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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第３８回産業技術分科会産業技術総合研究所部会 

議事録 

 

○室伏部会長  皆様おそろいのようですので、ただいまより第38回産総研部会を開催さ

せていただきます。 

 では、まず事務局から、議題に関する資料の確認をお願いいたします。 

○三上産総研室長  産総研室長の三上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 当省では、本年４月より、当省で開催される法定審議会は原則ペーパーレスで開催され

ることが決定されました。独法評価委員会においてもペーパーレス化の取り組みを進める

こととなっております。このため、本日の議題に係る資料は、皆様のお手元にあるｉＰａ

ｄの画面に資料ファイルが左側の方に提示されております。こちらで資料番号を示しつつ

本体を見ていただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。随時、操作で

分からないことがあれば、ご説明いたします。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 それでは、最初の議題、「平成25年度業務実績に係る評価基準、方法及びスケジュール

について」に関しまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○三上産総研室長  それでは、資料１―１「業務実績に関する評価基準、方法及びスケ

ジュールについて」の資料でございます。 

 資料１―１のＰＤＦファイルをお開きください。 

 これは例年どおりのものでございますけれども、業績・実績評価を行うに当たっては、

この基準の確認をすることとなっております。昨年度は、この評価基準の一部の改正を行

い、各分野のウエートについて若干変更を行ったところでございます。その後、当該基本

方針の見直し等は政府レベルとしてはありませんでしたので、平成25年度業務実績評価基

準につきましては、昨年度と同じ評価基準を提示させていただいております。当該評価基

準でよろしければ、これに対応しました業務実績評価表（資料１―２）を産総研部会委員

の皆様に作成いただきたいと思っているところでございます。 

 また、この評価表につきましては、スケジュール（資料１―３）にございますご質問の

受付と回答のプロセスを経て、６月30日までに提出していただくことになっております。

これを基に事務局で７月16日の次回部会でご審議いただくための評価シートを作成してい
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く予定でございます。 

 また、次回の39回産総研部会の評価結果につきましては、その次の週の７月25日に開催

予定の経産省の親委員会で審議・議決された後、最終的に総務省の政策評価独立行政法人

評価委員会に提出することとなっております。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 では、ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 ちょっと資料１―２が小さくて見にくいかと思いますが、大きくしていただいてご覧い

ただきたいと思います。 

 如何でしょうか。昨年と同じですので、特段のご意見もご質問もないかなと思いますが、

よろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から特に修正というようなご意見もございませんでしたので、本

議題につきましては、事務局から説明のあった方法及びスケジュールを了承するというこ

とにさせていただきます。よろしゅうございますか。――ありがとうございます。 

 それでは、次に、議題２に移りたいと思います。議題２は、「平成25年度業務実績につ

いて」でございます。 

 産総研から提出されております資料は、資料２―１から２―11となります。これらにつ

きまして産総研からご報告をお願いしたいと思います。中鉢理事長から引き続いて各５分

ほどでご説明をいただければと思います。ちょっと時間が短うございますけれども、よろ

しくお願いいたします。 

○中鉢理事長  どうも皆さん、こんにちは。理事長の中鉢でございます。 

 産総研の平成25年度の業務実績に関しまして、冒頭、私からは、理事長就任初年度とい

うことになりましたので、第３期中期計画の達成に向けてどのような取り組みを行ったか

についてご報告申し上げます。 

 まず１つ目は、スライド１をご覧になっていただきたいのですが、産総研の認知度をさ

らに高めるための取り組みに注力してまいりました。産業界を初めとする顧客・ユーザー

に産総研を活用していただきたいという思いで、産総研がどのような公的機関であるかと

いうことを知っていただくことは大変必要ですが、残念ながら認知度が必ずしも十分では

ありません。そこでまず、産総研をワン・ワードでいうとどのような研究機関か、いわゆ

る産総研の看板を明確化することから始めました。 
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 この役員、幹部職員と非常に長きにわたりまして議論を積み重ねた結果、スライド１に

ありますように、産総研は「持続可能な社会の構築に向けてグリーン・テクノロジーによ

る豊かで環境に優しい社会の実現」と「ライフ・テクノロジーによる健全で安全な生活の

実現を目指す」と。これを産総研の看板といたしました。これを実際に社会に認知させる

ために、この別の資料に、資料２―１も併せて、後でこのことは書いてございますので、

ＡＩＳＴ―ＳＴＡＲ事業、産総研版いわゆるＦＩＲＳＴと私ども呼んでいますけれども、

これを創設いたしまして、グリーンとライフにそれぞれ創薬推進とエレクトロニクスの省

エネルギーの２つのプロジェクトを開始いたしました。これは後ほど担当から説明させて

いただきます。 

 それから、スライド２、３には、産総研の機能をより明確化するために、大学、企業の

トップをお招きいたしまして産総研内の研究現場を視察いただきました。21件の視察にお

いて研究開発に対する様々な助言に加え、産総研との連携に向けた具体的な発言も多数い

ただいたところでございます。 

 また、産業界、大学、公的機関等との連携を拡大強化する試みとして、2008年度から開

催している産総研オープンラボ2013では、産総研として最も力を入れている福島再生可能

エネルギー研究所とＴＩＡ―ｎａｎｏ、つくばイノベーションアリーナのナノテクノロジ

ーですが、ＴＩＡ―ｎａｎｏを特別展示いたしまして、この２つのテーマに対して特別展

示をすることによって、多くの来場者に知っていただく機会を得ました。 

 その他、全国の地域のステーク・ホルダーとの意見交換を行いまして、産総研に対する

地域のニーズを把握したり、また、産総研のパンフレット類の見直しや成果事例集も新た

に作成し、産総研を知っていただく認知度向上に努めてまいりました。 

 次は、産業・社会のニーズにより応えていくための取り組みでございます。スライド２、

３もあわせて見ていただきたいと思いますが、産総研を知ってもらうだけではなく、産総

研が産業・社会のニーズに応えられないと十分な貢献はできません。そのために、１つは

産総研ユーザーの利便性の向上、それから震災復興への貢献強化、そして新事業への展開

という３つの方向性を定めまして取り組みを強化してまいりました。 

 産総研ユーザーの利便性の向上では、まず研究・事業化のスピードを加速化したいとい

う企業ニーズに応えるため、スーパークリーンルーム――ＳＣＲですね。及びパワーエレ

クトロニクスのクリーンルームの24時間稼働を開始いたしました。また、その中の研究施

設等を約款に基づく簡便な手続で利用していただけますよう制度を改正して、新しい制度
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を導入いたしました。 

 次に、震災復興への貢献を強化する目的、取り組みとして、郡山市に福島再生可能エネ

ルギー研究所の設立準備を進めてまいりまして、平成26年４月に開所にこぎ着けることが

できました。再生可能エネルギーの世界に開かれた研究開発拠点として、新産業集積によ

り震災復興に貢献することを目指しまして、現在 120名超のスタッフを集めまして研究開

発に邁進しております。また、震災復興に資する科学的知見として、地下水流動等を含む

地質情報の提供や除染等放射性物質の適正なリスク管理対策に資する研究成果も発表いた

しました。 

 新事業への展開につきましては、昨年の臨時国会で改正されました研究開発強化法で今

年度から現物出資が産総研の業務に追加されましたことから、ベンチャー支援に関する所

内体制――私はこれをＡＩＳＴ―ＨＯＳＴと呼んでおりますけれども、これは技術移転に

かかわるハンズオン支援を一気通貫で実施するというものでございますけれども、これを

強化・整備する一方で、先般、先端産業へ参入する中堅・中小ベンチャー企業を、産総研、

ＮＥＤＯ及び埼玉県が連携して支援する協定を２月に締結したところでございます。さら

に、社会や産業界からの声を聞く意見交換会、ＡＩＳＴアカデメイアを開始いたしまして、

計11回開催し、産総研に対する様々なご示唆、ご提言をいただいたところでございます。 

 最後に、産総研のガバナンスを強化するための取り組みでありますが、産業・社会のニ

ーズにしっかりと応えていくためには、研究開発マネジメントが重要であります。そのた

めに、まず産総研におけるリスク事象、リスクを洗い出しまして、その発生可能性や緊急

性やインパクトの大きさを勘案したリスクマップを作成し、それらを経営メンバー間でシ

ェアすると同時に、責任を分担することによって生ずる危機を回避・予防する体制の構築

に取り組みました。 

 また、従来も行ってまいりましたＰＤＣＡサイクルのチェックはさらに厳格化いたしま

して、その取り組みの１つとして予算編成プロセスを見直しました。具体的には、予算配

分と評価結果等を密接に関係づけるようにしたところがポイントでございます。 

 そのほか、理事長決定にかかわる規定の整備なども、理事会規程の見直しも実施いたし

ました。 

 この後、担当役員からの報告になりますが、平成25年度の主な成果例を列挙したものが

別刷の紙に書いてありますけれども、これはあくまでも私の印象でございまして、聞きど

ころとして聞いていただきたいと思いますけれども、１つは福島再生可能エネルギー研究
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所が４月１日のオープンにこぎ着けることができたということ。それから、つくばイノベ

ーションアリーナは、大学生を招聘して、サマースクールなどを通じて人材育成に貢献し

たこと。それから、イチゴによるインターフェロン、イヌインターフェロンの生産技術、

これは完全密閉型遺伝子組換え植物工場で薬事法をクリアいたしまして市場に出すことが

できましたこと。それから、糖鎖マーカーの実用化。これは世界初でございまして、これ

も市場に出すことができたこと。それから、ＳiＣ半導体、カーボンナノチューブの量産

化に対しましては、橋渡し機能を発揮いたしまして、このパートナー企業が大きな意思決

定を既に決定し、発表もされております。また、省エネに通じる光ネットワークによる情

報通信の技術も順調に進捗してまいりました。それから、光格子時計の開発、さらには微

生物によるＣＣＳ技術の開発、それから最後に、特に地方の中小企業を対象とした本格ワ

ークショップといっておりますけれども、これを全国的に展開いたしまして成功をおさめ

ました。というところが大きな成果例であるかなと思いますので、以下、その担当から説

明がありますので、こういったところを中心にご清聴いただければと思います。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  では、引き続いて、理事の皆様からご説明をお願いいたします。 

○一村副理事長  それでは、ただいまの理事長説明にもございましたように、震災復興

への貢献強化につきまして、資料２―２を用いましてご説明させていただきます。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。 

 復興支援に向けた産総研の考え方は、福島再生可能エネルギー研究開発拠点を構築する

ことと福島原発事故対策に貢献すること、この２つであります。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成23年度にいただきました補正予算を活用して産総研の10番目の拠点となる福島再生

可能エネルギー研究所を設立し、今年４月１日に活動を開始することができました。この

拠点のミッションには、再生可能エネルギーの研究開発を通しまして国際的な研究拠点を

構築すること。それから、我が国の産業競争力強化を目指すとともに、地元の産業振興に

貢献すること。そして、研究開発を通した大学との連携で、人材育成にも貢献することの

３つを掲げました。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず国際的な研究拠点の構築ですけれども、メガワットクラスのエネルギーネットワー
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ク実証実験施設を整備いたしまして、ＪＳＴ事業との連携を通して革新的な太陽光エネル

ギー研究開発を推進することで、世界の一歩先を行く研究環境体制を整えました。また、

アメリカの再生可能エネルギー研究所、ＮＲＥＬを初め、海外の主要な研究機関と連携す

るとともに、国際標準化など、国際協力の場での活動展開に主体的な役割を果たしており

ます。 

 次に、５ページですけれども、産業競争力強化、地元の産業振興への貢献をまとめまし

た。産業競争力強化では、薄型結晶を利用して我が国太陽電池産業の復興を目指すため、

企業20社から集結するＰＶコンソーシアムを設立し、活動を開始しました。また、福島県

との包括連携協定を３月５日に締結しまして、成果の産業利用の促進と県内企業への技術

開発支援を通して復興加速に貢献する姿勢を明らかにいたしました。 

 ６ページをご覧ください。 

 地元の産業振興への貢献に向けた取り組みとしましては、新たに被災地企業の技術シー

ズ支援プログラムを開始いたしました。これは、被災３県に所在する企業で開発された有

望技術シーズを産総研ポテンシャルを活用して強化し、新たな成果創出を目指す取り組み

でございます。平成25年に11件の課題採択を行って、現在も遂行中でございます。 

 次に、７ページですけれども、地元大学との連携を通した人材育成の取り組みをまとめ

ました。 

 今年度からは、地元４大学に加えまして東北大学とも人材育成面での連携を強化すべく、

今年２月に産学連携協力に関する締結を行いました。さらに、一番下ですけれども、若手

人材の育成支援に向けまして産総研リサーチアシスタント制度も新たに開始いたしました。 

 次に、福島原発事故対策への貢献に関してご説明いたします。 

 ８ページをご覧いただきたいと思いますけれども、原発事故対策は大きく分けまして、

放射線計測に関する研究ポテンシャルを活用する。それから、放射能汚染除染に関する研

究ポテンシャルを活用する観点で貢献を果たしてきました。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず放射線計測では、左側に示しますように、産総研が開発した個人向け携帯型放射線

積算線量計を千代田テクノル社とともに製品化いたしまして、福島県の自治体に今１万

2,000個導入いたしました。これを使って、県民の方々との協働によりまして、個人被ば

く線量の把握推定に向けた調査研究を展開中でございます。 

 また、右側に示しますように、玄米の標準物質の提供とともに検査機関の妥当性を確認
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する技能試験を実施しまして、放射線・放射能計測の基盤確立と信頼性向上に努めてまい

りました。 

 10ページをご覧いただきたいと思います。 

 放射能除染におきましては、プルシアンブルーナノ技術を展開してきました。植物系の

放射性セシウム汚染物の抽出・回収に加えまして、２番目のため池から流出しやすいセシ

ウムの抽出・回収、さらに３番目の環境水中の超低濃度セシウムの濃縮による迅速評価な

ど、さまざまな観点から地元の抱える問題の解決に貢献してまいりました。 

 次に、11ページをご覧いただきたいと思います。 

 福島原発の汚染水増加は大きな社会問題で、本日のニュースでも凍土壁の構築が話題に

なっています。このような対策技術を検討するには、福島原発に流入する地下水の流れを

把握することが不可欠でございます。産総研は、地質分野のポテンシャルを活用しまして、

国の委員会、ワーキンググループ等に委員、メンバーを輩出するとともに、地下水の流動

システムを解析して、情報提供、技術提案に努めてまいりました。 

 次に、12ページをご覧いただきたいと思います。 

 ここには産総研のロボット技術に関する展開・貢献例を示しました。本田技術研究所と

共同開発した原子力災害対応ロボットは、昨年６月及び７月に、東京電力の運用のもとに

福島原発２号機原子炉建屋で高所の線量計測、それから画像による損傷状況の確認調査に

使われております。 

 最後に13ページでございますけれども、産総研で推進しております安全化学を展開しま

して、環境リスク学の研究を進めております。その観点から、放射能物質除去シナリオに

よる外部被ばく線量の低減効果、除染費用に関する解析を行いました。その成果をアカデ

ミア、プレス等を通して発信し、除染のあり方や住民の帰還に関する自治体の計画策定に

対する情報提供を行っております。 

 以上、総合研究所としてのポテンシャルを展開した復興支援への貢献に関してご説明さ

せていただきました。 

○川上理事  それでは、引き続きまして、資料２―３に基づきまして、平成25年度の主

な取り組みをご説明させていただきます。 

 ２ページをご覧いただきますと、これから私が短い時間でございますが述べますことの

目次が書いてあります。冒頭に理事長から25年度の主な取り組みのご紹介をさせていただ

きまして、今、一村から震災復興に関する取り組みのご紹介を申し上げました。以後、こ
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れからは、それらの概略に加えて、各論を少しずつ詳しくご説明をさせていただきたいと

思いますけれども、私がこれからご説明いたします１から３の部分については、先ほど理

事長から冒頭にご説明をしたもののポイントをさらにもう少し詳しくご説明させていただ

くという位置づけのものでございます。４から７につきましては、それ以外に私の方から

特に組織とか人材活用、それと国の施策との関係、独法事務・事業の見直しの基本方針へ

の取り組みといったようなことをご説明させていただきたいというふうに思います。 

 それでは、資料を４ページに進んでいただきますと、これが産総研の認知度を高めると

いう意味で、「看板」というものの具体的なイメージでございます。産総研は、やはりそ

の研究成果でもって持続可能な社会への構築へ貢献をしていくと。それをグリーン・テク

ノロジーとライフ・テクノロジーという２つの技術領域を認識しながら、それにつなげて

いくと。それぞれの各研究は、いずれもそれに連なるものとして取り組みを進めるという

考え方で行っております。そういう中で、いわば産総研版ＦＩＲＳＴといたしまして、戦

略的融合研究（ＳＴＡＲ）事業というものを25年度は新たに着手をいたしました。それが

５ページに書いてあります「革新的創薬推進エンジン開発プログラム」、それと６ページ

に書いてあります「高電力効率大規模データ処理イニシアチブ」――省エネにつなげると

いう意味でありますけれども――の２つであります。これについて、中身は後ほど、それ

ぞれのプログラムディレクターであります湯元と金山からご説明を申し上げます。 

 続きまして、産業・社会のニーズに応えるための取り組みといたしまして、具体的なイ

メージをもっていただくために、どんなことを行ってきたかということを８ページ以降で

ご説明申し上げます。 

 ８ページ、１つは、理事長からもご説明がありました共用施設等利用制度というもので

ございます。左側にございます。これは、成果普及の一環として取り組んでおるものでご

ざいますけれども、従来は産総研と共同研究を行うということが前提となっていたものを、

その共同研究を必ずしも行わなくても産総研の研究成果というのが対価されております施

設の運用ということに活用していただきまして、その成果を世に出していただくというこ

とで、企業などにご利用いただけるようにしたものというものでございまして、いわばレ

ディーメードのメニューに従って必要なところを使っていただけるような制度を整備した

ということでございます。 

 右側の方には、クリーンルームの24時間稼働というものを例示しております。これらに

ついても後ほど、瀬戸から詳しくご説明を申し上げます。 
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 また、９ページには出資業務の追加ということを掲げてございます。先ほど、ＡＩＳＴ

―ＨＯＳＴという話がございましたけれども、そういうようなものに取り組んでいるとい

うことでございますが、ポイントは、一番上の行に書いてありますように、研究開発力強

化法が改正されて、昨年の12月に公布をされました。この部会でも一度たしかご議論いた

だいたと思いますが、それ以降準備を進めまして、４月１日から出資業務を開始するとい

う体制が整っておりまして、現在インプリメンテーションを行っているというところでご

ざいます。これについても後ほどご説明を瀬戸から申し上げます。 

 11ページ、先ほど理事長からもお話かございましたＡＩＳＴアカデメイアと。これは社

会や産業界からの声を聞かなければいけないということで、我々のいわばお客様に当たる

企業経営者、大学学長、あるいはその他研究者の方々、有識者に来ていただきまして、産

総研に関するいろいろな意見をいただくということで、それを経営なり業務に反映をさせ

ていこうという取り組みでございます。平成25年度、年度途中からではありましたが11回

実施をしていると。そういう状況でございます。 

 さらに、ガバナンスの強化ということでございます。これもイメージを、先ほどご説明

でわからなかった部分があるかと思いますので、少しだけ詳しくご説明を申し上げますと、

13ページ、まず、どんなリスクがあるかということを産総研として整理をいたしました。

例えば、４区分に分けてありますが、右上の区分でございますけれども、緊急度も大きく

重要度も大きいというようなもので赤字で書いてありますけれども、特に研究に関しまし

ては、先ほど来ご説明申し上げておりますが、つくばイノベーションアリーナとか福島拠

点というもので機動的運営をして産業界に貢献をするというのが、これは産総研に期待さ

れていることでもあり、同時にリスクでもあるというようなことで認識して取り組んでお

ります。 

 そういうようなことを踏まえまして、ガバナンスの強化ということで14ページをご覧い

ただきますと、予算配分とその評価ということについても具体的な見直しを行っておりま

す。基本的に産総研の評価システムというのは右側の図にありまして、ＰＤＣＡを、例え

ば、この独法評価委員会にも助けていただきながら回しているわけでありますけれども、

25年度の大きなポイントといたしましては、先ほど理事長も申し上げましたように、左下

の方に赤字で書いてありますように、予算の配分に評価結果をより大きく反映させるよう

にしたということでございまして、従来は何といっても研究職員の数ということが大きな

ウエートを占めておりましたが、それに加えまして知的財産の額と評価部による評価ユニ
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ットの評価結果といったようなものを予算配分に反映をさせるという仕組みを25年度は新

たに導入をしてございます。 

 また、15ページにありますけれども、理事会規程を見直しまして、理事会の開催要件あ

るいは定足数といったようなものを、今まで実は規程上決まっていなかったのですけれど

も、それを明定することを行った次第でございます。 

 組織でございます。 

 福島の点については、今ご説明申し上げましたので、18ページを見ていただければと思

いますが、これは研究内容に基づきまして所要の見直しを行っております。ポイントは、

糖鎖創薬技術研究センター、ゲノム情報研究センター、いずれもこれは外国籍の研究者を

研究ユニット長にお迎えをいたしまして設立をし、研究内容についてもよりフォーカスし

たものに編成をし直しております。また、社会ニーズに基づきまして、グリーン磁性材料

研究センター、活断層・火山研究部門というのを新たに設けておるというようなことを行

っております。 

 20ページ、人材活用で、リサーチアシスタント制度は先ほど一村からご説明を申し上げ

ましたけれども、この下の方の表を見ていただきますと、従来大学から教官に来ていただ

く、あるいはポスドクを採用するというようなことを産総研は行っていたわけであります

けれども、大学院生を雇用するということは行っておりませんでしたが、それを行えるよ

うに制度改正を行っております。 

 22ページには、国の政策への貢献として、技術研究組合、25年度は新たに４つの研究組

合に参加をしております。代表的なものは廃炉の研究開発機構に参加する、そのほか、未

来開拓の３課題に合わせて設立されました研究組合でも中心的な役割を担っております。 

 24ページ以降、独法の業務の見直しについてどういう対応をしたかということで、24ペ

ージ、瀬戸サイトを国庫返納したと。それと、これについては後ほど福岡からご説明申し

上げますが、宿舎借上制度の見直しを行ったという点が大きな点でございます。 

 その他、事務・事業の見直し、公益法人の会費等への支出の見直しについては、従来を

継続して、さらに強化をして行っております。 

 なお、今年、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告」というのが21

年に出されておりまして、それに向けての取り組みというのも求められてきているところ

でありますが、それに関連するところとして人材の確保・育成のための取り組み、具体的

にはイノベーションスクールでありますが、それと地域センターの見直し。これについて
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も、どういう取り組みをしたかということを後ほど、これは瀬戸からご説明を申し上げま

す。 

 私からのご説明は以上でございます。 

○瀬戸理事  それでは、資料２―４をご覧いただきたいと思います。「国民に対して提

供できるサービスその他の業務の質の向上に関する事項」ということで、ご説明をさせて

いただきます。 

 ２ページでございますけれども、ここに１．から５．までございますが、ご説明の順番

としては、まず１．で地域貢献と中小企業支援のご説明をさせていただきます。その後、

３．に飛んで産学官連携オープンイノベーションの具体的な進展状況、また、４．ではベ

ンチャーへの取り組みと広報に関する取り組み、５．で産総研全体の中期目標の中に書か

れている数値目標の達成状況をご説明させていただきたいと思いますけれども、その中で

飛ばしました２．をあわせてご説明するというような順番でやらせていただきます。 

 まず地域活性化の中核としての機能強化ということで４ページから始まりますけれども、

６ページをご覧いただきたいと思います。ここに「地域センターの重点分野と研究開発成

果」ということで示させていただいておりますけれども、地域については、今日は３つの

ポイントでご説明をさせていただきます。 

 まず１点目は、25年度の実績として、地域センターから実用化、製品化した業績という

か実績が出たということでございます。 

 例えば、６ページにございます北海道センターのイヌの歯肉炎軽減薬が薬事承認を得て

販売が開始をされたというのが１点目です。 

 ２点目は、臨海副都心センターのバイオテクノロジーの作業最適化双腕ロボット、これ

が安川電機さんとの共同で開発をされて、現在、国内大手製薬会社または研究機関など、

既に７機関で導入がされたということでございます。 

 また、ちょっと飛ばしてしまいましたけれども、東北センターでは、超臨界ＣＯ２を使

った塗装技術ですけれども、これも東北地域の中小企業で実際に導入をされ、また最近で

は大型建機メーカーに今導入が検討されているという状況まで来ているということでござ

います。 

 また、同じ実用化・製品化という視点で追加的にご説明をさせていただきますと、７ペ

ージでございますが、ちょっと細かい表でまことに恐縮ですけれども、例えば北海道セン

ターの２．目にございますように、漁船搭載型の海水製氷機――これはシャーベット氷を
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つくって、漁場で魚の鮮度を市場までかなり一定に鮮度を保つという技術になっているの

ですけれども、これを開発いたしまして、平成25年度に北海道新技術・新製品開発大賞を

受賞しております。 

 また、臨海副都心センターでは、その３．になりますけれども、デジタルヒューマンの

技術を使って、皮革産業連合会と共同して「足入れの良い革靴」というのを実用化いたし

ました。これが製品化になっていますということです。 

 また、これからもう間もなく実用化されるだろうという点でいいますと、中部センター

のペアガラスを必要としない調光ミラー開発ですとか、また、四国センターではマラリア

の迅速診断用チップの開発ということで、15分間でマラリア感染を検出できるというシス

テムでございまして、これは今アフリカでフィールドテストをやっていまして、ＷＨＯの

支援をいただいて今後世界的に使っていただくようなところまでもっていくように、今は

企業さんと一緒に共同で進めているという状況でございます。 

 続いて２点目ですけれども、ページの８になりますが、北海道センターで25年度成果の

２．目に書かれております「医薬原料となる物質の生産に関わる遺伝子群を容易に見い出

す新手法」、これはバイオキャドという技術研究組合の研究成果に相当しますけれども、

これと同等に、その９ページにございます中部センターではＣＦＲＰ、またマグネシウム、

さらに関西センターではリチウムイオン電池に関する技術研究組合に参画をしているとい

うことで、地域センターで、北海道、中部、関西、臨海副都心センターを合わせて６個の

技術研究組合が地域センターに集中研究拠点を設けて研究開発が実施されるような状況に

なってきているということでございます。 

 ３点目は、皆様方は既にご承知のように、産総研は各地域センターでの研究開発がかな

りある一定の分野で重点化をしていますということなのですけれども、ではそれ以外の部

分についてどうしているのだということでありまして、そういった点での新しい取り組み

としまして、中国センターのピッキングロボットのシステムの研究開発が始まっておりま

す。25年度成果という10ページの中国センターのところに書かれているものですけれども、

これはマツダのティア１の中小企業さんと、あとこれに広島県の公設研究所、さらに地元

の近畿大学とが連携をして、24時間365日無人稼働ができる、そういったピッキングロボ

ットの技術開発ということで、ここは、中国センターはもともとバイオマスの研究開発に

重点化しておりますけれども、ここにつくばの方から知能システム研究部門の研究部隊が

行って一緒にやっているという状況です。ここの関連する中小企業と人材育成も、中小企
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業さんの方からつくばの方に人を派遣していただいて人材育成にも協力させていただいて

おります。先ほどのシャーベット氷も実は北海道センターの技術シーズということではな

くて、つくばにありますエネルギー技術研究部門の技術シーズを北海道センターに持ち込

んで先ほどの実用化を実現したということでございます。 

 それでは、続きまして12ページになりますけれども、今申し上げたような成果は、地域

ニーズや地域にあります有望なシーズを何とか発掘をし、それを成長するように育ててい

かないといけないわけですけれども、そういった支援をしていかなければいけないという

ふうに考えておりまして、我々はそのためのスキームとして、ここの12ページにお示しし

たようなスキームの中でやらせていただいています。 

 １つは、公設兼企業との３者連携、また、もう１つは中小企業との２者間の１対１の連

携ということになりまして、研究連携支援事業または中小企業共同研究スタートアップ事

業という、これはいってみれば、これは何の事業なのだといいますと、単にフィージビリ

ティースタディーを行う事業です。ただし、中小企業さんが例えば製品化・実用化をしよ

うとしたときに、やはりお金が要りますと。ただ、そのお金をどうするかということでい

いますと、国のプロジェクトの支援をいただこうということになるわけですけれども、そ

のためには質のいい、また実現性の高い提案書をつくっていかなければいけないというこ

とで、そのための知財周りの調査だとか、また予備的な試験を一緒にやってあげたりとか、

そうやって提案書をブラッシュアップしてあげるような、そういったフィージビリティー

スタディーです。 

 こういったことをやって、13ページにありますような戦略的基盤技術高度化支援事業、

サポイン事業というところにご提案をさせていただいて、現在23年度から始まったもので

いいますと、現在70件ぐらい25年度に中小企業さんとの共同で国プロに参画をさせていた

だいているということでございます。 

 また、あわせて、24年度から始まったものですけれども、まだまだこれは試行段階のも

のですけれども、中小企業さんが製品を海外に持ち出していくときに、やはりある意味こ

の製品が技術的な面でどのぐらいよいものなのかと。そういう意味でのお墨付きを産総研

として与えてあげようという事業として、グローバルトップ性能製品の評価手法の開発と

いうことで、中小企業さんと共同で今こういった事業も進めさせていただいているという

ところでございます。 

 その例を15ページに具体的に３点ほど示させていただいています。 
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 中小企業さんとの共同事業と実績としてもう１つご紹介させていただきたいのは、16ペ

ージなのですが、これは先ほど申し上げたサポイン事業の前にあった経済産業省の「中小

企業産業技術研究開発事業」、ここに産総研も中小企業さんと一緒に参画をして、19年度

から21年度までに124課題やらせていただきました。昨年の12月に、この成果というのが

一体どうなったのかというのを調査させていただきまして、製品化・販売に至った課題数

が57課題ということで、大体製品化率の現状は46％ぐらいのところまで来ているというこ

とでございまして、それなりに貢献させていただいているのではないかなというふうに考

えている次第でございます。 

 それでは、続いて、２.のところをちょっと飛ばさせていただいて、22ページになりま

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ことで、オープン

イノベーションの産学官連携のところをご紹介させていただきます。 

 これは先ほど川上からご説明がありましたけれども、産総研の看板としてグリーン・テ

クノロジーとライフ・テクノロジーと、この２枚看板だということで産総研は提示をさせ

ていただいておりまして、この看板を決める過程で、各分野の強みというのは一体何なの

だと。どういう技術が強いのだということをかなり細かく議論させていただきました。そ

ういった中で、グリーン・テクノロジー、またライフ・テクノロジーに関係する強みを糾

合して、産総研のいわゆるＦＩＲＳＴ的な、将来の大型の企業との連携プロジェクトです

とか、また国を代表する国家プロジェクトに発展させられるまずネタをつくろうというこ

とで、戦略的融合研究事業、ＳＴＡＲ事業ということで２つ始めさせていただいたところ

です。 

 その１つがその次のページにございます、産総研のもっているバイオマーカー技術、ま

たインフォーマーテックス、またデータベースといった、そういった高いポテンシャルを

糾合したリードプログラムです。 

 25ページが、これがグリーン・テクノロジーに関連する部分ですけれども、不揮発メモ

リ、また、光ネットワークに関連するポテンシャルを糾合したＩＭＰＵＬＳＥという事業

でございます。具体的な現状の進捗状況については、この後、湯元と金山からご説明をさ

せていただきます。 

 また、オープンイノベーションに関連する進展として、ＴＩＡ―ｎａｎｏ、つくばイノ

ベーションアリーナについては、25年度のトピックとしては、スーパークリーンルームの

24時間利用を可能にいたしまして、産業界からのご要望にお応えをして、広く使っていた
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だくような体制を整えたということでございます。 

 また、人材育成については、パワエレの寄附講座、また、これは昨年の４月に竣工しま

したＴＩＡ連携棟を活用した人材育成事業というのをやっておりまして、サマースクール

もこの中で展開をさせていただいているということでございます。パワーエレクトロニク

ス拠点運営室といったものも整備をしたところでございますけれども、ＳＩＣのパワーデ

バイスについては、富士電機の松本工場で実際に量産がもう既に始まったということでご

ざいます。こういった成果がつくばイノベーションアリーナから発信をされているという

ことでございます。 

 平成25年度の実績としては、事業規模は160億円で、民間資金の割合は26％と。外部研

究者が1,000人弱、連携企業も約180社まで達したという状況でございます。 

 何ページか飛ばさせていただいて、30ページになりますけれども、技術研究組合。これ

は産総研として国プロに技術研究組合を介して参画することによって貢献をするというこ

とで、今、23の技術研究組合に参画をさせていただいております。 

 具体的な技術研究組合のプログラムからの成果としては、25年度、ミニマルファブにつ

いて初受注を受けたりとか、また、単層カーボンナノチューブのコート剤の開発といった

目にみえる成果がこの技術研究組合の研究プロジェクトのところから発信をされてきてい

るという状況でございます。 

 続いて、34ページまで飛んでいただきたいと思います。 

 ここからは企業さんとのまさにバイの連携ということでお話をさせていただきますけれ

ども、2011年度から産総研として始めました、産総研の研究施設・設備を企業さんに使っ

ていただいて、いってみれば、もうほとんど24時間365日使っていただいてもよいという

ような制度にして実用化を加速してくださいということで、こういった制度の中から、先

ほどお話しした北海道センターでのイヌインターフェロン、イチゴによるイヌの歯周病薬

が実際にことしの３月に販売をされたと。 

 また、関西センターではイオン注入装置を貸し付けているわけですけれども、これはベ

ンチャーとして、このベンチャーも非常に売上が最近伸びてきておりまして、産総研の代

表的なベンチャーになるのではないかというふうに期待されるような状況まで来ていると。 

 また、３番目のスーパーグロース法ですけれども、これもこの制度を使ってサンプル出

荷をしていろいろな用途開発をする中で、2015年度に日本ゼオンさんが量産を山口県の工

場でする決定を、こういった研究成果をもとにやったというようなところで実績につなが
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っている状況でございます。 

 また、企業さんとの連携では、36ページにございますように、民間資金をベースにした

コンソーシアムをつくって連携をするという、そういった共同連携、オープンイノベーシ

ョンも展開をしておりまして、これまでＳＩＣですとか太陽光発電の研究開発でやってき

ましたけれども、25年度からはＳＨＩＭＡＤＺＵさんや日本電子さん、またＲｉｇａｋｕ

さんといった、こういった計測機器メーカーとのコンソーシアムを組んで、日本が得意と

するナノ材料の計測技術ということで、ヨーロッパのナノ材料規制に対応可能な評価手法、

また評価継続装置を開発しようと、そういったコンソーシアムをスタートしたところでご

ざいます。 

 連携のところの最後では、国際連携のところで特徴的な取り組みとしてご紹介させてい

ただきたいのは、国際連携の中ではワークショップや、またこれまで進めてきた民間企業

・産総研との、また海外機関との３者連携というのは引き続き行わせていただいておりま

すけれども、41ページにございますように、インド科学技術省のバイオテクノロジー庁

（ＤＢＴ）との連携がスタートしました。これは、ＤＢＴ側から産総研にも研究資金が提

供されまして、また、産総研の中に共同研究ラボを設置した形での本格的な共同研究開発

がスタートした。今後、産総研もこのインドのＤＢＴの中に研究ラボをつくって、相互に

人材交流も含めてやらせていただくという予定になっております。 

 次に、44ページ、イノベーションスクール。これも企業さんとの連携による人材育成と

いうことになりますけれども、産総研イノベーションスクールということで、25年度まで

の実績としては、ポスドクとして235名、またドクターコースの学生さんが40名このイノ

ベーションスクールにも入っていただいていまして、トータルで280名ぐらいをこれまで

育成してきております。43％がここから産業界に巣立っていっているという状況まで成長

してきているという状況でございます。今、この日本全体の人材育成の中でこのイノベー

ションスクールのスキームに対する期待も伺っているところでございますので、今後これ

をさらに発展させるべく産総研としても検討していきたいというふうに考えているところ

です。 

 また、46ページに「ＴＰＥＣにおける人材育成」ということで、先ほど来若干触れさせ

ていただいておりますけれども、つくばイノベーションアリーナの中での人材育成という

ことで、特にパワーエレクトロニクスについては筑波大学の中に特別講座を設けたりとい

うような形で、企業、また海外の研究者の皆さんにもご協力いただいたサマースクールと
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いったところを昨年も開催をさせていただいて、学生、また社会人を合わせて140名以上

の方々に参画をしていただいているという状況でございます。 

 それでは、研究開発成果の社会の普及ということで、ちょっと飛ばさせていただきます

と、53ページのベンチャー創出支援のところで、ＡＩＳＴ―ＨＯＳＴによる研究開発とい

うことであります。 

 昨年来ベンチャー創出事業に対する検証結果を踏まえて、２月にこの評価委員会の中で

ご審議いただいたような形で、出資機能も加えた形で今後発展をさせていこうというふう

に考えておりまして、55ページにございますような出資業務の準備ということで今取り組

んでいるところでございます。もう間もなく出資第１号を出すべく、今、昨年度末までに

準備をいたしましたこういった実施方針ですとか規程・要領に基づいて議論をして検討さ

せていただいているところでございます。 

 次に、広報ですけれども、広報としては56ページにございますような、理事長にどんど

んどんどん前に出ていただくようなトップ広報を展開するとともに、また、マスメディア

を通じた情報発信ということで、25年度はウェブやテレビや雑誌や新聞を全部合わせると

延べで5,000件以上の発信になっているということです。数は多いわけですけれども、我

々の問題意識としては、しっかりと届くべきところに届いているかという観点で、さらに

またいろいろな広報の手段については今後見直していきたいなというふうに考えていると

ころでございます。 

 また、対話型広報については、一般公開やサイエンスカフェ、また出前講座、実験教室

等々、全体で25年度は146回のイベントを開催したということでございます。 

 それでは、最後に５.の数値目標のところをご説明させていただきます。 

 まず63ページですけれども、中小企業との共同研究件数、第３期中期目標全体で3,000

件以上という目標になっておりますけれども、最低でも各年度600件以上やっていかなけ

ればいけないということでございますが、25年度は609件の中小企業との共同研究件数に

なっております。 

 また、技術相談、64ページですけれども、これは第３期期間中で１万件以上ということ

になります。各年度2,000件以上は少なくともやっていこうということで、25年度は2,078

件、この技術相談の中から先ほどの共同研究に発展したものが43件含まれております。 

 また、国際標準化活動に係る指標としては、エキスパートの登録者数は100名以上を目

標とするということでございますけれども、平成25年度において延べ199名がエキスパー
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トとして登録をされ、また、そのうち49名が幹事、コンビーナとして参画をしているとい

う状況です。 

 また、国際標準に係る提案数としては、25年度、国内・国際を合わせて36件の提案をさ

せていただいております。したがいまして、第３期の素案作成数100件の目標はクリアし

ておりますけれども、１点、アジア諸国との共同で15件以上を目標とするということにな

っておりますけれども、ここはまだ今は７件という状況でございまして、さらに我々とし

ても取り組みをしっかりしていかなければいけないという認識でございます。 

 また、外部資金ですけれども、これは産総研運営費交付金の50％以上となるようにする

ということになっておりまして、ＮＥＤＯ・国からの受託研究や、また企業さんからの資

金提供、また科研費等の機関補助金、個人助成金等々を合わせて、平成25年度は約322億

円でございまして、交付金との比率でいいますと55.3％という状況でございます。 

 また、論文でございますけれども、年間論文総数で5,000報以上ということでございま

すが、平成25年度現時点での論文総数としては3,987報ということです。昨年の同時期に

比べると若干ふえていますけれども、まだまだ4,000報に届いていないという状況になっ

ています。産総研としては、この論文数の減少の原因についていろいろ分析をさせていた

だきましたが、大まかにいいますと、若手研究者が非常に多く減ったということと、若手

研究者自身の生産性が若干落ちたという点がございますので、改善を目指したアクション

として、当面のアクションプランとして、論文への顕彰ですとか、また研究者交流の促進、

また論文の実質的な執筆指導といったところもグループごとにやらせていただくようなア

クションプランを今とり始めたところでございます。 

 また、国際のワークショップも平成25年度は14回ということで、全体での50回に向けて

順調に進んでいるというふうに考えております。 

 また、70ページは、外部人材5,000名以上を受け入れるということになっておりますけ

れども、全体で5,861名という状況です。 

 また、知財については800件以上の実施契約件数を目指すということですけれども、25

年度は890件。 

 また、広報に係る指標で、先ほど25年度は146件という対外型広報の実績を申し上げま

したけれども、第３期全体では460回ということになっておりますので、目標は既にクリ

アをしているという状況でございます。 

 以上でございます。 
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○矢部理事  続いて、資料２―５をご覧いただきたいと思います。 

 ここからは、25年度の研究成果を中心にご説明させていただきます。 

 ３ページ目を見ていただきますと、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、それから４ページ目に行きますと、他国の追従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、この４つの出口に貢献

するべく研究開発を進めております。６つの研究分野から、研究の成果、また研究戦略に

ついてご説明させていただきます。 

 ６ページ目をご覧ください。 

 環境・エネルギー分野では、そこにありますように、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、環境の評価・管理技術、この５つの視点か

ら研究を進めております。 

 25年度の成果といたしまして、７ページ目にご紹介させていただきますのは海洋のメタ

ンハイドレート資源に対する減圧法の実証でございます。これは昨年４月に愛知県沖でメ

タンハイドレートの実証試験を成功しておりますけれども、そのときに使われました方法

が、産総研が開発しました減圧法を使っております。減圧法の有効性がそれで示されまし

た。この方法をさらに推進するわけでございますけれども、この成果が「海洋エネルギー

・鉱山資源開発計画」に大きく反映されてきているという状況でございまして、今後とも

鋭意進めてまいります。 

 次に、８ページ目をご覧ください。 

 戦略メタル回収のためのリサイクル技術の開発でございます。 

 これは、戦略メタル、特にタンタルに関する――これはコンデンサに使われております

けれども、これの回収技術がある程度実用化まで来たということでございます。特にいろ

いろな人工物をデータベースの形で、どれがどのぐらい含んでいる、どのような形で含ん

でいるというのを、データベースを整備するというのを１つの大きな特徴にしておりまし

て、それによって戦略的に都市鉱山をリサイクルに結びつけるというのが我々の方法でご

ざいます。今回、複管式の気流選別機を世界に先駆けて開発して、これを実用化すること

ができました。それで、97％の純度のタンタルを回収することができるというところまで

まいりました。 

 次に、９ページをご覧いただきますと、今後の取り組みでございますけれども、産総研

の環境・エネルギー分野のポートフォリオといたしまして、これからの2030年のＣＯ２削
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減ポテンシャルがどのくらいであるか、それに対して我々がどういうふうに資源配分をし

ていくかというのを常に考えながら検討しております。 

 また、福島再生可能エネルギー研究所をこの４月に開所いたしまして、再生可能エネル

ギーの取り組みを強化しております。 

 また、高耐電圧低損失のパワエレ、ＳｉＣの新型パワートランジスタの開発につきまし

ては、今コンソーシアムの形、また高い電圧をより大きくするということで、16kVのＩＧ

ＢＴの開発に成功して、これでインバータの高圧のものをつくれるようになったというこ

とでございます。 

 また、放射性物質除染の効果と費用を評価いたしまして、これで除染に関するデータを

提供して、いろいろな方の判断に貢献するという形をとらせていただいています。 

 以上が環境・エネルギー分野でございます。 

○湯元理事  引き続きまして、10ページからライフサイエンス分野のご報告をさせてい

ただきます。 

 ライフサイエンス分野では、10ページにありますように「健康長寿を融合技術で支え

る」という標語をつくりまして、「健康な生き方を実現する」、人の健康状態を計測したり

評価したりする技術、あるいは脳の機能を計測したり評価したりする技術を開発したり、

あるいは「健康を守る」というカテゴリーでは、医療・創薬推進エンジンということで、

これは後でご紹介いたします。また、「バイオものづくり」として、微生物・植物による

物質生産技術ということになりまして、これにつきましても後でご報告させていただきま

す。 

 それでは、11ページに移らせていただきまして、ここでは先ほど来ご紹介があります産

総研ＳＴＡＲ事業の１つであります革新的創薬推進エンジン開発プログラムを書かせてい

ただいております。これは略称「ＬＥＡＤ」というふうに我々は略称しておりますが、短

時間、低コストで高成功率な創薬プロセスを構築するというのを目標としております。 

 創薬プロセスは、そこに書かせていただいておりますように、探索研究からスクリーニ

ング、最適化、そして動物実験を使った前臨床試験、そしてヒトを使った臨床試験、そし

て承認という長いプロセス、通常９～17年という長い期間、そして非常に高コスト、500

億円以上かかるといわれております。また、最初からみますと、２万5000分の１というふ

うな非常に成功率悪いが悪いということになります。これに対して産総研ではいろいろな

創薬を加速できる技術をこれまで開発してきておりますので、それを１つのプラットフォ
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ームとしましてまとめることによりまして、企業との対応をワンストップ化するというよ

うなことによりまして新薬開発効率を２倍以上にする。そして、糖鎖マーカーによる疾患

の定量的評価を行うといったようなことを目標としております。 

 糖鎖マーカーによる疾患の定量的評価ですけれども、これはこれまで疾患の大きなもの

でありました生活習慣病については指標があるわけです。血圧であるとか、あるいは血糖

値といったような指標があるわけですけれども、がん等ではそういったような明確な指標

がありませんので、なかなか創薬開発が難しかったわけですが、それが糖鎖というのをマ

ーカーにしますと定量的評価ができるということでありまして、次の12ページのところを

見ていただきますと、糖鎖を使った医療診断システムの実用化ということで、これも先ほ

ど来少しご紹介させていただいておりますけれども、肝炎から肝がんに至る病気の進行度

をモニターできる世界で初めてのバイオマーカーを開発し、昨年12月に薬事承認になり、

さらに本年３月から発売が開始されたということになります。このマーカーを使いますと、

肝炎ウイルスに感染してから慢性肝炎になりまして20年、30年という長い期間に肝硬変あ

るいは肝がんになるという過程があるわけですが、この間、血液検査等では全く今まで検

出することができなかった、それを検出できる初めてのマーカーということになります。

また、こういう指標ができることによって、これに対する薬や開発が加速化されるという

ことになります。 

 右の方の組換え植物を利用した動物用医薬品の開発。これも先ほど来少しご紹介させて

いただいておりますけれども、植物にイヌのインターフェロンをつくらせて、それを原薬

として薬をつくりますと、イヌの歯周病の治療薬ができるということでありまして、それ

が昨年10月に世界初に薬事承認され、さらに本年３月から発売が開始されたということに

なっております。 

 次のページ、13ページでありますけれども、今後の取り組みとしましては、新しい体制

を構築したということで、ゲノム情報に基づく高度な診断、医療技術を開発するというこ

とで、センター長にPaul Horton氏を招聘してこの４月にスタートしております。また、

糖鎖創薬技術研究センターの方ですけれども、こちらは先ほど来ありますように、これま

で糖鎖は検査薬として展開していたわけですけれども、今後は治療薬へ展開したいという

ことで、アメリカで40年以上活躍されてきた福田道子氏をセンター長にお迎えして４月に

スタートしたということになります。 

 また、海外機関との連携、右側の方ですけれども、インドのバイオテクノロジー庁と、
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先ほどありましたように連携ラボ、我々「ＤＡＩＬＡＢ」と呼んでおりますけれども、昨

年10月に産総研内に設置し、さらに本年末までにはインドの方にも展開する予定となって

おります。 

 以上、ライフサイエンス分野でした。 

○金山理事  それでは、スライド14以下を使いまして、情報通信・エレクトロニクス分

野の成果及び今後の方針について報告をいたします。 

 ＩＣＴ及びそれを支えるエレクトロニクスというのは、今あらゆる産業分野、あるいは

あらゆる社会生活でもう欠かせない基盤技術になっていますが、これをさらに強力に社会

に展開するために、産総研ではスライド14にありますような３つの柱を掲げております。 

 その１つは、やはり今後ＩＴそのものの消費するエネルギーを格段に下げるということ

のために、新しい材料あるいは新しい原料を使ったデバイスを生み出す。それから、ＩＴ

を今後さらに社会に提供するためには、それが非常に信頼性の高いものにしなければいけ

ない。ないしは、外部からの攻撃に対してもセキュアなものにしていく必要があります。

こういうものを使ってＩＴを活用して、さらに新しい産業を生み出すと。特にサービス産

業あるいはいろいろな産業のサービス化をするためにＩＴを適用するということに展開を

しております。 

 特に、グリーンＩＴの中の格段の成果というのを１つ挙げましたのが次のスライド15で

ありまして、これは、現在ＩＴのトラフィックがふえることによって情報通信に要するエ

ネルギーが非常に急増しております。これを解決するために、ここでは新しい技術を開発

し、結果として従来の1000分の１以上に通信に必要なエネルギーを下げようと、こういう

大胆な試みをしているところです。 

 どういうポイントかと申し上げますと、このスライド15の下の左から２番目にあります

ような、光の交換器をシリコンの微細テクノロジーを使ってつくると。これを先ほどから

紹介されていますようなＴＩＡのＳＣＲを使ってこういうものをつくることによりまして、

光の通信の情報を電気に変換せずに、光のままで情報交換をするということで、格段にエ

ネルギーを下げると、こういう展開をしております。この技術は、ことしの10月に実証レ

ベルのデモを、つくばを使って大規模で行う予定にしております。そこでは、ＮＨＫさん

の協力もいただきまして、今話題になっておりますスーパーハイビジョン、８Ｋ、これを

非圧縮でＮＨＫと産総研をつないで相互に伝送し、何かいろいろなデモをすると、こうい

う予定にしております。 
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 それから、次のスライドですが、同じくこのＩＴ技術をさまざまな実社会に展開すると

いうところで、産総研が従来から培ってまいりましたロボット技術、これがいろいろな意

味で実社会に適応の段階を迎えております。福島第一原発に産総研の技術に基づきますロ

ボットが入り、情報の収集に活躍している。これは紹介したとおりですが、もう一方で、

従来ロボットは産業ロボットとしては使われておりましたが、今後これを介護ですとかあ

るいは生活の場に適応するにはどうするかというときには、それを安心して実社会に適応

するための仕組みをつくっていく必要がございます。これに対しても産総研は応えており

まして、つくばにロボットの安全性を検証するセンターをつくり、ここで実際に基準をつ

くって認証第１号というのを今出していったところです。それから、さらに高度なロボッ

トとしては、今後いろいろな災害対応に必要なロボット技術の展開を進めているところで

す。 

 今のような技術を象徴として、私どもＳＴＡＲ事業の一環で進めていますのがスライド

17にあるＩＭＰＵＬＳＥというものでして、これは先ほど申し上げましたように、今後大

規模な情報の処理を行うというクラウドあるいはそのデータセンター、こういうものがま

すます社会生活上重要になってまいります。これの高機能化と同時に大規模な低消費電力

化をいかに実現するかというのは、今後の安定な社会を構築する上で非常に重要ですが、

産総研のこの分野の中にはそれを支えるメモリあるいはロジック、それから情報の通信、

先ほど申し上げました光ネットワーク、それからこういう高速の計算を大規模に行えるア

ーキテクチャ、こういう要素技術がたまっております。これをこのＩＭＰＵＬＳＥでは糾

合して、今後の姿を我々がみずから描いていこうと、こういうものを私自身がＰＤとして

行っているところです。ここには大学の協力も得ております。 

 ということで、今後の取り組みをスライド１枚にまとめましたのがスライド18でして、

今のような大規模な情報の処理と。これはビッグデータというふうにパスワードで呼ばれ

ますが、このビッグデータのための基盤技術と応用開発を進めていくと。これはもちろん

のことでありますが、具体的には特にＧ空間、これは位置情報とひもづけられたさまざま

な情報を統一的にハンドリングすると。こういう技術についても展開をしているところで

す。 

 それから、それを支えるデバイス技術としては、先ほどＩＭＰＵＬＳＥということを申

し上げましたが、このスライドの右側にありますが、特に電子の電化ではなくてスピンと

いうものを、電流ではなくて電圧でコントロールすると。こうしますと格段に低い消費電
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力でスピンの制御ができると。これはメモリにもロジックにも展開できる、将来の基盤と

なる技術と。この辺の展開も進めているところです。一方で、これをさまざまな社会に展

開するために、印刷を使ってフレキシブルなデバイスをつくると。こういう研究も展開し

ておるところです。 

 少しここで分野を変えまして、次のスライド19では、ナノテクノロジー・材料・製造分

野の紹介をいたします。この材料あるいはナノテクノロジーも、あらゆる産業分野の基盤

となる重要な分野でありますが、ここでもこの３つの柱を掲げているところです。 

 まず第１には、やはり革新的な材料を私どもみずからが生み出すと。目的は何か。主な

ものはやはりグリーン、つまり低消費エネルギーあるいは蓄エネルギーというものであり

まして、同時にこういう貴重な資源をなるべく使わないで、通常あるような試験でそうい

う目的を達成すると。同時に、産業の環境負荷も低減すると。こういう柱を掲げて基盤と

なる材料あるいはナノテクノロジー、ないしはそれを使ったプロセス技術、製造技術とい

う展開を進めているところです。 

 昨年度最も大きな研究の成果というのを、次のスライド22に掲げました。これは先ほど

から何度か出ておりますが、単層カーボンナノチューブを量産するという技術がいよいよ

産業化を迎えます。この技術の根幹をなしているのは産総研の研究者がみつけた非常に高

速に大量のカーボンナノチューブを成長させる技術ですが、この技術を日本ゼオンさんと

いうプラント企業と共同で実際のプラントまで育て上げ、これをゼオンさんに施設を貸与

して、ゼオンさんが実際に試供品の販売を始めております。その実績をもとに、ゼオンさ

んが量産プラントの構築を決断されました。 

 同時に、こういう事業化の決断をされたという理由はもう１つありまして、これはその

下の段に書いてありますように、カーボンナノチューブを使った複合材料でさまざまな新

しい可能性がみえているところにあります。カーボンナノチューブはふわふわの綿みたい

な材料で、それだけを使って何か実際の目的に供するということはあり得ませんが、何か

と混ぜて非常に高度な特性を出すと。その１つが、ここにありますようなカーボンナノチ

ューブの周りに銅をめっきして銅とカーボンナノチューブの複合材料をつくると、右の方

にグラフがありますが、両方の特徴を併せ持ったいいとこ取りの材料ができましたと。こ

ういうご報告です。 

 これは導電材料、電線の材料として使いますが、電線には要求される特性が２つありま

して、まずは電気抵抗が低い、より導電度が高い。この図でいきますと、右側に行くのが



 

- 25 - 

望ましいわけですが、銅と同じぐらいの導電性をもつ。同時に、大量の電流を流しても切

れないと。銅の場合には、たくさんの電流を流しますとその電流の圧力で銅の原子が移動

しまして、やがて破断に至ると。こういうモードをとりますが、カーボンナノチューブを

中に入れておりますと、そこで銅の原子の移動がとめられて切れないと。こういうことを

行っております。これは非常に軽量で大電流密度を流せる導電材料というのが実現できま

すので、今後さまざまな展開が期待されているところです。これ以外の例にもいろいろあ

りますが、カーボンナノチューブを使った複合材料、さまざまな可能性が今みえていると

ころです。 

 少し毛色を変えまして、一方で我々の身近なところでグリーン・テクノロジーに貢献で

きる材料技術として、そこに調光デバイスというのを掲げました。これは、ある特別な材

料の酸化還元状態を利用して、鏡の状態と光を透過できる透明状態を何度でも繰り返しに

できると。これも実際に製品化するために必要な技術が進行いたしまして、もうすぐに実

用化するというところまで来ているところです。 

 それから、今後の取り組みですが、次のスライド22にありますように、この材料分野の

特性を生かして、主にグリーン・テクノロジーあるいは省使用というところに貢献できる

さまざまな基盤技術の研究開発プロジェクトに、産総研が中心メンバーとして今参画を始

めているところです。 

 その１つが、これはいずれも未来開拓プロジェクトですが、モーター用の高性能焼結磁

石と。これは、今後電気自動車等で高性能のモーターが必要になっておりますが、同時に

ジスプロシウム等の非常に貴重な元素を使わないで同等以上の特性を耐熱性をもって出す

という技術開発に、産総研が中心メンバーとして、特にここにありますような粉末冶金に

基づく焼結技術というものを用いて貢献をしているところです。また、できるだけ排熱を

利用してエネルギー効率を高めるというためには、熱をためる、あるいは伝える、それか

ら熱を使って発電をする、こういう熱伝材料が重要ですけれども、これに対しましても有

機・無機、さまざまなポテンシャルを糾合して、このプロジェクトの中心メンバーとして

産総研が今後展開をしていると、こういうところであります。 

 以上です。 

○佃理事  それでは、変わりまして24ページをご覧ください。地質分野の取り組みをご

説明したいと思います。 

 地質分野では、地質調査のナショナルセンターの機能を強化して、高品質の地質情報を
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整備して、それを資源、環境、防災という社会的出口に向けて情報を提供するということ

をミッションにしております。 

 25ページです。 

 今から３つほど、25年度の成果を簡単にご説明いたします。 

 最初は、地下微生物で切り拓く資源創生型ＣＣＳ技術の開発であります。従来、私ども

ＣＯ２の地中貯留の事業を枯渇油田へ高圧で圧入するという事業に参加して、その環境評

価ということで研究を進めておりましたけれども、このたび実際に高濃度の地下環境に、

ＣＯ２を地下環境に入れるということが逆にメタン菌を、メタンを生成する可能性が高い

ということが発見されました。これはまだ室内での実験ではございますが、その枯渇した

油田に注入することによって新たにメタンという資源を創生することができる可能性が明

らかになったということであります。これから、これは非常に期待しておりまして、米国

での実環境での実験に進めたいと思いますが、枯渇油田でのＣＣＳ事業が、もともと地中

環境の温暖化、地球温暖化を防止するということで進めておりますが、一方で新たな燃料

資源の創生にできる可能性が出たということで、ＣＣＳ事業を推進する、押し上げる力に

なるものと考えております。 

 26ページでございます。 

 これは「南西諸島近海に眠る海底鉱物資源の有望海域を発見」ということですが、私ど

も、沖縄海域を中心に海洋調査を進めております。そこで、その一環として海底火山、海

底熱水活動、海底での熱の噴出、熱水の噴出孔を発見し、熱水活動があるということを確

認した事例であります。もう幾つかプレス発表しておりますが、今回は非常に浅い海域で、

将来この熱水活動に伴う海底熱水鉱床の可能性が非常に高いものでありますので、開発に

進むものと考えております。これに関しましては、国の海洋資源開発計画でも非常に重要

と考えられておりまして、これは石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）と今

協同でタスクフォースを設置しまして、連携して海洋鉱物資源の開発、さらには実際の鉱

物資源の開発に向けた事業へ展開できるように準備を進めているところでございます。 

 27ページをご覧ください。 

 「ビッグデータとしての地質情報の活用に向けて」ということでありますが、ビッグデ

ータの１つとして地質情報への活用が非常に高まっております。特に東日本大震災の地下

の情報というのは非常に情報の提供で期待されております。これを今、国のＩＴ戦略本部

で進めております「電子行政オープンデータ戦略」に迅速に対応いたしまして、クリエイ
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ティブ・コモンズ・ライセンス――ＣＣライセンスといっておりますが、これを昨年2013

年10月に導入いたしました。これは完全にフリーアンドオープンで、非常に勘弁に利用で

きる環境を整備したということであります。これは経産省のＯｐｅｎ ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ

に登録済みのものであります。実際に地質情報の提供、正式公開ということで、地質図Ｎ

ａｖｉというシステムも開発しまして、これが非常によく利用されるようになり、勘弁に

利用される環境を整備いたしました。我々、この地質情報の二次利用をさらに今回容易に

できたということですが、新たな利用ニーズを発掘していきたいと考えております。 

 28ページで、今後の取り組みですが、こういった地質情報の整備ですが、一般に地下の

環境、地下を可視化するというのは非常に重要であります。一般に非常に難しい。これを

３Ｄの情報としてわかりやすい情報に変えていくということを今後とも進めていきたいと

思います。さらに、その情報を活用してもらって、より強靱な日本社会を構築するための

情報に使ってもらいたいと考えております。 

 また、鉱物資源あるいは燃料資源のポテンシャル評価という意味で、我々、先ほど紹介

しましたＪＯＧＭＥＣと連携しながら、特に海洋の調査に力を進めてまいりたいと思いま

す。非常に夢のある海洋資源の調査を、ポテンシャル評価をして社会に提供するというこ

とに進めていきたいと思います。 

 また、ことしの４月に活断層・火山研究部門を発足させ、より地質災害の予測指標の高

度化に努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三木理事  それでは、29ページ以降を使いまして、計測・計量標準分野の報告をさせ

ていただきます。 

 30ページのところに分野の研究戦略を書いてございます。 

 その前に、当分野は、大体人のリソースの配分から申しまして大体70％ぐらいは計量標

準をやっておりまして、残りの30％ぐらいは計測技術の開発を行っております。計量標準

の開発に関しましては、開発したものをまた維持・供給するという、そういう積分的効果

の部分もございまして、別冊の最初のところに計量標準全体の分野の状況が載っておりま

すので、後で見ていただければと思います。2001年以降、10年かけまして、日本で足りな

いといわれておりました計量標準を整備しまして、大体のところはそろったと。今後は、

量から質への転換ということで、より必要な標準をタイムリーに、ユーザーフレンドリー

な形で供給すると、そういうフェーズに来ておると思っております。 
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 今の30ページに戻りまして、研究戦略ですが、ここでは産総研の大きな目標でありまし

たグリーン・イノベーション、それからライフ・イノベーションの実現を計量標準の立場

から貢献する。それから、産業の競争力強化に計量標準として貢献する。それから、次世

代の計量標準を開発する。あとはまた、先ほどの先端計測技術といった部分でもいろいろ

な先端的な技術の開発。そういう取り組みで進めております。 

 ３つほど昨年度の成果について報告させていただきます。 

 最初は光格子時計の開発でございまして、これは理事長の注目すべき成果でも取り上げ

られているものでございます。ご存じのとおり、周波数というのは物流の中で一番正確に

はかることができるものでありまして、ＧＰＳのシステムの衛星に原子時計が乗っけられ

ております。現状では大体数百万年に１秒の正確さといわれているわけですけれども、そ

の次の世代の時計として光格子時計というものが注目されております。光の技術でもって

原子を格子状に並べて、それを非常に外場の影響の少ない状態でその性質をはかる。そう

いった技術によるものでありまして、実は日本で発案された技術であります。また、この

分野は数年に一度ノーベル賞が授与されるという、そういう分野でもございまして、今後

の取り組みが期待される分野であります。 

 産総研では、一昨年、イッテルビウム原子を使いまして光格子時計をつくりましたけれ

ども、それをさらにストロンチウムを使いました。同時に２つの異なる原子の時計を比較

するということで、原理的な検証とかそういったことも行われることになります。最終的

にはこの時計は、一般相対論効果で、例えばこの机の上に置いたのと床の上に置いたのと

で進み方が異なると、そういうぐらいの正確さをもっておりますので、いろいろな用途が

期待できます。例えば、左の下にあります重力ポテンシャルのモニタリング等、そういっ

たことにも期待できるものであります。 

 次のページの32ページは、標準物質を非常に効率よくつくる技術の開発であります。Ｎ

ＭＲというのは、最近では何が入っているかというのを早くみつける、探す、そういう計

測方法として使われておりますけれども、その中に入っている量を定量的にはかる。ある

意味逆転の発想ですけれども、そういうことから、一度にたくさんの種類の物質の標準物

質をつくることができるという方法も開発いたしました。これまでですと、大体１年に10

個つくるというのは非常に大変だったのですけれども、ここは何十個。ですから、けた違

いに効率よくつくることができるような技術になっております。昨年度では民間への技術

的な移転のめどもつけましたし、今年度はメートル条約あるいは世界の計量標準の総本山
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にありますＢＩＰＭ、国際度量衡局でもこれを採用しましょうということで、日本ともう

すぐＭＯＵを結んで一緒に共同研究することになっております。したがって、日本発の技

術が世界の標準になると、そういうことがいえるというふうに思います。 

 次のページは、これはずっと行ってきているものですけれども、震災後の福島原発の後

の放射線の計測を正確にはかるという観点から、いろいろな支援を行ってきております。

昨年度は、線表の右の方にあります工業標準、技能試験、その辺のところから始まるもの

でありまして、特に認証標準物質では１度、平成24年度にセシウムで汚染された玄米の量

を正確にはかって標準物質として出していたのですけれども、それが非常に売れ行きが好

調ということで、もう一度出し直しました。そういうことをやっております。 

 最後のページで今後の取り組みについてご紹介させていただきますと、４つございます

が、上２つは計量標準サイドの寄与、下２つが計測技術のものであります。グリーン・イ

ノベーション、ライフ・イノベーションについては引き続き貢献していきますし、特に計

測技術では生産現場で必要となる計測技術をソリューション提供という形で、いろいろな、

産総研のほかのシーズも使って提供していく。それから、特に材料の開発のための先端計

測、分析技術開発を精力的に進めていく。そういうことを計画しております。 

 以上です。 

○島田理事  それでは、島田からは、次の業務運営の効率化に関する事項、前半部分に

ついて紹介させていただきます。 

 資料は２―６でございます。 

 私からは、この業務運営の効率化に関する事項のうち、研究活動高度化のための取り組

み等ということで、研究ユニット評価、それから環境安全、情報セキュリティー、省エネ

ルギー、施設整備について報告させていただきます。 

 ４ページをご覧ください。 

 こちらが産総研で行われております研究ユニット評価の概要でございまして、昨年まで

と大きく変わったところはございません。基本的にこの本部会、産総研部会が産総研に対

しまして経済産業省が行う外部の評価であるのに対しまして、産総研では内部評価、研究

ユニット評価を行っております。また、研究ユニット評価は毎年やるというものでもない

ということで、２年に１度でございまして、その間の年には委員の方々に研究開発の内容

をよくご理解していただくために研究ユニットフォローアップ、意見交換等を行っており

ます。 
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 ５ページをお願いします。 

 研究ユニット評価の概要はここに書いてあるとおりでございまして、特筆すべき点を赤

字で書いております。 

 まず１つは、アウトカムの視点からの評価ということでございまして、これは第３期に

入りましてずっとこのような視点から、第２期ぐらいからこのような視点で行っておりま

す。いうなれば、アウトプット、研究論文の数とか特許の数ではなく、後々社会で活用さ

れる、それから新製品につながっていく、そういう観点から評価をいただくというもので

ございます。 

 それから、外部委員の強化というのをこの第３期中期期間中にやってまいりました。評

価委員の数をふやしまして、大体研究部門当たり１人ずつ外部委員を増やしたのでござい

ますが、外部委員の充実を図りました。また、その評価委員の専門性でございますけれど

も、技術・学術的視点に加えまして、産業化のための経営的視点、社会的視点をもつ委員

を加えまして、この比率は大体２対２対１になっておりますけれども、結果といたします

れば、民間企業の方、あるいは民間企業から大学へ移られた方等の割合がふえております。 

 それから、その次が評価委員による評価対象の把握・理解の機会の拡大でございますけ

れども、これは２年に１度の評価委員会の合間に意見交換を実施することに加えまして、

評価委員会の折に研究メンバーを見ていただく、ポスターセッションを行う等の工夫を図

りまして、委員の方にできるだけよく理解してもらうように努めております。 

 ７ページをご覧ください。 

 ７ページが平成25年度に行いました評価でございます。先ほど申しましたように２年に

１度でございますので、25年度は赤字で示しております８つの研究ユニットについて評価

が行われました。したがいまして、残りのユニットにつきましては意見交換会等が開催さ

れております。 

 ８ページをご覧ください。 

 こちらの方は研究ユニット戦略課題、これは評価点に相当する部分でございますけれど

も、大分類Ⅰが鉱工業の科学技術のうちのグリーン・イノベーション、Ⅱがライフ・イノ

ベーション、Ⅲが先端的技術開発、Ⅳが計測技術等、別表２が地質の標準、別表３が計量

の標準でございます。25年度に行いました研究ユニットは、別表２、別表３に相当するも

のではございませんので、大分類ⅠからⅣの間に、このグレーの部分で示したような分布

となっております。24年度の評価では３点を切る、おおむね適切まで至らなかったものが
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――これはみにくいのでございますけれども、大分類ⅠとⅢでわずかにございましたが、

25年度の評価ではそのようなものはございませんでした。平均いたしますと、点数といた

しますと大体24年度と25年度はほぼ同様でございますけれども、一番悪い部分等、そうい

うような評価を受けた研究ユニットの課題はなかったというようなことでございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 ９ページでは、具体的にどのような評価コメントをいただきまして、それにつきまして

研究ユニットがどのように対応したかということを、例を幾つか示しております。特に注

目いただきたいのはアウトカムでございますが、これは民間のその分野で専門的に働いて

いただいた方からいただいたコメントでございますけれども、「開発した素子は、幅広い

応用の可能性を秘めているが、リソースを考慮して、目指すアウトカムをもう少し絞り込

んではどうか」といわれまして、右側の方に書いてございますように、アウトカムをもう

一回検討し直して出口の明確化に努めていると、そういう対応を行っております。 

 続きまして、情報セキュリティーについてご紹介いたします。11ページをご覧ください。 

 情報セキュリティー事故は後を絶たないわけでございますが、産総研ではそこに書いて

おりますとおり３つの対策を行っております。１番が次世代ファイアウォール。これはア

ラワルドといわれるものでございまして、それを導入いたしました。２番目は、ウイルス

対策ソフト、Symantec Endpoint Protectionを導入いたしました。３番目といたしまして、

やはり個人の注意が一番肝要ということで、研修を徹底いたしました。この３つによりま

して、重大な事故は25年度は幸い１件もなかったのですが、加えましてウイルス感染ある

いは情報漏えい――情報漏えいも深刻なものはないのですけれども、そういうものも激減

しております。 

 続きまして、環境安全でございます。12ページをご覧ください。 

 残念ながら25年度の事故件数は24年度に比べまして、その下のグラフにありますように

増加しております。実験に関する事故はわずかに減少しておるのですけれども、職員の転

倒が増加いたしまして、結果的には事故は増加してしまいました。 

 次に、13ページをご覧ください。 

 13ページは、産総研で行っております夏期の節電対策あるいは省エネルギー対策でござ

います。産総研では、夏期のピーク電力のときに、休暇時期をずらす等によりましてピー

クの低減に努めております。22年度比で――22年度というのは震災の前の夏でございます

が、そのときに比べまして、つくばセンターでは10％、地域センターでも４～13％のピー
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ク電力削減を達成しております。加えまして、年間を通じてのエネルギーでございますけ

れども、22年度に比べますと7.9％減少しております。電気代は10％強増加しております

が、このおかげで電気代の増加は比較的わずかで済んだということでございます。 

 続きまして、施設整備でございます。 

 24年度に行いました施設整備は耐震改修実施ということで、つくばセンターの残されて

おりました第７事業所を実施。これは、もうすぐこれで完了するところでございます。 

 そのほか、新棟建設でございまして、つくば、関西、北海道、東北、九州に、ここに書

いてあるような建物を今建設中でございます。 

 それから、老朽化対策。つくばセンターに移転しまして三十数年たつわけでございます

けれども、抜本的な対策に手が打てたというようなことでございます。 

 以上でございます。 

○福岡理事  それでは、次に資料の２―７に基づきまして、業務運営のその続きをご説

明したいと思います。 

 ここで資料２―７にあります業務運営は、いわゆる研究活動を支える事務管理業務を中

心とする業務でございまして、２ページ目をご覧いただきますと、項目として業務管理費、

総人件費の問題、調達を中心とする契約の問題、それから人材の確保とありますが、採用

の話について、それから個人評価の問題、コンプライアンスの問題について書いてありま

して、その後で財務内容について触れたいと思います。 

 ページをくっていただきまして、４ページ目に業務運営での業務管理費のことについて

触れております。 

 独法のルールといたしまして、一般管理費につきましては、年間、前年比で３％削減。

それから、業務、産総研の場合には研究活動を中心とするものですが、これについて年に

１％減というルールがありまして、それに基づきまして業務運営を行っております。一般

管理費の削減というのはなかなか難しい面もございますが、そこの下に書いてあります例

としましては、複写機について専用機から共用機に変更がえするということで、賃貸借料

で650万円程度の削減。その他、保守経費の単価の削減ということで、合計1,000万円程度

の削減を図ったということを書いてございます。ただ、こういった細かなことを積み重ね

て一般管理費の削減に努めているところでございます。 

 ページをくっていただきますと、次のページには人件費の話を書いてございます。 

 役職員の給与の見直し、それから退職手当支給水準の引き下げとありますが、これはい
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ずれも国家公務員連動でございます。給与の方は、震災対策での10％減といわれたものに

ついての対応、それから退職手当についても、これは震災ではございませんが、民間企業

比較での削減に合わせているものということでございます。 

 次のページ、国家公務員と産総研の給与水準の比較。いわゆるラスパイレス指数といわ

れているものでございますが、これは従来とほぼ同様の数字で継続しているという話が書

いてございます。 

 あと、次の７ページ目に宿舎制度の話を書いてございます。これも、公務員連動の話で

ございますが、国家公務員の住宅についても削減するという方向が出された、その同じ連

動で、入居基準ということですが、頻度高く転居を伴う転勤等を行う職員のみ提供すると

いう観点で、転居後７年以内の者に限定とした制度というものを運用しているという話で

ございます。 

 あと、トピック的に次に２点ほど書いてございますが、公共サービス改革、いわゆる市

場化テストの観点で、今、つくばセンターでの施設管理等業務につきまして行っていると

いうことで、24、25年度と２年間やって、26年度、本年度が３ヵ年目でございまして、本

年度におきましては内閣府の小委員会での報告、もしくは来年度の状況について今後議論

をしていくと、そういうスケジュールで進んでおります。 

 あと、９ページ目はリサイクルの話ですけれども、物品のリサイクルというのを所内で

進めているということで、少しずつ成果が出ているということを書いてございます。 

 10ページ目は契約とありますが、いわゆる物品の調達の話でございます。政府の方針と

いうことで、20年には総務省からの事務連絡、それから21年には総務省の事務連絡、それ

から21年の秋の閣議決定ということですけれども、順番にいくと、最初のものが随意契約

を縮減しましょうという話でございまして、その後、真ん中の行でございます。その後で、

競争入札の中でも１者応札・１者応募に対する改善をするべきという話題が出て、そのこ

とにつきまして閣議決定で下の段で決められたということでございます。一番下のところ、

契約監視委員会を21年11月に設置したとありますけれども、ここにおられる手柴委員と、

それから弁護士の方、公認会計士の方に入っていただいてこういう運用をやっております。 

 あと、資料、それについての説明が５ページほど続きますけれども、ポイントだけいい

ますと、11ページでは随意契約の割合は下がっているということでございまして、12ペー

ジ目には、ただし１者応札はそれなりの比率がある。一般競争入札の中では７割弱、25年

度では67％がそうなっているということを示してございます。 
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 13ページはそれへの対策ということで、入札参加辞退者からのアンケートとか、地域セ

ンターでの契約案件の調達資料の調整というのを進めているということ。それから、入札

予定の事前公表を担っているということを書いてございます。 

 14、15ページ目につきましては、先ほどの契約監視委員会につきまして実績並びに本年

度の計画を書いているところでございます。 

 あと、16ページ目以降、別の項目になりますが、17ページには採用の話を書いてござい

ます。研究職、事務職となりまして、いわゆる定年制に向けた採用のことを書いてござい

ます。例年どおりでございますが、研究職について一言いうと、第３期末までに女性の比

率を15％以上を目指すということがありまして、25年度では18.8％になったということが

書いてございます。あと、事務職の方につきまして、25年度は若干多目になっていますけ

れども、施設関係の者、それからいろいろなクリーンルームのオペレーターの採用という

ことを行ったために若干ふえている状況でございます。 

 あと、18ページ目につきましては、職員の専門性向上のため内部の研修を増加というこ

とで、安定的に専門性向上のための研修というのを続けているということでございます。 

 あと、19ページ、20ページ目は、人材、人事管理の話を少し書いてございます。19ペー

ジ目につきましては、研究職員の役職の見直し、それから20ページは事務職員の役職定年

制の話等を説明してございます。 

 21ページ目は、これも従来と同様でございますが、所内では短期評価で業績に反映。そ

れから、長期評価ということで能力評価をして昇格ということで反映させているというこ

とを書いてございます。 

 あと、23ページ目以降にコンプライアンスの話を書いてございます。産総研では職員の

数が多いこともありまして、セルフチェック方式というのをかなり広範に導入しています。

自己申告制度です。それを対象職員全員にやってもらうということを進めているところで

ございまして、コンプライアンスの話、利益相反マネジメントの話、そういうことをやっ

てございます。 

 あと、リスク管理能力のための本人チェック、ダブルチェックということ等を行ってご

ざいます。 

 24ページ目には、監査の話が書いてございます。内部監査ということで、いろいろなテ

ーマを決めて各部署に内部監査を実施しているという話。 

 あと、６．に内部通報への対応ということで、25年度には８件対応したということが書
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いてございます。ちょっと１件だけ特筆するということで、６．の下半分に書いてござい

ますけれども、平成18年から22年に、ちょっと前の話ですけれども、その当時の情報セキ

ュリティ研究センターで行われた研究装置の購入等についての通報があって、経産省等の

ご指導もいただきまして入念に調査いたしました。その中で一部不適切な状況、委託費で

購入した消耗部品について、購入年度に使用した記録が確認できなかったこと等々の問題

がありまして、委託費の一部の返納とか処分ということを行ったということをご報告した

いと思います。 

 それから、25ページ目に研究ミスコンダクトの話がありますが、これは別途担当の湯元

理事から後でご説明したいと思います。 

 26ページ目以下に財務内容の話が書いてございます。 

 このＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌの25年度のものが後ろについてございますが、詳細は――詳細とい

いますか、現在公認会計士の監査を受けているところでございますので、今は概数という

ことでご覧いただきたいと思います。 

 例年とそう大きな変更はないところでございますので、ポイントのみ２点ほど申し上げ

たいと思います。 

 バランスシート、27ページでございますが、資本金が24年度から25年度にかけて10億円

ほど減っております。これは、中部センターの瀬戸サイトを国に国庫納付したということ

で10億円ほど減っているということでございます。 

 あと、最後のページです。31ページ目、運営費交付金をどのように使っているのかとい

うことでございます。 

 下に表がありまして、その下から２つ目の行、債務残高割合（Ｂ／Ａ）というところが

ありますけれども、これが当初いただいた交付金を年度末に幾ら使い残しているかという

数字でございますが、この23、24、25と数字が、24年度から25年度には減っていまして、

着実に研究業務を遂行しているということが示されている表になってございます。 

 以上でございまして、先ほどのミスコンダクトの点を湯元理事にお願いしたいと思いま

す。 

○湯元理事  それでは、25ページに戻っていただければと思います。 

 研究ミスコンダクトへの対応ということで、研究者倫理統括者をしております湯元の方

からご報告させていただきます。 

 産総研では、研究ミスコンダクト申立制度というのを、研究機関としては最も早い時期、
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平成17年に整備をしておりまして、それに従いまして現在対応しております。そして、平

成25年度は３件の申し立てがございました。まずは、研究者倫理統括者――現在は私です

が、私のところに案件が上がってきまして、それを事務局と検討いたします。そして、２

件は研究ミスコンダクト――ねつ造、偽装、ひょう窃をミスコンダクトと呼んでおります

けれども、当たらないということで不受理とし、１件は現在調査をいたしているところと

なります。 

 そして、昨今、その研究不正に対して研究倫理の理解が少ないのではないかというご指

摘がありますので、研究ミスコンダクト防止への強化に向けた取り組みといたしまして、

まず第１としては、やはり何が研究不正に当たるのかといったようなところを再確認する

ということで、研究者行動規範に関する研修を全職員、契約職員及び外来研究員約6,000

名に対して４月以来行っておりまして、全12回の研修を行いまして、９割以上の者が現在

受講しておりまして、６月以降ｅラーニングを行いまして100％の受講を達成する予定に

しております。 

 また、いろいろなひょう窃、盗用といったようなところも社会問題化しておりますけれ

ども、既存の公開情報と照合するようなシステムを産総研でも６月に導入し、７月から本

格運用する予定にしております。 

 また、研究者行動規範も平成18年から策定しておりますが、いろいろ問題になっており

ますオーサーシップ、どういう要件が著者として必要かといったようなところについて、

最近の見解であります、共著者であっても論文の全てに責任をもつといったような項目を

追加したり、あるいは引用についても、適切な引用にするために引用の３条件というのが

いわれておりますけれども、それについて解説とともに挿入するといったような改訂を現

在行っておりまして、６月中に改訂版を発行し、全職員に配付する予定にしております。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 様々な成果についてご報告があり、最後にミスコンダクトについての取り組みについて

もご説明がございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、委員の方からご質問やご意見がございまし

たらお願いいたします。また、大部の資料をお読みいただくことになりますけれども、今

ここでぜひお聞きしておきたいということがおありでしたら、ぜひご質問をお願いしたい

と思います。如何でしょうか。 
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 では、堤委員。 

○堤委員  福島の再生可能エネルギー研究センターの件なのですけれども、ここにその

再生可能エネルギーに関する研究を集中させていたと思うのですけれども、他のセンター

でもやっていますよね。それをどういうロジックで、どう配分していったのかというとこ

ろは。 

○室伏部会長  では、矢部理事、お願いします。 

○矢部理事  矢部の方からお答えさせていただきます。 

 福島は、具体的には太陽光、それからエネルギー貯蔵、特に水素を利用した貯蔵、それ

から地熱と地中熱利用をかなり中心に、あと風力を中心にしております。風力に関しては

全部福島に移しております。また、地熱・地中熱に関しても福島でやるということにして

おります。太陽光に関しましては、今、福島では実用化に近いところ、特に今、シリコン

の薄板を薄くしていくことによって経済性を上げようというのをかなり大きな中心のテー

マにいたしまして、そこでコンソーシアムを組んで経済性を上げて、企業がそれを実用に

もっていくというのを主な課題にしております。 

○堤委員  それは九州センターも同じですか。 

○矢部理事  九州センターは、信頼性のコンソーシアムということで、いかに寿命を延

ばすかということが中心なのですけれども、福島はまさに経済性を上げて競争に勝ってく

ところに中心を置いています。そういう意味では、福島の太陽光に関しては、これから将

来をみたときにかなり大きな規模で実現を図る経済性を追求するところを中心に展開をし

ていきたいというふうに思っております。特にシリコン系に関しては、ＪＳＴのグループ

も一緒に中に入ってもらって高性能化についてもやっているところでございます。 

○堤委員  ネットで人員とかが何か増えたとか、そういうあれはあるのですか。 

○矢部理事  今、全部で外部研究員なんかを含めて160人規模で今やらせていただいて

います。そういう意味では外部の企業から来られている方、それからＪＳＴ等で来られて

いる方はかなりいらっしゃいまして――ということでございますけれども。そういう意味

で、堤先生のご質問にお答えする意味では、特にシステムを組んで再生可能エネルギーを

最大限活用するようなエネルギー貯蔵とか、そういうのを含めたところは福島で展開をし、

また、その実用に近い太陽のところを福島で展開していると。例えばつくばとか九州なん

かの太陽光に関していえば、その次の世代を今研究しておりまして、それをある程度大き

くなったら福島にもっていくと、そういうふうな整理でございます。 
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○中鉢理事長  おっしゃるとおりなのですけれども、九州は信頼性、設備もありますの

で、それをあそこでやって、ただ、情報発信としては体系的には福島から情報をできるだ

け発信していって、外から体系的には福島に移ったというふうな、福島から情報発信をし

ているというふうに、戦略的にはそういうふうにやっていこうと思っています。 

○室伏部会長  堤委員、よろしいですか。 

 他に如何でしょうか。 

 では、谷川委員、それから森本委員、お願いします。 

○谷川委員  理事長がおっしゃった３つのテーマのうち、２つ目の産業社会のニーズに

より応えていくこと、これは大変重要なことだと思うのですが、私ずっと前からよく申し

上げているように、産総研というのは大学でもなく企業でもなくて国の研究所だというこ

とです。産業界もできない、大学もやりにくい、国の研究所だからこそできる骨太のこと

をやるべきではないかと、従来から申し上げていました。 

 特に震災復興への貢献強化というのは大変重要で、除染の問題とか、汚染水対策とか、

またこちらに書かれておりませんけれども、例えば廃炉対策をどうするかとかというのは、

なかなか民間ではできない。難しいし、大学も、個々の一人一人の研究者では手に余る話

だと思うのです。ですので、私は、まさにこういうテーマというのは国研たる産総研さん

がイニシアチブをとってやっていくべきものだと思っているのですが、本日のご説明の中

身を見てみますと、産総研の個々の研究所、研究ユニットが細かいテーマを、例えば除染

にしろ汚染水の対策にしろ、一つ一つの小さなテーマに対応しているような印象を受ける

のです。私は、そうではなく、せっかく国研なのですから、例えば除染についてはこうす

るという大きなテーマがあれば、それに対して、除染の問題は一体何かということを、現

実からどんどん課題を抽出していって、この問題を解決するには、産総研のユニットはこ

こをやれ、ここをやれと言う方式をとるべきではないかと思います。ないしは、自分たち

研究所でできなければ、大学にも応援を頼むとか、そういうリーダーシップをとって、大

きな、まさに社会ニーズサイドからの分かりやすいテーマを定義して、それで自分たちが

研究者を集めてくると言う方式をとるべきと思います。とにかくまとまった成果を上げる

事が重要です。そういうふうな体制にできないものかなとずっと思います。個々の一人一

人は大事なことをやっているのですけれども、それがわかりにくいゆえに、理事長が最初

におっしゃった、産総研のやっていることはよく見えにくいということになっているので

はないかと思うのです。恐らく一般の人たちは、個々の研究者が何をやったかという、ま
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さにシーズサイドの研究成果などはほとんど理解できず、全部まとまって出た結果の方が

わかりやすいのです。そういう、まさに出口サイドというか、ニーズサイドからのわかり

やすい結果を出すために、どういう産総研のユニットを使ったか、ないしは大学を巻き込

んだか、企業を巻き込んだかという、そういう説明をしていかないと、恐らく永久に産総

研の存在感というのは出てこないと思うのですけれども、如何でしょうか。 

○中鉢理事長  全くおっしゃるとおりだと思います。そういった認識に立って、どちら

かというと今の組織戦略だとか今までのプロシウムもそうなのですけれども、シーズ型の

説明で、色々なところでこういうふうなファンクションを持っていますよというのですけ

れども、一方、カスタマーの立場からいうと、やはり今、谷川委員がおっしゃったような

見方というのは主流だと思うんですね。そういった形に変えるべく、第４期ではどうある

べきかということをもう既に私どもは議論を進めています。 

 例えば、一例ですけれども、例えば環境についても、矢部が担当している環境エネルギ

ーのところと、それから省エネを中心としたデバイスだとか、ＩＴを中心とした金山の担

当のところも、これも重複している。重複というか、すみ分けているのです。ですから、

今後は分散することによって細かくなり過ぎるということはなく、あるいは重複を避ける、

分散を避けるという意味で、おっしゃるような形にしたいと思っております。 

 とりあえず、骨太のプロジェクトとしては私ども昨年度中に２つ取り上げて、１つは金

山を中心とするグリーンのプロジェクト、それからもう１つは湯元が中心とするライフの

プロジェクトの骨太を、ひとつ全部包含する形で大きなものを２つ出しました。今後また

数多く、国のインパクト、ＦＩＲＳＴですけれども、ああいったものに出せるようにどん

どん出していくということを心がけたいと思っております。ありがとうございました。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

 それでは、森本委員、お願いします。 

○森本委員  私の方からちょっと２点、コメントというか、質問させていただきます。 

 １つは、研究倫理の問題についてですけれども、非常に重要な問題だと思いますし、し

っかりと取り組まれているということで最後に湯元理事の方から説明がありましたけれど

も、ただ、私も研究所を担当している経験からいいますと、未熟な研究者やこういったこ

とというのは日常的に起こり得るものですので、個々の研究者の意識を上げるというのは

非常に重要ではありますが、それに加えて管理者としての任務、義務、このあたりを、い

わゆるマネジメントとしての責任感とか、そのあたりも加えて、どのような教育といいま
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すか、管理されているのか、あるいはそういうふうにしていく予定がおありなのか。企業

でしたので、そのあたりは、非常に現在の大学や公共機関を含めて管理者としての意識が

希薄なのではないかというところが気になっておりまして、それが重要なのではないかな

というふうに思います。 

 もう１点続いていきますと、先ほどのインドとの共同研究があって、ＤＡＩＬＡＢ、あ

ったと思いますが、非常にいいことだと思いますし、国際的にどんどん共同関係を広げて

いくというのは、私は非常にいいことだと思います。一方で、どのようなパートナーを選

んでどういう国と何をやっていくのかという、その戦略性とか、きっかけとか縁というの

はあるとは思いますし重要だと思うのですが、一方でどの国とどういうふうなことをやっ

ていくのかという、もう少しトップレベルの戦略性というものはどんなふうにお考えなの

かというあたりを聞かせてください。 

○中鉢理事長  では、私の方からお答えしたいと思いますけれども、コンプライアンス

というか、ミスコンダクトについては湯元の方から説明したとおりですけれども、基本的

に研究者が未熟であるということを非難してもしようがない。未熟であることを前提にや

らなければいけない部分もあると思うんですね。第１には、やはり自立した社会人として

の認識というものをはっきりさせて、その中で職業研究者としての自覚をきちんともって

いただきたい、こういうふうに考えておりまして、具体的には上に立つ者のリーダーシッ

プ、それから仲間でお互いに切磋琢磨していくメンバーシップといいますか、この２つは

非常に重要だなということで、湯元の方で特別なプログラムを今実施しているところです。

ただ、問題は、ルールをつくってもそれの徹底という点で、今後まだまだ課題を残してい

るかなというふうに思います。 

 それから、国際連携ですけれども、包括的な意味で、今いろいろな国際的な研究機関、

特にアジアのＡＳＥＡＮの地域であるとか、それから欧米のFraunhoferを初めとするそう

いうところでやっていますけれども、なかなか包括的な契約にとどまっておりまして、実

際は具体的な目にみえる連携というのはなかなかわかりにくいところになっています。こ

れをもっと明確に、日本でやっているニーズ、シーズの組み合わせ、そういうコーディネ

ーションに似たような、国際的なイノベーションコーディネーションみたいな活動を今や

ろうとしておりまして、実はこの５月から、まず東南アジアを管轄すべくバンコクに事務

所を置きまして、１名派遣しておりまして、その国際展開をやっていきたい。引き続き欧

米とも、あるいは大学とも、テーマを絞って連携をしていくと。包括的な、Berry Nice 
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to Meet Youみたいな、初めましてみたいなことは、契約していることすら忘れていると

いうことも散見されますので、もっと実質的な効果のあることを努めてやっていきたいと

思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 手柴委員と赤池委員は如何でしょうか。何かご質問はございませんか。 

 では、最初に赤池委員から。 

○赤池委員  今のまさに関連で、多分サーベライズしなくても、例えばマレーシアみた

いな国と日本は多分戦略的につながっていかなければいけない、イスラム圏でのビジネス

みたいなことをやはりデザインしていかなければいけない。何かそのくらいの戦略観が多

分必要なのではないかと思います。特にマレーシアは国を挙げて政府投資に積極的なので、

やはり、ああいう流れを産総研さんのような日本の研究開発のリーダーが先鞭をとってい

ってほしいなと思っています。 

 それと、その前のご質問に関連しているのですけれども、放射能で汚染されてしまった

木材であるとかバイオマスであるとか、ああいうものは、やはりバイオマスの研究も中部

センターでもやっていますし、色々なセシウムの情報の研究もやっていますし、多分谷川

先生がおっしゃりたかったのは、やはり、国プロとしてこういう直近の課題に対して今ま

で蓄積してきた産総研の技術を結集して、そういう大きなソリューションに対するソリュ

ーションの道を見せていくみたいな、何か是非そういうご検討なんかも中鉢理事長にお願

いしたいと思います。 

○中鉢理事長  全くそのとおりで、進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく。

川上の方でそれを進めておりまして、今回色々なところで震災復興にどういう役割を果た

しているのですかというと、色々なほとんどのところで関与しておりまして、今日のご説

明の中でもありましたように、例えばロボットであるとか、あるいは除染の個人的な線量

計であるとか、あるいは活断層のあれであるとか、それからセシウムの回収の問題だとか、

このことをまとめて説明しますと結構産総研の貢献が理解していただけるということも実

感しておりますので、努めてそのように努力してまいりたいと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 では、手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  先ほども話があったのですけれども、論文数の総数というのは、私はそん
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なに気にしなくてもよいのではないかという気がしています。去年も議論があったと思う

のですが、その背景に、理化学研究所なんかと比べると若年研究員層が少なくなっていて、

その比率が低くなっていると。これは非常に大きな問題で、やはり若い人たちが何とかど

んどん入ってこないと全体としてみれば産総研の活力の低下ということになると思います。

非常に難しい問題ですけれども、“活力のある産総研”という意味でこの人材採用とか育

成の問題は非常に重要だと思います。審議官もいらっしゃいますので、今後の取り組み等、

あるいはお考えを聞かせていただければと思います。 

○中鉢理事長  総合科学技術会議のご指導であるとか経済産業省のご指導を受けながら

やっていきたいと思いますけれども、進めてまいりたいと思いますが、それでも総合科学

技術会議からは、やはり特定国立研究開発法人の、そういうことに対して論文数であると

かランキングというのはやはり我々の報告事項としてなっておりますので、まずここは経

済産業省及び総合科学技術会議のご指導を受けながら私どものあるべき姿を設定してまい

りたいと思っております。 

○一村副理事長  もう１点のご指摘の若手研究員の減少の問題について、採用担当とし

ている立場からお答えしますと、平成17年度に５年かけて５％総人件費を削減するように

という国のご指示がございまして、それに合わせて総人数は減ってきております。その中

でも、できる限り毎年度均一化した若手研究員を採用したいということで、平均しますと

年80名程度採っております。その上で、採用する人材層をできる限り博士課程取得直後ぐ

らいにもっていこうということで、そういう平均年齢の低減化を図っておりますけれども、

まだまだマスが前に比べますと減っておりますので、そこは厳しい状況が続いております。 

 今回、経済産業省の研究開発評価小委員会の方でもクロスアポイントメントという制度

を大きく打ち出されておりますので、そういう意味では大学との連携とか人材交流を通し

て、そちら側の人材獲得あるいはそれを通した人件費運用で若手人材の活躍の場を広げた

いというふうに思っております。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

○安永審議官  今、１点、副理事長からお話のあった点なのですが、端的に言いますと、

１つは、これは日本全体の問題であるのですけれども、やはりドクターの学生と。海外で

はドクターの学生なんかは学費を払ってこないわけですね。お金を大体もらっていると。

やはり産総研はこれだけすばらしい研究者の集団が2,300人おられて、なおかつ設備もす

ぐれていると。実際に連携大学院で大学の教官を兼ねられている研究者の方々も多いので、
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産総研の中に現役のドクターの学生を給料を払って雇いましょうというのを、もう既に開

始をしていただいております。研究員とほぼ同等の待遇ですから、別にアルバイトをしな

くてもちゃんと研究ができるという形で、まず若手のドクター学生。それから、今、一部

副理事長からお話がありましたように、若手の研究者の、もうドクターをとった人の採用

も今後もどんどん進めていただくと。そのときに、比較的、恐らくシニア層の研究者が、

大学との間で人事交流が起こると非常に流動化が起きやすいのではないかというふうに思

っておりまして、こういった形で研究の活性化を進め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した。 

 そろそろ時間でございますので、この辺で質疑応答は終わりにしたいと思います。 

 先ほど手柴委員もおっしゃいましたけれども、最近とても論文が出にくくなっている状

況がありますね。そういった状況もありますし、論文をどんどん出すことばかりを若い人

たちに強要すると、またいろいろな問題が起こってくるということがあると思います。や

はりアウトカムを大事にする産総研のようなところでは、論文にはならなくても、確実に

アウトカムにつながるような成果を出していくことを評価すればよいのではないかなと思

っています。ありがとうございました。 

 それでは、丁度定刻になりましたので、業務実績に係る本日の質疑はここまでとしたい

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、何か他にご質問がおありの

場合には事務局を通じて回答させていただくことにいたしますので、メールなりお電話な

りで事務局の方にご連絡ください。お願いいたします。 

 では、最後に１０分ほど時間を頂いて、議題３で、事務局から「最近の独法を巡る状況

について」の説明をお願いいたします。 

○三上産総研室長  定刻を過ぎておりますので、かいつまんで説明いたします。 

 独法改革の動きについて、参考資料５でございます。 

 先ほど特定国立研究開発法人理研とともに産総研の２法人が選ばれて、新しい法人をつ

くるという動きは今頓挫して、次の国会で審議されるかということになっておりますけれ

ども、今の国会の中では普通の独法通則法の改正案が審議されておりまして、今週にも参

議院を通過しまして改正が行われる予定でございます。 

 ４点ほど改革ポイントがございます。 

 まず、この参考資料５の１ページ目にありますように、法人の分類が新しく３つになり

ます。産総研は真ん中の②国立研究開発法人。「特定」はつきませんけれども、国立研究
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開発法人というものになります。 

 今まで中期計画は５年でございましたけれども、これは法人の自由でございますけれど

も、５～７年ということで、中長期的な目標という名前に変わることになります。 

 また、それから、ガバナンスといいますか、目標の面からいいますと、これまでの独法

では効率性を高めるという点が主目的でございましたけれども、この研究開発法人につき

ましては成果の最大化ということがメーンの目的になることになります。 

 ２ページ目につきましては、評価の体制でございますが、今までは評価委員会が評価し

ていたのを、主務大臣がみずから評価するという形になります。他方、研究開発法人につ

きましては、省内に研究開発に関する審議会というのが別途設けられますので、今この部

会でやられているような類似の体制が引き続き継続されていくのではないかと考えられる

ところでございます。 

 ３番目が、３ページ目の中ぐらいでございますが、内部ガバナンスの強化ということで、

産総研にも今２名いらっしゃいますけれども、監事の方々の機能を強化して、不正も含め

て適切な執行ということを強化していくということでございます。 

 最後は４ページ目の上でございますが、運用面の弾力化ということでございまして、中

期期間をまたぐ予算の繰越であったり、随意契約の額の見直しであったり、そういった法

制度を運用する際の基準等について見直しを行うということになっております。 

 今、ＳＴＡＰ細胞問題など理研の扱いもあって、独法は結構注目されているところでご

ざいます。産総研につきましても、産総研室を含めて慎重に、成果をしっかり出しつつ、

運営は慎重にということで頑張っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 現在、独立行政法人、特に国立研究開発法人の評価の在り方につきまして、ＣＳＴＰで

議論が進んでおります。私もそこに出席しておりますので、また何かありましたらお話し

させていただこうかと思っています。 

それでは、本日の議題はこれで終わりになりますが、事務局からご連絡がありましたら

お願いいたします。 

○三上産総研室長  先ほど室伏部会長からございましたように、質問等ございましたら

事務局まで何なりといただければと思います。 

 また、本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、皆様にお諮りしまして、そ
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の後、資料とともにホームページに掲載したいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 では、最後に、安永審議官、ちょっとご挨拶をお願いできますか。 

○安永審議官  本日はお暑い中、しかも扇風機が我々の後ろにしかないという不手際で、

まことに申しわけございません。次回以降気をつけます。 

 独法評価委員会産総研部会ということで、昨年度の業務実績等につきまして、これから

ご審議、それから評価を実際にやっていただくわけですけれども、確かにご指摘ありまし

たように非常に盛りだくさんではございます。2,300人、日本で最大の公的研究機関でご

ざいますのでどうしても盛りだくさんにはなってしまいますが、私たちは盛りだくさんあ

るからこそ日本の産業技術を支えられるのだという思いをもっております。ただ、その中

でもご指摘いただきましたように、国の研究機関でしかできないこととしてダイナミック

にやっていただきたいと非常に大きな期待をいただきましたので、今後ともしっかり産総

研と産技局で連携をしながらやっていきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 では、本日の産総研部会はこれにて終了させていただきます。本当にお暑い中ありがと

うございました。 

 

――了―― 


