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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第４１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 皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。 

 今日はお寒い中、お集まりいただきましてありがとうございました。本日は、第41回産

総研部会でございます。 

 初めに、事務局から本日の議題につきまして、概要の説明と配付資料の確認をお願いい

たします。 

○徳増産総研室長  産総研室長をしております徳増です。よろしくお願いいたします。 

 本日は、２つの議題についてご審議をお願いいたしたく存じます。 

 １つは、来年度から新たに始まる中長期目標及び計画の策定に向けて、その方向性を示

します文書となります中期目標期間終了時における組織・業務全般見直しについてであり

ます。８月に当初案をお示しして、議論をいただいたところでありますけれども、今回、

最終案についてご審議をいただきたく存じます。 

 今後、本文書等を踏まえまして、年度末までに中長期目標、さらには中長期計画を具体

的に策定していくことになります。 

 もう１つの議題につきましては、６月末に退職した役員の退職金額を最終確定するため

に必要となります業績勘案率についての審議でございます。 

 続きまして、資料につきまして確認をさせていただければと思います。 

 本日の議題に係ります資料は、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、ｉＰａｄの電源を入れていただきまして、お開きいただき

ますと、資料が左側にＰＤＦの形でファイルが並んでいるかと思います。 

 ①として、議事次第、②と③しまして、資料１、２といったようなファイルが並んでい

るかと思います。資料②、③がメインの資料となります。 

 もし欠落等ありましたら、事務局に伝えていただければと思っております。 

 それから、本日の資料のうち、資料１、独立行政法人産総研の中期目標期間終了時にお

ける組織・業務全般の見直し等の資料につきましては、審議の中心となる資料であります

ので、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でお配りしております。 
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 もし、資料の欠落等ありましたら、ご連絡いただけばと思います。  

○室伏部会長  ありがとうございました。もし不足のものがありましたら、いつでも結

構ですので、おっしゃっていただきたいと思います。 

 それでは、本日の最初の議題であります独立行政法人産業技術総合研究所の中期目標期

間終了時における組織・業務全般の見直しについての議論に入りたいと思います。 

 それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○徳増産総研室長  議題１の独立行政法人産業技術総合研究所の中期目標期間終了時に

おける組織・業務全般の見直しについては、来年度から始まる新たな中長期目標及び計画

の策定に向けて、その方向性を示す文書でありまして、本年８月11日に、こちらの産総研

部会において当初案についてご意見を伺っております。その上で、いただいた意見を踏ま

えて加筆修正を加えた上で、８月20日にこの産総研部会の親委員会であります経産省の独

立行政法人評価委員会において審議をいただき、さらに９月の終わり、９月29日に総務省

の政策評価・独立行政法人評価委員会において審議をいただいたという形になっています。 

 こうした３度の異なる委員会での審議等を踏まえて、加筆修正したものをこのたび最終

案としてお示しさせていただければということで、その文書につきまして、ご審議を賜り

たいものであります。 

 なお、本議題につきましては、今後開催予定であります経産省内の親委員会であります

独法評価委員会で審議されまして、親委員会での審議結果が最終的な意見となりますとこ

ろ、本部会での審議結果に関する親委員会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います関係上、手柴委員からご報告いただければと考えております

ので、よろしくお願いできればと思っています。 

 それでは、早速でありますけれども、資料１等を用いて、内容についてご説明をさせて

いただければと思います。 

 資料１が基本的に一番メインの資料になります。こちらは常に机の上に置いていただい

て、参照いただきながら説明を聞いていただければと思います。 

 それでは、資料１を参照いただきながら、まず参考１を見ていただければと思います。

紙で配付しておりますので、参考１「経産省独法評価委員会産総研部会（８／11）におけ

る産総研当初見直し案の主要指摘事項及び対応」といった資料になります。こちらは、こ

の産総研部会における８月11日の会合の指摘事項の概要及び対応をまとめたものになって

います。 
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 どういった指摘事項があったかをおさらいになりますけれども、簡単に説明させていた

だきますと、一番最初の丸にありますとおり、１つは、民間企業からの受託を重視して、

安い下請機関にならないか懸念。中長期の視点から研究を行うべきといったようなご指摘

をいただきました。 

 これにつきましては、こちらに矢印で書いてありますとおり、ショートサイトなものを

推進する意図はなくて、事業化への橋渡しの確率を上げるには、橋渡し研究の後期段階で

は民間からのコミットメントを得ることが重要との認識のもと、橋渡し研究の後期段階で

は、そのあらわれとしての民間資金を得て、研究開発を基本とすることを意図したもので

ある。 

 他方で、橋渡し研究の後期段階で企業からの資金を得るには、研究の前期段階で企業が

魅力を感じる極めて革新的な研究開発を行っていくことが重要であって、研究前半の目的

基礎研究段階等では中長期を見据えた革新的な研究に今後とも力を入れるといったような

説明をさせていただいたかと思います。 

 そうしたことを踏まえまして、資料１の最終案には、ページでいいますと、３ページ目

をごらんいただければと思います。３ページ目の２．の前文の上から３段落目になります。

「さらに」といったようなところに追記させていただいておりまして、さらに、本法人が

目指す大きな方向性である革新的な技術を事業化につなげる橋渡し機能を持続的に発揮す

るには、革新的な技術シーズを継続的に創出することが重要であってといったようなとこ

ろを追記させていただいている次第であります。 

 ２つ目の指摘としまして、米国の大学等と同様に、間接費も含め必要な対価を得て共同

研究、受託を受けることが重要だといったご指摘。 

 これにつきましては、必要な対価をしっかり得ることとしていきたいといったようなこ

とでご返事をさせていただいたかと思います。 

 ３つ目としましては、中期計画の中身を職員がしっかり共有することが重要だと。 

 これはもっともでございまして、職員に浸透するよう取り組みを進めていきたいと思っ

ております。 

 ４つ目の丸、事業化や成功が何かを明らかにして、それに向けた研究員やチームに対し

てのインセンティブが重要ではないかといったようなご指摘。 

 これにつきましては、これまでの事業化の成功事例について経過等の概要をまとめる作

業を各ユニットでも進めておりまして、そういった今後の取り組みにも参考になる情報の
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組織的な共有を図るとともに、インセンティブにつきましても、その表裏の関係にありま

す評価の仕組みとあわせて設計を進めていきたいと考えております。 

 そういったことを踏まえまして、資料１の最終案のほうでは、５ページ目になりますけ

れども、５ページ目の２．(7)評価基準の中の２段落目になりますが、その中に、各研究者

の評価基準について記述をしておりますが、そのところに、目的基礎研究については論文、

橋渡し後期段階は企業資金を基本とする評価等を追記させていただきまして、全体、目的

基礎研究については論文、橋渡し後期段階は企業資金を基本とする評価等、研究ユニット

長は、各研究者の携わる業務特性に応じて適切な評価基軸の設定等を通じてインセンティ

ブ付与を行って、結果として、研究ユニット全体としての経済効果の高い橋渡しが継続的

に実施されるよう、最適な評価体系を構築することが重要であるといったような記載にさ

せていただいております。 

 次の指摘事項、２ページ目の２つ目の丸になりますけれども、企業資金を得るのは容易

ではなくて戦略的に取り組むことが極めて重要といったようなご指摘につきましては、例

えばマーケティングの機能強化等を初め、組織的な取り組みの強化を図るといったような

回答をさせていただいているかと思います。 

 それにつきましては、最終案のほうでは４ページ目の２．(5)マーケティング力の強化の

ようなところにおいては、その際、取り組み方法としては、専門部署による取り組み、各

研究者による取り組み、さらには研究所や研究ユニットの幹部による取り組みが考えられ

るが、これらを組み合わせ、組織的に、計画的に取り組みを推進するといった旨を追記さ

せていただいているといった次第です。 

 次の指摘事項としては、クロスアポイントのところでありますけれども、大学とのクロ

スアポイントだけではなくて、共同研究をする企業とも人材の受け入れや出向等を進める

べきといったようなご指摘につきましては、まさにそのとおりだと思っておりまして、そ

の方向で推進を図っていきたいと思っております。 

 それにつきましては、最終案のほう、資料１のほうでは、同じく４ページ目になります

けれども、２．(4)の３段目に追記させていただいておりまして、「さらに」というところ

で、他の研究機関等との連携も強化し、革新的な技術シーズが技術や人材が流動すること

によって橋渡し機能が強化される体制構築を進めるということで追記をさせていただいて

います。企業に加えまして、他の研究独法等もあるかと思いますので、ここでは研究機関

等といったような形で書かせていただいている次第であります。 
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 最後の点、橋渡し機能の強化は、日本再興戦略や産構審中間とりまとめを踏まえたもの

であるということは理解するが、他方で産総研本来のミッションを主体的に考えたもので

あるということを１の冒頭部分に明示したほうがいいといったようなご意見をいただきま

した。 

 まさにその部分につきましては、資料１の１ページ目の１．基本的な考え方の中に橋渡

し機能の強化と括弧書きで書かれている部分があると思いますけれども、そこの橋渡し機

能強化のところの２段目、橋渡し機能を的確に発揮するためにはといったところ、これは

丸々１つのパラグラフを実は追記しておりまして、産総研の本来ミッションを考えたとき

に、この橋渡し機能というのがまさに産総研が担うべき任務であるといったことを書かせ

ていただいている次第であります。 

 以上が、８月11日の産総研部会でいただいた指摘事項及びその対応の概要でございます。 

 次に、参考２をご覧いただければと思います。同じく紙で配っておりますので、そちら

をみていただければと存じますが、参考２は、その後８月20日に経産省内の親委員会、独

法評価委員会における指摘事項及びその対応になります。 

 最初の指摘事項につきましては、クロスアポイントについて具体的な目標を定めるべき

ではないか。さらにマーケティング機能についても具体の目標設定まではなかなか難しい

にしても、ぜひ議論を行っていただきたい。それから産総研に託児所をつくることについ

ても目標としてはどうかといったようなご意見をいただきました。 

 クロスアポイントメントにつきましては、資料１の最終案のほうでは４ページ目の２．

(4)が大学等との連携強化になりますけれども、すぐれた研究者、博士課程学生等による活

用が極めて重要であることに加え、高度研究人材の流動性を高める観点から重要であるこ

とを踏まえた計画的な推進を図るということで、計画的に組織内では目標をもって進めて

いくといったようなことを追記させていただいている次第です。 

 ２つ目、マーケティング機能の強化につきましては、同じく４ページ目になりますけれ

ども、先ほどと同じでありますけれども、取り組み方法としては、専門部署による取り組

み、それから各研究者による取り組み、さらには研究所の幹部等による取り組みがある中

で、それらを組み合わせて、組織的に、計画的な取り組みを推進するといったところを４

ページ目に追記させていただいています。 

 託児所につきましては、最後のページ、７ページ目の４．(4)で女性活用の促進といった

ところに、必要に応じた託児施設等の整備といった文言を追記させていただいています。
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この部分、現行、今でも一時預かり保育所というのを実は産総研の中にもっておりまして、

つくばセンター、関西センター、中部センターには既に設置済みなものですから、さらな

る整備の必要性があるかないかも含めて十分に吟味をした上で、必要性及び各自治体の整

備状況等を踏まえて検討していくといったことで考えている次第であります。 

 ２つ目のご指摘は、地質調査と計量標準について、他の研究機関と連携強化を図ったほ

うがおもしろい研究ができるのではないかといったようなご指摘をいただきました。 

 これにつきましては、資料１の最終案の中ですと、２ページ目の真ん中よりやや下のと

ころに、地質標準、計量標準等の知的基盤の整備というところがありますけれども、その

中に、その際、他の研究機関等との連携も積極的に図るといった文言を追記させていただ

いています。 

 ３つ目の指摘としましては、コンプライアンスを強調し過ぎることによって、研究現場

に負担になり過ぎはしないか。まずは研究成果をいかに出すかが重要。 

 これはごもっともでありますが、我々もコンプライアンスをしっかりやらなければいけ

ないと思っておりますので、７ページ目の４．(2)のところがコンプライアンスの関係にな

りますけれども、そちらのほうに効果的、効率的にこれを進めていくといったようなこと

で、効果的、効率的にといった文言を追記させていただいているのがコンプライアンスの

部分になります。 

 それから、大企業等が受託資金を産総研の橋渡し機能に対して出して意味があると感じ

るには、ここでしかできないことが何なのかをよりはっきりさせることが重要ではないか

といったようなご指摘をいただいております。 

 それらを踏まえまして、先ほど申し上げたところと同じパラグラフになりますけれども、

１ページ目、橋渡し機能の強化の２段落目の橋渡し機能を的確に発揮するためにはといっ

た文言のところに、資料１ですと、赤字の部分で追記しておりますけれども、これを中心

に、その指摘を踏まえて、さらに拡充の追記させていただいていますといったような形に

なっておりまして、まさに産総研の特徴をより明確に記述をしたといったような形で対応

させていただいている次第であります。 

 その資料の２ページ目の最初の指摘でありますけれども、橋渡しには大学と企業の間を

橋渡しだけではなくて、研究機関同士の橋渡しもあって、それも重要だと。他の独法等と

の間の橋渡しもあるのではないかといったようなご指摘をいただいております。 

 これは先ほどと同じ箇所になりますけれども、資料１の４ページ目２．(4)のクロスアポ
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イントメント、さらには大学等との連携の記述になりますが、さらに、他の研究機関等と

の連携も強化をするといったようなところで追記をさせていただいている次第であります。 

 それから、クロスアポイントのインセンティブが余りはっきりみえないといったような

ご指摘もいただいておりまして、それにつきましても同じ箇所、２．(4)のところに、優秀

な研究者が大学と公的研究機関等、複数の機関と雇用関係を結び、どちらの機関において

も正式な職員として活躍できるといったようなクロスアポイントの制度の趣旨につきまし

て、追記させていただいているような文章になっております。 

 それから、フランホーファー型について、産総研ともかなり違うところがあるので、質

的・量的な比較をした上で産総研の変わるべき方向を考えるべきではないかといったよう

なご指摘もいただいております。 

 これにつきましては、まさにフラウンホーファーのモデルにつきましては、今年に入り

まして１月、６月、さらには９月に産総研を中心に経産省も含めて調査団を出しておりま

して、調査を行って、産総研との違いも留意しつつ、今、制度設計を進めているところで

あるといったようなところであります。 

 それから、ＴＩＡ―nanoの活用の方向性をもう少し書いたら如何といったようなご指摘

もあります。 

 それにつきましては、資料１の最終案の６ページ目の２．(9)のところになりますけれど

も、世界的な産学連携拠点の形成の中に、方向性としては、融合領域における取り組みで

あるとか、産業界への橋渡し機能の強化といったような１つの方向性を追記させていただ

いている次第であります。 

 さらに、目的基礎研究は何年程度やるのかのめど、また研究フェーズや分野特性を踏ま

えた評価のあり方を考えるべきというご指摘もいただいております。 

 それにつきましては、これは分野特性によって、目的基礎研究をどの程度の年やるかと

いうのは変わってくるわけでありますけれども、３ページ目の２．(1)の①の中に３～10

年先に企業からの受託研究に結びつくような研究テーマを設定し、着手をするという文言

がありまして、こういったことを１つの目安にして、このタイムスパンを考えた中で、目

的基礎研究を何年程度やるかを考えていくのかなというように１つの目安として考えてい

る次第であります。 

 それから、研究フェーズや分野特性を踏まえた評価のあり方という点につきましては、

同じく３ページ目の２．の前文の２段落目、橋渡し機能の強化に当たってはというところ
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を丸々追記しておりますけれども、その中の２パラグラフ目の４行目、研究段階、研究特

性等を踏まえた適切な評価軸を検討・設定しといったような文言を追加させていただいて

おります。 

 さらに、５ページ目の２．(7)というのが評価基準の部分になりますが、その中に、２つ

目の段落になりますが、目的基礎研究については論文、それから橋渡し後期段階は企業資

金を基本とする評価等というところを追記させていただいている次第であります。 

 最後になりますけれども、産業ニーズを踏まえた技術シーズ研究を的確に行えば行うほ

ど、透明化してガラス張りの研究が難しくなって、そういった点の工夫も必要となるので

はないかといったようなご指摘というか、コメントをいただきました。 

 この点につきましては、個別企業と緊密に連携した研究開発というのは、これまでも実

施してきているところでありますけれども、今後、そういった取り組みを増強することに

なるため、これまでの蓄積も踏まえまして、適切な体制で推進されるように組織的に取り

組んでいきたいと考えている次第であります。 

 今後、適切に取り組むということで、関連箇所としては４．(2)のところにコンプライア

ンス全般で書いておりますような文言で対応していきたいと考えている次第であります。 

 以上が、この産総研部会の親委員会、経産省の独法評価委員会における指摘事項及び対

応になります。 

 続きまして、その後、参考３をみていただければと思いますけれども、９月の終わりに

総務省の政策評価独法評価委員会の独法評価分科会においてご審議をいただいております。

それにつきましても、簡単に主な指摘事項及び対応につきまして説明をさせていただけれ

ばと思います。 

 １点目が資金獲得を評価基準にすることについてはいささか異論という話がありまして、

これから伸びる可能性がある中小企業へのサポートが重要と考えるところ、資金額だけで

評価するのはどうか。金額が少なくても産総研が役立つ形がみえる評価軸も重要ではない

かといったような指摘、さらには、資金獲得というのは、景気に左右される外的要因もあ

るので、産総研が頑張ってもなかなか増えないようなところもあるので、そういったとこ

ろも踏まえた評価についても考えるべきではないかといったような指摘がございました。 

 それにつきましては、事業化に意欲的な中小、ベンチャーは非常に大事なパートナーだ

と我々は考えていまして、資金拠出が容易でない中小企業が多いと考えられる中、ＮＥＤ

Ｏであるとか、中小企業庁による事業者への支援制度等も活用しながら、中小企業へのサ
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ポートも力を入れていきたいと考えていまして、その点につきましては、フラウンホーフ

ァー等もぜひ参考にしながら取り組みを進めていきたいと思っています。 

 そうした点をより明らかにするために、資料１の３ページ目の前文の２段落目の４行目

になりますけれども、先ほどとやや似たところではありますが、研究段階、研究特性を踏

まえた適切な評価軸を検討・設定しということとともに、大企業と中堅・中小企業の件数

の比率を考慮した上でということで、中小企業に対しては一定の考慮をしていきたいこと

がわかるようなことの文言を追記させていただいています。さらに評価軸も、全体では金

額でありますけれども、各々の段階ではより詳細な評価基軸を設けてやっていくというこ

とを書かせていただいている次第であります。 

 さらに、５ページ目の２．(7)、まさに評価基準の部分になりますけれども、①の１段落

目に、具体の評価方法を定めるに当たっては、中堅・中小企業（一般に多額の資金提供は

期待できない一方、事業化に関しては大企業以上に積極的）の扱いや分野特性等を一定程

度考慮した設計とすることも重要であるといった旨を追記させていただいております。 

 ２つ目の指摘としましては、ご意見でありますけれども、ＴＲＬ図の後ろの方、テクノ

ロジー・レディネス・レベルといったような、ＴＲＬという１つの図の見方があるのです

が、その図の後ろの方は、事業化に近いところにも研究者が目が向くようにとのことだが、

研究者は変われるのかといったようなご質問がありました。 

 研究者が変わるかはミッションの設定によるといったことで我々は基本的に考えており

まして、これまでどうしても研究者は論文中心の評価であって、インセンティブもそのよ

うになっていたところ、ＴＲＬ図の後ろの方、事業化に近いところについては、これまで

とは異なったような評価基軸及びインセンティブをつくっていくことが重要であって、そ

うした仕組みとしていきたいといったような回答をさせていただいている次第であります。 

 ３つ目の指摘としましては、評価について企業資金に重点とのことだが、従来の論文数

や特許数もあわせて評価指標の中に盛り込んでいくということでよいのかというご質問が

ございました。 

 これについてはよいということで、目的基礎は主に論文で評価をしますし、ＴＲＬの３

とか４という段階では特許ももちろん出てくる。他方で、事業化に近いようなＴＲＬ５か

ら７のところは企業からの資金提供等の企業と一緒にやるアクティビティで評価をしてい

くといったことをご説明させていただいています。 

 そうしたことを踏まえまして、先ほどとダブる箇所になりますけれども、資料１の最終
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案のほうでは、３ページ目の２．の前文の２段落目のところに研究段階、研究特性等を踏

まえた適切な評価軸を検討・設定しといった文言を入れるとともに、その下の３段落目に

目的基礎研究を行う研究前半段階では論文を中心に評価する等適切な評価軸を設定という

ことを明確に追記させていただいている次第であります。 

 ５ページ目の２．(7)の評価の部分、先ほど申しましたとおり、目的基礎については論文、

橋渡し後期段階については企業資金等という例示でありますけれども、その点も追記をし

ているといったような対応をしております。 

 それから、同じような質問になるのですけれども、スピントロニクスの例をみても実用

化にはやはり時間がかかる。長期的な視点に基づいた評価の基準についても検討した方が

橋渡しという観点からもよいのではないかといった点。 

 これはまさにショートサイトのものを我々はやる意図ではなくてということで説明させ

ていただきまして、文章の方の追加、加筆のところも先ほどと同じような加筆をさせてい

ただいている次第であります。 

 ２ページ目の下の研究者の個別評価を、ステージごとのエフォート率と論文、特許、共

同研究の評価の組み合わせで行うことに異存はない。他方で、産総研自身がそれぞれの研

究者をどのように評価、マネージして全体として成果の最大化を目指すためのガバナンス

をどうするかを我々は評価をしたいのだといったようなコメント、ご指摘がございました。 

 これにつきましては、橋渡し機能を強化するには、すぐれた研究者やシーズを核に、チ

ームで取り組んでいくこと等の体制づくりが重要だと我々は考えておりまして、そうした

体制づくり、ガバナンスづくりが重要だと考えているといったような回答をさせていただ

きました。 

 そうしたことを踏まえまして、６ページ目の３．組織の見直しというのがありますけれ

ども、その中の３段落目に、橋渡し機能を強化するにはということで、中核となる研究者

を中心に、チームとして取り組む体制づくりが重要であって、支援体制の拡充を図るとと

もに的確なマネジメントが発揮できる環境を整備するという旨を追記している次第です。 

 ２ページ目の一番最後の指摘は、研究支援のあり方、研究者以外の方の支援の体制はど

のように考えているのかといったようなご指摘がありました。 

 いわゆる研究補助者は非常に重要だと認識をしているわけでありますけれども、交付金

がなかなかふえない中、難しい点もある中で、ＮＥＤＯ資金であるとか民間資金の中での

活用を図ることも含めて、工夫をして充実を図っていきたいといったような回答をさせて
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いただいています。 

 そうしたことを踏まえまして、先ほど申しました上の文章と同じ３．の３段落目にマネ

ジメントが発揮できるような環境を整備するといったような文言を追記させていただいて

いる次第であります。 

 その他の指摘としましては、３ページ目になりますけれども、オリジナルの非常に可能

性のある発見を見出して、それを新たなイノベーションにつなげていくことが橋渡しに必

要なことであるが、あるコンセプトができたところで本当に必要な研究や技術革新との橋

渡しをマネジメントする体制をつくる点について何かあるかといった点につきましては、

過去の産総研の成功事例をみましても、核となる技術をもとに、周辺技術の開発であると

か、さらに基礎に一度戻って研究に取り組むこと等も含めて、用途開発に向けてさまざま

取り組みを行って、すぐれた技術の事業化につなげてきている。そうしたことに取り組め

るような体制づくりが必要だといったことです。 

 文章の追記としましては、先ほど申し上げたところ、３．３段落目にあるような、まさ

にチームとして取り組む体制づくりが重要であって、的確なマネジメントが発揮できるよ

うな環境を整備するといったことで文章としては追記をさせていただいている次第であり

ます。 

 それから、最終的にどういう形でマーケットを形成し、どうなったかというのはまさに

アウトカムに相当することだと思うので、それを含めた検討をお願いしたいといったよう

なご指摘がありました。 

 これにつきましては、過去の橋渡し事例をみましても、例えば炭素繊維のように、最初

の数十年は数億円程度の規模のマーケットだったものが、ここに来て、例えば航空機に使

われたりしまして、半世紀を経た今では数千億円規模になっているものになっているもの

もあるということで、そうしたいわゆるアウトカムの視点も踏まえたようなことを考えて

いきたいといったような回答をさせていただいています。 

 その点につきましては、後ほど勧告の方向性にも出てくるのですけれども、アウトカム

の指標も是非入れてほしいといった話がございましたので、資料１のほうでは、３ページ

目の２．前文の２段落目に、一定金額規模以上の橋渡し研究を企業と実施した案件につき

ましては、正確な事実を把握して、ＰＤＣＡサイクルの推進を図るため、その後の事業化

の状況、どのぐらい件数的に事業化しているかといったことを把握を行うものとするとい

うことを明記させていただいている次第であります。 
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 さらに、３ページ目の一番最後の指摘は、地質と計量は橋渡しとは違った知的基盤の整

備ということだと思うが、大きく方向性を変えようというときに、これを残していくとい

うことはどういう意味があるかをより明確にしたらどうかといったようなご指摘がござい

ました。 

 これにつきましては、革新技術を事業化につなげるといった橋渡し研究とは地質と計量

は若干異なりますけれども、産業に役立つ研究であるという点は同じであって、地質調査

は経済水域の海底熱水鉱床であるとか、メタンハイドレートなどの資源がある地質を明ら

かにすることである。さらには発電所の下の断層がないかの調査等の産業立地に役立つ業

務を担っている。また、計量標準につきましても、はかりが正しいか、一番大もとの物差

しを示すのが産総研の業務であって、産業や国民生活の基盤として重要な位置づけである

といったような回答をさせていただいております。 

 そういったことを踏まえまして、資料１の２ページ目の１．の地質調査、計量標準等の

知的基盤の整備という、真ん中よりやや下のところに、資源探索や産業立地に際しての地

質情報の提供、より正確な計測基盤を産業活動に提供する等の重要な役割を担っておりと

いう文言を追記させて、より明確にさせていただいている次第であります。 

 最後、産総研の多様な部分をうまく生かしながら、地方とつくばの連携が非常に大事だ

といったようなご指摘があって、是非多様な組織をうまく生かして、全体として効率を上

げられる仕組み、例えば地方の企業とうまく連携しながら、つくばの成果をうまく地方に

流す仕組みなども検討していただきたいといったようなご指摘をいただいています。 

 これはまさに地方創生が政府全体としても大きな課題となる中、地域イノベーションの

推進の観点からも、産総研の地域センターや産総研本部のイノベーションコーディネータ

ーの機能強化、さらには県等の公設試等との連携強化を図っていきたいと考えております。 

 資料１の最終案の方では５ページ目になりますけれども、２．(8)が地域センター等とい

ったところの項目になりますが、そちらの１段落目に、特に、各都道府県に所在する公設

試と地域センターの連携を強化し、さらに地域センターとつくば本部の連携体制を活用す

ることによって、橋渡しを全国大で広範に行える体制整備を行うという文言を追記させて

いただいております。 

 以上が総務省の政独委の審議における主要な指摘事項及び対応になります。 

 以上、長くなりましたけれども、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。それでは、ただいまご説明いただきましたこ
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とについて、ご質問やご意見等がございましたら、お願いいたします。では、赤池委員、

どうぞ。 

○赤池委員  今回の見直しのやはり大きな柱は橋渡し機能の強化であるのなら、実は一

番核となるのは、２の業務全般の見直しの中の(6)研究開発成果の幅広い活用を促すための

戦略的な知的財産マネジメントだろうと私は思っているのです。ところが、この記述をみ

ると、産総研が保有する知的財産を委託元企業に独占的実施権として付与するだけ、以上。

この３行でいいのですかということなのです。 

 やはり知財の確立の仕方とか、与え方とか、持ち合い方というのは、研究成果のインパ

クトによって多分異なってくるはずだと思うのです。例えば事業化を見据えた後期の研究

段階では、周辺特許みたいなものをどう産総研とメーカーと押さえていくのかとか、もっ

と流動性のあるものではないかと。あるいはもっと中長期的に日本が世界トップレベルの

技術標準をつくっていくのであるのなら、あるレベル複数企業と知財をオープンリソース

化して取り組むような研究なども私は是非とも産総研さんに挑んでいただきたいと思いま

す。 

 繰り返しになりますけれども、肝である知的財産のマネジメントの部分が他のものに比

較してわずか３行で済んでいるというのは如何なものかと正直感じました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。今の点は如何でしょうか。 

○徳増産総研室長  まさにおっしゃるところはよくわかりまして、知財は核になるとこ

ろだと思っていまして、おっしゃるような取り組みも是非とも進めたいと思っているとこ

ろであります。 

 進め方については、かなり産総研においても知財も含めてどういった取り組みを通して

橋渡し機能の強化を図るかというのは検討を進めているところになっていまして、書きぶ

りについては、またご相談をさせていただければと思います。 

○赤池委員  これが変わり行く産総研のやる気を一番みせつける部分なのではないかと

思うので、是非議論を重ねてもらいたいと思います。 

○室伏部会長  それでは、どういたしましょう。ここは少し文章をさらに練っていただ

いてということになりますか。 

○徳増産総研室長  中で検討したいと思います。 

○赤池委員  それはもうお任せします。 

○安永審議官  ありがとうございました。今の赤池委員のお話を伺っていると、これは
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幾つか論点があると思うのです。１つは、特許の押さえ方という話ですよね。これは恐ら

く企業であっても同じですけれども、よく昔、工学部の授業で特許法の講義があるとき、

ピストン１つのエンジンという特許がある。ピストン２つのエンジンというのを思いつい

ても、ピストン２つのエンジンという特許は絶対出すな、２つ以上と書けと。これは特許

法の講義の１時間目に大体教わりますよね。事ほどさように、どういう形で特許を出して

いくか。当然、基本特許をとる。しかし、分野によっては基本特許だけではなくて、ある

程度面で押さえないと、少しバリエーションで迂回をされると強い特許と言えない。だか

ら、まさしく強くていい、影響のある根源的な特許をとる。取り方の問題。 

 それから、ここで確かに書いてあるのは、特許の活用の問題なのです。活用をするとき

にどうするか。特許をどうやってとるか、どうやって活用するか、それは幾つかの論点が

あると思いますので、赤池委員のご指摘をもとに――もちろん結局かなり個別ではあるの

だけれども、恐らく特許をとるという観点では、戦略的に強い特許を押さえるということ

ですよね。それをパラフレーズとしてどう書くかというのをちょっと工夫します。 

 それから、使うときにどうやって、これは使うという局面では、日本の産業競争力にど

う役立てていくかという観点ですから、まさしく企業との関係、これは企業への独占的実

施権の付与ということは書いてあるので、どのような考えでいくかというのはもう少し補

足するべきところがあれば補足するということで少し検討してみてご相談をしたいと思い

ます。 

 確かに私たちも現場で相談していますと、もう少しベーシックなところでしまったと思

う問題がありまして、例えば、これはすごくいい技術ですねと。海外特許はどこへ出しま

したというと、普通ですと北米と欧州なのです。ところが、今から市場を考えるとやはり

アジア、特に中国ですよね。もちろん別の問題があって、中国で特許を出願してもまさし

く特許権というものが知財として守られるかどうか、特許の実施ということについてはい

ろいろな議論があの国はあるわけですが、産業として見た場合に、そもそも権利化してお

かないと意味がないわけです。そういうところで、実は中国には出していないのですよね

と。昔、ＰＣＴ出願で出ていたのだけれども、ちょっと費用の問題でとかそういうことが

やはり起きるわけです。それは恐らく特許の戦略的な取得というところで多分抜けがあっ

たので、そこまで書くかどうかは別としても、いずれにせよ、いろいろな形で論点があり

ますので、少しご相談をさせていただきながら工夫したいと思います。 

○徳増産総研室長  なかなか詳細まではこの文章で書き切れないと思うので、まさに知
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財の部分は極めて重要だというニュアンスがもう少し伝わらないといけないかなと思いま

す。 

○赤池委員  強い特許のマネジメントの仕方みたいなことですよね。 

○徳増産総研室長  ええ。 

○室伏部会長  やはり戦略的にこういったものを押さえていくというような書き方が必

要かもしれないですよね。 

○徳増産総研室長  余り長い文章で細かくは書けないと思うので、まさにそのポイント

のところを中心にちょっと追記をさせていただくようなことを検討したいと思います。 

○室伏部会長  お願いします。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  今の赤池委員の話にも関連してなのですけれども、私も全体、改めて今の

趣旨で眺めたときに、ここのところはすごく違和感がありました。 

 もう１つは、研究者の評価というところで、委員の中での、あるいはコメントの中では

論文や特許を評価とするとありますが、３ページ目の上段の方の書き直した、研究の前半

段階では論文を中心にというところが、やはりその意識がずれているのではないか。つま

り、研究の前半段階こそ発明が出てくるべきであって、その後で論文が出てくる。発明が

どれぐらい知的財産を確保しているかということが、企業が参入したり、協業するときの

魅力的になって、後で出てきますけれども、それが論文の数ではないのです。ですから、

如何にどれぐらいのものが権利化されて、それが将来事業に役立つかというところがいわ

ば研究の価値をはかるときのバロメーター、評価基準になりますので、そこのところはや

はり前半を通して研究的な要素であって、ちょっとビジネス的な観点から見て、そこを本

当に変えていくのであれば、研究者の評価というところにも論文、特許ということを併記

するべきだと思いますし、それから活用の後の評価としても、特許の件数、あるいは特許

から入ってくるライセンス収入の額が究極的には長期的にその技術はどれぐらい価値があ

ったかということを示す一番端的な指標だと思いますので、そのあたりをどのようにされ

るのかということがあります。 

 それから、逆に、下の(2)の③のところにある橋渡しの研究、企業と密接な連携下で取り

組むとき、論文や特許が出しにくいとありますけれども、これは逆に質問なのですが、企

業と密接な研究をした場合には、エクスクルーシビティーというのは認めるのでしょうか。

途中から質問になりますけれども、我々が他の会社と、あるいは学校とやったときには、

この部分は企業の機密にさわる部分として、論文を出させないという選択もありますが、
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産総研が他の企業とやる場合にも、そういうクローズネスというのは設けるのか。逆にこ

こは別の２番目の話として質問になります。その場合は、論文は出せなくても特許は出せ

るはずなのです。権利関係をはっきり決めて、誰がどれぐらい区分をもつかということを

あらかじめ決めればいいので、できるはずなのです。 

 このあたりを含めて、多分さっきの赤池委員がおっしゃったのは、組むときにどういう

権利をどっちがもつ、将来的にはリターンをどう分けるのかというのは、組む段階で本来

あるべきものなので、おっしゃるとおり個別のケースだとは思いますけれども、そのあた

りは多分この３行だけでは何かなというところには全く同感です。だけれども、それをど

う表現するかはアイデアがありません。 

○室伏部会長  今のご意見とご質問ですが、如何ですか。 

○徳増産総研室長  目的基礎のところで論文等と書いてあるのは例示でしかないので、

必ずしもそれだけではなくて、もちろん知財も含めて考えていきたいと思っております。 

 他方で、特許と書いてしまうと特許の件数だけを目標にしてしまい、またこれも問題が

あるかなと思っているので、書き方は若干工夫しなくてはいけないかなと思っています。

論文も数だけではなくて、インパクト係数とか色々あると思いますけれども、特許の方は

特に件数だけみたいなイメージをもたれるとよくないというのがあって、若干例示として

書くときにどうかと悩んだのが正直なところで。いずれにせよ、これは例示でありますの

で、これだけではなくて、まさにおっしゃるとおり論文であり、特許であり、後ろの方は、

いってみると企業からの収入も含めて、各々フェーズごとに適切な評価基軸を設けていく

ということで変わりはないと思っています。 

 それから、おっしゃるところ、まさに特に知財の方は、権利関係をしっかりしながら出

していけば、企業とみっちりやるだけでも出していけるものがほとんどかなと思っていま

すので、これは個別個別によると思いますけれども、そういった対応をしていくしかない

かなと思っています。 

 いずれにしましても、知財のところをもう少し書き加えて、その重要性も含めてわかる

ような形にしていきたいと思っています。 

○室伏部会長  結局、表現したいところはわかるのですが、少しわかりにくい書き方か

もしれませんね。それもよく議論していただいて、書き直したものというか、修正版を出

していただければと思います。よろしいですか。 

○安永審議官  企業との共同研究の場合のエクスクルーシビティーは、現実に産総研の



- 17 - 
 

中でもそのようにやっております。ですから、もちろんかなり右側に行くと、論文を書い

てくれるなと企業から要請があれば、それは産総研としてはその前提でやります。それは

守ります。 

 特許については、確かに権利化するのがまず大前提なので、基本は書くのですが、特に

プロセスもの、プロセス系のものであって、企業からこれはノウハウにしたいという要請

があるものはさすがに出せないのです。でも、それはいってみれば、では、誰かが気づい

たら盗み放題ですよということをどこまで警戒するかというのは、伺っていますと、まさ

に企業によって結構違うようなのです。それは我々もこれは原則知財化するということを

しないと、例えば他に応用できない、あるいは何かあったときに守れないというのはあり

ます。ただし、非常に微妙なケースで、これは特許にしないでくれという要請があるもの

もあるので、そこは恐らくケース・バイ・ケースでやるしかない。そういうものであって

も、是非企業がやってくれというものであれば、その前提でちゃんとやるということだと

思うのです。これは結構悩ましい問題でして、特にプロダクト系であれば、これはちゃん

と特許を出すのだと思うのですけれども、プロセス系であると悩ましいと。 

 それから、これは産総研の人がよく経験するのですが、私はいってみれば産総研の研究

の外部経済的な効用だと思うのですけれども、産総研の研究者が特許を出願しますよね。

そうすると、それをヒントにして企業の方でヒントにするけれども、それをうまく迂回し

たような特許を出されるケースは実は相当多いのです。それは迂回してあるので、それを

さすがに産総研が特許侵害であるといって訴えるケースは基本的にないのです。しかし、

必ずやこれはヒントになっているだろうなというのもあるので、我々も実はそこは権利化

したいのです。ただ、まさに産業界に貢献するという観点で、どこまで微妙なラインを設

定していくか、そこについて完全に戦略的に、あるいは完全に結果的にうまくやれている

かというと、そこは恐らく課題があるのだと思うし、事前にパーフェクトにそこを予測す

るということもなかなかできないという中で、少し悩みながらやっているというのが実は

現状であります。 

○室伏部会長  ありがとうございました。如何に知財を守っていくかというのは、難し

い問題ではありますね。ただ、やはり研究者の方々の努力の結果ができるだけ有効に活用

できるようなことを何かうまくこの中に書き込んでいただいて、現実にそういった形が動

くようになるといいなと思っています。 

 他に。では、谷川委員、どうぞ。 
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○谷川委員  私は、この橋渡し研究におけるマーケティング力の強化という、４ページ

の５番にあります。ここを当然のことながら橋渡し研究ですから、企業のニーズといいま

すか、産業界のニーズをきちんと捉えなければいけないということで、こういうポイント

が出てくるのは当然だと思うのですが、その方法として、ここには傍線のところでは最後

に、組織的に、計画的な取り組みを推進するとなって、６ページのところの真ん中あたり

に、組織的にどんなことをするかということが書いてあるのですが、企業等外部人材を積

極的に登用する、それから下線の下の方で、研究計画の設計までを関与できる専門人材を

強化すると書いてあります。それはそれで重要なのですけれども、マーケティングをする、

産業界のニーズを捉えるのに、専門人材を何人か雇用したぐらいで、本当に産業界のニー

ズを把握できるのか、すごく安易だなと私は個人的に思っています。 

 私は今、大学で産学連携もずっと長くやってきましたけれども、大学にとっても産学連

携で、企業のニーズ、産業界のニーズがどんなところにあるかというのを把握するのは極

めて重要なのですが、なかなか難しいのです。大学の場合は、そうはいっても研究者が学

会でいろいろな発表をすると、そこに企業の方もたくさん来ていますから、それはおもし

ろいよねといって、接触してくる。逆にというか、学会の交流会みたいな場で、研究者が

交流する中で産業界のニーズを直接把握することもあるので、学会という場が１つの産業

界のニーズを把握する場になり、それを産学連携の組織がサポートするという形で、積極

的なマーケティングではありませんが、そういうことをやる。 

 何が言いたいかというと、産総研さんの場合は、研究者が産業界のニーズをどうやって

把握しているのかということなのですが、専門人材を何人か雇ったぐらいで、それは組織

的なマーケティング力を強化したことにならないと思うのです。恐らく学会みたいな、大

学の研究者が中心となって発表することが多いのに比べて、産総研の研究者が自らの研究

をどんどん発表する場は学会以外にどの程度あるのかなと思います。また、産業界の方々

と交流をして、いろいろなニーズを把握していくというのが、どういう形があるのか、私

もよく知らないので、十分なのかなという気がちょっとしております。 

 マーケティング力を組織的に強化するというのであれば、そういう産業界のニーズ、企

業のニーズをもっと把握するようなインフラといいますか、その場を公式にもっとつくる

というのも必要ではないかと思っております。そういう意味で、専門人材を強化するとい

うのは１つの点であって、面的な形でのマーケティング力の強化があるのであれば、それ

を書くべきだと思いますし、ないのであればもう少し考えた方がいいのではないかという
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気がします。 

 それは一方通行で、産業界の川下の方に向かっているのですけれども、大学との連携に

ついては、余り書かれていませんから、それは上流の方ですから、こちらには書かなくて

もいいのかもしれませんが、研究型大学であればほとんどの大学に産学連携本部が極めて

強力なものが過去10年ぐらいの間にできていますから、そういうところと組織的な連携を

して、例えばイノベーション推進本部と東京大学とか九州大学の産学連携本部が組織連携

をするという形でお互いに連携して、お互いのシーズがどんなものがあるかということを

組んでやる。そういうのも組織的な取り組みではないかと思うので、そういうこともお考

えになっていただいて、文章に落とすかどうかはお任せしますけれども、考えられたらど

うかと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。ただいまのこと、何かございますか。 

○徳増産総研室長  マーケティング力のところは、４ページ目の(5)のマーケティング力

の強化、まさに研究マーケティングのことでありますけれども、取り組み方法として、こ

れは大きく分けて実は３つぐらいを考えていて、１つは、今いったような専門人材による

専門部署による取り組みもありますけれども、あとは各研究者による取り組みは極めて重

要だと思っていまして、各研究者が学会に行ったり、セミナーに行ったりといったところ

で意見交換を通しながらやっていくということも是非ともやっていきたいと思っています。 

 さらにいえば、いわゆる研究所であるとか研究ユニットの幹部がユーザーというか、橋

渡し先である企業の幹部との意見交換みたいな場を設けてやっていくやり方があるのかな

と思っています。ここの部分は若干フラウンホーファーに我々は何度が調査している中で

も、彼らも実は３つぐらいのレイヤーでやっていてという話があって、１つは専門人材の

ものもあれば、まさに各研究者がおのおのの学会であり、セミナーであり、いろいろな場

を活用してやっていて、かつ、そこのところは研修なども組み合わせながら、組織で研修

を行いながら各研究者のマーケティングのリテラシーを高めるようなことをやっていると

いう話があります。我々としても是非とも専門部署に加えて、各研究者おのおのの取り組

み、さらには研究所の幹部レベルによる取り組みみたいなものも加えながら取り組んでい

きたいと思っているところであります。 

○谷川委員  具体的に書いていないですけれども、そういうのも含まれているという前

提ですね。 

○徳増産総研室長  もちろんこれは含んで書いていまして、６ページ目の方に若干専門
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人材のところが強く書かれてしまっているのは、総務省の指摘等を踏まえたものであり、

若干そこが飛び抜けてみえますけれども、３つの取り組みをしっかりやっていくというこ

とでまさに考えて、マーケティング力の強化を相対的に図っていきたいと思っていますと

いうのが１点であります。 

 あとは、大学等とのいわゆる機関の連携のところは４ページ目の真ん中あたりで、さら

に、他の研究機関等との連携も強化しというところでもある意味では読めるのかなと思い

ますけれども、いずれにせよ、そういった取り組みもぜひともやっていきたいと思ってい

ます。 

○谷川委員  書きぶりはお任せしますが、中身はしっかりとお願いしたい。 

○徳増産総研室長  はい。 

○安永審議官  谷川委員のご指摘、まことにごもっともだと思っています。回答は徳増

室長から申し上げたとおりなのですが、各研究者による取り組みというのは、今やはり結

構やっているのです。なぜかというと、ご承知のとおり産総研の研究者の中には、今、か

なり大きな学会の学会長をやっている研究者もたくさんおりますし、それから、いわゆる

学会の分科会の座長のクラスもたくさんおります。そういう人たちはまさしく学会という

ネットワークで、ただし、これは企業の研究者と交流しているわけです。企業の研究者は、

研究のところで困っていることがあって、このアイデアはおもしろいねというアプローチ

をしてくる。まさしく専門部署による取り組みというのは、恐らく専門部署をつくると、

アプローチする先は研究者そのものというよりも、研究企画です。会社の研究部門のヘッ

ドクオーター的なところと先ずつき合うことになる。 

 それから、研究所や研究ユニットの幹部、これはまさしく会社の、研究所長なども入り

ますが、経営にもかかわっているＣＥＯ、ＣＴＯ、だから、そういう意味で、ここは確か

に産総研の３層しか書いていないのですけれども、相手型も当然３層、違った人達とつき

合うということだと思うのです。それを意識しながらやっていこうというのが意図でござ

います。 

 現実にも、今までは確かに学会レベルですと、やや偶然の出会いというか、出会う確率

が結構低くなってしまうことがある。だから、３層をやるというのは、向こうの人たちも

３層にして、いろいろな形で出会う確率を高め、なおかつその中に研究企画であったり、

経営層であったりという人たちを入れることによって、会社全体としてのニーズも把握し

ていこうと。これは確かに言うはやすくて、作文するのは簡単なのです。これはやるのは
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結構大変だと思います。そういう意味でも、そういうことを意識しながらやっていくのが

いいのではないかと思っています。 

○谷川委員  そういうところで吸い上げたニーズとかトレンドをちゃんと産総研の組織

の中で形にしていく仕組みが必要と思っています。 

○安永審議官  そうですね。 

○室伏部会長  ありがとうございます。今の谷川委員のご意見について、ちょっと足り

ないのかもしれないのですが、４ページ(5)の下の３行に一応書かれておりますので、これ

をどうするか。少し膨らませるかどうかということをちょっとお考えいただければと思い

ます。 

○谷川委員  中身の問題です。ちょっと抽象的な感じがしたので。 

○室伏部会長  ありがとうございます。他に。では、手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  １点目は、先ほど森本委員が言われたところで、私も研究前半段階で論文

を中心に評価する等適切な評価に非常に違和感がございます。それは何ら余り変わってい

ないというような感じを受けます。ただ、基礎研究が非常に大事だということをお示しす

るのも、やはり不安を与えないために重要だと思いますので、中心にという言葉をやめて、

例えば論文、知財を含めて評価するという表現にすれば論文という言葉が入りますので、

それほど基礎研究に携わる方に不安感を与えることはないのだろうと思います。 

 ただ、このままだと変わったという感じがせず、今までどおりだなという印象を受ける

のではないかと思いまして、森本委員と全く同じ意見です。 

 もう１つは、７ページ目のところで、業務全般なのですが、研究施設の効率的な整備と

効率的な運営、あるいはコンプライアンスの推進とあります。私も報道等でしか知らない

のですが、今回、産総研のいろいろな大型の設備とか機器とかが使われないでいたり、非

常に無駄になっているというような会計検査院のご指摘がありまして、その額が非常に巨

額なものになっていたと報道で知りました。やはりそこに対するそういう世間の目といい

ますか、あるいは検査院の指摘ということからいくと、この７ページに書いてあるところ

は今までどおりで、いや、そうではない、これはきちっとやりますよというような決意表

明みたいなもう少し強い表現が出てもよかったのではないか。もうこういうことは起こし

ませんというようなのが見てとれるような表現がほしいなという感じがしました。これは

今、何かアイデアがあるわけではありませんので、このままですと今までどおりだなとい

う感じがしました。 
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 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。よろしいですか。 

○徳増産総研室長  研究前半の評価のところは検討したいと思いますので、そう考えて

います。 

 もう１つ、コンプライアンスのところにつきましては、我々はいろいろな事案も含めて

反省をし、しっかり力を入れてやっていきたいと考えておりまして、言ってみると、最後

に厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進するといったようなところも書いているわ

けであります。会計検査院の指摘等も踏まえて反省を行い、今後、毎年毎年評価というか

必ずチェックをするような体制構築というのはしっかり中で今進めておりまして、それを

やる際にも、例えば備品でありますと15万点というような備品があったりするもので、そ

れはなかなか労力がかかりますので、効果的、効率的に是非ともやっていきたいと思いま

す。例えば、電子タグを導入したりして、効率的に確認ができるような形をつくるである

とか、そういったことを進めたいと思っているところです。 

○手柴委員  ＮＥＤＯ等のプロジェクトに入っていろいろとお仕事させていただいた民

間企業の立場からいくと、ＮＥＤＯ等の監査のときは、民間企業に対しては非常に厳しい

です。その設備は指定のところに置いていない。ちょっと他の研究室にあったなどという

と、すぐ指摘されるようなことです。ですから、これまでの指摘を踏まえてとか、何かき

ちっと総括した上で決してそんなことは起こしません。あるいは強化していきますという

ような姿勢が見えるような表現がないかなということなのです。 

○室伏部会長  反省をしてということですね。 

○手柴委員  反省までは言えないのですが、何かいい表現があったら考えていただきた

いなと。 

○安永審議官  研究評価のところの知財の扱いについてご指摘いただきました。徳増室

長から申し上げましたように検討します。 

 私の印象では、産総研は今回の改革で、フェーズであえていうとちょっとリニアモデル

っぽく見えるのですが、ああいうステージとしては目的基礎研究がございますよね。それ

から、この中に書いてありますように磨き上げというフェーズがあって、目的基礎研究の

フェーズでは、産業界として有用な技術まではなかなかまだならないですよね。そこはい

わゆるプルーフ・オブ・コンセプトをやり、それからその応用可能性、あるいは派生する

いろいろな技術課題を埋めていくための研究をやる。これを磨き上げという言葉で書いて
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あり、そして、ある程度磨き上げられたら、これは企業に恐らく橋渡しをしていけるだろ

うという研究、橋渡し後期段階。私たちは目的基礎、橋渡し、前期橋渡し、後期という割

と３段階で議論することが多くて、これは私の個人的印象ですが、一番最初の目的基礎研

究のところは論文、それから今は特許に論文をリファーするケースが非常に多いですよね。

ですから、特許も一緒に出すのですけれども、論文アンド特許。そして、真ん中のフェー

ズ、これはかなり固めていかないといけないので、特許アンド、それをサポートする論文、

ちょっと順番が変わるというのですか。３番目のところは、いわゆる企業からの受託なり

共同研究でお金をもらう部分、それから長期的にみると、アウトカムとして見ればさすが

にロイヤリティー収入といいますか、そういう形で産業界がお金として評価をしてくれる

という形に評価する。割とそういう感じだと思うのです。ここを今後ワーキングで検討す

るのに、もしその区分に違和感があればちょっと教えていただければと思います。 

 ですから、３段階に分けると最初は論文アンド特許、次は特許アンド論文、そしてお金

というのが、実は役人的にあえて線を引くとそういう感じに受けとめているのですが、も

しそこで違和感等があれば教えていただけると。 

○室伏部会長  如何でしょう。今の分類というか。 

○手柴委員  私は違和感はありません。それで、基礎研究というのはやはり産総研にと

っても非常に重要だと思います。ただ、その段階では、どうしてもどのように役に立つの

か、あるいはそれが将来大きな産業界に対する影響になるのかということはまだわからな

い段階だと思うのです。そういう意味で基礎研究というのは、やはり産総研にとっては命

だと思います。ただ、この表現上でいったら、論文を中心としてというと、やはり違和感

が出てしまうというだけの話です。 

○室伏部会長  論文を中心ではなくて、論文にも重点を置いてぐらいがいいのでしょう

か。何かそんなところで文章を考えていただければと思います。ありがとうございます。 

 他によろしいですか。では、堤委員、どうぞ。 

○堤委員  橋渡し機能の強化ということで、ここに挙げられたように大学、あるいは他

の研究機関との連携強化を図っていくというのはもう異存ない、正しい方針だと思うので

す。ただ、前から言っているのですけれども、やはり産総研はプロパーが2,000人いない。

だから、まともに考えると、橋渡し機能も強化して、イノベーションを生み出す世界的特

許も形成して、かつ、他と連携してと、多分それは物理的に無理で、研究開発はやはり戦

争と同じなので、相手よりも１人でも多くの優秀な研究者を如何にバトルフィールドに送
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り出せるか。それだけで実は決まっているのです。 

 だから、最も重要なのは、今2,000人足らずで、要するにポスドクとか入れて、短期雇用

とかを入れて今5,000人規模になっているのです。恐らく倍、要するに2,000人のものをも

う１桁実態として増やさないと、多分日本全体でやれないというのが実感だと思うのです。

だから、医療系とか枠が抜けたとしても、それでも今の科学技術の数字を維持しつつ、さ

らにリードしていこうとすると、やはり重要なのは大学の連携なのです。研究者としては

２桁産総研よりは多い。20～30万人いますよね。ただ飯食わすというのではないのだけれ

ども、何とかそれをうまく活用できるような、だから、ここに挙げられたものもリサーチ

アシスタントとかクロスアポイント制度とか、はっきりいえば如何に大学の人材をうまく

産学官連携の連合軍の中に取り込むかということだと認識しています。 

 そのために、具体的に例えば文科省と何か話し合い、あるいは例えばうちも産総研と包

括協定みたいなものを結んでやっていますけれども、何かそういう中で、具体的な規模感

として、例えばクロスアポイント制度で10人が行って、10人増えて何か変わるかなと思っ

たらやはり余りあれですよね。何人ぐらいをどのようにどういう枠組みでどうやるかとい

う何か具体的戦略を実際に考えておかないと絵に描いた餅になってしまいます。一番危惧

するのは、どんどん締めつけだけやって、論文出せ、連携しろ、予算とってこいと2,000

人足らずの人たちが、実は大学も結構そういうところがあって、論文書け、予算とってこ

い、他と連携しろと、みんなめちゃめちゃ忙しくなっているわけです。だから、そこをど

うお考えかということなのです。 

○徳増産総研室長  まさにおっしゃるとおりのところはあると思います。我々も本当に

クロスアポイントをうまく活用しながら、かつリサーチアシスタントの制度も十分に活用

したいと思っていまして、制度のところはまさに文科省さんであり、あとは実際に制度を

もっています財務省であるとか、厚労省みたいなところとも話をして制度はつくり込んで

いるところになっています。 

 あと、具体的な連携の検討状況は、本来、産総研の方が当然ながら主体でありますので、

詳しいのですけれども、聞いている話ですと、10程度の主要な大学と具体的に包括的な話

として連携が組めないかという話を進めているので、それなりの規模感をもって我々は是

非やりたいと思っているところです。 

 ただ、他方で、やはり極めて優秀な方に先ずこういう制度を使ってもらうことが制度の

最初は重要なので、先ずは極めて優秀な方々にうまくそういう制度を活用してもらいなが
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ら、事例として出てくることがとても重要かなと思っています。そこのところを重点的に

やりつつありますけれども、人材の流動性を高めるという観点からも極めて有効な制度と

して、クロスアポイントがあると思うので、そこを活用しながら、１つは大幅に連携を進

めていきたいと思っています。 

 あとは、予算等の関係でいきますと、若干外部資金を我々はうまく活用しながら、そう

いったところを増強できないかなと思っていまして、従来ですと、外部資金が増えたとこ

ろで交付金の方を削られたりするところ、増やしたところを認めてもらうようなところを

財務省とも話をしていますので、外部資金を増やしながらその中で組織体制ももう少し活

用が外部人材も含め、さらにいうと、大学との連携をうまくできるような体制をつくって

いきたいなと思っているところです。 

○堤委員  だから、具体的にどのぐらいの規模感をもって、目標にしてというのを内部

でもいいので、何かもっていられた方がいいかなという気はするのです。 

○室伏部会長  多分それはこれからの問題かなと思うのです。先ほど日本の研究者が20

～30万とおっしゃったのですが、実は80万人いるのです。それだけの人を如何に生かすか

ということはやはりこれからの課題かなと思いますし、産総研がさらに実力をつけるため

には、そういった方々も是非活用していただけるといいと思います。 

 いろいろご意見などをいただきました。この辺でよろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 いろいろご意見をいただきましたが、大幅な改定とかということはなかったように思い

ます。ここでつくられました案に多少の加筆修正は必要かと思います。一応加筆修正をす

るということで、本部会としては、この最終案を了承ということにしていただいてよろし

いでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では、修正につきましては、ご意見をいただいた方々にご確認

をいただきながら最終案をまとめたいと思いますが、その最終案のまとめにつきましては、

私に一任していただいてもよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 もちろん皆様に確認をとらせていただいてということにいたします。 

 それから、今後、様々なところで、軽微な点で修正の必要が出てくるかもしれないので

すが、その場合にも私に判断を一任させていただければと思いますので、よろしくお願い
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いたします。 

 修正後の資料につきましては、皆様にメールで送信させていただきますので、そのよう

にお願いします。 

 それでは、ただいま了承されました産総研の中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直し案につきまして、産総研から何かご感想とかおありでしたら、お願いいたしま

す。 

○中鉢理事長  大変有意義なご審議ありがとうございました。ただいまご審議いただき

ました産総研の組織・業務全般の見直しを踏まえまして、今後、経済産業省におきまして

は再度、室伏部会長と委員の皆様にご審議いただけるということで、第４期中期計画が策

定されるものと思います。 

 頂戴いたします第４期の中長期目標に基づきまして、我々産総研は橋渡し機能の強化と、

継続的に革新的な技術シーズを創出するための目的基礎研究をともに実施すべく次期計画

を作成してまいりたいと存じます。 

 委員の皆様におかれましては、引き続きご指導いただき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  ありがとうございました。委員の皆様も産総研には大変期待を寄せてい

らっしゃるので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題にまいります。次の議題は、退職役員の業績勘案率の決定について

ということです。事務局からご説明をお願いいたします。 

○徳増産総研室長  本議題は、役員退職金を最終確定するために必要となります業績勘

案率というものがございまして、それについてご審議いただくものであります。 

 自動的に決まる退職金支給基準額に基づいて、ある程度の額までは退職時に支払われて

いるわけでありますけれども、独法の役員退職金を最終確定するには、退職金支給基準額

に退職役員の在職中における特筆すべき法人及び個人の業績を勘案する業績勘案率という

のを掛け合わせることになっていまして、それについて最終確定をしていきたいというこ

とであります。 

 これにつきましては、産総研から通知がありました素案であります基礎業績勘案率とい

うのがございまして、それについてご審議をいただきまして、審議結果を総務省の政独委

のほうに通知して指摘がなければ、それで最終決定の運びとなるわけであります。 

 審議に当たっては、先ず産総研から通知された基礎業績勘案率につきまして説明をして
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いただいた後に審議いただければと思っております。 

 なお、経産省の独法評価委員会の運営規則によりまして、この業績勘案率につきまして

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いまして、分科会の同意を

得れば、部会の議決をもって分科会の決議ともできるということが決まっておりますので、

本議題につきましては、分科会長を兼任されています室伏部会長に、この部会の決議をも

って分科会の決議とすることについて、ご了承いただいているということでありますので、

本日の部会の議決がそのまま評価委員会の議決ということで決まる形になります。 

 それで、本日、議決いただいた業績勘案率について総務省の政独委に意見を求めまして、

特段意見がなければこれで決定となりますので、それを産総研に通知してといったような

手続に今後なっていくということであります。 

 それでは、審議をお願いできればと存じます。 

○室伏部会長  それでは、基礎業績勘案率について、産総研の福岡理事からご説明をお

願いします。 

○福岡理事  それでは、タブレットの中にありますが、資料２に基づきましてご説明し

たいと思います。 

 退職した役員の業績勘案ということで、計算内容について資料２の２ページ目に書いて

ございますけれども、方法は資料２の３ページ目に算出に関するご説明という資料がござ

いますが、それでございます。 

 ただ、この計算の方法は例年どおりでございまして、経済産業省の独法評価委員会が業

績勘案率の評価を行うに当たっての基本的考え方という資料を整理されておりまして、そ

れに基づきまして作成したものでございます。細かくいえば、機関の実績勘案率と個人業

績の勘案率というものをベースに計算式に基づいて計算しているものでございます。 

 以上でございます。よろしくご審議をお願いしたいと存じます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、

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。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、修正はないということにさせていただきます。 

 それでは、本日の議題は一応これで終わりになりますが、事務局から何かご連絡等があ

りましたら、お願いいたします。 

○徳増産総研室長  本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、事務局より委
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員の皆様へ送付いたしまして、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

掲載して公表するとともに、この業績勘案率に関する部分につきましては、個人情報保護

等の観点で問題ない範囲で掲載したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  それでは、皆様、特別何かこれだけはというようなことはございますか。

よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 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。 

○安永審議官  本日は、お忙しいところ、どうもありがとうございました。時間も多少

超過しておりますので、手短に申し上げたいと思います。 

 今日ご審議いただきました組織・業務全般の見直しにつきましては、所要の加筆修正を

加えて今後、特に第４期の産総研の中期計画、中期目標の議論の１つの大きな筋道となり

ますので、非常に大事なものだと思っております。是非これをもとにいい中期目標、中期

計画をそれぞれ経済産業省、産総研の方でつくるということをやらせていただきたいと思

います。 

 今日ご意見を拝聴しておりまして、非常に印象的だったのは堤委員からご指摘があった、

僅か2,000人の研究所で何でもやれというのか。2,000人もいるのだから、実は中ではこう

いう議論をしていまして、日本最大の研究機関だぞと。橋渡しの事例紹介で、例えばスピ

ントロニクスですとか、ＳｉＣのパワーエレクトロニクスですとか、エアロゾルデポジシ

ョン法ですとか、各論の資料を私は産総研の協力をいただいて何枚もつくって、こういう

いい事例がある。これをもっと組織のミッションと位置づけ、きちんとやろうということ

だから、これはいい話だろうということで、産業界にもお話をして是非使ってくださいと。

産総研の中もエンカレッジをして、是非こういうことをやりましょう。橋渡しをやるため

にもネタが大事だと。いいネタをつくらないと、10年後、産総研は生きていけないから、

いい目的基礎研究もやりましょうということを言っているのです。大学の先生からご覧に

なると僅か2,000人、何でもかんでもやれというように見えるのかなと。 

 だから、私は実は産総研のポテンシャルは非常に大きいと思っておりまして、もちろん2,

000人で森羅万象をやれるわけではないと思います。そこのところは、まさしくクロスアポ

イントやリサーチアシスタント、大学の人的リソースをうまく組み合わせていくというの

は非常に大事なことだと思っていますし、規模感についても確かにもう少し真面目に考え

ないといけないと思っております。 
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 何れにしましても、今は2,300人のプロパー研究所ですけれども、これを実態的にも本当

に世界一の研究機関として、なおかつ日本の産業競争力の強化のために、それから日本の

社会課題の解決のためにもっともっと活躍をしてもらえるものと思っておりますので、是

非今後も温かく厳しいご指摘をお願いしたいと思います。 

本日は、どうもありがとうございました。 

○室伏部会長  それでは、本日の産総研部会、ここで終了とさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


