合研究所の役員退職手当規程の改正について」をご覧下さい。 

 「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」が平成24年８月７日に閣議決
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定されました。国家公務員の退職手当につきましては、官民の格差解消を図るということ

のために、政府はその措置として国家公務員退職手当法を改正したところでございます。 

 これによりまして、退職手当法上設けられております調整率につきましては、平成25年

１月１日より段階的に引き下げられることとされておりますが、閣議決定では、独立行政

法人の役職員の退職手当につきましても、国家公務員の退職手当の見直しの動向に応じて、

通則法上の趣旨を踏まえつつ、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措

置を講ずるよう要請を行うということにされております。 

 これに基づきまして、独立行政法人における役職員の退職手当につきまして要請を行っ

たところでございますけれども、その要請を受けまして、産総研側より役員の退職手当規

程の改正を行ったことについて、通則法第62条に基づき、理事長から当省に対して届け出

がございました。 

 具体的な規定につきましては、資料３―２「独立行政法人産業技術総合研究所役員退職

手当規程」になりますが、大部にわたりますので、資料３―１の２．に改正の内容が記載

されてございます。基本的には、国家公務員の見直しに応じた形で産総研におきましても

改正を行われたということでございます。 

 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。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご質問ございますでしょうか。世の中

の流れで、仕方がないのかなと思いますけれども、如何ですか。産総研はものすごくすば

らしい業績を上げて、かえって増やすということもそのうちあるかもしれないなと、ちょ

っと期待をもったりしているのですけれども。よろしいでしょうか。 

 それでは、本議題につきましては、当部会としては適当であるということにさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 では、最後に、議題 (4)の「その他」というのがございますけれども、これについてご

説明をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  先ほど、資料１―５でご説明させていただきましたが、次回は７月

８日ということでございますが、それまでの間に個別の評価シートにご記載の上に６月17

日までにご提出をいただければと思います。その間、ご質問等ございましたら、遠慮なく

ご提出いただければ、即座に回答を準備させていただいてお届けいたしたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 次回の会場は、８日15時より、同じ場所でございます。もうちょっと暑くなっているか

もしれませんけれども、よろしくお願いできればと存じます。 

 また、本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、事務局より委員の皆様にご

送付いたしまして、ご確認いただいた上で、経済産業省のホームページに掲載し、公開し

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日お配りいたしました資料につきましては、パソコンに取り付けてあるＵＳＢ

の中に全部入っています。産総研の研究戦略も、パンフレットも、評価報告書も含めて、

全部入っています。印刷したものもあった方がよろしいと思いますので、置いといていた

だければ、後ほど郵送でお届けしたいと思います。なお、できましたらＵＳＢは次回お持

ちいただければと存じますので、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  評価表なども納めたＵＳＢ、これは入っているのですか。それとも後で。 

○渡邉産総研室長  個別の評価シートは、シンプルなものは入っているのですけれども、

ご覧いただくときに、先ほどの資料２シリーズの関連でリンクを張って、関連するところ

を見やすくするような工夫をしたファイルというのは、別途用意させていただきたいと思

いますので、それは出来次第できるだけ早くお届けしたいと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。リンクして、さっと資料が出てくるようにして

いただけないかとお願いしてしまいまして、とても大変な作業だったと思うのですけれど

も、ありがとうございます。それが近いうち委員の皆様のお手元に届くと思いますので、

便利だなと思って評価をしていただければと思います。 

 それでは、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、安永審議官が他のご用事でちょっと遅れていらっしゃいましたので、ここで

ご挨拶をいただければと思います。 

○安永審議官  本日は、お忙しいところ、産総研の平成24年度の事業の評価のためにご

参集いただきまして、委員の皆様方、ありがとうございます。ご紹介いただきました産業

技術環境局の審議官の安永でございます。 

 何度か質疑の場でも出ておりましたように、アベノミクスの３本目の矢と。まさに経済

成長を促すために「戦略市場創造プラン」ということで、新しい産業をつくろうと。新し

い産業の中で日本の産業界が競争力をもって戦えるようにしたい、こういうことでやって

いるわけでございます。間もなく、その成長戦略が閣議決定をされる予定でございます。 
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 この中でも、私ども、産総研に非常に期待をしておるわけでございます。今から１ヵ月

強、評価に至るまで、先生方にはこのドキュメントを読んでいただいて、ご評価いただか

ないといけないので、私は極力公平に物をいわなければいけない立場でございますが、あ

えて私の立場から申し上げますと、産総研には私は３つのファンクションを期待しており

ます。 

 １つは、今日のご説明にもありましたように、世界をリードするような研究成果を出し

ていただいて、なおかつその研究が、我々の言葉で最近いっておりますのは、アプリケー

ション・インスパイアードだと。アプリケーション・オリエンテッドという言葉にすると、

企業の製品開発か何かになってしまう。アプリケーション・インスパイアードだと、将来

はこういうことになるけれども、今はこういう技術をやらないといけないんだというニュ

アンスが出るのではないかなと。これは、実はアメリカの方から聞いた言葉を受け売りで

使っているのですけれども、そういう圧倒的な研究成果を出していただくというのが１点。 

 もう１つは、まさに企業の方の現場のニーズに即した研究をやっていただく。企業の方

はこういうことで困っている。実際に困っているときに、それはこういうメカニズムにな

っているからですよ。だから、こういうふうにやれば解決できますよ。そのためにはこう

したらどうですかと。このような解決策、レシピをまさしく先端的な研究の力で提供いた

だくこと。 

 もう１つが、今日の資料にも沢山ございましたけれども、産官学連携で、オープンイノ

ベーション。色々な人たちが、言ってみればそれぞれの知恵を持ち寄ってイノベーション

で行く。そのときのまさしくハブになっていただく。ハブになっていただくためには、物

理的な場も必要です。物理的な場も必要ですが、まさしく知の交流というのが一番必要だ。

そういうのをやるのに産総研という場が一番適切な場であってほしいなと思います。 

 私ども、企業の方々には、研究開発はどんどんやってください。支援します。どんどん

もうけてくださいと。どんどんもうけたら、法人税で返していただけば、国はそれでいい

んです、このように申し上げているわけです。 

 産総研は、運営費交付金というのがございまして、私の立場でも、この棒グラフをみる

と、内心じくじたるものがありまして、だんだん非常に厳しい状況になっている。ただ、

今、政府の中では研究開発法人の力をより発揮させるためにはどうしたらいいかと。普通

の独法とは違う性格なんだから、その研究開発がやりやすくなるように、いろいろな制度

面なども考えたらいいんじゃないか、こういう議論も行われております。 
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 いずれにいたしましても、24年度も産総研はいろいろな仕事をやっておりますので、委

員の皆様方におかれては、これを１ヵ月間という非常に短い間ではございますけれども、

ドキュメントをご覧いただいてご評価をいただければと思います。是非今後とも産総研の

力強い発展のために叱咤激励をいただければと思っております。 

 私からは以上でございます。どうも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。 

 それでは、これで今日の部会を終わりにしたいと思います。皆様、どうもありがとうご

ざいました。大変お暑い中でした。次回、もっと暑くなるかと思いますけれども、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了――  
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