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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第３９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  定刻には、まだ２分ほど時間がございますが、皆様お集まりですので、

「第39回産総研部会」を開始させていただくことにいたします。 

 議事に先立ちまして、事務局で人事異動がございましたので、また、産総研でも役員の

交代がございましたので、一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。 

 最初に、三上産総研室長の後任になられました徳増産総研室長からお願いいたします。 

○徳増室長  皆さんこんにちは。私、６月に三上の後任としまして産総研室長に新たに

着任しました徳増と申します。よろしくお願いいたします。前職は、同じ産業技術環境局

の中で国際室長をしておりました。皆さんにいろいろお世話になることが多いと思います

が、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した。 

 続きまして、一村副理事長が、７月１日付で名古屋大学にお移りになったとのことで、

その後任になられました金山副理事長から一言お願いいたします。 

○金山副理事長  ７月１日付で産総研の副理事長を拝命いたしました金山でございます。 

 ご承知のとおり産総研は来年度から第四期ということで、今各方面からいろいろな注文

あるいは大変大きな期待をいただいているところで、それに応えて存在感のある組織をつ

くり、かつ、産総研のメンバーがより意欲をもって研究ができるように努めてまいりたい

と思います。ご指導をよろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  よろしくお願いいたします。 

 産総研には、今、本当に大きな期待がかけられておりますので、是非よろしくお願いい

たします。 

 最後に新たに理事に就任されました富樫理事からも一言お願いします。富樫理事は、初

の女性の理事でございます。女性の理事をという私たちの長い間の願いがやっとかなった

ということですが、是非頑張っていただきたいと思います。一言お願いいたします。 

○富樫理事  ご紹介いただきました富樫と申します。 

 何せ初めてのことですので、皆様のご指導を得て何とか仕事をしていきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 
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○室伏部会長  ありがとうございました。また、だんだんに女性の理事さんが増えてく

るといいなと思いつつ、余りプレッシャーにはならないようにいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、次に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。 

○徳増室長  前回の部会でご説明したペーパーレス化に伴いまして、本日の議題に係る

資料は、前回と同様に各委員のお手元にありますｉＰａｄの画面に資料ファイルが表示さ

れておりますので、こちらで資料の確認をさせていたただければと思います。 

 他方で、資料２―１の「平成25年度業務実績に関する委員の評価一覧表」及び資料２―

２の「独立行政法人産業技術総合研究所 平成25年度業務実績評価（案）」につきまして

は、できるだけ審議にご不便をかけないという観点から、紙媒体のものが委員の皆様のお

手元にはあると思います。 

 それでは、ｉＰａｄで資料の確認をしていただければと思います。 

 ｉＰａｄを見ていただきますと、資料全体のファイルがわかる形になっておりまして、

左側に①～⑩まであることを確認していただければと存じますが、もしないファイルがあ

りましたら、お申しつけいただければと存じます。 

○室伏部会長  それでは、最初の議題に入らせていただきます。 

 最初は「平成25年度財務諸表について」でございます。事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○徳増室長  独法通則法第38条においては、「独法は、毎事業年度、財務諸表について

主務大臣の承認を受けること」とされておりまして、また「主務大臣が独法の財務諸表を

承認しようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞くこと」になっております。

したがって、本議題は「平成25年度財務諸表」についてご審議をいただくものであります。 

 ご審議に当たっては、まず産総研から「平成25年度財務諸表」と「監査報告」について

説明をしていただきたいと考えております。 

 なお、経済産業省独立行政法人評価委員会運営規則第７条及び第９条において「財務諸

表の承認については、分科会の議決をもって評価委員会の議決とできる」とされておりま

して、また、「分科会長の同意を得れば、部会の議決をもって分科会の決議とすることが

できる」とされています。 

 したがいまして、本議題につきましては、分科会の長でもあられます室伏先生に部会の

決議をもって分科会の議決とすることについて事前にご了解いただいておりますので、本
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日の部会の議決がそのまま評価委員会としての議決となります。簡単に申しますと、今あ

りますこの部会と、さらに分科会、さらには評価委員会というのがある中で、今回の部会

の議決をもって、それがそのまま評価委員会の議決になるということでご理解いただけれ

ばと存じます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず「平成25年度財務諸表」につきまして、産総研から説明をお願いしたい

と思います。福岡理事お願いいたします。 

○福岡理事  総務担当、経理等を担当しております理事の福岡でございます。よろしく

お願いします。 

 お手元の資料の中に１―３「平成25年度財務諸表等の報告（説明資料）」というものが

あると思います。スクリーンにも出ているものでございますが、この資料のページに沿っ

て順に説明を申し上げたいと思います。 

 まず、説明に入ります前に一言だけ申し上げますと、６月３日、前回の独法評価委員会

（本会合）ですが、暫定版としての財務諸表の案を提示したところでございます。その後、

消費税関係、未払消費税とか借受消費税の調整を行った上で、会計監査人のチェックも受

けた上でセットしたものを今回提示しております。 

 バランスシートの方は、消費税の関係での若干の相違がありますが、Ｐ／Ｌの方の当期

純利益につきましては、数字は変わってございません。 

 以上申し上げた上で、次のページから説明に入りたいと思います。 

 次のページは、「Ⅰ．財務諸表（通則法第38条第１項）」とありますが、我々が作らなけ

ればいけない財務諸表の一覧でございまして、「貸借対照表」、「損益計算書」、「利益処分

計算書」、それから「主務省令で定める書類」として「キャッシュ・フロー計算書」と

「行政サービス実施コスト計算書」等があります。これは例年と同じでございます。 

 次の２ページですが、添付書類として付けなければならないとされている書類でござい

ますが、１．の「平成25年度事業報告書」、それから２．の「平成25年度決算報告書」、３．

の「財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書」、４．の「財務諸表等に関する会計

監査人の監査報告書」であります。 

 ４．の会計監査人は、独法制度に基づきまして経産省でトーマツに決めていただいてい

まして、その報告書も別途付けているところであります。 

 次に３ページですが、「財務諸表等の提出と承認に係る手続き」についてのフローチャ
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ートが書かれてございます。先ほど産総研室長からも概略のお話がありましたが、産業技

術総合研究所から事業年度終了後３カ月以内に経産省に提出いたしまして、経済産業大臣

から独立行政法人評価委員会に意見を聞かれるということでありますし、また同時に、目

的積立金があれば、その協議を財務大臣とされるということですが、我々の場合、今回、

目的積立金を設けておりませんので、このプロセスはないことになります。 

 次の４ページに、「産総研の会計方針」について書かれてございます。これは、従来と

変更はございません。 

 簡単に説明いたしますと、「運営費交付金収益の計上基準」ですが、費用進行基準とい

うことで、費用が発生したら、その分を運営費交付金債務から運営費交付金収益に移転し

て、使った費用の分だけ収益を計上することで利益が生じないようになっている制度上の

話でございます。 

 「原価償却の会計処理方法」につきましては、定額法を使っているということです。 

 「引当金の計上基準」ですが、貸倒引当金は該当案件が少ないので省略いたしまして、

退職給付引当金が大きな話でありますが、「運営費交付金を財源として支給している場合

には引当金を計上しない」という独法会計上のルールに基づいて産総研では退職給付引当

金を計上しておりません。 

 それから、「消費税等の計上基準」ですが、税抜方式、消費税を含まない金額でＢ／Ｓ

等を計上しているところであります。 

 それから「平成25年度財務諸表の主な特徴」を次のページにまとめてございます。この

ページが、例年の財務諸表と違うところのポイントをまとめているところでございます。 

 １点目、「独立行政法人通則法に基づく不要財産の国庫納付」、国庫返納でございます。

これは、中部センターの瀬戸サイトの土地と建物、それから付帯設備でございまして、昨

年度末（2014年３月31日）に国庫納付しておりまして、その分、固定資産を減少し、それ

にほぼ相当する金額、政府出資金を10億3,000万程度減らしているところでございます。 

 ２つ目は、「独立行政法人減損会計基準に基づく減損の認識」でございますが、古くな

った建物でございますが、研究施設及び付帯設備の18棟につきまして老朽化が顕著であり

危険防止ということもあり閉鎖することを決定しております。閉鎖はしておりますけれど

も、まだ取り壊しているわけではありませんので、帳簿上少しは残しておりますが、閉鎖

をしているということでございます。これが約６億1,000万でございまして、資産からは

その額を減らして、また資本剰余金のほうから、それにほぼ相当する額を減らすという操
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作をしております。 

 ３つ目が、「固定資産除却損計上に関する事項」であります。固定資産、これは建物も

ありますが、特に装置類が中心でございます。会計検査院による実地検査を受けて資産の

全品確認を本年度の決算においてやっております。この結果、設備類の廃棄手続は行って

いましたが資産台帳から除却していないものがありまして、それを、この際除却して臨時

損失に計上しているということでありまして、この分が６億3,000万ほどございます。毎

年固定資産の除却を７、８億やっているわけですが、ことしはそれに加えて６億円ほど多

い額になっております。 

 それから４番目、「福島再生可能エネルギー研究所の開所」で、研究拠点に係る土地・

建物を取得していますので、60億9,700万円ほど資産が増えているところでございます。 

 こういった点が、本年度のバランスシートのポイントになっております。 

 次に６ページは、数字で確認していただくということで「貸借対照表」でございます。 

 貸借対照表は、例年とそれほど大きく変わっているわけではございませんで、資産合計、

これは負債合計もそうですが、一番下のところに右左とも3,537億4,400万という数字を書

いておりまして、その資産側でみると、その大半が固定資産（建物・土地）であります。

それが3,232億ほどありまして、現金等が209億ある。そういった形になってございます。 

 それから、「損益計算書」ですが、昨年度（25年４月１日～26年３月31日）のものが次

のページになっております。 

 上段の左に経常費用、経常収益を右に書いてございます。約855億の経常費用を出して、

経常収益が853億あるということであります。臨時損失の中では、先ほど申し上げました

資産の除却等があります。その他臨時利益としても９億ぐらいありまして、あと減価償却

分として前中期目標期間の繰越積立金の取り崩しが14億あって、結局当期総利益は６億5,

800万という数字になってございます。 

 この６億5,800万円の当期総利益は、利益処分の中で全額利益剰余金に繰り入れる案と

してございまして、先ほどのバランスシートは、当期総利益を利益剰余金に繰り込んだ額

として、利益剰余金の額が提示されているところであります。 

 次の８ページで、「運営費交付金債務」について書かれてございます。 

 25年度末の運営費交付金債務の残高は93億円、例年どおりでございますが、運営費交付

金として政府からいただいた資金の中で、まだ使われていない金額が93億円あるというこ

とでございます。 
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 表の上から２行目、25年度のところに93億円とあります。それで、24年のところに177

億円とありまして、つまり24年度末に使っていなかった交付金と、25年度末に使っていな

かった交付金と比べると、25年度の方が減っている。つまり25年度にいっぱい使ったとい

うことでございます。その数字が書かれているところでございまして、その93億円の中で

も、まだ契約済みになっていないものが62億円ほどあるというのが黄色の網掛けになって

いるところでございます。ただ、この62億円につきましては、今中期計画の最終年度であ

る26年度において基本的に使用する計画で進めているところであります。 

 ちなみに、この運営費交付金債務の減少、25年度に使用しているということで、次のペ

ージの「キャッシュ・フロー計算書」のⅣのところで、資金減少額が50億（49億9,900

万）のキャッシュが入っているということでございますが、これは、基本的には交付金の

使用が進んだことに相当するところでございます。それに伴って、手持ちの現金が減って

いるということで、そういう計算書になってございます。 

 次10ページに「利益剰余金等に関する事項」についての説明を加えてございます。 

 25年度決算における利益剰余金は115億9,600万円となっております。その内訳を①、②、

③と分けているところでございます。 

 ①が、「前中期目標期間繰越積立金」でありまして30億3,500万円、これが、前中期に繰

り越した固定資産の減価償却相当分で、まだ取り崩していないものでございます。 

 ②の「積立金」というのは、今（第三期）中期目標期間において取得した固定資産の残

存簿価相当額で、今後減価償却に伴って取り崩していくべきものでございます。これが79

億円です。 

 ③が「当期未処分利益」ですが、当期といいますか25年度に自己財源で取得した固定資

産の減価償却部分でございます。これを当期未処分利益案として利益剰余金に繰り入れる

という案をつくっているところでございます。 

 次の11ページは、独立行政法人の計算書として作成を求められているものでございまし

て、「行政サービス実施コスト計算書」であります。産総研の場合、基本的に業務費用、

いろいろな経費、どのぐらい投入しているのかというところと、あと機会費用として資産

を別のものに使ったらどのぐらいの利子が得られたかといった数字、そういったもろもろ

の行政コストとしてどのぐらいのものがかかったのかということで、統一の計算方法によ

って765億という数字が決められているところであります。 

 あと、12ページ以降に「収入決算額」という別の数字が書かれてございます。これは、
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例年どおりの話でありますが、ある意味、政府の会計のあり方に沿ってつくられた大福帳

的な25年度の収入、それから支出を書かれたものでございまして、財源別に示されたもの

であります。 

 12ページの「収入決算額」につきましては、運営費交付金が582億ほどであるとか、施

設整備費補助金が113億であるとか、あと受託収入とか、そういった収入の財源別の内訳

になっているところであります。 

 次のページの「支出決算額」は、鉱工業科学技術研究開発経費１号業務、それから地質

関係経費２号業務、計量関係経費３号業務といった順番に示されているところでございま

す。支出を用途別に書かれた資料でございます。 

 収入の中の「受託収入」の部分について書かれたものがこちらでございまして、受託収

入、別の組織から受託を受けて研究したものの内訳でございますが、国からの受託が51％、

国以外からの受託が49％の比率になっておりまして、国の中でも経産省、文科省、その他、

国以外については民間企業、公益法人、ＮＥＤＯさんといった内訳が示されているところ

であります。 

 次に15ページの「その他収入」が103億円ほどあります。それの内訳を示したものであ

りまして、資金提供型共同研究ということで他の機関から共同研究費としていただいたも

のが約３分の１、機関補助金として26％あります。ＪＳＴさんなどから機関補助金として

いただいているもの。その他チラシ収入が若干ですが、ございます。その他、細かな収入

が収入別に書かれているところでございます。 

 以上が経理的な話でございまして、あと、契約監視委員会による点検についての報告が、

以下続くところでございます。 

 16ページのタイトル「平成26年度契約監視委員会による点検」とありますが、この26年

度契約監視委員会において行うのは、25年度に産総研が行った調達案件について26年度に

監視していただくということで、26年度の契約監視委員会についてのことを書いてござい

ます。 

 前回の６月３日の時点では、まだ完了しておりませんでしたので、今回、詳細について

は初めてご説明することになります。 

 点検内容につきましては、１．に「点検内容」とありますが、（１）の随意契約と一般

競争契約（一者応札のもの）の中で179件を抽出し、また過去の契約のフォローアップに

関する点検で159件を抽出しているということでございます。（３）の公益法人についても
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点検することになっていますが、これは該当がないということでありまして、（１）と

（２）で合わせて338件のものを抽出して検討いただいたということであります。 

 ちなみに、この338件は、産総研の昨年度（25年度）の調達契約の案件が2,767件でした

ので、約12％の案件を抽出して点検をいただいたというところでございます。 

 詳細は、かなり細かくなるので、この場では省略させていただきますが、いろいろな類

型ごとに全件であったり、金額が多い案件のものを抽出して検討をいただいたところでご

ざいます。 

 ２．の下２行ですが、「点検結果」として、審議の結果、特段のご指摘はなかったとこ

ろでございます。ただ、それに加えて委員から意見をいただいておりますので、それが次

のページに書かれてございます。17ページです。「平成26年度契約監視委員会の委員から

の主な意見」でございます。 

 契約審査委員会の審査のとき、要求仕様書ということが議論になります。「必要とする

性能が最低限必要なものか」、過剰な必要になっていないかという観点での審査が重要だ

ということでありまして、その適正性を見極めて複数応札の可能性を高めるような審査を

行うことが重要であるというご指摘であります。 

 ２つ目で、一者応札改善に向けて、産総研では契約審査役という者を置いてございます。

企業、メーカーさんの企業ですが、そこで調達の業務をずっとやっておられたシニアの方

を契約審査役として来ていただいておりまして、その方々に審査をしていただくというこ

とで、研究職員の方にもかなり具体的なアドバイスができる方を雇用しております。その

方々のノウハウを契約担当職員も広く共有してレベルアップをするようにといったご意見

でございます。 

 あと、契約審査役の業務ですが、つくばを中心に行っているところですが、地域センタ

ーで行われる契約審査委員会にも赴いて、地域での審査のレベルもアップするようにとい

うご指摘でございます。 

 あと、装置等の保守契約など、毎年発生するような契約もありますけれども、多くは単

年度の契約として１年ごとに契約しているわけですが、複数年度契約の可能性についても

検討するべきというご指摘をいただいたところでございます。 

 こういったご意見をいただいているところでございます。 

 あと、最後のページ18ページですが、「競争性のない随意契約件数等の年度別推移」に

ついてでございます。実は、このグラフは６月３日の独立行政法人評価委員会でもお示し
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したものでございますので、ポイントのみ申し上げますが、競争性のない随意契約の案件、

件数でも契約金額ベースでもかなり低い水準にするように努力しているところでございま

す。件数ベースでも、25年度で2.3％、金額でもトータルの2.8％とかなり低い数字になっ

ているところでございます。 

 以上ご報告でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 続きまして「監査報告の結果」についてご説明をお願いします。伊藤監事からお願いで

きますか。 

○伊東監事  監事の伊東でございます。よろしくお願いします。 

 資料ファイル１―４にありますとおり、６月25日に中鉢理事長に監査報告をさせていた

だきました。評価委員の皆様には、これからご報告申し上げます。 

 独立行政法人通則法第19条第４項の規程に基づき産総研の平成25事業年度の監査を実施

しましたので、その概要をご報告申し上げます。 

 監査については、大谷監事と私で実施してまいりました。 

 まず、監査方法の概要でございますが、平成25年度監査計画に基づき作成された財務諸

表、決算報告書及び事業報告書について監査を実施するとともに、会計監査人であるトー

マツからも産総研の監査の結果を報告及び説明を受けて、作成された財務諸表等の適否に

ついて検討いたしました。また、産総研における重要な会議等に出席するなどして、産総

研の組織及び制度全般の運営状況について調査を実施してまいりました。 

 その監査結果でございますが、先ほど福岡理事から説明されたのは簡略版でございます

が、資料ファイル１―１に「財務諸表等」の詳細があります。それについて報告いたしま

す。 

 財務諸表については、中身６種類の構成になっておりますが、それぞれについては独立

行政法人会計基準、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。

また、その中には、産総研の財政状態、運営状況等を適正に表示していると認められます。 

 それから資料ファイル１―１の最後のページの中に、「平成25年度決算報告書」が１ペ

ージあります。それについては、予算区分に従って決算の状況を正しく表示しているもの

と認められます。 

 次に資料ファイル１―２の「平成25年度事業報告書」でございますが、これは、約270

ページある詳細でございますが、産総研の業務運営の状況を正しく示しているものと認め
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られます。 

 というのが３点の内容でございます。 

 また、これら財務諸表、決算報告書、事業報告書に重大な影響を与える不正、誤謬、違

法行為は認められません。 

 それから、会計監査人の監査につきましては、監査報告を先月６月19日に受けました。

その結果でございますが、会計監査人からも「平成25事業年度の財務諸表、決算報告書等

については特段の問題もなく適正に表示されている」と、適正意見の表明を受けておりま

す。 

 次に資料ファイル１―４の２．でございますが、「業務の運営状況」について報告いた

します。 

 研究所の業務運営につきましては、関係諸法令を遵守の上、第三期中期計画に基づく平

成25年度計画に従って適法に実施されていると認められます。 

  ２つ目、役職員への研究所のミッションの周知、コンプライアンスの徹底、リスク管理

及び内部統制に関する理事長のマネジメントにつきましては、１）にありますとおり、就

任後３つの課題を抱えて研究所の改革を推進されているということ。２つ目、理事長によ

る直接的なガバナンス強化に努められているということ。３つ目、内部統制については、

発生した事案を的確に対処し、職員のモチベーション向上も勘案しながら見直しを行うな

ど、さらなる充実・強化に取り組んでいることなど、常に業務運営の改善活動が継続的に

行われていると認められます。 

 最後ですが、先ほど福岡理事から説明があった契約案件の点検、見直しを含めて、今、

独立行政法人を対象とした政府行革本部からの見直し要請に係る措置につきましては、各

種ありますが、それぞれ適切に対応されていると認められます。 

 監事監査の概要、監査結果につきましては以上のとおりでございますが、最後に改めま

して、「産総研の平成25事業年度の財務諸表、決算報告書及び事業報告書は適正である」

と表明して監査報告とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ただいま福岡理事と伊東監事からご説明いただきましたけれども、その内容につきまし

て、委員の方から何かご質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。―

―よろしいですか。 
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 とてもしっかりとご報告いただきまして、ご質問・ご意見がないようですので、本議題

につきましては、本部会としては「適切である」と回答させていただきたいと思います。 

 もしも、何らかの理由で軽微な修正の必要性などが生じましたら、恐れ入りますが私に

判断をご一任いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。――ありがとう

ございました。 

 それでは、次に議題（２）に移りたいと思います。議題（２）の「平成25年度業務実績

評価について」の審議に入ります。 

 評価の審議中は、産総研の皆様には中座していただきまして、審議が終わった時点でま

たお戻りいただくことになります。 

 産総研の皆様が中座なさる前にこれだけはどうしてもお聞きしたいというようなことが

ございましたら、この場でお願いいたします。――よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 特にないようですので、それでは産総研の皆様、一度中座をお願いいたします。終わり

ましたら、またお呼びしますので、よろしくお願いいたします。 

 

     （産総研関係者退室） 

 

○室伏部会長 それでは、本議題について事務局からご説明をお願いいたします。 

○徳増室長  独法通則法第32条において、「独法は、各事業年度における業務実績につ

いて評価委員会の評価を受けなければならない」とされております。本議題では、平成25

年度の業務実績評価についてご審議をいただきます。 

 評価委員会の評価につきましては、⑧の参考資料１に基づいて、本部会での評価結果に

ついては、７月25日金曜日に開催を予定しております親委員会で審議がされて、親委員会

での審議結果が最終的な評価となります。 

 なお、本部会での評価結果に関する親委員会への報告につきましては、室伏部会長が親

委員会の委員長を兼任されております関係から、手柴委員からご報告をお願いしたいと考

えております。 

 それでは、早速説明をしたいと思いますが、かなり端折りながらの説明になりますので、

紙でお配りしました資料２―１、２―２を見ていただいた方がよろしいのではないかと思

います。 
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 資料２―１が、委員の皆さんからいただきました評価結果を項目ごとに全て網羅的に転

記をした資料になっております。他方でもう一つの資料２―２は、その中から要約をさせ

ていただいて、評価結果とともに25年度の実績についても概要を書きまして全体をまとめ

た資料になります。７月25日には、資料２―２を用いて説明をしてご審議をいただく形に

なりますので、私も資料２―２を使って説明させていだきたいと思います。 

 早速資料２―２の１枚目を見ていただければと思いますが、最初に、どのように評価を

行っているのかレビューをさせていただきますと、左上にありますとおり「サービスの質

の向上」、「業務運営の効率化」、「財務内容」というのが大きなくくりで、「サービスの質

の向上」は「研究開発マネジメント」、「鉱工業の科学技術」、「地質の調査」、「計量の標

準」の４つに分かれていて、全体として評価をしていくことになっております。 

 他方、最初の２枚は総合評価の結果になっていますので、全体を説明した後に、再度最

初の２枚に戻りたいと思いますので、中身の説明は３ページからさせていただければと思

います。 

 ３ページ、２―１の「サービスの質の向上（研究開発マネジメント）」です。 

 「評価のポイント」にありますとおり、全般的な評価としましては、１番目の○に「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」の実現を目指している研

究機関としてのミッションが着実に遂行されていると評価できる」ということです。 

 「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

でいる」ということです。 

 さらには、「研究開発のための人材養成、得られた成果の社会普及など、様々な努力が

実を結び、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」といったよ

うな評価がされております。 

 さらに見ていきますと、４ページの一番下のあたりから、具体的に「平成25年度の実

績」という形になっておりまして、５ページをご覧いただければと思います。 

 ５ページの最初の○にありますとおり、中小企業共同研究スタートアップ事業を22テー

マ実施して、６件の外部資金の獲得にも貢献しています。 

 ２つ目の○の、北海道センターにおいて、遺伝子組換え植物体を原薬とする医薬品とし

ての世界初の薬事承認、さらには中部センターの、ペアガラスを必要としないガスクロミ

ック調光ミラーといったようなものを開発しておりまして、各地域センターの重点分野に
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おいて、世界レベルの研究開発成果の創出と地域企業への橋渡しを実施しているといった

ような成果があります。 

 ４つ目の○は、企業等の研究開発や関連する事業活動の一層の促進等を目指し、スーパ

ークリーンルーム等の供用施設・設備群の外部利用を開始しているといったようなことも

ございます。 

 さらには一番下から２つ目の○ですが、「福島再生可能エネルギー研究所」を、ことし

の春に福島県郡山市に開所しておりまして、一番下にもありますが、被災地域における新

産業の創出を支援する「被災地企業のシーズ支援プログラム」の採択・実施の実績もござ

います。 

 そうしたことを踏まえまして６ページに「（評価概要）」として、上から真ん中にかけて

書いてありますが、「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」と。 

 さらには「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

実を結んでおり、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」といったような評価をいただいております。 

 その他、全体の評価を含めまして、７ページの真ん中に、「研究開発マネジメント」と

しての皆さんの評価を転記しております。平均としてはＡの評価をいただいている形にな

っております。 

 続きまして８ページ、２―２の「サービスの向上（鉱工業の科学技術）」の評価になり

ます。 

 「評価のポイント」は、最初の○が、グリーン・イノベーション系の評価でありまして、

「海洋メタンハイドレード資源開発のための技術開発と実証、戦略メタルの一つであるタ

ンタル回収のためのリサイクル技術開発、さらには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上げた例であり、今後の社会経済へ

の大きな貢献が期待できる」といったような評価です。 

 さらに２つ目の○は、ライフ系でありますが、「糖鎖を用いた医療診断システムの実用

化、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」といったことが評

価されています。 
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 ３つ目の○は、その他の先端技術でありまして、ここでは「生活支援ロボットの安全性

にかかわる国際標準案の主導的な作成並びにＩＳＯの発行」といったところが高い評価を

いただいております。 

 まず「グリーン・イノベーション」に関する部分が始まっておりまして、９ページに

「25年度の実績」ということで紹介させていただきますと、主な実績としましては、最初

の○にあるとおり「産総研が開発した「減圧法」が世界初となるメタンハイドレード海洋

産出試験に適用された」という話です。 

 さらに２つ目は、「タンタルコンデンサを、高精度で選別可能な選別機を世界に先駆け

て開発し、実用化に成功した」ということです。 

 ３つ目としては、「通常の透明複層窓ガラスと比較して30％以上の冷暖房負荷低減効果

があるようなガスクロミック調光ミラーの開発を中部センターが行った」といったような

ことです。 

 さらには５つ目の○で、「単層カーボンナノチューブの工業的大量生産を従来の100分の

１のコストで可能にするような低コストの大量生産技術の開発」も挙げられます。 

 そういったことを踏まえまして、「（評価概要）」が９ページの真ん中から下に書いてあ

りますが、「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みせてい

る」ということで、今申し上げたような技術の開発が高く評価をされているといったよう

な評価結果になっております。 

 それらをまとめまして10ページの真ん中あたりに「グリーン・イノベーション」として

の皆さんの評価の転記がされていまして、平均をとりますと、こちらはＡＡの評価になっ

ております。 

 次に、「ライフ・イノベーション」に関する部分でありますが、具体的中身としまして

は11ページ以降になります。「25年度の実績」がありますが、主な実績としましては、１

番目、２番目あたりに書いております「先端研究機関の人材、技術を結集して「革新的創

薬推進エンジン開発プログラム」を推進して、企業と共同で糖タンパク質バイオマーカー

を用いた診断システムとして世界初の薬事承認を得た。売上も実際に立っている」といっ

たようなことが主な成果となっております。 

 そうしたことを踏まえて「（評価概要）」としましては、下の方になりますが、「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」のもとで、糖鎖を用いた医療診断
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システムの実用化」といったもの、さらには「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」ことが高い評価をされているといった評価になっておりまして、

12ページを見ていただきますと、３つ目の○では、「ライフサイエンス分野の国内外の大

学及び他の公的研究機関との連携が不可欠であり、より広範な連携強化を期待する」とい

ったコメントもいただいております。 

 全体としまして、12ページの真ん中あたりにありますとおり「ライフ・イノベーショ

ン」の関係では、平均してＡの評価をいただいているところであります。 

 それから３つ目の「先端的技術開発の推進」でありますが、「25年度の実績」としまし

ては、下の方にありますとおり「東京電力福島第一原発廃炉措置に貢献するためにロボッ

トシステムを開発しまして、実際に原子炉建屋の調査を実施した」といったようなもので

あるとか、13ページになりますが、「世界で初めて生活支援ロボットの安全認証・試験方

法の国際標準原案を作成し、国際安全規格が発行された」ということです。さらには３つ

目にあります「不揮発性メモリＭＲＡＭに関連した研究開発を行って、超微細ＭＲＡＭの

低電圧設計が可能となった」といったようなあたりが主な実績になっております。 

 そうしたことを踏まえまして「（評価概要）」としましては、13ページの下半分になりま

すが、「災害対応ロボットの技術を開発し、実用化に至ったこと」、あるいは「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ＩＳＯの正式発行」が大きな成果であ

るといったこと。さらには３つ目にありますような「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ほか、様々な技術開発成果を上げてい

る」といったような評価をいただいております。 

 14ページで、皆様の評価を平均いたしますとＡの評価になっています。 

 次に15ページ以降は、２―３の「サービスの質の向上（地質の調査）」になります。 

 「評価のポイント」に書いてありますとおり「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

いう新たな知見を見出した実績は高く評価できる」といったあたりが全体的な評価ではな

いかと思います。 

 具体にみていきますと、「25年度の実績」としましては、最初の○にありますとおり

「ＣＣＳ事業において地中のメタン菌に与える影響を調査し、ＣＣＳ事業開始後の高濃度

ＣＯ２環境のほうが高効率にメタン菌がメタンを生成する可能性があることを見出した」

といったことであるとか、２つ目の○の「沖縄周辺海域の海洋地質調査を実施し、新たな
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熱水噴出孔の発見と熱水活動を確認したことは、国の海洋資源開発計画の上でも重要な発

見である」といったような評価をいただいております。 

 「（評価概要）」としましては、16ページで「地質調査分野では、国民の安心のための情

報提供、産業を支える資源探索の両面で成果を上げたと評価できる」ということでありま

す。他方で、最後の○にありますとおり「引き続き災害の将来予測のための研究、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

組み強化への取り組みに期待したい」といったようなコメントもいただいております。 

 全体としましては、平均いたしますとＡの評価になっております。 

 続きまして17ページで、２―４の「サービスの質の向上（計量の標準）」になります。 

 「評価のポイント」は、「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」と

いったような評価。さらには「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かか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」といったような評価をいただいております。 

 18ページの真ん中以降に「25年度の実績」を書いておりますが、最初の○にありますと

おり「世界に先駆けて開発に成功したイッテルビウム光格子時計に続き、ストロンチウム

格子時計の開発に成功し、次世代の時間標準の開発に対して国際的に貢献できた」といっ

たような話です。 

 ３つ目の○にありますとおり「放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質を追加で開発

し、放射線測定の信頼性の向上に貢献した」といったあたりが評価の主なところではない

かと思っています。 

 そうしたところで、「（評価概要）」は19ページのとおりです。 

 そういったことを踏まえて皆さんに評価いただきまして、平均いたしますとＡの評価を

いただいております。 

 続きまして20ページから３．の「業務運営の効率化」であります。 

 「評価のポイント」ですが、最初の○で「成果の早期社会還元に向けて、業務運営全般
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の効率化が不断に実施されていて、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、退職手当支給基準の引き下げも、それぞれ閣議決定、法改正

に伴い実施されている」といった点。 

 さらには「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」といった評価。 

 さらには「職員が能力を最大限に発揮できるように様々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

きた」といった評価をいただいているところであります。 

 20ページの真ん中以降、「総論」ということで始まっておりまして、21ページに「25年

度の実績」を書いております。 

 最初の○にありますとおり、一般管理費は前年度比で３％以上減、業務経費は、前年度

比で１％以上の減を達成しております。２つ目の○で、閣議決定等に沿って役職員の給与

の減額支給及び見直しを実施しております。同様に、職員の退職手当の引き下げを実施し

ています。４つ目の○で、随意契約の見直しにも努力しておりまして、さらに５番目の○

のとおり「研究組織の機動的な見直しに取り組んでいる」といったあたりが実績だと考え

ています。 

 さらに22ページの上から３つ目の○にありますように、女性職員の採用に向けた活動も

実施しています。上から７つ目の○ですが、いわゆるコンプライアンスに関する研修も取

り組みを強化していっているといったようなところであります。 

 それから下のほうに「（評価概要）」ということで、最初の○は、「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り組みは、着実に成果を上げている」といった

評価をいただいています。２つ目の○にありますとおり「研究活動の高度化、女性研究者

の採用、職員研修の実施等評価できるのではないか」といったようなお声をいただいてい

ます。 

 他方で、23ページの真ん中より下のほう、８番目の○ですが、「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」といったようなところで、「現在進めて

いる倫理向上の活動を、より一層徹底をして、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も図っていくべきだ」といったコメントもい

ただいております。 
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 24ページですが、５．として「内部統制」ということで、「25年度の実績」としまして

は、最初の○にありますとおり「これまで以上にわかりやすく紹介する成果事例集として

『ここにもあった産総研』を新たに発行」しました。それから、「発生可能性（緊急度）

やインパクトの大きさを勘案したリスクマップの作成」、あとは「経営層メンバーの責任

分担による危機予防体制を構築した」といったあたりが実績ではないかと考えています。 

 そうした中、「（評価概要）」としましては、２つ目の○にありますとおり「組織として、

リスクに対する取り組みを明確にした上で、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上げている。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」ということで

ありますが、他方で「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

あり、再発防止のための改善策の重要性」についてもコメントをいただいている次第であ

ります。 

 次に、24ページの下の６．で、「業務・システムの最適化」ですが、次の25ページの

「（評価概要）」にありますとおり「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」といっ

たような評価をいただいています。 

 次に７．の「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」では、25ペ

ージの下のほうに「（評価概要）」を書いてございますが、一番下の○のように「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ジメント層では十分に共有されていると判

断」といったような評価をいただいています。 

 続きまして26ページ以降に「契約・役職員の給与等に関する事項」ということで、最初

の１．は「入札・契約の適正化」についてみていきますと、「（評価概要）」にありますと

おり、最初の○の「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いて、随

意契約や一者応札への対応を適切に推進していて、適正に実施されている」という評価を

いただいています。 

 さらには３つ目の○で「随意契約比率は、前年に引き続き極めて低レベルである。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、引き続きの取り組みが必要ではないか」といったようなコメントもいただいている

ところであります。 
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 次に27ページに、２．として「官民競争入札等の活用」ということで、評価としては、

「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」といったようなコメントをいただいております。 

 同じく27ページで「公益法人等に対する支出の適正化」につきましては、「（評価概

要）」として、「会費以外の支出も含めて、公益法人への支出は極力行わない方針で事業を

行っており、特段の問題はないと考えられる」といったもの。さらには「公益法人への支

出全件が契約監視委員会で点検され、適切と判断されている」といったようなコメントを

いただいております。 

 27ページの下以降は、「（参考）」としてファクツデータがずっと続いておりますので、

かなり先に進んでいただいて34ページになります。 

 34ページの真ん中あたりから４．として「役職員の給与等の水準の適正化」ですが、

「（評価概要）」として「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いえな

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」とい

った評価。さらには「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」といったような評価をい

ただいているところであります。 

 35ページもファクツのデータが続いておりまして、先に進みますが、次は43ページに、

今までのものを踏まえまして「業務運営の効率化の評定」を示しております。評価の平均

はＡとなっているところであります。 

 最後の44ページは「財務内容」であります。 

 「評価のポイント」としましては、「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」。「さまざま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」といったあたりが主な評価の

コメントになっております。 

 具体に見ていきますと、44ページの中ほどに「平成25年度の実績」としまして、最初の

○で「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、中部セン

ターの瀬戸サイトを国庫納付した」。さらには３つ目の○で「「外部資金による研究規模が

第三期終了時までに運営費交付金の50％以上を目指す」との目標に対し25年度についても

55.3％を達成している」といったあたりが主な実績になっております。 

 そうしたことを踏まえまして45ページで、「（評価概要）」としましては、「様々な見直
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しや保有資産の有効活用なども順調に進捗をしており、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、活用の方策がとられている」。さらには「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」。「収支計画、資金計画は適切にな

されている」。さらには「独法として求められる措置は適切になされている。ただし、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」とい

ったコメントをいただいているところであります。 

 45ページの真ん中あたりに、２．として「欠損金・剰余金の適正化」につきましては、

46ページから「（評価概要）」がありますが、「剰余金の処理も適切に行われ、特段の問題

はない」。「繰越積立金、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」といったような評価をいただいているところであります。 

 ３．として「運営費交付金債務残高の適正化」は、「適正に処理されており、特段の問

題はないと考えられる」といった評価をいただいております。 

 ４．として「保有資産の有効活用」については、「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」といったような評価をいただいているところになっています。 

 47ページで５．として「職員宿舎等の見直し」についても、「特段の問題はない」とい

ったような評価をいただいているところになっています。 

 ６．の「リスク管理債権の適正化」、７．の「年金、基金、共済等の事業運営のための

資金運用の適正化」についても、「本事項には該当しない」といったところです。 

 以上、「財務内容」全体としての評価を48ページにまとめておりますが、平均としては

Ｂの評価になっているところであります。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 大変中身の濃いご説明でしたので、なかなか消化し切れないところがあるかもしれませ

んが、それでは、ただいまのご説明を踏まえまして「平成25年度業務実績評価」につきま

して、まず評価項目ごとにご審議いただきたいと思います。その上で総合評価についてご

審議いただいて、その結果を本部会での評価結果としたいと思いますので、最初の評価項

目であります「研究開発マネジメント」からご審議をいただきます。 

 ただいまのご説明につきまして、何かご質問やご意見がございましたらお願いいたしま

す。如何でしょうか。３ページから「研究開発マネジメント」ということで、皆様から大
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変よい評価をいただいています。ＡＡが３人いらっしゃって、Ａが３人で、平均Ａという

ことで、ＡＡに非常に近いＡだと評価できるのではないかと思いますが、ここはもう少し

強調したいとか、この点はどうだろうかとか、ご意見がございましたらお願いいたします。

如何でしょうか。 

 産総研の研究開発マネジメントは、非常によくやられていると思います。ＡＡでもよい

のかもしれないのですが、やはり国民の独立行政法人に対する目が非常に厳しいというこ

ともありますので、できるだけ厳し目に評価しているというのが経済産業省の独立行政法

人評価委員会の姿勢です。それでも大変よい評価が得られているということですが、如何

でしょうか。堤委員どうぞ。 

○堤委員  これは十分Ａでいいと思いますが、ここの「「課題解決型国家」の実現を目

指す研究機関」、この規定は今回からでしたか。それともずっとこれでしたか。 

○室伏部会長  「課題解決型国家の実現」ということは、少し前から言われております

ね。 

○堤委員  少し前からですか。具体的にはどういうイメージでしたか。 

○室伏部会長  事務局からご説明いただけますか。 

○徳増室長  少し前から日本全体の科学技術政策の中で、いわゆるシーズベースではな

くてニーズベースというか、実際の課題を解決していく中で、如何に科学技術を活用しな

がら解決していくかというところで目標がつくられる形になってきておりまして、課題解

決型というのは、私が記憶している範囲だと４、５年前から政府全体であり、経産省でも

科学技術政策の大きな流れとしては使っておりまして、日本は少子高齢化も含め、エネル

ギー政策も含め、まさに課題が多くあります。ある種、弱みを強みに変えようという観点

から、課題を解決していくという視点で科学技術を活用しながら推進していくというのが

発想になっていて、こういった表現をよく使っている次第であります。 

○堤委員  大体そのように理解していますが、一方で一時議論されていた「選択と集

中」とか、そういう議論もありますよね。それとこれは直接関係ないのですか。 

○徳増室長  直接はないと思います。というのは、いろいろな課題がある中で、特に日

本はかなり課題が多い国ですし、ある意味では「課題先進国」といっているときもあった

りしていましたが、そういった課題を解決していく中で科学技術を活用してさらに伸ばし

ていく余地があるのではないかという視点から書いているものになっています。 

○堤委員  一つ、これで気にかかるのが、論文数とかの成果のところで議論がありまし
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たけれども、ちょっと少なくなっているとか、この辺をみると4,000報ぐらいですかね。

プロパーが2,000人弱ですから、１人２報ぐらい出している。だから、それはかなりいい

数字ですね。 

 何が言いたいのかというと、経産省でも、明らかに産総研というのが研究所として唯一

のワンセットで、これは何度も言っていますが、アメリカや中国では何千、何万単位の研

究所を複数もっているところと勝負しなければいけないとすると、これは、例えば極端に

選択と集中みたいなところにやると、絶対抜けが出ますよね。少ないながらも、要するに

結果的には満遍なくある程度カバーしなければいけないというのが産総研の一つの大きな

役割だと思うのですね。だからこそ、できるだけ国内外の大学とか研究機関が連携して実

質的な研究者を増やしていくというような枠組みを模索することが重要だと思うのですね。 

 何が言いたいかというと、今、大学とか、ＪＳＴというか文科省系でも研究開発の予算

の使い方でアウトカムというか、成果を見せろとなってきていて、それこそステージゲー

トをもっと厳しくしろとかになってきて、その結果、どうなのかというと、大学は大学で

それはやれると思いますが、どうしても１年、２年で結果が出るような研究しかやらない。

あるいは注目されるような、予算を付けたいなと思うようなものにしか付かなくなるんで

すね。 

 それで、産総研とか、要するに経産省系はある程度仕方ないところはありますが、文科

省もそのように動いていまして、税制調の中でも議論をしていますが、そういう形でやっ

ていっていいのかと。研究というのはものすごく幅広い広がりがあって、実際に見えてい

るのはほんの少しのところで、実は根っこでつながっているわけですね。 

 例えは悪いですが、例えば、国防で、戦争も何もやっていないし、成果も何も、領土を

拡張したわけでも、敵をあれしたわけでなくても、それでもやはり、それは意味があるわ

けで、多分研究開発もそういう意味であって、特に産総研というのは唯一のワンセットと

いうことで、できるだけ範囲の広い研究開発を可能な限り維持するようなことが本当は隠

れたミッションだと思います。 

 そこで、「課題解決型国家」というイメージが、これをもし普通の人が聞いたときに

「選択と集中」のような形にどんどん特化して、研究開発の効率を上げていくのが重要だ

と理解されると、ちょっと嫌だなと。そういう意味でお聞きしました。 

○徳増室長  若干補足説明をさせていただきますと、最後のほうで紹介しようと思って

いましたが、我々は産構審でそれに関連しての議論をしておりまして、具体的には、ｉＰ
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ａｄの中に参考資料３として入れている「産構審中間とりまとめのポイント」があります

が、それの２枚目の４．に「優れた技術シーズを創出する仕組みの構築」があって、いわ

ゆる技術シーズの創出力が日本は随分落ちていて日本全体の課題ではないかというのは我

々認識をしていまして、そこのところを如何に底上げをしなければいけないか。そういう

中で産総研も当然ながら極めて大きな役割を期待されているという認識は十分ございます

ので、おっしゃったような点も、我々の中で議論をしながら、審議委員会の場でも随分議

論をいただきまして、十分議論をしながら進めたいと思っているところです。 

○堤委員  是非ここら辺のところを、４．と５．ですか、人材育成とか、今言われた技

術シーズの創出みたいなところをできるだけ強調してアピールしていただいた方がいいの

ではないかと思います。 

○徳増室長  はい。 

○安永審議官  堤先生から非常に大事なご指摘をいただきましたので、産構審の報告書

については、後で徳増室長からお話しをしてもらおうと思いますが、まさしく僕らが、こ

の報告書に込められた影のメッセージというのがありまして、一つ言うと「革新的技術シ

ーズを事業化へ橋渡ししましょう。そのシステムがうまく機能していないから日本はだめ

なんですよね」と、こういうことですが、それを短絡的にとらえ過ぎると、それでは、シ

ーズというのが大学にあって、事業を企業がやっていて、産総研はその間をやるだけです

かという議論になると、そこは「違います」と僕らは言っています。 

 それは確かに、僕らは産総研の今後を考えるとフランホーファー的に、ある意味で本当

に事業化を考えた、いわゆる開発ですよね、研究を開発していく。そこのところにも力を

入れてほしいのだけれども、今ご覧いただいている参考資料３の２枚目の上半分を見ると、

「産総研」という赤い枠があって、赤い枠の左のところに「「橋渡し」につながる目的基

礎研究」とありますよね。だから、フランホーファーではこれはやっていないわけですよ

ね。それで、フランホーファーと違って、やはり産総研自らもシーズをつくる。そういう

ことをきちんとやろうと。 

 ただ、今見ていると、例えば目的基礎段階の研究をきちんとやっている人たちも、そこ

で論文を出す、あるいは特許もかけるかもしれないと。その後、極端にいうと放っておい

ているのですよね。あとは企業が目をつけてきてくれて何かやってくれるといいでしょう

と。そこで、企業の中の開発システムも非常に弱くなっていますから、そこはきちんとや

ろうと。そのきちんとやるための方法論というのは、今からつくらなければいけないので
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非常に難しいところです。 

 そこが一つのメッセージなのと、もう一つは、産総研の中の研究の多様性ということだ

と思います。私たちは、例えば今産総研の中で橋渡しが非常にうまくいっているケースと

して幾つか世の中に出ていますが、例えばスピントロニクスでＭＲＡＭをつくるというの

は、これは東芝がもう少ししたらサンプルを出してくる。だけれども、これの根っことい

うのは、それこそアトムテクノロジー、いわゆる基礎研究シフトの時代につくられた非常

にサイエンティフィックなプロジェクトで、ただ、そこからは直ちにものはできなかった

けれども、非常に幅広い研究をやり、本当に物理学の最前線みたいなところの研究まで幅

を広げたからこそ、これをものにするには何を使ったらいいのかというので、例えばスピ

ントロニクスで巨大ＴＭＲ効果を一番発現するＭｇＯという材質で初めて膜をつくったの

が産総研だとか、そういうことになってきている。 

 だから、先生がおっしゃるように何でもかんでもこれにつながるのはここだと、一直線

だからここしかやらなくていいということは決してないのであって、だからこそ産総研の

略語は、Advanced Industrial Science and Technologyですよね。Industrial Scienceと

いう概念を組織としてきちんと出しているのは、僕は世界でも産総研ぐらいしかないと思

っています。つまりIndustryだったらTechnologyだろうと。AcademyだったらScienceだろ

うというのが割と普通の短絡的な見方ですが、産総研はIndustrial Scienceに基づいてTe

chnologyをやるところだから、そういう意味ではScienceというのは、抽象度が高まるか

ら当然幅も広くなるわけですよね。色々なものと関係してきます。 

 そういうのは、言ってみれば産総研の良さでもあるので、そこを活かしながら実業化へ

の橋渡しをいく。こういうことで、産総研の研究者も、我々が何かいうと身構えるわけで

すね。私もここ数ヵ月で十何回行って、いわゆる各研究部門の人たちとも話をして、よう

やく心が少しシンクロしてきたかなと思っていて、まだまだだとは思っていますが、そう

いうところは良く気をかけて行こうと思います。 

 それと同時に、私たち文科省とも付き合っているわけですね。文科省とは結構仲良くや

っていますが、文科省の人が、例えば文科省の課長が、10年前の俺よりも、もっと出口寄

りのことを行っているなと思う局面がすごく多くて、実は気になっていまして、もうちょ

っと伸び伸び研究とか言ってほしいと、時々けしかけているのですよ。僕たちの世界は当

然出口が大事です。出口は大事だけれども、僕たちは期近な出口をやりがちになる、産業

界だけを見ている製造産業局とか商務情報局とか、そういうところとは違ったアプローチ
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をとろうとしていて、もちろんどちらかに偏ってはいけないけれども、せめぎ合いの中で

そこをやっていくんだ。だけれども、君たちはもうちょっと伸び伸びとやったらどうです

か。そうでないと基礎研究をやる人たちは余りにも窮屈過ぎて、僕らにとっても、ある意

味選択肢が少なくなり過ぎる。僕らにとっては色々なことをやっている人がいたらよくて、

色々なことをやっている中から筋のいいもの、産業化できそうなものは少し発展をさせて

行こうという気持ちでやっているだからと、そういうことは言っています。 

 実は、文科省の方が、今そこを……本音は違う人も、私たちぐらいの年代になるといる

んですが、文科省で今30代後半ぐらいの人は、僕なんかよりも純粋に「目的指向」とか

「出口指向」とかを、やや全部捨象して言っておられたりするので、そこは実は心配です。

東大の中、あるいは大学の中でもそういう雰囲気がだんだん出てきているのではないかと

いう気がしておりました。 

 済みません。大分脱線しましたけれども。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 以前、吉川元理事長が「本格研究」ということを強調して言っておられましたね。研究

開発の基盤を強化するための重要な基礎研究から、シーズを膨らませ育てて、橋渡しをし

て実用化までと、その全てを含むものが「本格研究」であって、産総研こそは、その本格

研究ができる場所であるということをいつもおっしゃっていましたが、これは産総研にぴ

ったりしたよい表現ではないかと私は思っています。そういった言葉がどこかに入ると良

いかも知れないですね。 

○徳増室長  はい。 

○室伏部会長  産総研が橋渡しと実用化だけではないということは非常に重要な視点だ

と思いますので、そういった文言を入れていただけるような工夫をお願いできれば良いの

ではないかと思います。 

○徳増室長  はい。 

○室伏部会長  どうぞ森本委員。 

○森本委員  拝聴したり、資料を読ませていただいた中では、やはり、それぞれの研究

成果は相当レベルが高くてすばらしいものだと思いました。 

 その一方で、マネジメント全体で考えますと、例えば、大きな国の産業構造の変化とか

によってプライオリティなどが色々と変わってくるはずです。例えば、半導体の研究は材

料からスタートすれば10年ぐらいかかるものですが、日本国内の半導体業界の再編成とか、
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そういうのを考えていくと、最終的にこれができ上がって実用化したときにハンドオーバ

ーする会社や業界がどうなっているかということを考えると、やはり色々な意味で見直し

たり、研究、特に長期的なことをやられているだけに、そういうことを目ざとく戦略的に

見る必要があると思うのです。もちろん毎年新しいユニットが出来たり無くなったりとい

うのはされていますが、その大きな意味での戦略とかプライオリタリゼーションというの

はどのような仕組みでやられているのか、外からはなかなか見えないというのがあります。 

 それともう一つは、大きな国の課題として、例えば国家技術戦略というようなところが

出てきて、その中で大分カバー、網羅されているとは思いますが、新たに出てきたような

エリアに対して、今後どうやってそこに減り張りをつけて、例えば余り急激なリソースの

選択と集中というのは、私もいいとは思いませんが、新たにやっていきますよというよう

なところを、もう少し外に分かるようにアピールした方が国益に合っている研究といいま

すか、そういうことがきちんと示せるのではないかと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

○徳増室長  産総研の中では、大きく６分野ある中で、その中のいわゆる分野ごとの技

術全体をみている室長がおりまして、そこを中心に、ある意味では全体の中の進捗をみな

がら、バランスをしながら見直しをかけているというのが現実的なやり方になっています。 

 あと、もう一点あるのは、まさに技術戦略を国としてどう考えるのかというのは極めて

重要だと思っていまして、それはまさに我々がおります産業技術環境局全体で今検討をし

ています。うちの役所の中だと研究開発課という課が、ある意味ではそういったところは

中心に考えていますが、他方でもう一つ、産総研のところにありますＮＥＤＯに技術戦略

センターを今年の４月から立ち上げまして、そこにも外部の知を入れながら国全体の技術

戦略なり考え方を作っていこうということをやっていまして、そういったところともうま

く連携しながら、産総研における技術戦略なり大きな事業化も見据えたような研究開発の

方向性というのは考えていきたいと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 それでは、手柴委員、お手が挙がりましたでしょうか。 

○手柴委員  ご議論を聞いていて、非常に難しいと思いますが、確かに今回理事長が替

わられたというようなこともあって、いわゆるマネジメントというのは非常に重要だと改

めて思いました。ただ私は、産総研の場合にはずっといい方向で来ていらっしゃると思い

ますので、かなり中長期的な観点からというのを忘れないでほしいという感じはします。 
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 余計な話をすると、後でも出てきますが、ライフサイエンス分野は、今回は非常に成果

が上がったと思います。その一つの例が糖鎖の研究ですね。７、８年前の経産省などでま

とめられた欧州とアメリカの科学技術（バイオ分野）との比較で日本がどういう分野が進

んでいるか遅れているかという調査の中で、日本には２つ、３つぐらいしかリードしてい

るのがないということでしたが、その一つが糖鎖工学でした。 

 ただ、７、８年前で、糖鎖工学は産総研がまさに世界のリーダーでしたけれども、その

ころ、それがどのように応用されるのか、みんな分からなかった訳です。ＤＮＡが分かっ

てタンパクが分かって、次が糖鎖だねということは、何となく世界中みんな認識はありま

したが、分析技術とか、その辺の基盤的なところを中心にやっていて、どう応用するかは

分からなかった。それが今回、診断薬ですが認可されたということで、それまでずっとそ

れをやってこられた方の努力というのは、僕はやはり高く評価したいと思っていますね。 

 実は、私は初期の頃をよく知っていまして、その人たちは基礎研究でも世界のトップに

立つのだという意識はありましたが、同時に何かに使えないかという熱意が非常に強くて、

早い時期から知的財産に関するものも、産総研の知的財産部門に特許を預けるとか、そう

いうのではなくて自分たちで知財化できないか、独自にその部署をつくるとか、民間の色

々な企業を集めて研究会をつくるとか、何か世に役立てたいという意識が、その当時の糖

鎖の研究を引っ張ってきたトップにありましたね。そういう気があるというのが重要では

ないか、要するに意識の問題だと思いますね。 

 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 他に如何でしょうか。――よろしいですか。 

 それでは、「研究開発マネジメント」について、この項目に評価は如何でしょうか。皆

様の評価結果が７ページにありますが、ＡＡが３人、Ａが３人で平均としてＡということ

ですが、こういう評価でよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、これは評価項目「Ａ」にさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは次ですが、「鉱工業の科学技術」につきまして、先ず「グリーン・イノベーシ

ョン」についてご審議いただきたいと思います。「グリーン・イノベーション」は８ペー

ジ～10ページまでですが、ＡＡが５人、Ａが１人で、平均としてＡＡとなっていますが、
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何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 非常によくやられているというところだと思いますが、森本委員どうぞ。 

○森本委員  これも、それぞれの研究成果はすばらしいと思っています。ただ一方で、

これを民間に渡して各企業でどこまでやるか、そのバウンダリーが結構狭い領域でもある

と思います。実用化との間がすごく近いので、そのあたりの判断といいますか、先ほどの

全体の数もそれほど多くない中で、新しいことにどんどん取り組んでいかなければいけな

い中で、民間ができるところは民間でということは当然長い中でプライオリティしないと

いけないと思いますが、その見極めというのはどのようにしているのかというあたり、例

えば、一者が契約して共同研究して製品化しますといったら、それ以来やめてしまうのか、

縮小するのか、そのエグジットのタイミングやクライテリアというのはどのようにしてい

るのか、ちょっと気になりました。 

○徳増室長  そこは、今、必ずしも明確にこうだというものがあるわけではありません

が、やはり分野特性なり、いわゆる環境エネルギー分野の中でもかなり色々な形があると

思うので一概には言えないと思いますが、そこについては、多くの場合、産総研で目的基

礎的なところから始めてという中で、そこに関心をもっていただける企業がだんだん見え

てきて、今後我々が思っているのは、それを実際に実用化に渡していくことが重要なので、

そこに至って最も経済価値が高まるような渡し方は何があるのだろうかということの見極

めが極めて重要ではないかという認識をもっていて、そこをどうやって考えていくのかと

いうのは、まさに産総研の中で検討をしているところになっています。 

 今後について言いますと、おっしゃったような形で、まさに産業界に渡していって、さ

らに事業化、実用化までもっていくことが重要だと思う中で、それが最も適切な形で渡す

にはどうしたらいいのかというのは、まさに悩みながらやっているところで、色々な実例

を見ながら、ある種勉強をしているような段階でもあります。 

○森本委員  我々企業の方の話を少しすると、結構高度な技術であればあるほど、会社

の中でも、ここまで出来たから後はよろしくというようなことはなかなかなくて、実際に

は、その研究シーズをつくってきたチームがそのまま開発の方に行って、そのまま製造現

場まで行くとか、そういう最終的にものが量産できるまでの間にシーズをつくってきた、

テクノロジーをつくってきたチームが関わっていく必要があるんですよね。 

 だから、そういう意味では単に特許をファイルして、あとは民間にという部分の橋渡し

のところで、やはり何らかのエキスパティとか人とか、そういったものの交流、出向とい
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う言葉がいいのかどうかわかりませんが、何らかの形のリーチャートみたいなものを考え

る必要があるのではないかと思います。 

○徳増室長  おっしゃるとおりで、まさにそういったところまで含めてやっていくべき

だというか、考えていくべきだというのが、先ほど出ました産構審の方で議論をしていま

して、まさに必要なところまで、かなり事業化に近いところまで必要であれば一緒にやっ

ていくような体制もつくっていきたいと思っているところです。 

○室伏部会長  実は糖鎖の関係で、別の文科省関係の予算の申請のところに少し関わっ

ているのですが、そこでは産総研の糖鎖関係の研究者が、ある中小企業にかなり深くコミ

ットして糖鎖の分析機器の開発をやっていて、渡してしまうということではなくて、相当

細かくお互いに情報交換したり、深く入り込んでやっていっている様子が見られます。 

 ですから、色々なタイプの進め方があるのではないかと思っていますけれども。 

○森本委員  はい。 

○室伏部会長  如何でしょうか。――もしご意見がないようでしたら……。 

○手柴委員  室伏先生とも話してきたのですが、研究所の開設というのは大変なご苦労

だったと思いますので、やはり高く評価してあげて、今回もＡＡがついていますが、あれ

だけのものを運んで、しかもあれだけの人が一緒に移動して、それを期限内できちっとや

って４月に開所されたというのは、やはり関係された方のご努力は、親委員会でも強調し

たいところだと、私自身は思いました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。これは、かなり大きなことだと思いますね。 

○堤委員  これが目玉ですからね。これはぜひＡＡをつけないと。 

○手柴委員  皆さん単身赴任で大変だなと。100人ちょっとですかね。 

○徳増室長  全て入れると、それに近い数になっていると思います。 

○手柴委員  そうですね。それから、あれだけのものを全部運んできちっとやって……

というのは、実は私は契約監視委員会にもいますので、その辺の費用は全部上がってきて

いましたので、まさに全部移設するようなことですよね。そこら辺のご苦労はよくわかり

ましたので、ぜひ強調していきたいとは思いますね。 

○室伏部会長  先ほど安永審議官がおっしゃったように、経済産業省と文科省が結構情

報共有して研究を進めているという一つのモデルにもなるのではないかと思いますね。 

○手柴委員  そうですね。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 
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 それでは、「グリーン・イノベーション」につきましては、10ページにございますよう

に評価は「ＡＡ」ということでよろしゅうございますね。 

     （異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは次に「ライフ・イノベーション」をご審議いただきたいと思いますが、ライフ

・イノベーションは色々ご意見がございまして、12ページにありますようにＡＡが３人、

Ａが３人で、平均はＡになっておりますが、これについては如何でしょうか。 

○手柴委員  個人的には、今回はＡＡでもよかったのかなという気がしている点は、先

ほどの糖鎖のほうで診断薬、それから植物工場というような形で動物薬が出ていましたよ

ね。アウトカムというのはライフサイエンス分野ではなかなか難しいのですが、その２つ

が出たというのは、もう少し高い評価があってもよかったかなという感じはしています。 

○室伏部会長  ３名の方がＡですが、どういたしましょうか。 

○赤池委員  同数の場合は、低きに流れるとか、そういう与件があるのでしたか。 

○徳増室長  計算式があって、むしろ切り下げみたいな感じになっています。 

○室伏部会長  経済産業省の独立行政法人評価委員会は、できるだけ厳し目にというの

が今までの慣例だったようなので、これはＡになっております。 

○堤委員  日本版ＮＩＨでしたか、あれでスタートしましたよね。幾つかこの分野のラ

イフ・イノベーション関係が移っている形で……そうではないんですか。 

○徳増室長  今のところは移っておりませんで、むしろファンディング機関のところは

まさに一緒にしていこうという動きが中心という理解になっていますね。 

○堤委員  産総研のミッションとしてどこら辺をやるかとか、あるいはどこら辺を強調

するかとか、そういう議論はあるのですか。 

○徳増室長  国全体のところでというのは、特段今はないですね。日本版ＮＩＨのやつ

は、むしろ今のところはファンディング機関のところを一緒にしながらという話が中心に

なっていて……。 

○堤委員  グリーン・イノベーションに関しては、これは完全に100％産総研が責任を

もって全面的にやる責務があると思いますが、ライフ・イノベーションは、何らかの仕分

けが必要なのかなと思ったのです。例えば医工学連携みたいなところに特化するとか、そ

ういう議論が余りなされていなかったので、ＡＡでもいいかなと思ったのですが、僕はＡ

にしたという背景があって……。 
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○川上補佐 ご指摘はよく理解しますが、ただ、ＮＩＨ自体が、インハウスについては大

学も含め、理研も含めてですが、これはしっかりとやっていただくという整理になってい

まして、ただ、国家戦略として、医療研究の戦略については、今後これから策定されます

が、それに従ってＮＩＨもインハウスも研究をしていくということで、ある程度の整理は

そこでつくというようなことが決まっておりまして、それに従って産総研も研究をしてい

くということです。 

○堤委員  それからということですか。 

○川上補佐  そうですね。 

○室伏部会長  日本版ＮＩＨのあり方がどうもはっきりしていなくて、一体どうなるん

だろうという気がしていますが、いずれ整理されていくのでしょうか。 

○川上補佐  そう思います。 

○室伏部会長  わかりました。今はまだそのような状況ですので……。 

○堤委員  そういうわけで、もし専門の委員でＡＡでもいいというあれでしたら……。 

○室伏部会長  それでは、これはＡＡに変更されますか。 

○堤委員  はい。 

○室伏部会長  そうすると、総合評価の点数が変わってきますでしょうか。 

○川口補佐  「ライフ・イノベーション」をＡＡにされますと、鉱工業の科学技術がＡ

Ａとなりますが、総合評価は変わりません。 

○徳増室長  「ライフ・イノベーション」だけの評価がＡＡになるということで、総合

評価は変わらないということですね。 

○川口補佐  そうですね。 

○室伏部会長  そうすると、「鉱工業の科学技術」も変わらないですか。重みづけでど

うなるかですけれども。 

○川口補佐  「鉱工業の科学技術」がＡＡとなった場合は、ウエイトが2.0になって、

合計点の3.85が4.25に増加しますが、この場合でも総合評価のＡというのは変わりません。 

○室伏部会長  総合評価は変わらないということですね。 

 そうしましたら、余り大きな影響はないということで、「ライフ・イノベーション」も

ＡＡにいたしましょうか。 

○堤委員  Ａをつけられた先生方の意見も……。 

○室伏部会長  私も実はＡですけれども……。 
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○森本委員  ちょっと甘いかなという気がしているのは、この特定の研究プロジェクト

はＡＡに相当すると思いますが、ただ、ＡＡに相当する研究プロジェクトが１つ、２つあ

るからといって全体がＡＡでいいのかという議論はあるのですね。そこは私、いつも非常

に悩ましいところであります。だから、全体としてトータルの研究ユニットがどのぐらい

の数いて、研究員がどれぐらいいらっしゃるか、今正確な数はわかりませんが、例えば、

３つあればいいのかとか、何かそういう明確なものはないと思うんですね。逆に数を決め

ても余りよくないとは思いますけれども、ただ、そういう意味では、その辺はどうなのか

なと。 

○室伏部会長  実は、私も同じような考えでＡにしたのです。糖鎖の研究は実用化まで

結びついて、それで中小企業とも連携して大変よくやっていらっしゃるのですが、他に光

ったものが余り見えないなという気がしたのでＡという判断をしたのですが……。 

○手柴委員  私は、ライフサイエンスは専門分野なので、割と厳しくてＡばかりつけて

いたと思いますが、ＡＡにしたのは、アウトカムとなった動物薬と診断薬を評価したから

です。新規の医薬品、いわゆるお医者様で処方される医薬品と考えると、診断薬とか動物

薬は簡単だと皆さん思われるかもしれませんけれども、これは実はほとんど変わらないの

ですね。診断薬のピカ新のやつは大変な規制がかかっておりますので、そこで許可になっ

て発売まで行くというのはものすごく大変な努力です。動物薬もそうです。 

 新しい動物薬というのは、ほとんど世界的に出ませんから、世界で３つか４つぐらいに

大企業が集約されたのです。医薬品会社は動物薬をどんどん外に出している。それでドイ

ツの大きい会社もみんな動物薬をやっていたのですが１つに集約されている。スイスもそ

うですね。医薬品会社は動物薬といってもみんな外に出していって専門の会社をつくって

やっている。 

 新規の動物薬を出せる会社は今や世界で３つか４つしかない。そのような中で非常に頑

張って販売まで行ったという事もありますので、森本さんのお話もわかりますが、今回、

私はＡＡとしたいという気が非常に強かったですね。 

 

○赤池委員  全く同感で、やはり世界初で薬事承認を受けているというのは、これは評

価すべきことだと思いますね。 

○室伏部会長  それでは、堤委員がＡＡにかえられるということなので、「ライフ・イ

ノベーション」は「ＡＡ」にいたしましょうか。 
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○徳増室長  わかりました。 

○室伏部会長  ただ、森本委員と私はそのままＡということにさせていただきます。そ

れでも４対２ですからＡＡになりますね。総合点は、これから変更がなければ恐らく変わ

らないということですね。 

○徳増室長  変わらないです。 

○室伏部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 それでは「ライフ・イノベーション」につきましては、今のような結論で宜しいですね。 

 次に「先端的技術開発の推進」ですが、これにつきましてご意見がございますでしょう

か。これは14ページですね。これもＡＡが３人とＡが３人で平均はＡになっておりますが、

如何でしょうか。 

○赤池委員  これも「ライフ・イノベーション」と同じで、ロボットの国際標準を主導

的につくっているのは、やはりそれも極めて褒めてあげるべき事項だと思います。それで

僕はＡＡを付けておりますけれども。 

○室伏部会長  そういうご意見ですが、他には……。 

○手柴委員  ちょっと別の観点ですが、これは次の中期計画などでも、このような分類

になるのですか。「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノベーション」、それから

「他国の追従を許さない先端的技術開発」という……。 

○徳増室長  これは変わる可能性があると思います。 

○手柴委員  そうですか。 

 どこで言う機会があるか分からなかったので言いますが、どこの分野も皆さん先端的技

術開発をおやりになっているので、だから、今まで出てきた「グリーン・イノベーショ

ン」とか「ライフ・イノベーション」も世界で初めてだとか１番だったというのが目白押

しですよね。ここのところは、もっと中身に沿ったような名前の分け方にしてほしいと思

っています。 

○徳増室長  そうですね。これは、当時つくったときが、政府全体で「グリーン・イノ

ベーション」と「ライフ・イノベーション」を大きな柱にしていた関係上、その名前を出

しながらということだと思います。 

○室伏部会長  これはＡと評価なさった方がＡＡに変えるというようなご意見はないで

すか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 
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 それでは、これはこのまま「Ａ」ということで進めさせていただきます。 

 その次ですが、「サービスの質の向上（地質の調査）」ですが、これは16ページですね。

Ａが４人、ＡＡが２人ですので、平均点はＡということで、これはおさまりがよいですが、

何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 長年にわたって地道な努力を重ねていらっしゃって、日本の安全や安心のためには重要

な情報を発信していらっしゃいますので、とても大事な事業を進めていらっしゃるという

評価だと思いますが、「Ａ」でよろしいですね。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは次に17ページで「計量の標準」ですが、評価は19ページにございます。これも、

ＡＡが２人でＡが４人ということで、平均点「Ａ」です。この評価でよろしいでしょうか。 

 これは、光格子時計というすばらしいものをおつくりになって、これも、ある意味世界

で初めてのものですので、とてもすばらしい成果だと思いますけれども、これでよろしい

ですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 次に「業務運営の効率化」、これは20ページから始まりまして43ページまでですが、全

員Ａですね。これは問題ないと思いますので、これはこのまま「Ａ」でよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それから、最後が「財務内容」でございますが、財務内容というのはＡがつくことの難

しい項目です。48ページですが、Ｂが３人、Ａが３人ということで平均Ｂですね。順調に

いっているのがＢということですので、特別すばらしい実績が上がっていない場合はＡに

はならないと理解できるのではないかと思いますが、この点は如何でしょうか。このまま

「Ｂ」でよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、変更点は、「ライフ・イノベーション」の部分を、ＡからＡＡの判定にした

ということですが、相対的には変わらない。「鉱工業の科学技術」もＡＡでよろしいです

ね。 
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○川口補佐  ＡＡになったとしても、評価項目の合計点が4.25になり、その場合でも総

合評価のＡは変わりません。 

○室伏部会長  分かりました。相対的にはＡですね。 

 そうしましたら、それぞれの項目についての審議をしていただきましたので、最後に総

合評価ということで、これについて、ご説明はよろしいですか。 

○徳増室長  今のご議論を踏まえたところでいきますと、最初の１ページのところで

「鉱工業の科学技術」がＡからＡＡ――「ライフ・イノベーション」がＡＡになった関係

上、ＡＡという形に変わります。ただ、全体としての総合評価では4.25という点数になり

まして、引き続きＡの形であります。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、総合評価につきまして、何かご意見がございますでしょうか。各項目につい

ての総和ということになりますので、計算しますと4.25で、これが総合評価「Ａ」になり

ますが、よろしゅうございますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、一応すべての評価が終わったということで、産総研の方にお戻りいただくこ

とにいたします。 

○徳増室長  若干時間がかかると思いますので、先に参考資料３を、先ほどちょっと言

及させていただいた産構審の報告書の関係の説明をさせていただければと思います。 

 ⑩の参考資料３を開いていただければと思います。 

  産業構造審議会の中に「研究開発・評価小委員会」がありまして、今年の１月から５月

の終わりにかけて審議をしてきております。部会長であります室伏先生にも委員になって

いただいて議論をお願いしております。 

 そうした中で、２．に「今後のイノベーションシステムの基本的考え方」とありますが、

どういった議論をしていたかというと、「我が国は欧米に比べて技術シーズを事業化に結

びつける「橋渡し」の機能が不十分ではないか」。そうした中で「我が国の特性を踏まえ

て、各主体の役割を明確化してイノベーション創出システムを構築するべきではないか」

という問題意識で議論をしてきまして、仮説として、橋渡しというのは大きく分けると３

つぐらいタイプがあるのではないかと思いまして、１ページの真ん中の下のほうの図にあ

りますＡというのが「公的機関を介して革新的技術を事業化に橋渡しをするケース」、こ
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れは割とドイツなどに多いのではないかと思います。２つ目が、「ベンチャーを介して革

新的技術を企業に渡すケース」、これは割とアメリカに多いようなケースではないか。さ

らにＣとして「共同研究などを通して革新的技術を橋渡しするケース」ももちろんある。

これはいずれも重要で、ファンディング機関も含めていろいろな改革をしなければいけな

いのではないかなということで議論をしてきています。 

 そうした中で、産総研のところは、左の下にありますとおり「「橋渡し」を担う公的研

究機関として大きく強力に進めていくべきではないか」という議論がされていました。 

 そうした中で２枚目を見ていただければと思いますが、上の方に３．として「革新的技

術シーズを事業化に橋渡しするシステムの構築」ということで、一番上に「産総研の機能

強化」ということで、「「橋渡し」機能強化と企業からの研究受託拡大の好循環をつくっ

ていく」といったことが書かれていますが、どういったイメージかといいますと、基本的

に産総研で行う研究の、特に研究の後期段階においては、まさに企業とがっちり組むよう

な形で事業化に進むような研究をしていくことが、実際に橋渡しにとっては重要ではない

かということで、研究の後半段階では、まさに受託をするような研究をしっかりやってい

くことが重要だと。 

 その一方で、研究の前の段階においても、やはり将来の産業ニーズを踏まえたような革

新的な研究を行わないと、魅力のあるような、企業が一緒にやって行くような研究になら

ないものですから、その前半段階でも目的基礎研究のところはがっちりやって行くという

ことをやりながら、全体として橋渡しの機能強化を図って行きたいというのが全体の流れ

になっています。 

 そのために、産業の将来ニーズを踏まえたようなマーケティング機能の強化も重要では

ないかといったあたりの議論がされてきています。 

 そうしたことを進めるに当たって、一番左側に「大学等」と書いてありますが、大学等

の技術シーズをしっかり汲み上げて、さらにいうと実践的な人材育成を、公的研究機関も

活用しながらやって行くべきではないかという観点から、クロスアポイントという制度が

ありまして、２つ機関数値目標をもちながら仕事を進めるようなことができるので、そう

いった制度を活用しながら、研究室ごと、ある意味では産総研で受け入れるとか、博士課

程学生を積極的に入れていくようなことをしていきたいといったような方向性を打ち出し

てきているところであります。 

 それから４．の「優れた技術シーズを創出する仕組みの構築」も極めて重要なので、こ
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こにおいても、今ここは大学が中心になりながら産総研等も含めて技術シーズを創出する

ための仕組みをしっかり力を入れてやって行くべきではないかという議論がされています。 

 あとは「イノベーションを担う人材育成・流動化」のところも、特に産総研は研究人材

の育成と流動化というところで大きな役割を果たせるのではないかという観点から審議を

してきたということであります。 

 以上簡単でありますが、説明させていただきました。 

 

     （産総研関係者入室） 

 

○室伏部会長  ただいまのご説明について、ご質問等ございますか。――よろしいでし

ょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、産総研の皆様おそろいになったようですので、産総研の25年度業務実績の評

価結果につきまして、ただいま議論されましたことの概要をお伝えさせていただきたいと

思います。 

 評価結果につきましては、いずれ詳しいものを皆様のお手元にお届けできると思います

ので、きょうは概要だけお伝えいたします。 

 総合評価は「Ａ」とさせていただきました。 

 内容につきましては、「研究開発マネジメント」がＡ、「鉱工業の科学技術」がＡＡ、

「地質の調査」、「計量の標準」が両方ともＡでございまして、「業務運営の効率化」もＡ

です。「財務内容」につきましては、順調に進めていられるということで、これはＢと評

価させていただきました。それで、総合評定は「Ａ」となります。 

 委員の皆様は、大変高く評価されましたので、ＡＡに近いＡとお考えいただければと思

います。 

 総合評価につきまして、皆様からのご意見を簡単に幾つかご紹介させていただきます。

まず、新しい中鉢理事長のリーダーシップのもとで、国の中核的な研究所として非常に高

い成果を上げてこられているということです。特に震災後の放射能汚染対策に関する研究

面や技術開発面での貢献が非常に大きかったということ。それから未利用資源の確保です

とか、再生可能エネルギーの確保のための取り組み、これは大変高く評価されました。 
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 各領域、特に「グリーン・イノベーション」と「ライフ・イノベーション」におきまし

ては、実用化に結びつくようなすばらしい実績も上げていらっしゃいますし、これから将

来性も見込めるような研究開発が進められておりまして、これは大変高く評価されて、質

量ともに年度計画をはるかに超える成果が出されているというご意見がありました。 

 特に平成23年度末から開始されました「福島再生エネルギー研究開発拠点の構築」は、

これからの日本にとりましても、また世界のエネルギー対策にとりましても非常に重要な

取り組みですので、これは今後さらによいものにして行っていただきたいというのが委員

会の意見でございます。 

 そこでは、経産省と文部科学省とが共同して研究を進めているという状況もございます

ので、さらに広く様々な機関との連携を進めていただきたいというご意見もありました。 

 それから、大変すばらしい実績として評価が高かったのは、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を活用して災害対応ロボットシステムを開発されたという

ことですね。これは既に実用化もされておりまして、今後に期待が大きい。そしてさらに

生活支援ロボットにつきましては、ＩＳＯの発行にまでたどり着いたということが大変世

界的にも重要なことであるとして高く評価されております。 

 その他に、産総研は長年にわたって地質調査に基づく情報発信ですとか、リスクモニタ

リングなどの活動をなさり、あるいは地域センターを中心とした地域資源の活用等、地域

活性化のための活動、あるいは社会と産業の安全・安心を支えるための基盤整備などとい

ったことにも非常に順調な成果を上げていらっしゃいますので、その辺も大変高く評価さ

れております。 

 地域センターで様々な機能やマネジメントを見直して、地域の中小企業への技術支援で

すとか、人材育成の支援といったことをやっていらっしゃって、これも産総研ならではの

活動であるということで評価されております。 

 また、いつも課題になっていたことですが、産総研がすばらしい成果を上げているのに、

世の中に余り知られないということがありました。社会に向けた発信、広報、普及活動が、

今年度は新機軸がみられたのではないか、「ここにもあった産総研」の発行などの様々な

ご努力がこれから益々産総研の社会での立ち位置を明確化していくのではないかというよ

うなご意見もありました。 

 やはり、産総研には中長期的な視点から日本の研究開発の基盤強化に資するような研究

を進めて行っていただきたい。余り近視眼的なものではなくて将来を見通したものを、研
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究基盤の強化、そしてそれを橋渡しにつなげ、なおかつ出口に結びつける、そういった俯

瞰的な研究の進め方をしていただきたいというご意見が多々ございました。 

 今は、出口ばかりがいわれる世の中ですが、産総研は、余り大きな声では言えないかも

知れませんが、やはり全体を見通して基盤的な技術のところからしっかりと固めていって

いただくのが良いのではないか。国内外の研究機関と連携して、その研究の多様性ですと

か将来性、あるいはチャレンジングな研究、そういったものを大事にしていただきたいと

いうのが、委員会の意見です。 

 以前、元・理事長の吉川先生がおっしゃっていました「本格研究」という言葉が、これ

からの産総研の研究開発に関しても適切な表現なのではないかという意見もありました。 

 これから国の産業構造が様々に変化してまいりますが、国としての技術戦略というもの

を、経済産業省が、例えば総合科学技術会議などとも共同して検討していくわけですが、

そういったことにおいても産総研のご協力がとても大事だろうということでございます。 

 世の中の産総研への期待は益々大きくなっておりますので、是非これからも産総研なら

ではの研究開発をお進めいただきたいということも踏まえまして、ただいま申し上げまし

た「Ａ」という評定になりました。 

 それでは、概要だけご説明いたしましたので、後ほどお手元にお渡し致します評価書に

ついては、よくご覧いただきまして、今後の中期計画、中期目標などに活用していただき

たいと思っております。 

 それでは、本件につきまして、中鉢理事長から何かご感想やご意見等ございましたらお

願いいたします。 

○中鉢理事長  大変ありがとうございます。熱心にご議論いただきまして評価はＡとい

うことで、ありがとうございます。お礼を申し上げます。 

 今、室伏先生からお話がありましたように、正直にいいまして認知度はまだだとは思い

ますが、期待感の高まりについてはひしひしと感じておりまして、産総研に寄せられる期

待の大きさというものを感じております。四期の前ですが、職員一同それぞれについて真

剣に取り組んでおります。四期が始まる前に、もちろん試験的に始まるものについてはど

んどん先行的に進めてまいりたいと思います。 

 私自身理事長に就任いたしまして、異分子であり、職員には大変迷惑をかけたり戸惑い

もあったと思いますが、しかし、いい意味でのアウトサイダーをこれからもファンクショ

ンして皆さんの期待に沿えるような産総研にしてまいりたいと思います。 
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 我々引き続き緊張感をもって取り組んでまいりますので、よろしくご指導のほどをお願

いしたいと思います。 

 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。 

 本日の議題はこれで終わりでございますが、事務局から何かご連絡等ございましたらお

願いいたします。 

○徳増室長  本日の議事録につきまして案を取りまとめ次第、事務局より委員の皆様に

送付いたしまして、内容をご確認いただいた上で経済産業省のホームページに掲載をして

公開したいと存じますので、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した。 

 それでは、最後に安永審議官から一言お願いできますか。 

○安永審議官  お時間も所定の時間を回っておりますので、私からは簡単に一言申し上

げます。 

 先ほどＡという評価をいただきましたので、産総研の現場も引き続き張り切ってやって

いただけると思います。委員からも色々ご指摘をいただきましたし、委員長からも励まし

をいただきましたが、我々も産総研の現場と議論をしていますと、産総研の中で、いわゆ

る産業技術という形で花開いている、あるいは花開きつつあるものは、やはりいいシーズ

をきちんとつくっているんですね。そしてそれだけではなく、それをどうやって企業に橋

渡しするか。そういうところが大事だと思います。 

 吉川先生のつくられた「本格研究」というコンセプトも、当時非常に新しいものだとし

て受けとめられましたが、私たちは、これは役所の怠慢もありますが、その本格研究を本

当に産業につなげるためのやり方については、まだまだ発展の余地があると思っています。

そういうものを踏まえて産総研は、目的基礎研究の部分もしっかりやりつつ、いいネタが

できれば、それはすかさず産業界に橋渡しをする。こういう形でやっていただきたいと思

います。私たち行政の側からも非常に期待している訳です。 

 私が現場の方と意見交換をすると、「安永さんは何でも産総研にやれというんですか」

と言われるのですが、「はいそうです」と。というのは、産総研には2,300人のプロパーの

研究者が非常にいい研究をやっておられて、ポテンシャルはもっともっとあるはずだと思

うからであります。ただ、もちろん闇雲にやるということではなく――闇雲にやってもい

いのですが、方法論をうまくつくりながらいかないと、組織としてうまくないと思います
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ので、そういったところは私どもも産総研と一緒になりながらやっていきたいと思ってお

ります。 

 どうもありがとうございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の産総研部会はこれで終了させていただきます。所定の時間より４分半

ほど過ぎておりますが、お暑い中をお集まりいただきまして、また熱心なご議論をいただ

きましてありがとうございました。 

 それでは、皆様本日はありがとうございました。これにて終わらせていただきます。 

 

 

                                                                ――了―― 

 


