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独立行政法人産業技術総合研究所 平成２４年度業務実績評価（案）     資料３－２ 

１．総合評価 

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）） 

１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３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（４０％） 

地質の調査（５％） 

計量の標準（５％） 

業務運営の効率化（１５％） 

財務内容（１５％） 

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

４点×２０％＋４点×４０％＋４点×５％＋４点×５％ 

＋４点×１５％＋３点×１５％＝３．８５点 

 

 

総合評価のポイント 

【算定式のウエイト】 

○「サービスの質の向上」は戦略的な研究成果の推進や国の政策との整合性を取る

ための項目であり、産総研で最も重要な項目であるので、合計で７０％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４０％、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、経済産業省独立行政法人の業

務実績評価の基本方針に基づき、それぞれ１５％とした。 

 

【総合評定】 

○産総研の本来のミッションは、わが国の科学・技術政策の実現に向けて、科学・

技術・イノベーションを一体的に推進し、新たな産業創出のための本格研究を担

うことにある。しかし、従来のミッションに加えて、東日本大震災からの復興に

関する研究と実践に大きな期待が集まっており、さらには、地域センターを中心

とした地域資源の活用がこれまで以上に重要視されている。 

復興に向けて、産総研が行ってきた様々な分野での迅速な取り組みは、高く評価

される。福島原発事故への対策として、放射線計測手法の開発と実証試験、認証
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標準物質の開発などは、実際に役立つものとなったし、さらに、23年度末から開

始された福島再生エネルギー研究開発拠点の構築に向けた取り組みは、再生エネ

ルギーを大量にかつ安定的に供給するための試みとして、大きな期待が掛けられ

ている。わが国の国民生活や産業の振興のためにも、早急に成果を挙げて欲しい

事業である。また災害対応ロボットシステムの開発も、加速化することが望まし

い事業の一つである。 

地質調査に基づく情報発信、リスクモニタリング等は、長年積み重ねてきた地味

な研究成果に基づいたものだが、こういった分野は、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。 

○グリーン、ライフ、先端技術、地質、計量ともに、グローバルインパクトを持つ

高い開発成果を生み出しており、そのインキュベーション体制を含めて高く評価

したい。 

○国の研究所として研究水準とその成果に関するパフォーマンスは大変高いものが

ある。また東日本大震災以降、国研に相応しい研究分野に活動を拡大し国民の期

待に応えている。組織運営もまた、独法に課せられた様々な指針に対して誠実に

対応、結果を出している。 

○I、II、IIIとも限られた人員・予算の中で、真摯に改革に取り組んでおり、国の

取り組みに対しても十二分に貢献してきており、高く評価することができる。 

○研究開発業務（国民へのサービス等）では、質・量の両面において年度計画を越

える成果を創出した研究ユニット、戦略課題も多く総合的に「Ａ」と評価する。 

○昨年に引き続き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わたって顕著

な貢献を果たした。福島原発事故にも迅速に対応し、新規除染技術、高所調査用

ロボットなどを開発した。 

○地域センターの人と場の活用、中小企業への技術支援・人材育成の強化など様々

な施策を通じ、地域活性化の中核としての機能が強化されたと評価する。 

○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て

いる。 

○見直しの基本方針を踏まえ、事務・事業の見直し、資産・運営等の見直しなどは

適切に実施されている。 
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○着実に達成している。 

○国の方針に基づき、誠実に対処し措置を講じている。 

○「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」に従い、適正な取り組みを行っ

ている。 

○閣議決定に基づき社会のニーズや政策課題に対応するため、組織、テーマの見直

しを継続して実施。新規テーマを審査する諮問委員会に、他省も含めた関連する

独法の研究者を参加させる試みは、重複排除のみならず新たな連携が期待でき高

く評価する。 

○「研究ユニット評価システム」と「研究テーマＤＢ」は事業運営見直しの強力な

ツールであり、一層の充実を期待する。 

 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。また、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。さらに特許微生物寄託業務は H24/4/1 をもって製品評価技術基盤機

構（NITE)に全面的に移管。閣議決定（H24/1/20）に従い、経済産業研究所および

情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

進行している。 

 

【指摘・コメント】 

○つくばイノベーションアリーナ推進部における産学連携強化の試みも、成果を挙

げており、さらに、各省庁の壁を越えた連携の下で、さらに大きな成果に結びつ

ける努力を続けて頂きたい。 

○未だ個別の研究現場からの積み上げの研究が中心の様な印象があるので、今後は、

社会の大きな課題解決に向け研究所全体で対応するような取り組みが、検討され

てはと思料する。 

○今後ますます産総研がなすべきことが増加していくであろうことを考えると、産

官学連携および国際連携を積極的に推進し、実質的な研究者数、予算を倍増させ

ていく戦略が強く求められる。 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評価は、各項目の評点に評価比率を掛け合わせて合算して算

出し、5.0≧ＡＡ＞4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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２－１．サービスの質の向上（研究開発マネジメント） 

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現） 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○産業界との連携により、多くの成果が挙がっており、産総研がオープンイノベーションハブとして十分に機

能している。 

○各地域センターにおいて、地域ニーズや特性に応じたレベルの高い研究開発の推進、地域の中小企業との連

携した技術開発や人材育成への支援等の取り組みが行われ、地域活性化への貢献が十分に見られる。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４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】 

＜評価＞ 

○オープンイノベーションハブ機能の強化という考えの下、国民に対して提供できる具体

的な研究開発の成果が生まれている。国内的には、つくばイノベーションアリーナや技

術研究組合などの取り組みを通して、また海外の研究機関との連携を通して、産総研な

らではの研究開発の進捗が期待される。 

○オープンイノベーションハブ強化を目指す TIAは､更に機能強化され､成果も上がってい

る。産総研の目指す方向に沿ったものであり大いに評価したい。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○東日本大震災に関連した復興支援等の取組については、国研としてその役割を十分に果

たしているが、エネルギー分野に限らず更に他分野にも活躍の場を拡大することを期待

したい。 

 

２．地域活性化の中核としての機能強化 

（１）地域経済の競争力を支える最高水準の研

究開発の推進 

 （２）中小企業への技術支援・人材育成の強化 

 

 

＜主な実績＞ 

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

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

の橋渡しを重点的に実施した。 

○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、
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 人材育成を行った。また、包括協定を締結している国立高専機構と連携した地域企業の

支援を実施した。さらに、中小企業との共同研究で地域センター総計 166名の研究人材

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 24 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 675件、技術相談 2,179件を実施した。 

○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（34課

題、42社）」等を実施。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、61課題を実施した。また、産総研の技術シーズを基に高性能な製品

を開発、海外展開を図る中小企業に対し、その製品性能を評価する手法を確立して製品

及び評価手法を海外に向けて発信することにより中小企業のグローバル展開を支援する

「中小企業グローバルトップ性能製品の評価手法の開発」事業を開始し、3 課題を実施

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、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整備を進めた（平成 26年 4月開所

予定）。 

○東日本大震災からの復興活動を支援する研究開発として、個人向け携帯型放射線積算線

量計の開発、セシウム除染技術の開発、災害対応ロボットシステムの開発、地質の調査

等に係わる情報発信等を実施した。 

 

＜評価＞ 

○地域活性化の中核としての産総研の役割は大きく、地域センターにおけるレベルの高い

研究開発の推進、地域の中小企業との連携と技術開発や人材育成への支援などにおいて、

様々な効果的な成果が挙がっている。 

○再生可能エネルギー研究開発拠点の構築、セシウム除去技術の実証プラントの設置、電
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池拠点としての関西センターをはじめとする各地域センターの開発成果など、いずれも

高く評価できる。 

○最高レベルの研究成果創出と地域ニーズ、地域特性に応じた研究活動という、ミッショ

ンを持つ地域センターは着実にその成果を上げている。各地域センターの特色を活かし

た得意分野の絞り込みや､センター間の連携も実施され成果を上げている。 

○中小企業への支援に関しても十分な目配りがなされ､国研たる産総研の機能に相応しい

活動がなされており好ましい。 

○人材育成活動についても年々実績が拡大しており評価したい。 

○オープンイノベーションハブ機能の強化を梃に、地域活性化および研究開発体制の強化

を推進しており、その成果も着実に見えてきている。特に、産業界との連携は、多くの

成果が挙っており、オープンイノベーションハブとして産総研が十二分に機能してきて

いることは大いに評価できる。 

○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を高く評価する。その

ために、地域センター所長の裁量の強化、地域戦略室の設置など支援体制も強化してい

る。特に地域間連携の推進はオール産総研としての取り組みとして高く評価する。また

本年度、つくば（臨海を含む）以外にも北海道センターと中部センターが技術研究組合

に参画したことも特筆される。 

○中小企業への技術支援・人材育成の強化でも着実な取り組みがなされている。実際、共

同研究として数多くの外部資金獲得に成功している。 

○東日本大震災、福島原発の被災地への多方面にわたる復興支援事業を高く評価する。放

射線積算線量計、放射能除染技術、災害ロボットの開発や地質の調査等に関する情報発

信など、産総研の研究ポテンシャルを活用した目覚ましい成果が得られている。 

 
 

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 

充実 

＜主な実績＞ 

○国際標準を推進するための体制強化と普及活動として、国際標準化推進戦略シンポジウ

ム（「新技術の認証を視野に入れた標準化推進」（平成 24年 8月 22日）、認証・認定機関

や企業の標準化・認証関係者を中心に約 450名参加）を開催し、産総研における標準化・

認証支援の取り組みを対外的に発信した。 

○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
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（３）研究開発成果の戦略的な国際標準化、ア

ジアへの展開 

 

 

名以上を目指す」との目標に対して、目標を超える 179名となった。また、継続的な標

準化研究開発事業により、平成 24年度においては、国内外の標準化機関へ 34件（国内

提案 19件、国際提案 15件）の提案を実施した。 

○プリンテッドエレクトロニクス、ITセキュリティ等のフィージビリティスタディを実施

し、認証を視野に入れた国際化標準化活動を推進した。 

○民間への移転を推進するため、基準太陽電池セルの校正等 7 件の依頼試験及び「LED 照

明の測光量の測定等に関する国際試験所間比較」等 4件の技能試験を適切に管理・実施

した。 

 

＜評価＞ 

○国際標準化の普及に努めると共に、様々な標準提案も行っており、産業の安全・安心を

支える基盤の整備に寄与する活動が推進されている。 

 

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 

 

＜主な実績＞ 

○「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して 20 の技術研究組合に参画し、17 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。 

○技術研究組合事業の実施に関わる所内手続きや相手機関との覚書の雛形を定めた技術研

究組合事業実施要領を制定した。 

○材料基盤研究プログラム TIAナノグリーンが物質・材料研究機構（NIMS）を中核に民間

企業と産総研、筑波大学を加え発足、TIA-nanoパワーエレクトロニクス研究拠点に参画

する企業によるパワーエレクトロニクス寄附講座を筑波大学に設置（平成 25 年 4 月開

講）、等の組織を越えた研究、教育両面に亘る研究拠点構築活動を行った。上記活動に対

応して産総研は TIA-nano 拠点を活用した学生等の人材育成を進めるためのインターン

シップ制度を整備した。 

○産総研イノベーションスクールにおいては、引き続き連携大学院制度等により、博士課

程大学院生 11名を受け入れて育成を行った。また、博士人材枠組み研究への協力（東大）、

企業交流会の共同開催（筑波大）、カリキュラム連携の検討と講師派遣（北大）、インタ

ーンシップ情報提供（経済産業省、COCN）などにより、大学・企業等との連携活動と成

果発表を行い、イノベーションスクールに関するノウハウの普及に努めた。 

○海外研究機関と、包括研究協力覚書の新規契約 4件、更新契約 3 件、個別研究協力覚書
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の新規契約 5件、更新契約 2件、合計 14件の覚書を締結した。これらの締結により、締

結先機関の研究ポテンシャル、研究ニーズ等についての情報が網羅的に入手可能となり、

共同研究や人材交流等のマッチングに組織的に取組むことを可能とした。 

○年間論文数は 3857報であった。論文の被引用数の世界ランキングは総合で 150位。生物

学・生化学分野では世界ランキングでは 151 位であるものの、国内では初のトップテン

入りを果たした。 

○共同研究、外来研究員、技術研修、技術研究組合等の外部人材を積極的に受入れ、研究

水準を向上させるとともに、産業界及び学生等に対する研究成果の移転を推進した。ま

た、役員兼業、連携大学院制度に基づく教員委嘱などにより、大学等への人材供給を推

進した。これら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 5978名となった。 

 

＜評価＞ 

○イノベーションスクールなどの若手研究人材のキャリアパス支援も、産総研の重要な事

業の一つであると位置づけて、さらに間口を広く、優れた人材の育成に努力して欲しい。 

 今後も、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全職員の

間にあまねく定着し、世界に誇る先導的な研究成果を挙げるべく努力されることを期待

する。社会への貢献についての全職員の意識をさらに高めるべく、工夫を重ねられたい。 

○大学との連携が産業界との連携と比べるともう少し改善の余地があるように思われる。

元々、産総研は研究者数が 2281名と、アメリカと比べて１桁少ないという重大なハンデ

ィがある。総論文数が漸減しているのは、論文数は研究者数（ポスドクも含む）に比例

するからであり、致し方ないが、これを補うのが産官学連携であり、オープンイノベー

ションハブだと理解している。より多くの研究者を抱える大学との連携をさらに推進し、

実質的な研究者数の増加を図るとともに、国際連携を通しての人材育成への取り組みの

さらなる推進を期待する。 
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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 

 

 

＜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、高エネルギー加速器研究機構等）

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 24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

標に対して、882件（ランニング 664件、一時金 218件）となった。 

○平成 24年度は 3社に対し、産総研技術移転ベンチャーの称号を付与。このうち 1社がカ

ーブアウト事業（外部人材の活用や外部の技術を産総研のポテンシャルをもって事業化

する取組）による初の創業。これにより、第１期中期目標期間から通算し、産総研技術

移転ベンチャーは累計で 115 社となった。 

○平成 24年 11月 30日、産総研技術移転ベンチャーで初の IPO（１社）。 

○外部有識者を含む検証委員会を設置し、過去 10年にわたる「ベンチャー創出支援事業」

の検証を実施した。 

○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 4,761 人（前年度 4,224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 15,534 人（前年度 15,006

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」との目標に対して、中期目標期間開始後、累計で 314 回となった。 

 

＜評価＞ 

○オープンイノベーションハブ機能の強化を梃に、地域活性化および研究開発体制の強化

を推進しており、その成果も着実に見えてきている。特に、産業界との連携は、多くの

成果が挙っており、オープンイノベーションハブとして産総研が十二分に機能してきて

いることは大いに評価できる。（再掲） 
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６．その他 

（１）人材育成業務  

（２）検査・試験・評価等業務 

 

 

（１）人材育成業務 

＜主な実績＞ 

○若手の研究職員、特にパーマネント化前の任期付研究職員に対し、研究遂行能力及び技

術の社会への展開力の向上を目的として、若手研究員初期研修を企画した。これを含め、

研究職員の能力向上及びキャリア開発に向けた意識啓発を目的とした研修を、11の階層

別研修として整備し、実施した。また研究職員に対する民法研修、若手研究職員に対す

る選択カリキュラムを新たに企画・実施した。 

○産総研が有する本格研究など多様なポテンシャルを有効に活用し、産業界で即戦力とな

る高度な実用化研究のスキルを持った人材を供給するため、「産総研イノベーションスク

ール」及び「専門技術者育成事業」を実施した。 

○産総研イノベーションスクールについては、第 6期生ポスドクコース 22名、博士課程コ

ース 11名を受け入れて、本格研究に関する講義・演習、研究現場での本格研究実践（産

総研 OJT）、企業での OJT（ポスドクコースのみ）、公開講座や企業との交流会の実施等に

より、育成を行った。ポスドクコース 22名については、うち 11名を正規就業者として

産業界等へ輩出した。 

○専門技術者育成事業については、平成 24年度までに 6回採用し、合計で 207名を育成。

育成対象者は延べ 457の資格を取得。207名のうち 168名は産業界等に就業した。 

○産総研が有する多様な研究分野のポテンシャルを活用し、既存教育メカニズムでは育成

が困難な、MEMSやバイオインフォマティクス技術を持った研究人材を育成のための活動

を実施した。 

○MEMS技術については、当該技術に参入を考えている企業技術者等を対象に基礎知識、新

しい手法、様々な MEMSの解説、MEMSビジネスモデル等に関する集中講義（3日間、226

名）を行った。その他、先端的な MEMSに関するセミナー（15回、300名程度）、ナノイ

ンプリント、マイクロ流体デバイスの基礎と作製、MEMS実装（ウエハ接合技術）の講習

およびプロセス実習（4日間、5名）、マイクロシステム融合研究会（2回、120名）、国

際シンポジウムなども開催した。 

○バイオインフォマティクス技術については、これまでの人材養成の豊富な実績が高く評

価され H23よりスーパーコンピュータ「京」の HPCI戦略プログラムに参画。ｅ‐ラーニ

ング及び講習会の受講者は延べ 486名に達した。その他、セミナーやワークショップも
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開催し、それらも含めると受講者は延べ 890名に達した。 

 

 

＜評価＞ 

○職員の意欲の向上を引き出し、優秀かつ多様な人材を確保し、育成するために、柔軟な

人事制度や多様なキャリアパスの確立、研修制度の充実、効果的な個人評価制度の確立

などが実施されており、職員の能力を最大限に発揮させ、成長させるために役立ってい

る。働きやすい職場を構築するための保育や介護支援も効果を挙げており、人材を育成

し、活躍の場を広げるための努力は実を結びつつある。若手研究者のキャリア支援のた

めのイノベーションスクールも、効果的に機能している。 

○MEMS、バイオインフォマティックス分野の研究人材交流プログラムの推進を高く評価し

たい。 

○人材育成業務の当研究所の取り組みは毎年着実に発展している。 

○産総研イノベーションスクールや産業技術人材育成等、若手研究者のキャリアパス支援

および研究人材の交流推進を着実に推進してきていることは評価できる。 

○イノベーションスクールの取り組みが日本の研究人材の流動性を促す施策として注目し

ている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○優れた女性研究者・技術者の活躍推進のために工夫して欲しい。 

 

（２）検査・試験・評価等に関する業務 

＜主な実績＞ 

○計量法第 166条に基づき、計量士の養成、計量公務員、指定機関職員の教育訓練のため、

計量教習（11課程、301名受講）、計量講習（3課程、 347名受講）、計量研修（3課程、

134名受講）を実施した。 

○計量法に基づき、計量器の型式承認（計量法 168条の 2第 5）、基準器検査（計量法 168

条の 2第 6号）を適切に実施した。（平成 24年度の検査個数は約 3500） 

○ISO/IEC17025マネジメントシステム等により、信頼性の確保を図るとともに、マニュア

ルによる定型化を行い効率化に取り組んだ。 
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＜評価＞ 

○様々な検査・試験も着実に成果を挙げている。特に、先端的な計測技術の提供や、生産

現場で本当に必要とされている計測技術の提供によって、イノベーションや産業基盤を

形成に役立っている。 

○着実に達成されており、問題は認められない。 

○法に基づき人材育成（研修）、検査・試験業務を着実に遂行している。さらなく効率化お

よび質の向上に向けた取り組みもなされている。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

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

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現） 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○太陽電池の性能評価技術、有機物質の迅速検出法の開発、水素構造材料データベースの提供などグリーンイ

ノベーションを支える研究開発は、日本の先端・次世代産業を主導する成果をあげている。 

○創薬関連作業の自動化を実現する人型汎用ロボットの開発や腫瘍源となる iPS/ES細胞を除去する方法の開発

など特筆すべき成果をあげている。 

○安全な製品を作るためのデータベース構築、人々の QOL 向上のための生活支援ロボットや災害対応ロボット

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ける成果は顕著。 

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２４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＞ 

○実用レベルの 1200V、10A級 SiC-MOSFET の閾値電圧の変動の抑制に成功し、量産レシピ

を完成し、外部への試供を開始した。 

○ゲル空気極を利用したリチウム-空気電池において、世界で初めて、酸素雰囲気ではなく、

空気中にて安定な充放電を実現した。世界で初めて、無機材料のみで、全固体型リチウ

ム-空気電池を構築し、充放電作動することを確認した。 

○太陽電池モジュールの信頼性向上に資する部材の設計指針を明確化した。それにより、

市場で大きな問題となっている電圧誘起劣化の解消に資するモジュール構造を実証し

た。また、設置コストの大幅低減に資する軽量モジュールを実現した。 

○小面積セルで確立した高効率化技術を適用することで、集積型 CIGSフレキシブルサブモ

ジュールで変換効率 16.2%を実現し、当センターで達成した世界記録をさらに更新した。

格子整合しない材料系同士の積層を可能にするスマートスタック技術を開発し、スタッ

クセルで変換効率 22.5%を得て、NEDOプロジェクト平成 24年度中間目標をクリアし、開

発技術の有効性を実証した。 

○多孔質半導体光電極による水分解の太陽エネルギー変換効率を従来より 5割程度向上さ

せた。 

○廃プリント基板からレアメタルを高精度に回収する技術を初めて実用化した。都市鉱山
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茨城モデルのリサイクルプラントに導入し、最大で純度約 97％のタンタルコンデンサの

回収に成功した。 

○従来より 1000倍の成長効率を誇る、スーパーグロース法の連続生産技術を用いて、日本

ゼオン（株）と共同でスーパーグロース法の実証プラントを設立・運営し、キログラム

単位での単層 CNT量産を実現した。平成 24年度から本格的な運用を開始し、現在までに

100社以上へのサンプル提供を行った。 

○昨年度までに実施した立川地区 10店舗、京都市 50店舗での実験をベースに、量産タイ

プ小型無線 MEMS電力センサシステムを改良して、東北地区、東海地区の CVS1,700店舗

以上へ合計 14,000個以上の無線電力センサを実装して、個店ごとの消費電力をリアルタ

イムにモニタリングできる大規模な実証実験システムを実現した。さらに、CVS の省エ

ネ 10％を目的に、店舗および店舗周辺の温湿度および冷蔵庫ドアの開閉をモニタリング

する環境センサ 300個を立川・京都地区 60店舗に実装し、電力増加の要因となるパラメ

ータ抽出（プロトタイププロファイリングシステムの開発）に成功した。 

○バイオエタノールからプロピレン等のオレフィンを製造するための触媒反応システムに

ついて、ベンチプラントの設計を行い、さらに当該プラントによりプロピレン製造が可

能であることを実証した。 

○上越沖のコア試料、物理探査データ解析を進め、メタンハイドレート(MH)安定領域を推

定するため温度構造モデルを構築した。さらに炭化水素挙動解明として、ガス分析法の

改良、統計熱力学的手法に基づくガスハイドレートの相平衡解析等を行った。 

○世界に先駆けて、超低損失化が期待できる独自のイオン注入エピ成長金属酸化物半導体

構造を用いた 1.2kV-10A級高耐圧パワースイッチ SiC-MOS電界効果トランジスタの量産

レベル試作に成功した。 

○コバルトフリーの酸化物正極については、Fe、Mn、Ti 比の最適化および Fe の価数制御

により、初期放電容量 251mAh/g で 20サイクル後の容量維持率 88%を示す材料を開発し

た。 

○メタン直接改質発電の SOFC 開発会社 4 社で耐久試験されたセルスタックの劣化要因分

析、劣化メカニズム解明をおこない、開発会社に不純物との反応抑制策などを提示して、

劣化率 10%/40,000h以下を達成するめどをつけた。特に Cr、Sなどの不純物と空気極、

電解質との劣化反応機構を解明し、劣化寿命予測のための基礎データを提供した。空気

極/電解質界面での酸素イオンの流れ、分布の可視化に成功し、劣化要因を解明した。 
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○従来の下水汚泥焼却炉に比べ、40%以上の省エネ化と 50%以上の N2O（温暖化ガス）削減

を可能とする新規下水汚泥焼却プロセスを実用化した。本流動層ガス化技術は、東京都

下水道局の汚泥処理施設に導入された。 

○シリコンナノデバイスにおいては、新規なアモルファス金属ゲートを開発し、特性ばら

つきが 1.34mVumと世界最小の FinFET試作に成功した。さらに、超低電圧(0.8V以下)で

動作可能で、かつ微細化に適した新規演算増幅器の回路方式を提案し、特許出願を行 

った。 

○水素中における材料強度のデータベースが、規制見直し作業の主要技術データに採用さ

れるとともに、産業界に提供され、世界唯一の高圧水素中材料強度データとして日本で

の水素技術の導入を支えた。上記を含め、作成したデータベースが水素技術の実用化に

大きく貢献した。 

○高性能磁石に耐熱性を付与するジスプロシウムの使用量削減のため、重希土類フリー高

性能磁石として等方性 Sm系焼結磁石を作製した。これにより本焼結磁石の耐熱性を明ら

かにした。さらに、異方性 Sm系磁石を作製するため、焼結過程における磁気特性の低下

メカニズムを明らかにし、対策を検討した。 

○高効率発電が可能なマイクロチューブ固体酸化物形燃料電池（SOFC）を用い、電極の構

造をナノレベルで制御することによって、LPG などの汎用的で運搬が容易な炭化水素燃

料を直接利用できるようになった。急速起動性に優れ、持ち運びができることから、災

害・非常時用、アウトドア用の電源としての応用が期待される。本成果は、「nano tech 2013

第 12 回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」の産総研ブースにて展示・発表した。 

○害虫防除上きわめて重要な殺虫剤抵抗性という性質を左右する共生細菌を発見した。害

虫カメムシが土壌中の殺虫剤分解細菌を取り込んで殺虫剤抵抗性を獲得することを見出

し、害虫防除の策定に新しい観点を提示した。 

 

＜評価＞ 

○再生可能エネルギーの導入拡大技術の開発と省エネルギーによる低炭素技術の開発の強

化や、環境負荷低減技術、資源確保と有効利用、環境評価・管理技術の推進などは、将

来を見通したわが国のエネルギー政策にとって不可欠なものである。 

○低炭素社会実現を目指した炭化ケイ素素子の研究開発が進んで、量産開始と応用企業へ

の供給が開始されたことは、これまでの努力に基づいた優れた成果として評価され、ま
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た今後、様々な分野での産学官連携による活用への展開が期待される。 

○省エネルギー型下水汚泥流動焼却炉の開発は、東京都下水道局の施設に導入され、実用

化を達成している。 

○また、高エネルギー密度蓄電池材料の開発、太陽光発電の基準太陽電池の校正技術や性

能・信頼性評価技術、廃プリント基板からのレアメタル回収技術の実用化など、様々な

実績が挙がっており、これらの技術の実用化と発展に期待が持たれる。 

○多岐にわたる CNTの応用化開発、MEMSセンサーネットワークシステムの開発に加え、社

会インフラの大胆な高度化、省エネ化が期待できるシリコンカーバイドの量産研究拠点

の構築を高く評価した。 

○燃料電池水素等水素材料研究やメタンハイドレート研究等の分野において目に見える成

果を上げている。世界最先端分野において我が国の位置づけを高め、かつエネルギー安

全保障に寄与するものとして高く評価できる。 

○再生可能エネルギーとともに省エネルギーの重要性を認識し、その技術開発の強化を図

っていることは、的を射たものである。また、大震災対応として、福島に再生可能エネ

ルギー研究開発拠点の構築を進めていることは、大いに評価でき、復興に向けて大きく

貢献することができると期待できる。 

○左記の６つの研究課題、いずれも「２１世紀型課題の解決」の重要な柱であり、産総研

の役割や産総研への期待は一層高まっている。超高圧耐性の小型パワースイッチ、コバ

ルトフリーの正電極材料、シリコンナノデバイス、有機薄膜太陽電池、メタン直接改質

発電の開発、レアメタルの回収技術等々、世界最高水準に達した成果は枚挙にいとまが

ない。一方で、太陽発電の性能評価技術、有機物質の迅速検出法の開発、水素構造材料

データベースの提供などグリーンイノベーションを支える研究開発は、日本の先端・次

世代産業を主導する成果で高く評価したい。 

○バイオ分野でも顕著な成果が得られている。密閉型遺伝子組み換え工場での世界初の医

薬品生産、バイオエタノールからのプロピレン製造技術など実用化が視野に入る。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○単層カーボンナノチューブの大量生産プラントの開発と、様々な機関への試料や施設の

提供、新たな複合材料としての利用など、優れた成果が挙がっている。安全性評価の明

確化が今後の課題であろう。 
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○今後さらに、計画的・効率的に研究開発を進め、国際標準を視野に入れて、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推進することが期待される。 

○水素研究に於いては産総研と大学との好連携事例として今後の進展を期待したい。 

○腸内共生細菌による宿主昆虫の農薬耐性機能の獲得機序の解明は生物学の常識を覆す発

見で、新規な害虫駆除技術に進展することを期待したい。 

○個別技術の進歩には顕著な成果がみられるが、価格を含めた国際競争力と長期的なビジ

ネスの勝算の面も検討すべし。特に太陽光については急速なコモディティ化と価格下落

が現れている為、注視されたい。一方、プラントや、コミュニティレベルでのエネマネ

は、一般企業だけでは取り組みにくい為、産総研で研究開発する意義は大きい。 

 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ Ａ ＡＡ Ａ Ａ (Ａ) 

 

（２）．ライフ・イノベーションを実現するため

の研究開発の推進 

・国民が安心して暮らすことができる社会を実

現し、ライフ・イノベーションを推進するため

に必要な安全・安心、健康に貢献する研究開発

を推進する。具体的には、創薬技術や医療診断

技術の開発、人の健康状態を評価する計測技術、

情報通信（ＩＴ、センサ）やロボット技術によ

る身体の負担軽減や介護支援技術等の開発を行

う。 

 

＜主な実績＞ 

○エピゾーマルベクター系を用い山中因子に対する iPS 細胞誘導促進因子を探索し、2 つ

の新規因子を発見した。また、エピゾーマルベクター系を用いた安全、効率的な iPS細

胞作製法を確立し、STEM CELLS誌に発表した。Glis1や c-Mycのユビキチン化と細胞内

蓄積量の調節機能を明らかにした。 

○未分化マーカー検出プローブ(AiLec-S1)を用いて、移植用細胞から腫瘍化の原因となる

残存 iPS細胞を除去することが可能となった。  

○IT、計測、ロボット技術の融合により、 新薬候補の最適化を支援した。 

○創薬支援オープンイノベーション拠点を構築し、コア技術として創薬関連作業の自動化

を実現するヒト型汎用ロボット「まほろ」の開発を行った。これまで、手作業でしか行

えなかったベンチワークを高度化し、より精度の高い実験データを生み出すことを可能

にした。その結果、細胞内に数十分子しか存在しない、超微量タンパク質 を再現性よく

絶対定量できた。 
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○遺伝子組換えイチゴで生産した動物薬に関して、世界初となる組換え植物体由来製剤の

承認事例を目指し、共同研究先企業が薬事申請済(平成 23年 10月)。参画企業へ産総研

技術の移転促進を目指し、北海道ノーステック財団が新たな植物工場施設を北海道セン

ター敷地内に建設した(平成 25年度より稼働)。 

○四国センターにおいて、マラリア感染の初期診断が飛躍的に向上するチップの開発を行

った。デバイス及び検出装置の特性評価に関して企業と共同研究を実施し、実用化に向

け進展している。 

○次世代医療機器に対する効率的な開発および薬事申請への活用を目的に、ヒト細胞自動

培養装置、コンピュータ診断支援装置用ソフトウェアの品質管理などに関する医療機器

開発ガイドラインを厚労省と連携して策定した。 

○顧みられない熱帯病(NTD)は、後進国で問題となっている感染症 であり、多くの患者が

いるにも関わらず研究開発が進んでいないため、産総研で、アステラス製薬と連携し、

最先端創薬技術を駆使し、開発を実施。今年度はその第一歩として、NTD 創薬開発に向

け、産学官で研究体制を確立した。最初の実験結果として、疾患関連因子の立体構造と

酵素的特性を明らかにした。 

○先進医療機器の開発/標準化に資する計量標準や、健康づくりに不可欠な臨床検査に関わ

る計量標準の開発し、食品の安全性や生活環境の健全性確保に資するための食品分析に

関わる計量標準、及び、有害化学物質の分析に関わる計量標準の開発を行った。 

○インド政府バイオテクノロジー庁(DBT)と「生理活性物質の探索と解析研究」を開始。国

際連携ラボを DBTと産総研に設置することで合意した。 

○インドネシア政府技術評価応用庁(BPPT)と「ブリヂストン社を含む 3者によるゴムの木

の分子育種に関する研究」を開始した。 

○中国の海交通大学(SJTU) と「糖鎖バイオマーカーの実用化研究」を実施。SJTU 内に連

携ラボを設置した。  

 

＜評価＞ 

○人々の健康を守るための創薬技術の開発、人の健康状態・脳機能・心理・行動などの情

報計測及び標準化、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などにお

いて、着実に成果を挙げている。実験精度の高い創薬関連作業を自動化するロボットの

開発は、今後に期待が持てる技術であり、また、腫瘍源となる iPS/ES細胞を除去する方
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法の開発も、現在、国を挙げて取り組んでいる iPS細胞研究の課題解決のために役立つ

ものである。 

○ガン化細胞を除去するプローブの開発や、培養実験の繰り返し精度を向上させた創薬支

援ロボットの開発など、高度医療への早期貢献が期待できる開発成果を高く評価した。 

○２４年度は健康工学研究部門、生物プロセス研究部門、バイオメディシナル情報研究部

門等で目に見える成果を上げた。特に世界初の閉鎖型遺伝子組み換え植物工場での植物

栽培方法の確立、新規 iPS細胞誘導遺伝子 Glis1の発見など特筆すべき成果を上げてい

る。 

○ライフサイエンス分野は今後我が国にとって重要な産業分野となると考えられ、我が国

の情報通信、材料・システム、計測技術等の先端技術をこの分野に応用展開していくこ

とは重要な課題であり、医療支援技術や創薬支援技術の開発、計測・評価技術のライフ

サイエンス分野への展開、微生物資源や植物を用いた物質生産技術の開発などに取り組

み、既に成果を挙げつつあることは十分に評価できる。また、オープンイノベーション

ハブ機能の強化として創薬支援オープンイノベーション拠点の構築や海外研究機関との

連携を推進していることは高く評価できる。ライフサイエンス分野は広範であり、基礎

研究から応用研究まで多くの研究資金・人材の投入が必要となる。世界的には 2桁兆円

の売り上げを誇る巨大製薬会社が誕生しているのに対して、我が国のこの分野の産業基

盤はまだ弱小であり、その意味でも国が積極的に関与していくべき重要分野であると言

える。引き続き積極的な取り組みを期待する。 

○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、でいずれも着実な進展がみられ、アウトカ

ムに繋がった成果も得られている。四国センターや北海道センターに代表されるように、

大学との共同研究やワークショップ・フォーラムの開催など積極的な地域戦略に基づい

た活動も高く評価される。産業界や医療現場との一層の密接な連携推進を期待する。ま

た、厚労省との連携による医療機器の開発ガイドラインおよび審査ガイドラインの策定

に寄与し、薬事承認の迅速化にも大きく貢献した。 

 今年度の特筆すべき成果として、汎用ヒト型ロボットの開発と新規 iPS細胞誘導遺伝

子 Glis1の発見を挙げることができる。前者は創薬関連作業や臨床検査作業の高効率的

化が期待され、後者は糖鎖を用いた未分化 iPS/ES細胞除去技術とともに早期の再生医療

実現への寄与が期待される。また、マラリアなどの原虫感染症診断システムの開発やウ
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イルスや細菌の高感度センシング技術の開発は、我が国のみならず国際的な貢献が期待

される成果で、WHO へのアピールや実証試験の開始など、実用化に向けた積極的な取り

組みは高く評される。 

○バイオ･メーカー、遺伝子解析や各種病気症状との関連研究、解明には多大な時間と労力

がかかるため、産総研で取り組む意義は大きい。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○日本発の薬剤の開発などの新規技術がなかなか進まない現状があるが、これまでの常識

や慣習にとらわれずに新たな展開を図り、我が国独自の健康産業を興すことを、産総研

に期待する。 

○従来の製薬や医療の産業側との連携をさらに進めるとともに、工学系、理学系、薬学系、

生物学系など大学連携のより積極的な拡充を図るべきと考える。 

○高性能な ITシステムを生かした、さらなる研究成果の加速を期待したい。特にゲノム情

報と連携した医療分野の進歩に期待している。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ ＡＡ (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

＜主な実績＞ 

○生活支援アームの ICFに基づくベンチマークを開発し、2種類のアームの評価を行った。

また、人の両手の機能的な違いを ICFに基づき分析した。さらに、支援ロボットのベネ

フィットを登録するシステムを構築し、約 100 件の機器についての情報を収集し、ICF

を用いて検索可能にした。 

○東京電力福島第一原子力発電所廃止措置に貢献するため、企業と共同で原子炉建屋の高

所狭隘部の状況を調査する高所調査用ロボットシステムを開発した。システム安全設計
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う。 

 

 

 

 

の手順に従い開発を進め、高い安全性と信頼性の確保に務めた。 

○光取出し面に微小リッジ構造、裏面に銀ミラーを備える AlGaInP 薄膜型赤色 LEDの試作

を行い、光取出し効率を平坦表面デバイスより 4.4 倍（絶対効率推定 40〜50%）向上さ

せることに成功した。これはランダムな粗面化処理やフォトニック結晶などの従来技術

に比べて 2〜3倍高い効率であり、従来技術に対する本技術の優位性がデバイス動作にお

いて初めて確認された。また、発光波長の黄色化に必要な結晶成長技術を開発した。さ

らに、青・緑色の GaN系 LEDの実現に必要な微小 GaNリッジ構造の作製にも成功した。 

○次世代半導体材料の p型ゲルマニウムの中へ、ナノスピントロニクスセンターが開発し

た高品位単結晶 Fe/MgOトンネル接合を用いることにより、室温で磁性体のスピン情報を

入力することに世界で初めて成功した。この成果は、ゲルマニウムを用いたスピントラ

ンジスタの実現に道を拓くものである。 

○世界で初めてフレキシブル基板上に全印刷プロセスで圧力センサーアレイを作製する技

術を開発し、80cm角のサイズのセンサーアレイの試作を行い、その動作のデモンストレ

ーションに成功した。現在、企業や所内の情報系ユニットと連携し、サービスとしての

用途開発を進行中である。 

○常圧で最も高い超伝導転移温度(135K)をもつ水銀系銅酸化物高温超伝導体 Hg-1223に対

して、キュービックアンビル型高圧装置を用い超高圧力下で電気抵抗率の精密測定を行

い、15万気圧の圧力下においてゼロ抵抗状態の達成が 153Kであることを明らかにした。

これは史上最も高い温度でのバルク超伝導転移であり、Hg-1223 の常圧での転移温度に

対して約 20Kもの向上を実現した。 

○サイドチャネル攻撃等の高度なセキュリティ評価技術に対応するための FPGA ボードを

開発した。模倣品対策等への応用を狙い、半導体の指紋のようにチップ毎に異なる ID

を生成できる技術を開発した。 

○従来より 1000倍の成長効率を誇る、スーパーグロース法の連続生産技術を用いて、日本

ゼオン（株）と共同でスーパーグロース法の実証プラントを設立・運営し、キログラム

単位での単層 CNT量産を実現。平成 24年度から本格的な運用を開始し、現在までに 100

社以上へのサンプル提供を行った。 

○高性能磁石に耐熱性を付与するジスプロシウムの使用量削減のため、重希土類フリー高

性能磁石として等方性 Sm系焼結磁石を作製した。これにより本焼結磁石の耐熱性を明ら

かにできた。さらに、異方性 Sm系磁石を作製するため、焼結過程における磁気特性の低
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下メカニズムを明らかにし、対策を検討した。 

○室温において、紫外光照射により固体から液体、可視光照射により液体から固体に転移

する材料を開発した。この現象は、光照射によって材料の分子構造が可逆的に変化する

ことにより引き起こされ、何度でも繰り返し行うことが可能である。この材料を接着剤

として用いると、ガラスに対して約 50N cm-2の接着力を示した。この状態で紫外光照射

すると接着力はほぼ 0 になり、さらに可視光を照射すると元の接着力を回復した。この

ように光照射のみで接着と脱着ができる従来にない接着剤を提供できることを示した。

現在多くの企業から利用してみたいという要望があり、試薬化を進めている。 

○放射性セシウムを吸着するプルシアンブルーをナノ粒子化し、市販品を大きく上回る吸

着材を開発、連携企業から販売を開始した。また、カラム使用に適した粒状吸着材や、

不織布状吸着材の開発も進め、一部は販売を実施。これらの吸着材は、飲料水、農業用

水等確保を目的とした汚染水の除染、焼却灰等の除染、環境中の放射性物質の濃度評価

等を目的とし、様々な機関に販売もしくは提供を行った。さらに、独自の取り組みとし

て、福島県内にて、物体汚染物を焼却後、焼却灰を除染する実証試験プラントも構築、

上述の吸着材を利用した実証試験を開始した。 

 

 

＜評価＞ 

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

評価技術の開発が進められており、産業界に技術移転され実用化が間近いものがある。

安全な製品を作るためのデータベース構築、人々の QOL向上のための生活支援ロボット

や災害対応ロボット技術、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け

る成果は顕著である。 

○生活支援ロボット、災害対応ロボット、ヒューマノイドロボットのいずれのロボット開

発領域において、ICT や個々のデバイス、材料技術を革新的に進化させており、高く評

価できる。 

○ナノシステム研究、ナノチューブ応用研究等、基礎及び応用研究に於いて高い研究レベ

ルとして定評のある両部門において、具体的な用途開発に向けた成果など２４年度も目

に見える結果を出しており､大いに評価したい。 

○情報通信・エレクトロニクス分野、ナノテクノロジー・材料・製造分野は、基礎から応
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用まで多様な研究開発が求められる。省エネルギーや環境負荷低減につながる革新的材

料など、多くの研究開発を推進して着実に成果を挙げている点は十分評価できる。 

○情報通信・エレクトロニクス分野の戦略課題には、”世界ではじめて”、”史上最も高い”

の成果が数多く生まれている。例えば、次世代半導体材料のゲルマニウムへの電子スピ

ン情報の入力、全印刷フレキシブル圧力センサー、新超電導材料などを挙げることがで

きる。また、情報セキュリティ対策技術、セキュリティ評価技術の成果は、産業基盤・

社会基盤の安全・安心を支えるものであり、産総研のミッションに十分応えている。 

○ナノテクノロジー・材料・製造分野でも、明日の日本の製造業を支え、また、世界を主

導する数多くの先端的技術開発が着実に進展している。単層カーボンナノチューブの大

量生産、重希土フリー磁石、光で固化-液化を繰り返す材料など、多くの戦略課題が技術

組合の参画やコンソーシアムを通じて強力な産学官連携で開発が進んでいることも心強

い。災害対応ロボットシステムの開発や放射線セシウム汚染技術の開発など、東日本大

震災・福島原発事故に関連した復興支援にも大きく貢献している。 

○長期的な材料やナノ構造分野のイノベーションが散見され、次々世代以降の成長に期待

する一方、比較的伝統的なワイヤレスデバイスの研究開発は民間のそれとの棲み分けが

曖昧で、国費で研究すべきテーマを再度点検し評価する必要がある。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○ベンチャーなどの関与や研究開発から実用化までの期間が短いものが多く、知財の関係

から大掛かりな産官学連携が取りにくい。グリーン・イノベーションやライフ・イノベー

ションで進められてきているオープンイノベーションハブという技術開発戦略とはすこし

異なる工夫が必要なのではないか。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 ＡＡ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ) 
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２－３．サービスの質の向上（地質の調査） 

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）） 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○地震・津波に関する研究における「ゆっくりすべり」の新発見など、国民にとって極めて関心の高い分野に

おいて重要な研究成果を挙げている。 

○国民の安心のための情報提供と産業基盤を支える新資源の探索と確保という重要なミッションを着実に、充

分に果たしている。 

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２４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＞ 

○5 万分の 1 地質図幅「京都東南部」及び「足助」について、関西圏と中京圏における防

災・都市計画・インフラ整備等に活用するため、詳細な地質調査を行い、都市域の沖積

層とその基盤岩の詳細な地質構造が明らかになった。また、20万分の 1日本シームレス

地質図の革新的進歩として、高速表示でかつ地質図の凡例表示を大幅に進化させ、スマ

ートフォンとパソコンで共通のシステムとするとともに、活断層 DB、火山 DB との連携

を可能にして、利便性を大幅に向上させた。 

○政府の供給元多角化政策の一環として、経済産業省委託費により、南アフリカ共和国に

おいてレアアース資源探査・調査研究を実施し、有望なレアアース鉱化岩体を発見した。

本鉱床は重レアアース、イットリウムに富むため、需給が逼迫する磁石用ディスプロシ

ウム等の新たな供給源として期待される。 

○レアメタル鉱床の産状・成因に関する研究を南アフリカ共和国に代表される資源先進国

と共同で実施することにより、人脈基盤の構築やより詳細な資源情報の収集が可能とな

る。 

○日本列島全域で、分解能 20km程度、地表部から深さ 50km程度までの温度構造と物質の

レオロジー構造のモデルを提案した。 

○今回のモデル推定のために、地震波速度構造・微小地震震源分布・地質岩石学的データ

等を用いた新たな手法を開発した。 

○日本列島の主要な活断層深部構造を考慮した日本列島の変形シミュレーションを実施し
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た。今までに報告されている日本列島の地下構造データを数値化し、日本列島全体の地

下深部までの 3次元粘弾性モデルを構築するとともに、プレートの沈み込みによって日

本列島に作用する応力から日本列島で発生している地殻変動を数値計算によって再現で

きるシステムを完成させた。これによって、内陸地震の発生様式を数値シミュレーショ

ンする研究が大きく進歩し、地震発生予測精度の向上のための基本モデルを構築した。 

○内陸地震発生のポテンシャル評価の精度向上による地震災害の軽減への貢献が期待され

る。 

○日本全域の火山活動を、32 年振りに全面改訂し、「日本の火山(第 3 版)」として完成さ

せた。これは我が国の第四紀における火山活動の分布、年代及び岩質を網羅した国家標

準の主題図となる。主たる改訂点は、1)国際地質科学連合からの勧告に従い、新たな年

代定義に基づいて火山を区分。2)第 2版(1981年)以降、大量に蓄積された年代値と化学

組成等に基づき火山の分類を見直し。3)陸域及び海域の地形情報を 3次元で視覚的に表

現した。 

○海溝型地震評価の高度化を目指して、産総研の歪データと防災科研の傾斜データに加え、

新たに産総研の地下水位データ及び気象庁の歪データを統合した解析を開始し、南海～

駿河トラフで発生する巨大地震を予測する鍵となる短期的スロースリップ(SSE)の検出

精度を向上させた。また、本解析によって推定した短期的 SSEの断層モデルについて、

地震調査委員会・判定会等の各種外部委員会への報告を開始した。短期的 SSEの時空間

分布を早く正確に把握することによって可能となる南海トラフの巨大地震の短期予測及

び切迫度評価の精度を向上した。短期予測・切迫度評価の精度向上による南海トラフの

巨大地震による被害を軽減することが期待される。 

○福井平野のクローズド型地中熱ポテンシャル評価に引き続き、山形盆地および秋田平野

において、オープン型（地下水汲み上げ方式）地中熱システムの三次元地下水流動及び

熱輸送解析モデルを構築し、適地指標を抽出した。オープン型については、その地域に

おける地下水流動（up flow か down flow か）の状況によって、システムの稼働可否が

決まる。さらに、地下水質（特に鉄分やマグネシウム分）も稼働効率に大きな影響を及

ぼすことが予想された。本研究成果は国内外の学会等で報告し、高い評価を得られた。 

○平成 22-24年度に実施した環境省地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（競争的資金）

「温泉共生型地熱貯留層管理システム実証研究」の最終年度研究と取りまとめを行い、

地熱発電と温泉の共生の実現のための管理システムと各要素技術を提示した。 
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○八丈島地域（既開発でデータの豊富な地域）と南伊豆地域（未開発でデータの少ない地

域）をモデル地域として、温泉を含む地熱系モデル開発、地熱調査開発時に行う周辺温

泉等の調査・モニタリング技術開発、深部の地熱貯留層から浅部の温泉帯水層までを含

む流体流動シミュレーション技術開発、モニタリングデータ評価・温泉タイプ判別ソフ

トウェア開発を含む統合システム作成を実施。地域の特性やデータ量に応じて運用でき

る管理システムの有効性を実証した。 

 

＜評価＞ 

○陸域、海域、及び都市部や沿岸域の地質調査は着実に実施され、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の取得に成功している。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ており、地震発生予測精度向上のため

の基本モデルの提案と地殻変動シミュレーションの実施は、わが国の基盤の構築や安全

に資する有意義な試みである。南アフリカにおけるレアアース鉱床の発見も特筆すべき

成果である。 

○南アフリカ共和国におけるレアアース鉱床の発見、20万分の 1シームレス地質図の革新

的進化などを高く評価した。 

○活断層・地震研究センターの地震・津波予測に関する研究における「ゆっくりすべり」

の新知見など、国民にとって極めて関心の高い分野において重要な研究成果を挙げてい

る。 

○地球科学基本図の作成や資源探査・調査など、国がやるべき重要な技術の研究開発戦略

であり、大きな成果を挙げている。また、地震災害への対応としての地殻シミュレーシ

ョンと地震発生予測モデルはその精度の向上が期待でき震災被害の低減として、直接国

民の安全・安心に結びつき、高く評価できる。 

○１）国民の安心のための情報提供と、２）産業基盤を支える新資源の探索と確保、とい

う重要なミッションを着実に、充分に果たしていると高く評価する。前者は地質図の作

成、「日本の火山」の完成、地質情報の提供体制の整備などである。特に、東海・東南海・

南海地震の数日前予測の研究と地震・津波規模と長期的予測の研究を実施した課題「海

溝型地震評価の高度化」は、政府の進める海溝型巨大地震の調査・研究への貢献が大き

い、として今年度実施した評価委員会で最高の評価点（4.8）を獲得している。後者では、

南アフリカ共和国でのレアアース鉱床の発見、地熱発電開発に貢献が期待される地球熱



 

27 

ポテンシャルの評価技術や管理システムの開発など特筆すべき成果が得られている。 

○災害の予測、予防等の研究は公益性が高く重要である。  

 

＜指摘・コメント＞ 

○国研に相応しい研究領域であるが、世界トップ水準の研究レベルを維持しながら、更に

研究を深めることを期待したい。 

○研究成果をどのような形でアカデミア以外の社会に伝え、共有していくかをもっと考え

る必要があるのではないか。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ (Ａ) 
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２－４．サービスの質の向上（計量の標準） 

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）） 

１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○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準備が進められており、光格子時計の開発や、

標準物質の効果的な開発と定量の高速化など、すぐれた成果が挙がっている。 

○計量標準の開発整備は、国家的課題であり、今後、特にナノ・バイオテクノロジー、医療などの先端科学技

術分野において非常に重要である。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４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＞ 

○世界に先駆けて開発に成功した Yb(イッテルビウム)光格子時計の高度化を達成し、新し

い測定結果を国際度量衡委員会に報告した。その結果、Yb 光格子時計は、「秒の 2 次表

現」(秒の再定義候補)として採択された。さらに、Sr(ストロンチウム)光格子時計の開

発にも成功し、時計遷移の観察、及び時計レーザー周波数の安定化を達成した。 

○10年以上に及ぶタイ王国計量標準研究所(NIMT)と NMIJの協力関 係は、計量標準ならび

に基準認証分野全般における日タイの連携に 広がりを見せている。NMIJ はタイ王国同

分野関係機関の抜本的な支援を得つつ産総研初の海外でのイノベーション・ワークショ

ップ inタイ の成功に大きく貢献した。  

○環境・食品等の分野における安全への要求の高まり及び法改正に伴う規制対象物質の増

加に応えるべく、標準物質の値付け(校正)を国際単位系(SI)にトレーサブルな方法で行

い、その他のプロセスを標準物質生産者が行う高効率の分業型標準物質生産システムを

構築した。特に値付けに関しては、個別物質の国家標準を必要としない SIトレーサブル

な校正技術として定量 NMR法を世界に先駆けで実用化したことなどにより、食品分野(農

薬)においてこれまで 2 物質であった計量トレーサビリティの確保された校正用有機標

準物質を 5年間で約 140物質を市場に供給した。 

○国民の生活環境の健全性を確保するため、工場排水や環境水等の分析、評価、測定等に

必要となる標準物質について、2 種類 2 物質開発する計画であったが、それを上回る 2

種類 5物質を開発・整備し、供給を開始した。 
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○医療現場における医療診断、臨床検査に不可欠な標準物質について、1 種類 2 物質開発

する計画であったが、それを上回る 3種類 6物質の認証標準物質供給を新たに開始した。 

○開発した定量 NMR法に関しては、定量用標準品の精度管理が課題で あった医薬品の定量

分析において、本技術の適用により計量トレーサビリティが確保できる見通しを得たこ

とにより、日本薬局方における標準品の定量法として採用された(平成 24年 10月 1日:

厚生労働省告示第 519号)。 

○食品総合研究所と共同で玄米の標準物質を製作した。標準物質に認証値を付与して、放

射性セシウムを含む玄米の認証標準物質として 8月 31日から頒布を開始した。 

○平成 24年度に計画した一般計量教習（後期のみ）を含む全ての教習及び講習等を実施し

た。これらの教習等のうち、非自動はかりの定期検査に関する技術教習については、東

京（臨海副都心センター）、大阪（関西センター）及び福岡（民間会場）で実施した。ま

た、都道府県知事が行う基準タンクの検査方法に関する技術教習を実施した。環境計量

講習（濃度）については、講義及び実習内容の見直し・改善を行った。  

○計量関係技術者を対象とした技術研修事業として、計測の不確かさ研修（中級・上級コ

ース）を行った。また、環境計量士（騒音・振動関係）を対象としたスキルアップ研修

として自動車騒音（2日間）及び航空機騒音（2日間）の評価技術コースを実施した。 
 

＜評価＞ 

○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進められており、

光格子時計の開発や、標準物質の効率的な開発と定量の高速化など、優れた成果が挙が

っている。さらに、計量士養成のための業務や様々な検査・試験業務も、着実に成果を

挙げている。 

○世界基準化が期待できる光格子時計の開発を高く評価した。 

○地味ながら極めて重要な研究分野であるが、２４年度も「標準の高度化と次世代標準の

開発」分野に於いて世界をリードする成果を上げ、我が国の国際的地位を上げたことは

評価に値する。 

○計量標準の開発整備は、国家的課題であり、今後、特にナノ・バイオテクノロジー、医

療などの先端科学技術分野において非常に重要である。この分野において、多くの成果

を挙げつつあり評価できる。 

○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
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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。 

 標準物質に関しては、医療・臨床検査用、元素液・無機高純度物質ともに目標を上回

る標準物質の開発、供給を達成した。世界に先駆けて開発した光格子時計が国際委員会

で「秒の２次表現」として採択されたニュースは国内でも大きく報道され、日本の技術

力を世界にアピールする成果であった。放射性セシウムを含む玄米の標準物質の開発や

タイとの計量標準分野での協力事業など、国内外への成果の還元も高く評価される。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○放射線測定など震災対応も着実に進めており、十分な貢献をしている。ただし、この分

野も、医療・バイオまで入れると多くのやるべきことが残されており、全てに対して十

分な対応をとるのは、予算・人員の規模からみて難しいのではないかと危惧する。 

○安定した成果は上がっていると認められるが、世界をリードし、業界に大きなインパク

トを与える活動がもっとあると良いと思う。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ (Ａ) 
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３．業務運営の効率化 

評定結果 
（Ａ）（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）） 

１９年度：Ｃ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○業務運営の効率化に関し絶えざる真摯な取り組みを実施。 

○理事長のリーダーシップの下、組織としてのリスクへの取り組みを明確化した上で、研修やセルフチェック

の実施を通じて、職員の意識改革と信頼関係の構築に成果を挙げている。 

○産総研イノベーションスクールや産業技術人材育成等、若手研究者のキャリアパス支援および研究人材の交

流推進を着実に推進している。 

 

＜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２４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○各本部組織・事業組織へのヒアリング等を通じて、効率的・効果的な本部組織・事業組

織体制を構築するための課題を抽出し必要な改善を図った。 

○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、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、出張時における新幹線回数券の現

物支給による旅費削減、外部資金の自主点検方式を見直したこと（複写物から原本確認

へ）によるコピーコストの削減、複写機・複合機賃貸借及び保守契約を特殊な機能を排

除し汎用性のある機種とすることにより入札の競争性がより高められたことなどによる

経費削減、純水製造装置の維持管理費用について真に純水の供給が必要な装置に厳選し

たことによる経費の削減などに努め、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。 

○平成 24年度は、全体で 500件の所内リユースが成立した（経費削減効果額は約 4.81億

円）。うち、リサイクル物品情報システムを活用したリユース件数は 386件（経費削減効

果額は約 3.12億円）。 

○総務省行政管理局長からの要請により、「国家公務員の給与減額支給措置について」（平
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成 23年 6月 3日閣議決定）及び「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 23

年 10月 28日閣議決定）の趣旨に沿って、産総研の役職員の給与の見直しを平成 24年 4

月 1日から実施した。 

○給与等の水準についても、政府方針に基づき平成 25年 6月 30日までに公表すべく、公

表資料等の準備を行った。 

○「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について（平成 24年 8月 7日閣議決定）」

の趣旨に沿って、役員について、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」（平成 24年法律第 96号）と同様の措置（経

過措置を含む）を平成 25年 3月 31日に実施した。職員についても、平成 25年 5月に同

様の措置を実施するべく検討を行った。 

○「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）に基づき、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業務を「つくばセンターの施設管理等業務共同企業体」が包括して

事業を実施。これにより、個別事業主体毎に分担されていた指揮命令系統が、総括管理

業務を中心とした一つの組織体として機能し、情報の伝達が効率的に実施された。 

○「人」や「場」等の産総研のリソースを活用して 20 の技術研究組合に参画し、17 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。 

○共同研究の派遣研究員（2034 人）、外来研究員（1205人）、技術研修員（1469人）、技術

研究組合のパートナー研究員（609 人）等の外部人材を積極的に受入れた。また、委員

委嘱（3571人）、役員兼業（29人）等の制度の活用に加え、新規の連携大学院協定の締

結を行い、連携大学院制度に基づく教員委嘱（344 人）などにより、大学等への人材供

給を推進し、効率的な成果移転に努めた。 

○平成 24年度より「イノベーション推進活動評価委員会」にて外部有識者による広報活動

に係る検討とフォローアップが行われた。得られた助言は広報活動に反映させ、業務改

善に努めた。 

○九州センター直方サイトについては、平成 25年 2月 15日に現物による国庫納付を行っ

た。 

 

 

＜評価＞ 
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○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。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、産総研ならではの取り組みであり、わが国の様々

な組織の改革モデルともなるものと言えよう。 

○業務運営の効率化が数字を伴う成果として出てきており、研究活動の高度化についても、

2030年までの研究戦略を策定するなど、明確な研究ビジョンが示されている。 

○当研究所は、業務運営効率化に関し絶えざる真摯な取り組みを毎年行っている。政府の

方針に掲げられたものについては全て対応し､結果も出ている。 

１，管理費、人件費は国の方針に基づき着実に効率化を進めている。 

２，契約も市場化テストの導入など誠実に対応している。結果も出ている。 

○限られた予算の中で、業務運営の効率化を着実に進めていく努力をされている点は高く

評価できる。 

○積極的な共同研究の実施、技術研究組合への参画（前掲）など、成果の早期社会還元の

努力が力強く実施されている。 

○業務経費、一般管理費の削減は目標を達成。役職員の給与、退職金支給水準の引下げも

閣議決定等の趣旨に沿って実施されている。 

○多様な手段による広報活動で産総研の”露出度”は確実に高まっている。 

○不要資産の売却も計画通り実施され、国庫納入の手続きも進められている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○内部統制、管理の徹底が行き過ぎたものになって、研究者のモラルダウンを招かぬよう、

バランスのとれた運用が望まれる。 

○過剰な規制による効率ダウンにならぬよう、真に効果的なものになるよう留意されたい。 

 

 

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 

＜主な実績＞ 

○研究ユニット評価結果等を踏まえた上で、平成 24年度をもって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及びダイヤモンド研究ラボを廃止し、創

薬分子プロファイリング研究センター及び触媒化学融合研究センターを新設するととも

に、平成 24 年度末をもって設立期限を終えるナノチューブ応用研究センターについて

は、研究テーマを絞り平成 26年度末まで 2年間延長することを決定した。 
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○研究ユニットの評価委員は、外部 4～7名と内部 2名で構成（研究ユニット当たり平均 1

外部委員増）、総合評点における外部委員の評点の重みを高めている。外部委員：内部委

員＝7：3（第 2期は 6：4）。 

○平成 24年度は、関連する他研究ユニットの評価委員会に研究ユニット長等が出席し、新

たな連携課題等に向け有効な活用を図った。 

○新規テーマ設立及び見直しを審査する諮問委員会（研究ユニット設立に係る諮問委員会）

に、関連する他独法の研究者等を参加させ、重複排除・連携強化を徹底した。 

○国内外の有識者からなる運営諮問会議を平成 25年 2月 8日に開催し、産総研の研究活動、

運営全般に関して、戦略的かつ効果的な助言を得た。 

 

＜評価＞ 

○研究活動の高度化のために、適正な評価や組織の見直し・再編が継続して実施されてい

る。それらの取り組みは、産総研の強みを活かした研究・開発の推進に役立っている。 

○変化する社会のニーズや政策課題に対応するため、新規テーマ設立および見直しを審査

する諮問委員会に、他省も含めた関連する独法の研究者を参加させた試みは、重複排除

のみならず新たな連携が期待でき高く評価する(再掲）。 

○研究ユニット評価システムが不断に見直されている。今期は平均 1名の外部委員が平均

1 名増員され、また、外部委員の評点の重みが高められた。評価委員会に関連する研究

ユニット長が出席する仕組みは、重複排除と連携促進の点で高く評価される。 

 

 

３．職員が能力を最大限発揮するための取組 

(１)女性や外国人を含む優秀かつ多様な人事

の確保及び育成 

（２）職員の能力、職責及び実績の適切な評価 

 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○平成 23年度までの産業人材育成型任期付研究員制度を見直し、今後の産業技術の発展を

担う若手を、育成を考慮して採用する博士型任期付研究員制度に改定した。また第 1回

公募選考の公募期間を 1ヶ月延ばし、締切を新年度にすることにより、学位取得見込み

者の応募を促し、若年層博士号取得者の採用の拡大を図った。この結果、平成 24年度の

第 1 回公募選考における応募人数が若年層を中心に増加した。（26-29 歳：平成 23 年度

第 1回公募 95名→平成 24年度第 1回公募 112名、30-32歳：102 名→107名、全体：373

名→397名） 

○これまでの研修制度を整理拡充し、新しく若手研究員に対する「若手研究員初期研修」
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を実施した。 

○「産総研の研究開発業務の一層の推進のための業務運営体制の改善について（中間とり

まとめ）」を平成 24年 6月 21日付で理事会决定し、事務職員のキャリアパス計画を明示

し、職員に広く周知するとともに毎年度実施している人事調査書にキャリアパスの類型

を反映した。また、事務職員が配置されている部署の所属長等への人事ヒアリングでは、

その調査書を参考に、各部署において専門性を必要とする業務の把握を行い、その結果

を踏まえた人事ローテーションを実施した。 

○個人評価プロセスを通じて「職員の意欲向上」、「職員間の意思疎通」及び「課題の認識」

を図り、組織全体のパフォーマンスの向上を図った。 

 

＜評価＞ 

○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は、職員の能力を最大限に発揮させるために役立ち、

また、働きやすい職場を構築するための保育や介護支援も効果を挙げている。 

○人材確保育成に関しても前向きの努力をしており毎年向上の跡が見られる。 

○研究職員の人数は 2281名とアメリカと比較して一桁少なく、これをオープンイノベーシ

ョンハブなどの産学官連携でカバーしていかざるを得ないという、構造的問題がある。

本評価の範囲外ではあるが、国家的観点から非常に重要な問題であり、あえて言及する。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○女性や外国人の雇用拡大に向けた努力や、シニアスタッフの活用制度も評価できるが、

さらに、優れた女性研究者の活躍推進のための工夫を期待する。 

○女性や外国人を含む多様で優秀な人材の確保に努めているが、女性研究員の採用増加と

管理職への登用に引き続き取り組んでほしい。 

○研究人員の国際化、外国人研究者の積極的な招聘、流動性とダイバーシティをより高め

ることを期待したい。 
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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 

 

 

＜主な実績＞ 

○参加型コンプライアンスの推進を図るため、新規採用職員やグループ長等に対してコン

プライアンスに関する研修を実施した。また、役職員等を対象としたコンプライアンス

セルフチェックを実施し、コンプライアンス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（飲酒運転、倫理規程）を基に

「コンプラ便り」を作成・発信し、コンプライアンスに関する理解のさらなる増進を図

った。 

○役職員等がソーシャルメディアを利用する際、メリットやリスク、メディアの特性を正

しく理解し、適切に利用することを目的としてソーシャルメディア活用ガイドラインを

策定した。 

 

＜評価＞ 

○コンプライアンスに関する取り組みも､従来から継続して着実な取り組みをしている。 

 

 

 

 

５．内部統制【必須】 

（１）法人の長のマネジメント 

（２）監事監査 

（１） 法人の長のマネジメント 

＜主な実績＞ 

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

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

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

のミッションを周知し、直接指示できる体制を構築している。 

○各種の定例所内会議等（理事会(毎週開催)、研究分野別連絡会（月 1回開催）、地域セン

ター所長会議（月１回開催））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。 

○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。 

○各部署等のリスク管理活動プランの策定及び自己評価の結果を基に、リスク管理におけ
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る取り組み事例や教訓となる事例等の整理等を行い、今後のリスク管理活動への参考と

して所内に発信した。（リスク管理の PDCAサイクル） 

○２地域センター及び 21 研究ユニットのリスク管理責任者等とリスク管理活動等に関す

る意見交換を実施し、リスク管理に対する意識や取り組み状況などの把握に努めるとと

もに、その内容を今後の産総研の組織活動を検討する際の参考として研究ユニット活動

総括・提言委員会等の関係部署に情報提供した。 

○業務継続計画（BCP）については、平成 24年 5月に旧特許生物寄託センター業務の他法

人への承継に伴う優先業務の見直し等の改定を行った。また、BCP の実効性を確保し継

続的改善を図るため、関係部署の連絡会合を開催するとともに、改善・検討の状況と改

定について活動記録の取りまとめを行った。 

○参加型コンプライアンスの推進を図るため、新規採用職員やグループ長等に対してコン

プライアンスに関する研修を実施した。また、役職員等を対象としたコンプライアンス

セルフチェックを実施し、コンプライアンス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（飲酒運転、倫理規程）を基に

「コンプラ便り」を作成・発信し、コンプライアンスに関する理解のさらなる増進を図

った。（再掲） 

○役職員等がソーシャルメディアを利用する際、メリットやリスク、メディアの特性を正

しく理解し、適切に利用することを目的としてソーシャルメディア活用ガイドラインを

策定した。（再掲） 

○関西センター電池実験棟の火災事故について、火災事故調査委員会を設置し、出火原因

の推定、火災発生経緯を検証するとともに、対策として、①電気設備の緊急安全点検、

②実験室保管薬品の減量化、③禁水性物質の保管方法再点検 25、④終夜運転機器の安全

対策強化、加えて、⑤初期消火対応の再確認、⑥防火管理体制・消防計画の見直し、⑦

消防・警察との連携強化を実施した。 

 

＜評価＞ 

○理事長のリーダーシップの下、組織としてのリスクへの取り組みを明確化した上で、研

修やセルフチェックの実施を通じて、職員の意識改革と信頼関係の構築に成果を挙げて

いる。 

○理事長、ユニット長の緊密なコミュニケーションが図られており、個人評価も適切であ
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る。 

○理事長裁量による、ユニット長の自律的な判断とオープンイノベーションの推進の２軸

からなる予算構成は、理事長リーダーシップの下に柔軟で積極的な運営を可能とすると

期待できる。 

○毎朝、全事業場で開催される「安全管理報告会」は、事故予防策として効果的と考える

（ヒヤリハット事例の水平展開と共有化が重要）。 

 

（２）監事監査 

＜主な実績＞ 

○監事監査は、研究所の事業の適正かつ能率的な運営を確保することを目的として、研究

所の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握するため、業務監査及

び会計監査を実施した。 

○監事が理事会その他の重要な会議等へ出席し、研究所の意思決定プロセスの適正性等に

ついて調査を行い、また、理事及び関係部署の管理者等から職務の執行状況等を聴取す

ることにより、研究所の組織及び制度全般の運営について調査を行った。 

○監事が財務諸表等の監査を実施すると共に、会計監査人からの監査結果報告及び説明を

受け、財務諸表等の適否を判断した。 

 

＜評価＞ 

○監事監査も、適切に行われている。 

○着実に達成されており、問題は認められない。 

○内部監査が充実している。 

 

６．業務・システムの最適化【必須】 ＜主な実績＞ 

○クラウド型のメールサービスである google apps for businessを導入し、運用を開始す

ると共に、関連する認証サーバ、DNS サーバについてもクラウド化を実施する事により

大規模災害時のメールシステムの可用性を確保した。また、google apps for business

に付随する強力なクラウド上の SPAM フィルターの効果により情報セキュリティを向上

させた。 

○メールシステムのクラウド化を契機にネットワークのシステム構成を根本から見直し、
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基幹のスイッチ数を 6システムから 2システムに削減すると共に、最新の基幹スイッチ 

構成を導入し、2 倍の速度向上と冗長化の両立を図った。クラウド化に伴うサーバ群の

大幅な削減を含めて、メールシステムのクラウド化による費用削減効果は約 1.5億円と

なった。また、対 23年度比で 20％の電力削減効果が得られた。 

 

 

＜評価＞ 

○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ている。 

○クラウド化の推進による多岐にわたる削減に成功している。 

○クラウド化による情報システムのスリム化など、真剣にかつ着実に業務・システムの最

適化を進めている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○情報の漏洩、サイバー攻撃に万全の対策をお願いしたい。 

 

 

７．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＞ 

○産総研の情報セキュリティ対策の PDCAサイクルを確立のため、平成 24年度のローテー

ション監査対象となる24の研究推進組織等に対して情報セキュリティ監査及び137の外

部公開サーバの脆弱性診断を実施した。 

○内部監査の結果については、被監査部門が課題等を的確に把握し、改善に向けた活動に

主体的に取り組めるよう、監査結果の説明とともに、業務の有効性及び効率性の観点か

ら改善が必要な課題等について被監査部門との意見交換を実施した。 

○平成 24年度の内部監査は 36部門等に対して実施。また、内部監査の一環として、全部

門等（90 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。 

○リスク管理活動に用いるリスクテンプレートについて、平成 20年度以降の産総研リスク

事例の分析により、事例の多かったリスク分類を起因別に細分化するなど、実態に則し

た見直しを行うとともに、表現の平易化等の改訂を行った。 

○各部署等のリスク管理活動プランの策定及び自己評価の結果を基に、リスク管理におけ
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る取り組み事例や教訓となる事例等の整理等を行い、今後のリスク管理活動への参考と

して所内に発信した。（再掲） 

○2地域センター及び 21研究ユニットのリスク管理責任者等とリスク管理活動等に関する

意見交換を実施し、リスク管理に対する意識や取り組み状況などの把握に努めるととも

に、その内容を今後の産総研の組織活動を検討する際の参考として研究ユニット活動総

括・提言委員会等の関係部署に情報提供した。（再掲） 

 

＜評価＞ 

○役職員のイニシアティブの下で、業務改善のための不断の努力が行われており、明らか

な成果が挙がっている 

○着実に達成されており、問題は認められない。 

○組織的にリスク管理の向上努力がなされている。 
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＜入札・契約に関する事項＞  
個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４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．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 24年 6月 13日以降 5回開催し、平成 23年度及び平成 24年度上期分

の契約の点検・見直しを行った。 

○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 24 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 5.1％ 、件数ベースで 2.1％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、件数ベースではほぼ同率、金額ベースでは下回っているが、そ

の要因の一つとして平成 24 年度においては、法令等により処分先が特定されている放射

性廃棄物等の廃棄処分案件が発生しなかったこと、複数年契約の過渡期の関係で随意契約

の件数が一時的に減少したこと等が考えられる。 

 

○各事業所の契約担当職毎に委員会を設置し、政府調達協定の対象となる契約案件を適切に

把握し、調達スケジュール・仕様書等の法令への適合性について各事業所の研究分野に応

じて技術的な見地から厳正に審査した。 

○契約監視委員会の意見を踏まえ、地域センターで開催される契約審査委員会にも可能な限

り契約審査役が出席することとし、平成 24 年度は関西センターの契約審査委員会で審査

を実施した。 

 

＜評価＞ 

○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推進しており、平成 24 年

度は随意契約では目標をクリアし、一者応札においても改善をみた。市場化テストの導入

も評価できる。 

○審査・監視委員会が順当に機能しており、着実に達成されている。 
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○随意契約の削減は定着し、一者応札数も確実に低下し努力は認められる。その他入札/契

約の適正化に向けた措置は十分になされている。 

○適正化は着実に進められている。 

○一者応札比率が依然として高いが、契約監視委員会の指摘・提案に基づき様々な工夫が重

ねられている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○研究開発業務を主とする他の独法とも密な情報交換を行い、地道な取り組みをお願いした

い。 

 

２．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）に基づき、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業務を「つくばセンターの施

設管理等業務共同企業体」が包括して事業を開始した。 

○同事業に対するサービスの質及び経費の削減効果について平成 24 年度分の点検を行っ

た。 

○個別事業主体毎に分担されていた指揮命令系統が、総括管理業務を中心とした一つの組織

体として機能し、情報の伝達が効率的に実施された。 

○業務報告会並びに定期集合研修を開催することで相互業務の理解を深め、業務遂行の知識

及び能力が向上した。 

 

＜評価＞ 

○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推進しており、24 年度は

随意契約では目標をクリアし、一者応札においても改善をみた。市場化テストの導入も評

価できる。 

○監督職員への情報集約が徹底されており、着実に達成されている。 

○公共サービス改革等基本方針に基づき、市場化テストに取り組んでいる点は評価できる。 

○閣議決定に基づき、関連する 8業務を「企業共同体」が包括しておこなう体制が開始され

た（市場化テスト）。しかし、応札した企業共同体は一者であり、今後、実施状況等の評

価、フォローが必要。 
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３．公益法人等に対する支出の適正化【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

付）」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月以降に以下

の見直しを実施し、支出の過程においてその必要性等を確認・精査する仕組みを整えるこ

とにより、公益法人等への支出をより透明性の高いものとする。 

・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。 

・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。 

 

＜評価＞ 

○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。 

○透明性のある支出管理が着実に達成されている。 

○見直しに対応し、着実な改革がなされている。 

○「行政改革本部」の決定に基づき、公益法人への見直しが実施されている。特に会費支出

について、監事が精査する仕組みは評価される。 

 

（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況 

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

し、平成 20年 4月より実施している。 

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

日から起算して 72日以内）に、随意契約においては毎月取り纏めの上、産総研ホームページにおいて公

表している。 

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性 

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

平成 20年 4月より実施している。また、同基準については、産総研ホームページにおいて公表している。 

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

続きを行い、平成 21年 4月から実施している。 
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（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（平成 20年 4月 1日施行）し、随意契約によることができる限度額の基準を国

の基準と同様とし、真にやむを得ない随意契約以外は、競争入札又は公募による契約手続きとした。 

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

公告期間を企画競争は最低 22 日以上、公募においても 14 日以上として競争性確保に努めた。また、少

額契約案件については、見積依頼から提出期限の日数ルールの明確化、見積依頼・提出用ボックス設置

等により、平成 20年度から効率的に実施。 

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

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

意契約によらざるを得ない場合）に準じて実施し、選定理由の妥当性等について調達担当者、会計チー

ム長等及び契約担当職による審査を行っている。 

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

担当職による審査を行い、産総研ホームページにおいて公募公告を行っている。 

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

び契約担当職による審査を行い、産総研ホームページにおいて企画競争公告を行っている。また、企画

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

ットの審査委員会により審査を行っている。 

・政府調達による契約（1,200 万円以上）の場合は、全案件を契約審査委員会において審査し、政府調達

の協定に基づき適正に手続きを行っている。なお、つくばセンターにおいては、契約審査委員会に外部

から雇用している契約審査役を加えた体制で審査を実施している。また、政府調達の協定で認められて

いる随意契約を行う場合であっても、事前に公募により参加できる業者が他にいないかを確認したうえ

で、随意契約を締結する旨の官報公告を行っている。 
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（参考４）平成２４年度に締結

した契約の状況 

 

（単位：件、千円、％） 

  
平成 23 年度 平成 24 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 1,536  18,477,376     93.4％ 1,887  37,408,040     93.9％ 

企画競争・公募 981  5,416,360  

  

871  5,634,190  

  
随意契約 90  2,652,708  58  2,307,258  

合計 2,607  26,546,443  2,816  45,349,489  

随意契約の割合 3.5% 9.9% 2.1% 5.1% 

 

 

 

＜随意契約見直し計画の進捗状況＞ 

○平成 23年度における随意契約は 90件であったが、その 

うち平成 24年度も継続して契約を締結した 44件を除く 

46件が、平成 23年度限りの契約若しくは競争性のある 

契約に移行、または複数年契約分であった。       

（つくば中央 2-1M棟一部撤去改修工事：約 0.9億円 等） 

なお、平成 24年度においては、随意契約の新規契約が 14件発生したことから、平成 24年度の随意契約

件数は 58件となっている。 

（福島再生可能エネルギー研究開発拠点予定地の購入：約 8.9億円、会場借料：3百万円等） 

 

＜効果＞ 

○平成 23 年度から継続している案件のうち、平成 24 年度以降に競争性のある契約に移行するとしていた

8件（約 11億円）に関しては、中国センターの電気需給契約及びつくば西事業所の電気需給契約（一般

競争入札に移行）及び情報検索サーバーの保守（契約終了）の 3 件は移行等の措置が終了したが、残り

の北海道センターの電気需給契約等の 5件については、引き続き平成 25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 24年度においては、法令等により処分先が特定されている放射性廃棄物等の廃棄処分案件が発生し

なかったこと、複数年契約の過渡期の関係で随意契約の件数が一時的に減少した。 
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（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 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上 469  565  0  0  11  22  0  0  480  587  

一者 1,043  1,274  0  0  114  93  856  756  2,013  2,123  

合計 1,512  1,839  0  0  125  115  856  756  2,493  2,710  

一者の割合 69.0% 69.3% 0% 0% 91.2% 80.9% 100.0% 100.0% 80.7% 78.3% 

 

（金額ベース 単位：件、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 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上 9,164 10,288 0 0 256 133 0 0 9,419 10,421 

一者 8,879 22,890 0 0 898 1,221 4,263 4,281 14,039 28,392 

合計 18,042 33,178  0 0 1,154 1,354 4,263 4,281 23,459 38,812 

一者の割合 49.2% 69.0% 0% 0% 77.8% 90.2% 100.0% 100.0% 59.8% 73.2% 

 

○平成 24年度の基準額を超える競争性のある総契約件数（2,710件）のうち、一者応札割合は 78.3％であ

り、平成 23年度と比較して 2.4％減少。 

減少した要因としては、公募（他に提供できる事業者がない事を確認する手続であり当初から一者を想

定しているもの）が平成 23年度比で 100件減少したことによる。 

また、企画競争による二者以上の件数が平成 23年度比で倍増したが、少数であるため全体に与える影響

は軽微である。 

一般競争入札の一者の割合については、概ね 69％台のまま横ばいで推移している。 

平成 21 年度に公表している「一者応札・一者応募に係る改善策」の内容を踏まえ、平成 25 年度以降も

引き続き一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＞ 

○ヘリウム液化機システム 

  311,535,000円 株式会社 A 

 装置概要：回収ヘリウムガス等の精製液化に必要なヘリウム液化機である。 
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 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、２者に仕様書を交付。入札説明会にも２者の参加があったが、仕

様書配布業者のうち１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 24年度の一者応札の低減に向けた主な取り組み 

○入札参加辞退者から提出のアンケートを見直し 

  入札参加の障害となった理由をより詳細に分析するためアンケートの細分化を行うなどの見直しを行

い、入札辞退理由の把握に努めた。（平成 24年 10月より実施） 

 

○公式ホームページ上で書式ダウンロードを実施  

  事業者の利便性向上のため、入札等に参加するために必要となる「入札書」、「委任状」、「証明書」及

び「納入実績調書」の書式を産総研公式ホームページからダウンロードして利用できるようにした。 

（平成 24年 12月より実施） 

 

○契約審査役が地域センターで開催の契約審査委員会へ出席 

  契約監視委員会の意見を踏まえ、地域センターで開催される契約審査委員会にも可能な限り契約審査

役が出席することとし、平成 24年度は関西センターの契約審査委員会で審査を実施した。 

（平成 24年 12月より実施） 

 

○平成 24年度年間契約予定一覧の事前公表を実施 

  入札参加事業者の参入を促すために事前公表案件を拡大し、入札公告前の平成 25年 2月 8日に「平成

25年度年間契約予定一覧」を産総研公式ホームページ、RSS自動配信により公表した。 

（平成 25年 2月より実施） 
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（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＞ 

                                                               （単位：件、千円） 

 23 年度 24年度 

件数 金額 件数 金額 

法令等により特定されるもの 10 57,816 6 22,835 

場所が限定され、供給者が一に限ら

れるもの 
25 194,157 20 1,087,777 

公共料金 24 1,770,835 20 1,058,546 

郵便料金 1 25,466 1 23,562 

再販価格が維持されている 2 15,844 3 17,436 

官報の印刷 1 16,059 1 20,862 

個別判断 27 572,530 7 76,241 

合計 90 2,652,708 58 2,307,258 

※「金額」欄の計数は、単位未満を四捨五入しており、合計と一致しない場合がある。 

 

＜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 

は継続的に実施する必要があったもの。                           4件   5,313千円 

○ つくば中央 2-2棟他内装内壁その他改修工事 

  当初請負者が工事を完了できないことにより、緊急に他業者と継続工事 

を行う必要があったため。                      1件   28,550千円 
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○ つくば中央第 2事業所監視・警報装置増設工事 

  施工業者に対しては守秘義務が規定されるため、当該工事に対応可能な 

者が１者であり、競争を許さないため。                              1件    5,145千円 

 

（参考６）関係法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人等）との契約の状況 

 

 

該当なし 

（参考７）公益法人に対する支

出状況 

 

（単位：法人数、件数、千円） 

区分 
平成 23 年度 平成 24 年度 

法人数 件数 金額 法人数 件数 金額 

契約支出 
競争入札 1  1  1,871  3  7  64,373  

随意契約 7  11  179,813  1  4  7,303  

契約以外の支出 35  1,974  52,870  38  2,266  36,880  

合計 43  1,986  234,554  42  2,277  108,556  

※「金額」欄の計数は、単位未満を四捨五入しており、合計と一致しない場合がある 
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（参考８）契約監視委員会の開

催状況 

＜委員＞ （平成 25 年 3 月 31 日時点） 

 

青山 伸一  青山公認会計士事務所 公認会計士  

加々美 博久 西内・加々美法律事務所 弁護士  

手柴 貞夫  協和発酵キリン株式会社 社友  

大谷 進   独立行政法人産業技術総合研究所監事  

内田 修   独立行政法人産業技術総合研究所監事 

 

＜平成 24 年度開催状況＞ 

  平成 24 年 6 月 13 日 第 1 回  

平成 24 年 6 月 20 日 第 2 回  

平成 24 年 6 月 25 日 第 3 回  

平成 24 年 7 月 27 日 第 4 回  

第 1 回～第 4 回の概要： 

契約の点検・見直し（対象：平成 23 年度の契約） 

１．随意契約の妥当性の確認として 27件を点検 

 ２．真に競争性が確保されているかの確認として 144件を点検 

 ３．２カ年連続一者応札・応募となっている案件について、平成 23年度分の 153件を点検 

 ４．公益法人への支出のうち、契約による支出 13件及び契約によらない支出 2,850件を点検 

平成 24 年 12 月 21 日 第 5 回 

概要：契約の点検・見直し（対象：平成 24 年度上期分の契約） 

１．２カ年連続一者応札・応募となっている案件について、124件を点検 

２．新たに契約を締結した随意契約案件 8件を点検 

３．真に競争性が確保されているかの確認として 3,000万円以上の契約案件 11件を点検 
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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２４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】 ＜主な実績＞ 

○総人件費削減への取り組みを確実に実施。 

 

①「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成 23年 6月 3日閣議決定）の趣旨に沿

って、役職員の俸給月額の削減を行った。実施期間は平成 24 年 4 月 1 日～平成 26 年 3

月 31日、削減率は平均 8.2%である。 

 

②「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成 24年 8月 7日閣議決定）

の趣旨に沿って、役員について、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」（平成 24年法律第 96号）と同様の措置を

実施した。 

〈概要〉 

・役員の退職手当の現行額に 104分の 87を乗じて、引き下げた。 

・「調整率」の段階的引下げ措置として、平成 25年 3月 31日～同年 9月 30日まで 104分

の 98、平成 25年 10月 1日～平成 26年 6月 30日まで 104分の 92、平成 26年 7月 1日

以降 104分の 87、という引き下げ措置を講じた。 

 

 
（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 20,347 16,116 4,231  0 

理事Ａ 16,545 12,915 3,606 24（通勤手当） 

理事Ｂ 15,368 11,860 3,422 86（通勤手当） 

理事Ｃ 15,787 11,863 3,422  502（通勤手当）  

理事Ｄ 15,658 11,861 3,331 466（通勤手当） 
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理事Ｅ 15,422 11,861 3,512 49（通勤手当）  

理事Ｆ 13,448  11,924 1,475 49（通勤手当）  

理事Ｇ 15,306  11,860 3,422 24（通勤手当）  

理事Ｈ 13,586 11,924 1,475 187（通勤手当）  

理事Ｉ 15,306 11,860 3,422 24（通勤手当） 

理事Ｊ 
15,832 

  

11,859 3,422 

 

551（通勤手当、

単身赴任手当） 

理事Ｋ（非常勤） 1,890  1,296  594 0 

監事Ａ 
12,025 

9,114 

2,611 

300（通勤手当、

単身赴任手当） 

監事Ｂ 12,022  9,121 2,611 290（通勤手当） 

     （参考）全独立行政法人平均（平成 23 年度実績） 

理事長 17,596 

  

理事 

（一人当たり） 
14,827 

監事 

（一人当たり） 
13,008 

     （参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 24 年人事院） 

行政職（一）平均 5,944   

事務次官 20,439  
 

（参考２）役員報酬・人事への業

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×0.93×2.45×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 
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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。 

 

○役員人事（解任を含む。）は、業務実績評価結果及び理事長による評価結果を反映した実績は特にない。 

 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

 

（単位：千円、月） 

 支給額（総額） 法人での在籍期間 業績勘案率 摘要 

理事Ａ 8,442 72 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 

理事Ｂ 7,974 72 1.0 役員退職手当規程に基づき支給。 
 

（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） 

年間平均給与額（千円） 

総額 うち所定内 

（うち通勤手当） 

うち賞与 

常勤職員 2,439 46.7 8,172 6,220（95） 1,952 

 うち事務・技術 549 44.4 6,498 4,893（118） 1,605 

うち研究職種 1,888 47.4 8,660 6,607（88） 2,053 
 

（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））  104.9 

 地域勘案  105.7 

 学歴勘案  106.8 

 地域・学歴勘案  106.3 

  ＜研究職員＞ 
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 対国家公務員（研究職）  102.7 

 地域勘案  104.1 

 学歴勘案  102.7 

 地域・学歴勘案  103.5 

  （※）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・博士課程修了者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 24年職員数 661人）するなど効率的な運営に努めてきた。 

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

業務に対応するための専門的知識を有した有能な人材が必要となってきている。 

そのため、国家公務員における事務・技術職員（経験年数 1 年未満の者）の大学卒の割合が過去 5 年

平均で 59.4％であるのに対し、産総研の新規採用事務職員の大学卒の割合は過去５年間 100％となって

いる。さらに、そのうち修士課程修了者は過去 5年平均で 51.3％を占めており、この割合は国家公務員

における事務・技術職員（経験年数 1年未満の者）の過去 5年平均の大学卒の割合と近い水準である。 

このように産総研の新規採用事務職員は修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卒、大学院卒の採用比率の推移】 

       採用人数   大卒比率  うち院卒  比率   

平成 20年   18人     100％    11人   61.1％ 

平成 21年   17人     100％    11人   64.7％ 

平成 22年   13人     100％    7人   53.8％ 

平成 23年   15人     100％    4人   26.7％ 

平成 24年    8人     100％    2人   25.0％ 
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            ＜平均 100％＞    ＜平均 51.3％＞ 

 

【国家公務員の行政職（一）の経験年数 1年未満の者のうち大学卒の占める割合】 

        大卒比率   

平成 20年    55.7％        

平成 21年    59.0％        

平成 22年    57.5％        

平成 23年    64.1％       

平成 24年    60.1％             

      ＜平均 59.4％＞  

 出所 国家公務員給与等実態調査から 

 

【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※                  223,062円 

 ※ 出所 平成 24年職種別民間給与等実態調査から（職員数 500人以上の企業の平均初任給） 

 

○研究職員 

【優秀な人材の確保】 

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

施することを目的としている。 

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

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

産総研は、新規採用研究職員の全員が修士・博士課程修了者（平成 24年度 新規採用 76名 うち 71

名博士課程修了者 比率 93％）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 91.5％

（1,888名中 1,728名）となっており、国家公務員の研究職における比率（平成 24年国家公務員給与等

実態調査 74.2％）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
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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※                261,439円 

  ※ 出所 平成 24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） 

 

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成 17年 12月 24日閣議決定）

等を踏まえた人件費改革の進捗状

況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「行政改革の重要方針」（平成 17年 12月 24日閣議決定）に基づく人件費削減実績 

  
                                     （単位：千円） 

実績 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 
29,336,933 29,160,911 28,691,520 28,163,456 27,752,739 2 7,664,728 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。 

（※） 人件費削減について、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第

47 号）では「平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させ

る」、また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006について」（平成 18 年 7月 7日閣議決定）では「人件費

改革を 2011 年度まで継続する」とされていた。 

 

○平成 24年度における取組み 

「国家公務員の給与削減支給措置について」（平成 23 年 6 月 3 日閣議決定）の趣旨に沿って役職員の給

与の減額を行った。実施期間は平成 24 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日、産総研全体の削減率は平均

8.2%、削減額は 2,138,290（千円）である。 
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（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。 

（参考８）その他 ○通勤手当の支給上限額の変更 

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

により算出している。産総研の支給上限額は、21年度まで 6万 5千円であったが、国の支給上限額と

同等の 5万 5千円に変更する給与規程の改正を行い、22年 4月 1日から実施している。 

○独自の手当の支給①－資格手当 

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

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

し、一資格について月額 2千円を支給している。（有資格者であっても法令による業務に配置されない

者には支給していない。） 

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

全管理に係る資格が必要となる。こうした安全の確保は、あらゆる種類の事業の前提となる最優先事

項であり、組織に働く者のみならず周辺住民の安全保障にも関わる事柄である。 

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

職務に関する責任の大きさを勘案して手当を支給している。 

○独自の手当の支給②－職責手当 

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

当を含む）」の合計に相当するもので、国と同様に定額で支給している。産総研の職責手当は、国の俸

給の特別調整額及び地域手当（研究員調整手当を含む）相当額であるが、総務省が実施した平成２０
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年度業務実績評価における調査結果においては、国の俸給の特別調整額のみと比較されている。 

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

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

う管理職手当に相当。職責に応じて定額で支給される。 

 ※産総研における「職責手当」は国における「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を

含む）」相当額で構成されるもので、国と同様に定額で支給される。 

○独自の手当の支給③－期末手当、勤勉手当 

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

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

業績のあった研究者に対してその業績に見合う処遇を行う観点から、業績手当の支給率を最大で 500％

とすることが可能な制度となっているなど、国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）。 

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

に相当するなどにより違いが発生している。 

 

 （参考）一般職員に対する支給割合 

（単位：月） 

 

 

 

 

 

 

 

    ※勤勉手当は国、業績手当は産総研 

 

○法定外福利厚生費の適正化 

・運動施設等の管理は職員による自主管理体制とし、経費の支出を取り止めた。 

・慶弔費の支出対象を、国の支出対象と同様に見直した。 

 

 

 6月期 12月期 

 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 

国 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 

産総研 1.25 0.7 1.95 1.35 0.65 2.0 
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委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ) 
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４．財務内容 

評定結果 
（Ｂ）（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３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って財政条件が悪化する中で、知的財産の活用や共同研究に

よる活動を通じて、自己収入を増やすことが期待されている。 

○資産の効率的・効果的な活用を実施し、財務内容は健全である。 

○最先端研究機器・施設を共有する拠点（IBEC-IP）の構築は、成果の社会への還元、企業との有機的連携の点

で高く評価。 

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２４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＞ 

○研究テーマデータベースシステムを活用して、研究職員の研究開発への取組状況を把握、

管理すると共に、外部資金で行う研究開発が産総研のミッションに照らして、優先的、

重点的に取り組むべきものになるよう、外部資金獲得に際しての審査を継続して行った。

また、同システムを活用して、外部資金による研究開発が研究開発活動にどのように寄

与、貢献しているのか、個々の外部資金の性格に応じて、論文等の成果の観点から検証

を行った。 

○20の技術研究組合に参画し、21の大型外部資金プロジェクトを推進した。うち 7の大型

外部資金プロジェクトについては、産総研研究職員がプロジェクトリーダーを務める研

究開発を実施した。また、イノベーションコーディネータを中心に、研究ユニットの研

究テーマを企業との共同研究に発展させて、外部資金の獲得を推進した。 

○九州センター直方サイトについては、平成 25年 2月 15日に現物による国庫納付を行っ

た。 

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

の連携推進の検討とあわせて、共同研究・受託研究、人材の受入、技術研究組合参画研

究に関する所内インセンティブ制度の拡充を図り、外部資金獲得および連携制度活用に

係るモチベーションを向上させ、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、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 23年度の 70％から平成 24年度は 80％に引き上げを行った。 
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○研究施設等の外部利用の際の受益者負担につき、受託研究等経費算定要領を一部改正（徴

収料金の見直し等）し、適正化を図った。 

○各イノベーションコーディネータ（IC）のコーディネーション活動の紹介と議論を行う

「IC会議」（月 2回）、つくばと地域センターの ICを一堂に会した「全国 IC会議」（年 2

回）、各分野の焦点技術と ICのコーディネーション活動、知財戦略の共有を図る「各分

野企画室との意見交換会」（年 2回）を開催することで、IC、イノベーション推進本部、

および研究分野間のネットワークを強化し、分野横断・全国規模での連携の推進を行っ

た。 

また、地域センターのオープンイノベーション機能に関連する事業（共同研究、技術研

究組合、技術研修、外来研究員）の関係経費（施設使用料、人頭経費）について、所長

裁量で柔軟に料金設定ができる運用を開始し、施設の利用促進を図ることで拠点の活性

化を図った。また、オープンスペースラボとして、臨海副都心センターおよび四国セン

ターでは装置等を備えた公開スペースを設置して、地域の中小企業や研究機関との共同

研究を行い、オープンイノベーションハブ機能の強化を推進した。 

○産業技術連携推進会議を活用した事業として、地域産業界及び公設試と連携し、「研究連

携支援事業」として新規・継続課題 4件、準備課題 6件を実施した。 

○今年度の重点地域としては中国地域を対象とし、産業技術指導員やコーディネータが、

中国センターと協力して、地域の有望中小企業の訪問や研究者とのマッチング、本格研

究ワークショップにおける技術相談などを行った。この中から、産総研との本格的な共

同研究を目指した公的研究資金への提案を希望する企業 7社が、中小企業共同研究スタ

ートアップ事業を活用して提案準備を実施している。なお、7 社中 6 社は、中国センタ

ー以外(つくば, 東北, 九州)の研究者との連携であり、オール産総研での対応を進めた。 

 

＜評価＞ 

○研究サイトや事務所など、利用目的が終了した資産についての見直しと処分・国庫納付

は滞りなく進められており、借り上げ宿舎の見直しも進められている。知的財産・取得

に関しても、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、

活用の方策が採られている。 

○着実に改善努力が行われ、業務が進められている。 

○着実に達成されており、問題は認められない。 
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○独法として求められる措置は適切かつ着実になされている。 

○収支計画・資金計画は適切になされている。 

○基本的に、産総研が成すべき課題を考えると、人員および予算収入が十分ではないのは

明白であるが、その限られた予算内で十二分に成果を挙げてきていることは、賞賛に値

する。 

○何ら問題はない。 

○外部資金の獲得に努める一方、資産の効率的・効果的な活用を実施し、財務内容は健全

である。 

○「研究テーマ DB]の構築による研究活動の可視化、研究情報の集約化が実現し、運営費

交付金および外部資金の効率的な使用に取り組んでいる。 

○コーディネーションの強化や地域公設試との共同研究事業の模索など外部資金の獲得に

様々な工夫が認められる。 

 

＜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って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、知的財産の活用や研究組合の活動を

通じて、自己収入を増やす道を探ることも必要であろう。 

○DBの充実による研究活動の効率化から人材育成まで幅広い活用を期待する。 

○研究活動で創出した知財を、国益の観点で保護しつつ、一方で効率的にそれを処分･譲

渡・売却を通して活用すべきと考えます。 

 

２．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】 

○平成２３年度利益剰余金は１２，３９５百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立

金４，４９３百万円、積立金７，１０２百万円、当期未処分利益８００百万円であり、

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、問題はない。 

○自己財源で取得した固定資産の簿価相当額であり、問題はまったく認められない。 

○期末剰余金水準の削減など改善がなされている。 

○適切である 

○利益剰余金 12,395 百万はすべて原価償却等に係る非キャッシュ性の積立金で適正であ

る。 

 

３．運営費交付金債務残高の適正化【必須】 ＜主な実績＞ 

○平成２４年度末での運営費交付金債務は１８８億円（前年度１９１億円、１.６％減）、

補正予算※を除いた当初予算の運営費交付金債務は１２６億円（前年度９６億円、３１.

３％増）の見込。そのうち、年度をまたぐ契約済み繰越額を除く未執行繰越額は６６億

円（前年度７３億円、９.６％減）であるが、平成２５年度の業務経費として計画済みで

ある。（※平成２３年度３号補正：東日本大震災復旧・復興運営費） 

○平成２４年度末での運営費交付金に対する債務残高の割合は３２.５％。補正予算を除い

た当初予算に対する債務残高の割合は２１.８％（未執行繰越額６６億円の債務残高の割

合は１１.４％）。 

 

＜評価＞ 

○本事項には該当しない。 

○繰越額は業務経費として計画済みであり、問題はまったく認められない。 

○適正である 

○特段の指摘事項なし 

 

４．保有資産の有効活用【必須】 

 

 

＜主な実績＞ 

○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） 

用  途 種類 場  所 
帳簿 

金額 
利用状況等 
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(※４) 

（東京本部小金

井支所） 

研究開発事業 

建物
(※１) 

東京都 

小金井市中町

2-24-16 

498,538 

・「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）を踏ま

え、共同研究の終了（平成 23 年度末）後、国

庫納付に向けて手続きを開始。 

・具体的には、売却による譲渡収入の国庫納付

に向け、平成 25年 2月、4月に入札公告を実施

したが、不調。今後、現物納付の手続き等を進

める。 

（中部ｾﾝﾀｰ瀬戸

サイト） 

研究開発事業 

土地
(※２) 

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。 

・平成 25 年 4 月から土地の一部について土壌

汚染対策工事を実施し、平成 25 年 9 月以降に

国庫納付予定。 

 

建物
(※３) 

同上 
20,776 

 

※１ 建物 （建物、建物付帯設備） 

※２ 土地 （敷地、樹木） 

※３ 建物 （建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む） 

※４ 帳簿金額 （平成 24事業年度期末簿価） 

(注)単位未満四捨五入 

 

○九州センター直方サイトについては、平成 25年 2月 15日に国庫納付（現物納付）を行

った。 

○所内共用施設（旧テクニカルセンター）と所外公開共用施設（旧 IBEC-IP）の予算・課

金の統括管理を行い、正確な運営状況の把握と詳細な運営計画の検討が行えるようにな

った。                 

○種々の機会を利用して IBEC-IPの宣伝を行い、所外利用の実績向上に努めた。                            

○KEKを含めた TIA中核 4機関の共用施設による共用施設 TFを立ち上げ、施設運営の情報

交換、共同広報活動、運用協力の検討などを行い、さらに、各施設を網羅する共用施設

データベースの構築作業を開始するなど、TIA コアインフラとしての持続的な運用を目
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指す活動を行った。 

 

＜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。 

○保有資産の処分については、まったく問題なく、着実に達成されている。 

○遊休資産の処分など着実に措置がなされている。 

○国からの要請に対して適切な対応をとっている。 

○最先端研究機器・施設を共有する拠点（IBEC-IP)の構築は、成果の社会への還元、企業

との有機的連携の点で高く評する。 

 

５．職員宿舎等の見直し【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だけ借り上げて転勤者に貸与している（借上宿舎）。また、

「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、行政改革実行本部決定）」

及び「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画（平成 24年 12月 14日、行政

改革担当大臣決定）」が決定されたが、当該見直し計画に沿った対応として、平成 25年

5 月 1 日から、宿舎に入居できる者を「頻度高く転居を伴う転勤等をする職員」に相当

する者のみに限定し、その入居期間を 7年以内とした。 

 

＜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、特に問題はないと考えられる。 

○高頻度転勤職員に限定した入居対応は妥当であり、まったく問題は認められない。 

○国の方針に沿った措置がなされている。 

○国からの要請に対して適切な対応をとっている。 

○厳格な宿舎（借上宿舎）入居規準を設けている。 
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６．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。 

７．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】 

＜主な実績＞ 

○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（200万円）の銀行預金への移し替えを実施。 

 

＜評価＞ 

○本事項には該当しない。 

○問題は認められず、着実に達成されている。 

○適切な対応である。 

○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て

いる。 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
【貸借対象表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

○運営費交付金債務は１８８億円（２３年度１９１

億円 前年度比△１.６％）、補正予算を除いた運

営費交付金債務は１２６億円の見込。そのうち、

補正予算を除く未執行繰越は６６億円（対当初予

算比１１.４％）であるが、平成２５年度の業務経

費として計画済みである。 

 

○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。 

 

○独立行政法人通則法第４６条の２に基づき、九州

センター直方サイトを平成２５年２月１５日に国

庫納付（現物納付）したことにより、資本金が減

少している（３．１億円減資）。 

 

貸借対照表（Ｂ／Ｓ） H18.3.31現在 H17.3.31現在

　　流動資産 7,382 14,133
　　　　プログラム譲渡債権 1,477 2,773
　　　　その他 5,905 11,359
　　固定資産 43,485 36,980
　　　有形固定資産 663 1,177
　　　無形固定資産 804 965
　　　　ソフトウェア 803 965
　　　　その他 0 0
　　　投資その他の資産 42,017 34,836
　　　　関係会社株式 4,947 5,424
　　　　その他 37,070 29,412
　　資産合計 50,868 51,113

　　流動負債 3,806 3,377
　　　　運営費交付金債務 1,468 800
　　　　その他 2,337 2,577
　　固定負債 2,085 2,216
　　　　資産見返債務 428 547
　　　　その他 1,656 1,669
　　負債合計 5,891 5,594

　　資本金 84,130 84,123
　　資本剰余金 358 482
　　繰越欠損金 39,150 39,277
　　その他有価証券評価差額金 △362 189
　　資本合計 44,976 45,518

　　負債・資本合計 50,868 51,113

※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。

（単位：百万円）

H25.3.31現在 H24.3.31現在 
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
【損益計算書を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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の

経費については一般管理費に計上している。 

 

○受託収益のうち、主に独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）等の他独法からの受

託収益が減少している。 

 

○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であり、利益剰余金の前

中期目標期間繰越積立金を同額取り崩すことで、最

終的には当期総利益が８億円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損益計算書（Ｐ／Ｌ） H17.4.1～H18.3.31 H16.4.1～H17.3.31

　　業務費 6,993 6,736
　　　　プログラム開発普及等業務費 4,124 3,693
　　　　情報処理技術者試験業務費 2,335 2,618
　　　　情報セキュリティ評価・認証業務費 137 148
　　　　信用保証業務費 309 138
　　　　戦略的ソフトウェア開発業務費 81 112
　　　　特定プログラム開発承継業務費 5 24
　　　　地域事業出資業務費 － －
　　一般管理費 2,189 2,106
　　財務費用及び雑損 187 83
　　経常費用 9,369 8,927

　　運営費交付金収益 4,573 4,306
　　業務収入 4,161 4,311
　　資産見返収益 140 119
　　財務収益 439 347
　　雑益 54 46
　　経常収益 9,369 9,131
　　経常利益 0 204

　　臨時損失 346 51
　　臨時利益 262 310
　　税引前当期純利益（△損失） △84 463
　　法人税等 △13 79
　　過年度還付法人税等 226 －
　　当期純利益 127 383
　　当期総利益 127 383

※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。

（単位：百万円）

H24.4.1～H25.3.31 H23.4.1～H24.3.31 
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委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ (Ｂ) 

 

 


