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資料２－１ 

 

平成２５年度業務実績に関する委員の評価一覧表 

○総括表 
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総合評価 

評価 コメント 

Ａ ○産総研には、わが国の科学・技術政策を着実に推進するために、新たな産業創出を目指す科学・技術・イノベ

ーションの一体的な実現が期待されている。さらには、東日本大震災からの復興とその後のわが国の進むべき

方向を見定めるための研究と実践に期待が集まっている。 

○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構築は着実に進展し、26年４月に開所式を迎えた。

そこでは既に、経産省のみならず文科省との連携のもとで研究開発が開始されているが、さらに様々な機関等

との連携を進めて、再生エネルギーを大量かつ安定的に供給するために、研究開発を加速させることが求めら

れる。震災復興のための施策として進められている放射線計測や放射能汚染・除染に関する研究ポテンシャル

の活用、災害対応ロボットシステムの開発なども、既に実用への道も開かれて居り、今後への期待も大きい。 

○また、産総研が長年にわたって地道に積み重ねてきた、地質調査に基づく情報発信、リスクモニタリング等の

活動や、地域センターを中心とした地域資源の活用と地域活性化のための活動、社会と産業の安全・安心を支

えるための基盤整備等も順調に成果を挙げて居り、今後への期待も大きい。 

○研究開発の成果を社会に向けて普及するための努力にも、新機軸が見られ、産総研の社会における認知度を高

めるための工夫もなされている。 

○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も活用して、産総研ならではの研究開発成果の

最大化を図る努力を続けて頂きたい。 

ＡＡ 

 

○個別事項で記したように、各領域で実用性、実効性の高い世界に先駆けた研究成果を挙げており、その優れた

パフォーマンスを総合的に高く評価した。 

Ａ ○新理事長のリーダーシップの下、国の中核的な研究所として高い成果を上げ続けている。特に震災後の放射能

汚染対策に関する研究面、技術開発面での貢献や、未利用資源確保、再生可能エネルギーの確保のための取り

組みは、国の研究所にしか出来ない活動であり特筆される。 
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○また、組織パフォーマンスの向上、事業効率化のための組織システムの不断の見直しにも十分な目配りをして

いる。                              

○今後は国の大きな政策課題解決のため、産官学結集の中核的立場をとりつつ、成果達成を目指すリーダーシッ

プを望みたい。 

ＡＡ ○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、研究課題も多く総合的に「ＡＡ」と評価する。 

・理事長の掲げた中期計画達成のための３つの課題は、産総研の目指すべき姿を内外に示したメッセージとし

て明確に伝わる。 

・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。また、「福島再生可能エネルギー研

究所」の計画通りの開所（2014.4）も高く評価する。 

・地域センターの研究機能、連携機能、マネージメントを見直し、地域の中小企業への技術支援・人材育成が

一層強化された。 

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

Ａ ○限られた予算・人員の制約下で、基本方針に従って、事業・業務の効率化・改善が着実になされてきており、

大いに評価できる。 

Ａ 

 

○国の他の研究機関の模範、指標となるべく、引き続き、研究の質・量の向上、コンプライアンスの維持に努め、

成果の利用拡大に注力されたい。 
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「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」等を踏まえた対応 

コメント 

○「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」を踏まえて、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。 

 

○国の方針に基づき、誠実に対処し措置を講じている。 

○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への他省も含めた関連する独法の研究者の参加、ユニット評価委員会の外部委員の増

員や関連ユニット長の参加など、評価体制も不断に見直されている。 

○認知度を高めるための様々な取組（例、ＳＴＡＲ事業、新広報誌の発刊）も高く評価する。 
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Ⅰ. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

コメント 

○グリーン・イノベーションやライフ・イノベーションの実現、先端的技術開発の推進等の「問題解決型国家の実現」に

向けた重点領域において、具体的な研究開発の成果が生まれていることは高く評価できる。また、地域活性化の中核と

して、地方センターにおけるレベルの高い研究開発の推進や、地域の中小企業との連携、技術開発や人材育成への支援

などにおける成果は、産総研ならではのものである。国内外での産官学連携強化も、順調に成果を挙げている。 

○国際標準化の普及と標準提案にも着実な成果を挙げ、産業の安全・安心を支える基盤整備のための活動も推進されてい

る。 

○また、若手研究人材のキャリアパス支援において、イノベーションスクールが成果を挙げている。産総研の重要な事業

の一つと位置付け、今後さらに多方面との連携を図って、活動の幅を広げて欲しい。 

○今後、新たな「国立研究開発法人」として出発するに当たり、社会に貢献するための研究開発の成果を最大化すること

が産総研のミッションであると言う考え方を、全職員に定着させて、研究所が一体となって、世界を先導する成果を挙

げるべく努力されることを期待する。 

 

○東日本大震災対応の研究開発を始め、従来から継続している課題解決型の研究は着々と成果を上げており、その活動は

高水準でかつ安定感がある。研究現場と管理部門の連携やバランスが良く､上手く機能している感がある。また、福島

再生可能エネルギー研究所設置等、国家的な重要研究テーマたる再生エネルギー開発に向けた取り組みも充実してい

る。 

○本研究所は、多くの取り組みにおいて重要な社会的貢献をしているにも拘わらず、国民や社会にその活動が見えにくい

嫌いがある。個々の要素研究の成果のアピールではなく、大きなテーマやニーズに対して、産総研全体として如何なる

貢献をしたかの、アピールや説明が必要である。また、今後は､産総研がリーダーシップを発揮し、骨太の大きなテー

マに関して産官学の連携体制を構築し、課題解決に取り組む姿勢が望まれる。   
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○国家的課題解決に向け「グリーンイ・ノベーション分野」「ライフ・イノベーション分野」「先端的技術開発分野」の３

分野とも目標に向けた年度計画を達成したと評価する。 

○特にライフサイエンス分野において、規制の厳格な薬事承認審査を経て肝炎診断薬、イヌ歯肉軽減剤の製品化、販売開

始は特筆されるアウトカムである。 

○「計量分野」は光格子時計を代表に国際標準化を睨んだ成果も多く産業基盤、社会基盤を支える成果が生まれている。 

○「地質調査分野」では、国民の安心のための情報提供、（次世代)産業を支える資源探索、の両面で顕著な成果を挙げた

と高く評価する。 

○重点分野の研究開発の加速だけでなく、経産省傘下の唯一の鉱工業技術の研究所として、広範な領域にわたる多様な技

術開発も基礎から応用まで責任をもって分担・推進していって欲しい。このためには、国内外の大学、企業および他の

公的研究機関とのより戦略的な連携体制を構築していくことが必要である。 
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Ⅰ-１. 総論(研究開発マネジメント) 

評価 コメント 

Ａ ○研究開発マネジメントは適切に機能しており、「課題解決型国家」の実現を目指す研究機関としての産総研のミ

ッションが着実に遂行されていると評価できる。 

○研究開発や企業経営のための人材養成、得られた成果の社会への普及など、様々な努力が実を結び、また、大

震災からの復興支援に向けた取り組みも、着実に進められている。特に再生可能エネルギー研究の世界的拠点

としての「福島再生可能エネルギー研究所」には、社会からも大きな期待が掛けられている。 

○中小企業共同研究スタートアップ支援や、被災地の企業が開発した再生可能エネルギー関連技術シーズへの支

援等の、中小企業への技術支援・人材育成強化活動は着実に実を結んで居り、地域社会の中核としての産総研

の存在感がさらに増していると言えよう。地域特性に応じた地域センターの高レベルな研究成果の創出と地域

産業への橋渡しには、今後益々大きな期待が掛かることが予想される。 

○現在 23の技術研究組合に参画し、その多くで、組合の主たる研究拠点として、プロジェクトを先導し成果を挙

げていることも、産総研のミッションに即した活動である。 

○産業社会の「安全・安心」を支える基盤整備も着実に進められて居り、イノベーションに資する新規標準の整

備、国際標準活動におけるエキスパート人材の育成や標準化研究開発事業による標準提案、5万分の１地質図

の整理等の成果が挙がっている。 

○産総研の「人」や「場」を活用した共同研究開発においては、運営費交付金の 50％に達する外部資金を得るこ

とが出来た。 

○イノベーションスクールにおける人材育成においても、継続した実績が挙がっているが、大学や他の研究機関

へも情報提供し、連携を強めることで、さらに価値を高めることが出来ると考えられる。 

○なお、産総研では、これまでにも、研究開発成果の国民に向けた発信に努めてきたが、その成果がなかなか眼

に見えないことが課題であった。25年度に広報活動をさらに活発化させ、産総研への社会からの理解増進を図
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ったことは歓迎できる。その中で、「ここにもあった産総研」の発行は、産総研とその成果をわかり易く社会に

向けて広報するための試みとして期待できる。今後、多くの人々に読んで頂けるような工夫も必要であろう。 

ＡＡ 

 

○論文発表数、引用数の向上については引き続きの努力を期待したいが、独法・大学中最多の技術研究組合への

参画、良質なプロポーザル作成のための中小企業支援、そして福島再生可能エネルギー研究所の設立は、いず

れも現実的、実用的で、この点を極めて高く評価した。 

ＡＡ ○各地方センターの活動は成果が上がっており、地域経済への寄与と国家的課題の解決への貢献等、産総研全体

としてのパフォーマンスは充実している。 

○出資業務の追加はイノベーション創出の手段の一つとして貴重であるが、ベンチャー創造などは多くのノウハ

ウや人材を必要とする故、外部の専門組織等と密接に連携して検討することが望ましい。                                                         

○外部の産官学組織より数多くの研究人材を受け入れ、人材育成を行うとともに､多様な発想による研究の活性化

を実現している点は評価できる。                   

○放射性物質除染、汚染水処理、高度汚染建物での作業対応など、東電福島原発事故による幾つもの国家的災厄

を解決する為の、本研究所の取り組みには目覚ましいものがある。ボトムアップ型の大学や、採算確保の必要

がある企業等では、対応が十分でない課題であるだけに、国研として重要な政策課題に積極的に取り組んでい

ることは高く評価される。 

ＡＡ 

 

○北海道から九州までまたがる８つの地域センターは、これまでの歴史、地域特性、技術基盤等を背景とした特

色のある研究開発を展開し、それぞれの分野の重点拠点として十分な機能を発揮している。 

○また、地域の大学、民間企業との連携も強化され、人材養成の場となっていることも高く評価される。 

○さらに、地域活性化活動委員会の検証を踏まえて、改めて地域センターを見直した積極的姿勢を評価したい。

一層の中小企業への技術支援と人材養成を通じて地域活性化に貢献することを期待する。 

○昨年に引き続き、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。 

○計画通りの「福島再生可能エネルギー研究所」の開所も今後の成果への期待を含めて評価したい。 

Ａ ○オープンハブイノベーション機能のコンセプトの下、その機能強化を継続的に推進している、重点化した各地
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域センターが、技術支援・人材育成を通して地域の中小企業を主とする地域経済の活性化に寄与している、標

準化戦略を着実に推進している。STAR事業のように産学官連携プロジェクトをうまく機能させ、新技術の開発

に取り組んでいる、など、高く評価できる。ただ、発表論文数の減少等、研究成果に心配な点が残る。これは、

正規雇用研究者が 2000人をきっているという物理的な研究者人員が少なすぎるためで、国内外の大学、企業お

よび他の公的研究機関とのより積極的な連携を推進し、実質研究者人数を数倍にすることが必要と考える。 

Ａ 

 

○様々な仕組みや新たな産環連携のモデルができたことは評価したい。 

○今後は、政府の成長戦略や、企業支援、ベンチャー支援の投資拡大の政策とどう連携していくのかに、今以上

に力を注いでほしい。 
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Ⅰ-２．（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 

評価 コメント 

ＡＡ ○続可能社会構築のための目標である、再生可能エネルギーと省エネルギー技術開発、環境負荷低減技術開発、

資源確保と有効利用は、それぞれ順調に進展を見せている。 

○特に、海洋メタンハイドレート資源開発のための技術開発と実証、戦略メタルのひとつであるタンタル回収の

ためのリサイクル技術開発、マグネシウム合金薄膜による新方式調光デバイスの開発は、それぞれ 25年度に顕

著な成果を挙げた例であり、今後の社会経済への大きな貢献が期待できる。タンタル回収技術は中小企業との

共同開発の成果であり、調光デバイスの開発は橋渡し研究の成功例であって、それぞれ産総研らしい研究開発

の成果であると言える。 

○また、高度な情報通信社会を支えるための新たなデバイスの開発と光ネットワークによる情報通信の省エネル

ギー化においても、顕著な成果が挙がっている。単層カーボンナノチューブの量産化における成功も、橋渡し

研究の成果として顕著なものであるが、その活用を推進するためにも、安全性評価を進める必要があろう。 

○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。 

ＡＡ 

 

○タンタルコンデンサのリサイクル技術、コスト性、耐久性に優れた新方式調光デバイスの開発に加え、世界初

となる、減圧法によるメタンハイドレートの海洋産出実証を成功させた実績を極めて高く評価した。 

ＡＡ ○我が国の独自エネルギー資源確保に貢献する、海洋メタンハイトレード資源の商業的利用可能性を高める「減

圧法」成功等、画期的な成果を上げた他、戦略メタル回収のためのリサイクル技術の実用化に成功するなど大

きな成果を収めた事は高く評価すべきである。 

○福島再生エネルギー研究拠点における、産官学の英知を結集した意欲的な取り組みにも大いに期待したい。 

ＡＡ 

 

○日本がいま直面する環境問題と資源エネルギー問題の課題解決に、国民の産総研に期待する声は大きい。左記

の６つの事項は、いずれも両課題解決の重要な柱であり、多くは計画を上回る成果を得ている。 
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・産総研が開発した「減圧法」によって海洋メタンハイドレートからの天然ガスの連続生産に世界で初めて成

功し、経産省の「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の策定に貢献した。 

・主にコンデンサとして使用されるレアメタルの一種、タンタルの高精度のリサイクル技術を世界で初めて実

用化した。独創的な発想と膨大な実験の積み重ねが生んだ画期的な技術でテレビ番組等でも広く紹介された。 

・今年度の最大の成果は、福島・郡山の「福島再生可能エネルギー研究所」の計画通りの完成である。世界に

開かれた国際的研究開発拠点として、地域の活性化、復興にも大きく貢献することを期待したい。 

・環境負荷の大きい有機溶媒の代わりに水素と二酸化炭素を溶媒とした触媒反応は、水素化反応など様々な応

用が期待される。 

ＡＡ ○太陽光、風力、バイオマスなど再生可能エネルギーの導入拡大・高効率利用技術、省エネルギー技術や革新的

材料、デバイスの開発など低炭素化技術を、着実に推進してきており、十分な成果を挙げてきていると評価で

きる。特に、震災対応も含めて、福島再生可能エネルギー研究所を設置し、実証研究体制を構築したことは高

く評価できる。しかし、環境・エネルギーの研究は、広範な分野にまたがり、幅広く基礎研究から応用研究ま

で多くの研究成果を結集していく必要があり、環境・エネルギー分野の研究は、我が国では産総研が最も主体

的に取り組む必要があり、産総研の責任は大きい。 

Ａ  
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Ⅰ-２．（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 

評価 コメント 

Ａ ○健康長寿社会を支えるための創薬技術の開発や、計測技術の開発と標準化、微生物や植物による物質生産技術

の開発などにおいて、着実に成果を挙げている。25年度の顕著な成果としては、新たに開始された「革新的創

薬推進エンジン開発プログラム」の下で、糖鎖を用いた医療診断システムを実用化したこと、組換え植物を利

用して新規医薬品製造プロセスの創出に成功したことが挙げられる。これらは、日本発の薬剤開発などの新規

技術がなかなか進まない現状において、新たな展開が期待される成果である。 

○新たに構築された組織体制を活用し、国内外の研究機関との連携を推進して、現代社会の課題解決に役立ち、

且つ健康長寿社会を実現するためのわが国独自の健康産業を興すことを、産総研に期待する。 

ＡＡ 

 

○糖タンパク質バイオマーカーを用いた診断システム、並びに遺伝子組み換え植物体を原薬とする医薬品が、い

ずれも世界初の薬事承認を受け、販売につなげた実績を極めて高く評価した。 

ＡＡ ○糖鎖研究で世界をリードする研究成果を挙げている。特に研究機関や大学に散在していたデータについて、当

該研究センターが主導して進めているアジア糖鎖統合データベース（ＡＣＧＧＤＢ）は特筆すべき成果であり、

ユーザーの立場に立った有益な成果である。また、バイオマーカーの開発と実用化、糖鎖科学統合データベー

ス構築と公開、論文成果の発信、知財、国際連携等、イノベーションの推進に対する積極的な取り組みは高く

評価できる。 

ＡＡ 

 

○①健康な生き方を実現する、②健康を守る、③バイオのものづくり、の研究開発は、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が得られている。 

・長く世界をリードしてきた糖鎖解析・合成技術は、世界 only oneの糖鎖マーカーによる肝臓疾患診断薬とし

て薬事承認を得るまでに発展した(2014.3)。医療機関、企業との緊密な連携の成果であり、今後５年間で１

０億円の売り上げが見込まれている。 

・同様に、植物工場内で栽培した遺伝子組み換えトマトが生産するイヌインターフェロンαが、イヌ歯肉炎軽
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減剤として世界初の薬事承認を受け発売が開始された。同工場は共同研究開発拠点として大学、民間にも広

く開放されている。中国センターも含め、これまでの産官学連携の推進が産業化に繋がった成果として高く

評価する。 

Ａ ○iPS 細胞を利用した再生医療技術等の基盤研究や遺伝子情報・分子構造情報を用いた創薬支援技術開発等、最

先端技術に基礎研究の段階から果敢に取り組んでおり、高く評価できる。ライフサイエンスの分野は、産総研

がこれまで担ってきた工学・理学分野の研究だけでなく、医学、生物学、農学など広範な分野の人材および研

究が必要となる。そのため、産総研単体では到底カバーできるものではなく、医学と工学の境界を工学側から

できる限り取り除くことを重点的に行うとともに、ライフサイエンスの分野の国内外の大学および他の公的研

究機関との連携が不可欠である。より積極的な連携強化およびそれによる研究開発の積極的な推進を期待する。 

Ａ  
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Ⅰ-２．（３）他国の追従を許さない先端的技術開発の推進 

評価 コメント 

ＡＡ ○東電福島第一原発事故処理のために、企業との協力の下、災害対応ロボット技術を開発し、実用化に至ってい

る。この実績に加えて、人々の QOL 向上のための生活支援ロボットの機能安全認証のための国際標準案の作成

と ISO13482 正式発行、世界初の認証交付に貢献したことや、ヒューマノイドロボットにおける新たな技術開発

に成功したことは、社会経済的効果を生むと同時に、わが国のロボット技術を世界に展開し、人類の持続的な

未来に貢献できる大きな成果であると言える。 

ＡＡ 

 

○遠隔操作、環境認識、動作計画などの情報技術を総合的に駆使したヒューマノイドロボット、災害対応ロボッ

トの開発・実証に加え、生活ロボットの安全性に関わる国際標準案の主導的な作成、並びに ISO の発行に至ら

しめた努力を極めて高く評価した。 

Ａ ○情報通信技術に関する省エネ化研究に関して、低消費電力スピントロニクスデバイス他様々な技術開発成果を

上げている。また、ITによる災害対応ロボットの開発研究も進んでおり、今後の進捗を期待したい。 

ＡＡ 

 

○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、ともに”世界ではじめて””世界トッ

プ”という文字通り他国の津髄を許さない成果が生み出され、また、製品化や製品開発・用途開発を促進する

アウトカムも数多く見られる。 

・情報エレ分野ではスピンＲＡＭ、高速光スイッチ、フレキシブルディスプレイなど新しい機能を低エネルギ

ーで発揮するデバイス開発の進展が著しい。 

・ナノ・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。 

・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。企業と共同で開発した災害対策ロボットは福島第一原発の高線量

原子炉内で活躍している。 
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・一方で、生活支援ロボットのように技術開発と並行して、ロボットの機能安全に関する試験方法の国際標準

案策定など、国の研究開発機関としての役割も十分果たしている。 

Ａ ○ナノテクノロジー、MEMS技術、ITなど基盤技術を核として、デバイス開発、応用技術開発、システム化など国

際競争力に直結する先端的技術開発に取り組んでおり評価できる。先端的分野では種々の幅広い研究が必要と

されるため、重点課題への取り組み強化を図るとともに、研究者層の厚みを増すことも重要である。国内およ

びアジアを中心とした海外の大学・研究機関および企業との連携を積極的に推進し、人材育成を通して研究開

発力の強化を図って欲しい。 

Ａ  
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Ⅰ-３．【別表２】地質の調査 

評価 コメント 

Ａ ○長年にわたる陸・海域、都市部、沿岸域などでの地質調査は着実に継続実施され、地質の実態を体系的に解明

するための基盤情報が取得されている。中でも、地質災害の予測手法の高度化を目指した地道な研究と、産総

研が持つ地質情報の提供は、社会からの要請も高い。提供された情報が十二分に活用されるよう、経済産業省

等の後押しも必要であろう。 

○国内外の産官学連携による、微生物を利用した資源創生型 CCS 技術の開発は大きな成果であったし、海底鉱物

資源の発見につながる熱水噴出孔の発見なども、国の資源確保に向けた期待できる成果と言える。 

ＡＡ 

 

○南西諸島における海底鉱物資源の新規有望海域を発見した成果に加え、CCS技術による CO2貯留がメタン菌を

活性化させるという新知見を見出した実績を極めて高く評価した。 

Ａ ○地震多発国、資源小国として重要な地質情報研究や地下資源探索において、ビッグデータ活用やサービス提供

において有用な成果を上げている。除染効果の策定のための研究も進めており、今後の研究進展も期待したい。 

ＡＡ 

 

○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。 

・他研究機関と共同で実施している枯渇油田へのＣＯ２地中貯留事業（ＣＣＳ事業）の開発では、事業後のメ

タン生成機構が解明され（Nature誌発表）、新たな燃料資源の創生につながるか期待される。 

・沖縄周辺海域の海洋地質調査は、有望な海底鉱物資源の開発に貢献することから、関連部署との緊密な連携

体制を望む。 

・地味ではあるが、地震：火山の活動履歴の調査・観測や地質情報の提供事業は、国民の安心に直結する成果

を着実に生み出していると高く評価。 

Ａ ○地質情報基盤整備は、我が国の資源開発、環境保全および防災の観点から、国が担うべき重要な課題である。

特にアジアにおいて地震、津波、台風など自然災害の予測や評価技術の開発を国際連携の枠組みで強化、推進
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していくことが求められている。 

Ａ ○引き続き、災害の将来予測の為の研究、情報・データの収集に加えて、国際間の協力ネットワークの構築及び

情報や研究成果の共有の枠組の強化への取組みに期待したい。 
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Ⅰ-４．【別表３】計量の標準 

評価 コメント 

Ａ ○グリーン・イノベーション、ライフ・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、分

析・評価技術の開発と標準化が、着実に進められており、生産現場における計測技術の信頼性の向上に資する

開発も進んでいる。 

○25年度の特筆すべき成果としては、世界最高品質の光格子時計の開発、大震災と原発事故に関わる放射能測定

への対応が挙げられる。光格子時計は、将来、測地学などの地球科学への応用や、宇宙科学への応用、新材料

の短時間での評価などへの応用が期待される技術である。また、東日本大震災に対応して、産総研のポテンシ

ャルを十二分に活用した放射線計測に関する様々な活動は、被災地の復興に資する、重要な成果である。 

ＡＡ 

 

○イッテルビウム原子に続き、ストロンチウム光格子時計の世界に先駆けた開発に成功し、新しい 1秒の定義を

開拓した実績を極めて高く評価した。 

Ａ ○次世代の計量標準に向けて、光格子時計による時間標準、アボガドロ数決定と質量標準、共晶点を利用した高

温標準、産業用Ｘ線ＣＴ装置の高精度化等の世界をリードする成果を挙げ、宇宙科学への応用、基礎科学への

貢献等に繋がる結果を実現しタコとは高く評価できる。                     

○また、震災復興に向けて超小型放射線量計を開発する等の目に見える重要な成果を挙げた。 

ＡＡ 

 

○国の産業技術基盤、社会安全基盤に貢献するのみならず、日本の産業競争力の強化、新産業の創出に直結する

分野であり、多くの技術開発が着実に進展した。 

・開発した定量ＮＭＲ技術は食品や医薬品の安定性向上など幅広い分野での貢献が期待され、実際、食品分析

で 140種の農薬標準物質を供給した。 

・標準物質の供給では、放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質を開発し、これまで 222本を検査機関等に

納入した実績は、福島の復興・再生に貢献する成果と高く評価する。 

・昨年のＹｂ光格子時計に続き、Ｓｒ光格子時計の開発にも成功し、２つの原子種の光格子時計の同時運転が
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可能となった。本技術は地球科学など幅広い応用が期待される成果である。 

Ａ ○国家計量標準の整備および標準化は重要な課題である。国際標準化も戦略的に推進していくことが重要で、人

材育成も含めてより積極的な国際連携を進めていくことが重要である。 

Ａ  
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

評価 コメント 

Ａ 〔総評〕 

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

よく事業を推進するために、継続して実施されてきた研究組織や事業の機動的な見直しは功を奏して居り、産

総研におけるこれらの取り組みが、わが国の様々な組織改革に及ぼす波及効果も大きいと考えられる。 

〔個別事項〕 

○業務運営の効率化のための管理費、人件費、契約状況などの見直しは適切に実施されている。 

○国の研究開発を担う重要な機関としての産総研に求められている「研究の高度化」のために、適正な評価や組

織の見直し・再編が実施されている。それらの基盤に立って、産総研の強みを活かした研究・開発が推進され

ていることは高く評価できる。 

○職員が能力を最大限に発揮できる様に、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

の研修等の充実、職員の意欲の向上と組織としてのパフォーマンス向上を目指した効果的な個人評価制度の確

立など、様々な工夫と努力を行って来た。女性や外国人の雇用拡大に向けた努力や、男女が共に働きやすい職

場を構築するための支援、シニアスタッフの活用制度も評価できる。優れた女性研究者の活躍をさらに後押し

するために、女性の採用を増やすことと併せて、上位ポストへの登用に関しても、さらなる工夫と努力を期待

する。 

○国民からの信頼の確保・向上のために、コンプライアンスを徹底させる様々な取り組みは、概ね成果が挙がっ

ている。一点残念だったのは、１件の内部通報への対応に多少不手際があったことである。他に波及するよう

な問題でなかったことは幸いであったが、今後の再発防止のための対策が望まれる。 

Ａ 

 

○業務の効率化、研究活動の高度化、女性研究者の採用、そして職員研修の実施のいずれにおいても、当初目標

を上回る意欲的な実践を果たしており、この点を高く評価した。 
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Ａ 

 

〔総評〕  

○当研究所は、業務運営効率化に関して、政府の方針に掲げられたものについては全て真摯に対応している。制

度の対応のみならず実効性あるものにするよう更なる努力を期待する。また内部統制、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きパフォーマンスの低下を招かぬよう、バランスのとれた運用が

望まれる。 

〔個別事項〕 

○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。 

○契約も 100%近い入札導入率など誠実に対応している。 

○人材育成に関しても積極的で評価できる。 

○コンプライアンスに関する取り組みも､真摯に取り組んでいる。ただし、過剰な管理によって組織モラルの低下

が発生せぬよう、真に効果的なものになるよう留意されたい。 

Ａ 〔総評〕 

○成果の早期社会還元に向けて、業務運営全般の効率化が不断に実施されている。その指標となる一般管理費、

業務経費削減も目標を達成し、役職員の給与見直し、退職手当支基準の引き下げもそれぞれ閣議決定、法改正

に従い実施されている。 

〔個別事項〕 

○効率化のための組織の見直しや新規テーマ設立も第三者を含めた委員会に諮られ慎重に審議されている。 

○研究ユニット評価システムが不断に見直されている。外部委員はさらに増員され、また、外部委員の評点の重

みもさらに高められた。アウトカムの視点をさらに重視して実施された８研究ユニットの評価はいずれも高い。

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、より一層

の充実を望む。 

○新棟建設、老朽化対策で巨額の予算が組まれているが、複数者応札促進の環境整備の推進を望む。 

○研究系の全採用者に占める女性の比率も昨年に引き続き 15%以上を達成したが、さらなる向上と管理職への登
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用を期待する。 

○業務運営に関する違法行為、研究活動に関する不正行為の早期発見、防止のための教育、研修の仕組みが整え

られている。露見した案件は氷山の一角であることを肝に銘じ、理事長の強いリーダーシップのもと違法行為、

不正行為の未然防止を強く願う。成果の早期社会還元に向けて、業務運営全般の効率化が不断に実施されてい

る。その指標となる一般管理費、業務経費削減も目標を達成し、役職員の給与見直し、退職手当支基準の引き

下げもそれぞれ閣議決定、法改正に従い実施されている。 

Ａ 〔総評〕 

○すべての項目にわたって適切な方向への取り組みがなされてきている。研究ユニットの評価、コンプライアン

スの徹底、特に研究ミスコンダクトへの対応等適切な努力がなされている。 

Ａ 

 

〔個別事項〕 

○現在、顕在的な問題がある訳ではないが、現在、他の国研で発生している研究倫理、コンプライアンス及び研

究マネジメントの問題を他山の石とし、現在進めている倫理向上の活動をより一層徹底し、特に、研究者を管

理する立場のマネジメントの教育、スキルの向上とチェック機能の向上を図られたい。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

内部統制 

コメント 

○組織として、リスクに対する取り組みを明確化した上で、理事長がリーダーシップを発揮して、全職員の意識改革に努

め、信頼関係の構築に実績を挙げている。コンプライアンスに関する職員の意識向上のための研修やセルフチェックの

実施も頻繁に実施されている。内部監査、監事監査なども概ね適切に実施されている。 

○しかし、上で述べた内部通報に関して、コンプライアンスの面で多少不適切な対応があったことは残念である。再発防

止のための改善策を検討されたい。 

 

○PDCA サイクル運用による研究予算の配分や研究ユニットの絶えざる見直しなど、効果を上げるための取り組みは充実し

ている。 

○新理事長のもと、リスクマップの作成、危機予防体制の構築、研究不正防止の仕組みなど、一層のガバナンス強化がな

された、「監査室」を理事長直轄の組織に再編した新体制も高く評価。これを機に監査機能の一層の強化を期待する。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

人材育成業務 

コメント 

○人材育成業務は、それぞれに成果を挙げていると評価できる。産総研内部での人材育成だけでなく、中小企業に向けた

経営や技術開発に関わる人材育成支援は、地味ではあるが、重要な事業であると考えられる。 

 

○産学等からの人材受け入れ等に積極的に取り組んでおり、人材育成は無論のこと、産総研の研究者への刺激にもなって

おり好ましい。 

○研究系の全採用者に占める女性の比率 15%以上達成を評価（再掲）。若手研究員（30歳～40歳前半）比率を高める施策

の中長期的観点からの検討が必要。 

○優秀かつ多様な人材の確保と育成に向けて適切な取り組みがなされている。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

検査・試験・評価等業務 

コメント 

 

 

 

○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。さらなる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。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

法人の長のマネジメント 

コメント 

○理事長はリーダーシップを発揮してマネジメントを行って居り、産総研が高いレベルの業績を挙げるについて、理事長

の貢献度はきわめて高いと考えられる。 

 

○新理事長就任後日が浅いが､着実にリーダーシップを発揮している。 

○新理事長の掲げた３つの課題、①産総研の認知度を更に高めること、②産業・社会のニーズに応えること、③産総研の

ガバナンスを強化すること、は明快で内外に強いメッセージを発信した。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

監事監査 

コメント 

○監事監査は、適切に行われている。 

 

 

○ガバナンス強化のため「監査室」を理事長直轄の組織に再編した新体制を高く評価する（再掲）。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

業務・システムの最適化 

コメント 

○業務・システムの最適化も、適切に図られている。 

 

 

○情報セキュリティの事故防止策が実施され、そのＰＤＣＡサイクルも確立している。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

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 

コメント 

○役職員は十分なイニシアティブを執って業務改善に当たって居り、眼に見える成果が挙がっている。 

 

 

○危機管理体制における責任分担、予算配分と研究評価、短期・長期人事評価制度へのユニット長の関与などを通じ、産

総研の使命と課題はマネージメント層では十分共有されていると判断。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

入札・契約の適正化 

コメント 

○入札や契約の適正化に向けて、適宜、見直しと点検を行って、随意契約や一者応札への対応を適切に推進して居り、適

正に実施されていると評価できる。 

 

○入札参加辞退者へのアンケート等、入札・契約の適正化への取り組みには真摯に取り組んでおり、結果も適正な水準と

なって出ている。 

○随意契約比率は、前年に引き続き極めて低レベルである。また、契約監視委員会のアドバイスに従い種々の改善を実施

しているが、一者応札比率は依然として高く、抜本的改革が必要。 

○民間出身の２名の契約審査役は、大型調達案件を中心に監視、指摘機能を十分に果たしている。両名の活動は地域セン

ターにも広がり役職員の契約に対する姿勢にも好影響を与えている。 

○随意契約を見直し、一般競争入札へ移行を推進する等、適切な改善がなされている。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

官民競争入札等の活用 

コメント 

○特に問題となる事項はない。研究支援業務の質の向上と業務効率化の推進のための市場化テストの導入も評価できる。 

 

○競争入札の割合は極めて高く問題ない。 

○特段の指摘事項なし。 
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Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

公益法人等に対する支出の適正化 

コメント 

○会費以外の支出も含め、公益法人への支出は極力行わない方針の下で事業を行っており、特段の問題はないと考えられ

る。 

 

 

○公益法人への支出全件が契約監視委員会で点検され適性と判断されている。 

 

 

 

 



 

35 
 

Ⅱ. 業務運営の効率化に関する事項 

役職員の給与等の水準の適正化 

コメント 

○業務の水準から判断して、役職員の給与は決して高いとは言えないが、毎年継続して給与制度の見直しを行い、妥当な

給与水準を定め、実施している。 

 

○国の方針に従い適切に対処している。 

○閣議決定に従い、役職員の給与の見直し、退職手当水準の引き下げが着実に実施されている。 

○適切に削減・見直しが行われている。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

評価 コメント 

Ｂ 〔総評〕 

○様々な見直しや、保有資産の有効活用なども順調に進捗しており、遊休施設の処分も進んでいる。知的財産の

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、活用の方策が執られ

ている。 

〔個別事項〕 

○業務の進捗は着実であり、改善努力も為されている。業務改善について特段の問題はない。運営費交付金の減

少や産業界の景気の低迷により、財政条件が悪化する中で、共同研究等による自己収入を増やすことは簡単で

はないが、その中で外部資金を増やしたことは、優れた実績である。 

Ｂ ○問題なく推進されている。 

Ｂ 〔総評〕  

○独法として求められる措置は適切になされている。但し高額の期末現預金水準等、より一層効率的な資金管理

の方法について検討が望まれる。 

〔個別事項〕 

○収支計画・資金計画は適切になされている。 

Ａ 

 

〔総評〕 

○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。 

〔個別事項〕 

○繰り越し積立金、積立金、未処分利益いずれも減価償却の引当金等で非キャッシュ性であり適正である。 

○引き続き運営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。 



 

37 
 

○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 

Ａ ○適切な改善努力が続けられており、評価できる。 

Ａ 〔個別事項〕 

○将来的には、もう少し運営交付金に対する自己収入比率を高められる潜在的な力があると思われる。それによ

り、より機動的でメリハリの効いた先端研究への投資に回せる余裕度を高める努力を期待したい。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

欠損金・剰余金の適正化 

コメント 

○剰余金の処理も適切に行われ、特段の問題はない。 

 

 

○利益剰余金 11,596百万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。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金債務残高の適正化 

コメント 

○適正に処理されており、特段の問題はないと考えられる。 

 

 

○特段の指摘事項なし 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

保有資産の有効活用 

コメント 

○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。 

 

 

○平成２６年３月３１日に中部センター瀬戸サイトの国庫納付を行った（資本金の圧縮）。 

○中部センター瀬戸サイトの国庫納付など適切な対応がなされている。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

職員宿舎の見直し 

コメント 

○産総研は職員宿舎を有しておらず、職員の転勤に関しては民間施設を必要な時期だけ借り上げて、職員に貸与する制度

が採られており、特段の問題はない。 

 

 

○平成２５年５月１日より入居資格をさらに厳格にし、また、入居期間も１０年から７年に短縮するなど一層の見直しが

なされた。 

○転勤の多い職員に配慮しつつ、適正な見直しが行われている。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化 

コメント 

○本事項には該当しない 

 

 

○特段の指摘事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 


