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第６回国立研究開発法人審議会 議事録 

１．日時：平成３０年７月１７日（火）１６：００～１８：０６ 

２．場所：経済産業省別館１階 １１４各省庁共用会議室 

３．出席委員：松本部会長、赤池委員、大薗委員、須藤委員、三島委員 

４．議事次第： 

・国立研究開発法人産業技術総合研究所の平成２９年度業務実績に関する自己評価書につ

いて 

５．議事概要： 

○渡辺産総研室長  それでは、定刻になりましたので、第６回国立研究開発法人審議会

産総研部会を開始します。 

 多くの委員には昨年から引き続きご参加いただいておりますが、親会議であります国立

研究開発法人審議会の委員の異動に伴い、新たに松本委員が産総研部会に任命されました。

また、三島委員が同審議会からご退任されましたが、産総研部会には臨時委員として引き

続きご参加いただくこととなりました。 

 産総研部会の部会長については、三島委員が委員から臨時委員になられたことにより、

後ほど、委員の中から選任を行うことにしたいと思います。 

 まず、産総研部会を開催するに当たりまして、その役割について簡単にご説明いたしま

す。 

 本審議会及び産総研部会の役割は、経済産業大臣が行う「産総研の中長期目標の策定」

「中長期計画の認可」「業務実績の評価」「組織・業務全般の見直し」、これらに関して助言

を行うことです。 

 本日の部会では、このうち「業務実績に関する産総研の自己評価」に対して、有識者の

立場からご意見をいただきたいと思います。その意見を事務局でとりまとめ、国立研究開

発法人審議会を経て、経済産業大臣がこれを参考にしつつ産総研の評価を行うこととなり

ます。 

 それでは、議事に入る前に、事務局及び産総研から挨拶があります。まず、佐藤審議

官、よろしくお願いします。 

○佐藤審議官  皆さん、こんにちは。大変お忙しい中、きょうはお集まりいただきまし

て、どうもありがとうございます。 
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 ご案内のとおり、産総研は、私どものほぼ唯一の研究機関としてアカデミアと産業界の

橋渡しをする機関であり、産総研の役割が我が国のイノベーションに果たす役割は非常に

大きいと思っています。産総研は５年の中期計画を立てていますが、本日ご意見をいただ

くのはちょうど真ん中の年、３年目の部分であり、まさに研究開発プロジェクトでいうと

中間評価をやっていただくというような位置づけになるかと思っており、そういう意味で

も、逆に今後の２年に向けて皆さんにしっかりとみていただいて、ご意見をいただければ

ありがたいと思います。 

 特に今回の中期計画では、ご案内のとおり、民間からの資金の導入に大変高い目標を立

てていますが、ただ、これも、当時私、実は目標を立てたときにもおりましたけれども、

むしろ結果であって、それに向けてどんな活動をやってきたか、そして、その活動の結果

がどの程度つながってきたかという、そういう部分が非常に重要かと思います。数字もも

ちろんですが、数字につながるような活動について、ぜひ皆さんによくみていただければ

大変ありがたいと思います。 

 また、今申し上げたとおり、ちょうど中間の年になりますので、産総研のほうからも、

現在の時点での自分たちの課題とか改善の方向とかについてコメントがあることになって

います。そのコメントも踏まえながら、ぜひ将来に向けてお話をいただければありがたい

と思います。 

 いずれにしても、平成29年も産総研は実は様々なことがありました。良いこともたくさ

んありましたが良くないこともあり、その辺、誇るべきところは誇って直すべきところは

直すというのがこういった大きな組織の基本ではないかと思っています。本日の皆様のご

意見が、これからの産総研の将来、そして日本のイノベーションの将来に大変強くつなが

っていくと思いますので、本日はどうかよろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございました。 

 続いて中鉢理事長お願いします。 

○中鉢理事長  きょうは、お忙しいところ、ありがとうございます。理事長の中鉢でご

ざいます。 

 昨年度は第４期の中長期計画のちょうど真ん中ということで、ＰＤＣＡサイクルでいい

ますと、ずうっとチェックの年でございまして、昨年、そして今年から仕上げに向けてロ

ングスパートをかけるというような状況での中間年でございますので、きょうは、業務の

実績と、それからその自己評価結果についてお聞きいただければと思います。どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございました。 

 続いて、委員の皆様をご紹介します。本部会の委員は全部で７名ですが、本日は遠藤委

員と大島委員がご欠席です。 

 五十音順でご紹介いたします。 

 赤池学臨時委員です。 

 大薗恵美委員です。 

 須藤亮臨時委員です。 

 松本洋一郎委員です。 

 三島良直臨時委員です。 

 それでは、冒頭で申し上げましたが、議事に入る前に部会長を選任します。本日出席さ

れている委員の互選により選任することとなりますが、いかがでしょうか。 

 事務局としては、国立研究開発法人審議会の会長である松本委員を推薦したいと思いま

すが、皆様、いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、松本委員、こちらの席に移動して頂きますようお願いします。 

     （松本委員、部会長席に移動） 

 それでは、新部会長から一言ご挨拶をお願いします。 

○松本部会長  ただいまご紹介いただきました松本でございます。 

 今、東京理科大学におりますが、その前３年間、理研というところにおりまして、こう

いう場がどういう場かということは十二分に理解しているつもりでございます。以前もＮ

ＥＤＯ部会でかかわらせていただきましたが、こういう独立行政法人、今ここは国立研究

開発法人でございますけれども、国のミッションを背負っていろいろと活動していかない

といけないと、そういう制約の下で動いている組織かと思います。皆さんの知恵を結集し

て、こういった組織がうまく回っていくように、そういう観点でぜひ評価していただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございました。 

 それでは、ここからの議事進行は部会長にお願いします。 

○松本部会長  それでは、議事次第に沿ってやらせていただきます。 

 まず、配付資料について、事務局からご説明をお願いいたします。 
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○渡辺産総研室長  それでは、説明いたします。 

 各委員のお手元のｉＰａｄの画面に資料ファイルが表示されていますが、紙でも配付し

ていますので、どちらかで確認ただければと思います。資料の確認です。 

 資料１「独立行政法人の評価の考え方」、資料２は、３種類あります。「産総研の自己評

価書」、それから資料２－２「自己評価結果説明資料」、これは数値目標のものです。それ

から資料２－３、これも産総研の「自己評価説明資料（別冊）」、これらが配付されている

と思います。 

 さらに参考資料として２つ「産総研部会委員名簿」、それから本審議会の「審議会令」が

あります。 

 お手元にない場合、それからｉＰａｄの使い方がわからないときは手を挙げていただけ

れば事務局が参ります。よろしくお願いします。 

○松本部会長  それでは、早速議題の審議に入りたいと思います。 

 まず、事務局からご説明をお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  本日の議題は、産総研の平成29年度の業務実績の自己評価について

です。 

 産総研は、平成27年度から５年間の中長期目標期間が始まり、今回はその３年目の評価

になります。評価基準ですが、資料１をご覧ください。 

 「独立行政法人の評価の考え方（基準）」という資料です。独立行政法人の評価は、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評価をすることになっております。Ｂをご覧ください。「着実な

業務運営がなされている」ということで、これが基準でございます。 

 さらに、この資料の４ページ目をご覧ください。産総研の中長期目標に記載されている

産総研の評価軸です。産総研の評価はこれに基づいておこなわれています。 

 左側をご覧ください。「『橋渡し』機能の強化」と記載されています。その一番右の欄に

「評価指標」と「モニタリング指標」の２種類の指標が書かれています。この「評価指標」

が評価に当たって一番重要な指標です。産総研の場合は、一番上に記載されている「民間

からの資金獲得額」、これが一番重要な目標になっています。それから、（目的基礎研究）

のところでは、「具体的な研究開発成果」、それから「論文の合計被引用数」なども評価指

標になっています。 

 それから、５ページ目のところに（その他本部機能等）と書いてあります。この一番右

下のところに評価指標として「民間からの出資額」が記載されています。これは今回の評
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価から加えられたものです。具体的には、産総研発ベンチャーが民間から幾ら出資を得た

かというものであり、これについてはぜひ評価すべきだというご意見がこれまでの審議会

でもあり、中期目標の変更を経て、今回から評価指標として入ったものです。 

 さらに、地質と計量については知的基盤整備という別の目的もありますので、地質図や

標準といったものを着実に整備しているかという点も評価指標になっています。 

 これから、産総研から昨年度の業務実績の自己評価について説明をしていただきます。

委員の皆様にはこれに対するご意見やご質問をいただきたく思いますので、どうかよろし

くお願いします。 

 以上です。 

○松本部会長  それでは、昨年度の業務実績に関する自己評価ということについて、産

総研のほうからご説明をお願いいたします。 

○中鉢理事長  それでは、これから平成29年度の数値目標の達成状況と自己評価結果に

ついて、私のほうから概略説明させていただきますが、その前に、この２月に起きました

情報インシデントにつきまして、一言触れさせていただきます。 

 事故の状況につきましては新聞等でも報道されているとおりでございますが、去る２月

６日に、産総研のイントラネットに不正なアクセスがあることが発覚いたしました。この

発覚後直ちに調査委員会を立ち上げまして、被害状況や原因究明、それから再発防止につ

いて鋭意調査してまいったところでございます。詳細な調査結果につきましては近日中に

報告書を公表する予定でございます。 

 さて、第４期の中長期計画の柱でございますけれども、ご案内のように、この第４期で

は、１つには研究成果の産業界への橋渡し、２つ目にはイノベーションのもとになる目的

基礎研究、そして３つには将来のイノベーション創出を担う人材育成、この３つを積極的

に推進することとしております。 

 まず技術の橋渡しでございますけれども、企業との大型連携であります、いわゆる企業

名を冠した冠ラボでございますけれども、冠ラボは、昨年度は新たに３件設置いたしまし

て、ただいまでは合計８件となっております。また、主として工業の分野でこのような活

動を行ってきたわけでありますが、食品、農業の分野、あるいはスポーツ産業の分野など

で共同研究を始めるなど、異分野との連携も積極的に進めてまいりました。 

 また、橋渡し技術のみならず、目的基礎研究に注力しておりますけれども、論文発表数

がやっと回復基調に入ってまいりました。現在はより質の高い論文や国際競争論文の増加
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を目指しているところでございます。 

 大学のキャンパス内に設置してきたオープンイノベーションラボラトリ、ＯＩＬと称し

ておりますけれども、このＯＩＬは昨年度新たに１件加わりまして、合計７件、７大学と

なりました。 

 人材育成につきましては、クロスアポイントメント制度や意欲ある大学院生を雇用する

リサーチアシスタント制度の利用者は着実に増加しているところでございます。また、若

手研究者の育成につきましては、昨年度から若手研究者に自由裁量の大きい予算をつける

制度、これをエッジランナー制度と私ども呼んでおりますけれども、これを開始したとこ

ろでございます。具体的な成果と目標達成状況につきましては、この後、加藤理事よりご

説明を申し上げます。 

 それでは、加藤理事、お願いします。 

○加藤理事  それでは、資料２－２をご覧ください。平成29年度業務実績・自己評価結

果について、「数値目標達成状況」についてご説明を差し上げます。 

 ページをめくっていただきまして、２ページに「産総研の評価項目」を挙げてございま

す。「技術を社会へ」という橋渡し機能の強化を産総研は一番の大事な目標としております。

そのフェーズには、目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期がございまし

て、それぞれにつきまして具体的な研究成果とともに、論文の合計被引用数、知的財産創

出の質的・量的状況、それから、何といっても難易度高の民間からの資金獲得額というの

が指標となっております。これをもとに評価をしていただきたいと思います。 

 それから、７つの研究領域のうち２つの総合センターは知的基盤の整備を重要な役割と

して果たしております。これについてもご評価いただきたいと思います。全体にわたって

研究人材の拡充、流動化、育成についてみていただきたいと思います。産総研にはオリジ

ナルのイノベーションスクールがございますので、それを通した人材育成や、大学院生を

雇用しまして研究活動をしていただくリサーチアシスタント制度の活用の人材数等をご評

価いただきたいと思います。 

 順に各評価項目についてご説明を差し上げます。３ページ目が「民間資金獲得状況」で

ございます。この民間資金獲得額は目標値が一番下の欄に書いてございます。中長期計画

が始まる前の３年間の平均値をもとに外挿しておりまして、29年度は101.3億円が総額の目

標値でございます。それに対しまして産総研は83.3億の獲得をし、目標達成率として全体

では82％になりました。この値は前年度と比べますと113％ということで、着実に伸ばして
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おります。 

 中身をみますと、情報・人間工学が137％、それから計量標準が120％と大きく目標を達

成して上回っております。また実績値の額をみていただきますと、エネルギー・環境領域

の22.5億円というのは、総額83.3億円の中で大きな割合を示しております。このあたりを

ぜひご評価いただきたいところでございます。 

 右側に産総研発ベンチャーへの民間資金獲得額が示してあります。29年度の目標値6.6

億円に対し、５社から出資をいただきまして、総額11.0億円ということで、非常に高い目

標達成率となっております。 

 次のページをめくりますと、４ページ目に「論文被引用数・発表数」がございます。論

文被引用数につきましては、トータルで５万1,721件ということで、個別にみますと、情報・

人間が222％、エネルギー・環境領域が111％、材料・化学が111％、地質調査が111％とい

うことで、非常に高い目標達成率を示しております。 

 また、論文発表数につきましては、総数で2,289件。これは、産総研の研究職員が2,300

名おりますから、１人当たり約１報の発表をしております。この中身をみますと、一番高

いのが地質調査で145％、その次に情報・人間133％、計量標準が120％というぐあいに達成

しております。 

 この値も、近年、論文発表数が減少している傾向にありましたが、昨年度はその減少を

とどめまして、少し上向き傾向に改善が加わったところでございます。 

 次、５ページ目に移ります。「知的財産創出の質的量的状況」でございます。平成29年度

は、知的財産に関する契約を260件契約いたしました。３年間で１件当たり約39万円という

平均値でございます。 

 総額としましては、契約金額の欄をみていただきますと、４億2,000万の額となっており

ます。この中でランニング収入が1,000万円を超える案件が４件ございました。このあたり

が非常に世の中に貢献しているところの実績を示していると重く評価しているところでご

ざいます。 

 ６ページ目に移りまして、「人材育成」でございます。大学院の修士課程、ドクター課程

の学生を雇用しまして研究活動に加わっていただき、論文を書くということで若手人材の

育成を進めております。また、オリジナルのイノベーションスクールでは、ドクターコー

スの学生、修士課程の学生にオリジナルの座学を受けていただき、若手人材の教育をして

いるところでございます。 
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 総数298名ということで、それぞれの領域をみますと、いずれも非常に高い達成率になっ

ております。特に材料・化学では400％を超えるような値となっておりまして、この点につ

きましては、本年度の目標値を見直すというところにＰＤＣＡを回しております。 

 以上が数値目標の達成状況でございます。 

 次に、研究内容と業務実績の内容、それから評点との関係をご説明差し上げたいと思い

ます。資料２－３をご覧ください。まず、ページをめくりまして、７領域の研究領域の話

と本部機能の成果の内容からご説明を差し上げたいと思います。 

 ３ページ目に「エネルギー・環境領域」がございます。左側の欄が平成29年度の目標の

項目、右側が代表的成果として２つ、枠の中に成果を示してございます。 

 １つ目の成果が「水素エネルギーシステムの完成」でございます。再生可能エネルギー

から作製した電気は変動が大きく、それを使用するのはなかなか困難であります。一旦水

を分解して得た水素を貯蔵することによって水素を取り出して燃料電池で発電し、その電

気を再利用するというシステムは安定的に電気を使えるシステムでございます。 

 この中で水素吸蔵合金を産総研は新たに開発いたしました。危険物非該当の消防法適用

外の新規水素吸蔵合金を用いて、ビルの中に水素をためることができております。このシ

ステムはイニシャルコストが低いことから、再生可能エネルギーの社会受容性が高まって、

いよいよゼネコンへ橋渡しの状況に至っているところでございます。 

 ２つ目の成果が「ＳｉＣパワエレの量産型完成版」でございます。産総研オリジナルの

デバイス構造で、1.2キロボルト級トランジスタを実現することができております。このデ

バイスは高信頼性と低コスト化の両立を果たし、大電流を流しても、高温でも動作安定を

導くことができております。いよいよ鉄道や電気自動車への利用拡大に進めることができ

たというすばらしい成果でございます。 

 ページをめくっていただきまして、３つのフェーズについてそれぞれ成果をまとめてご

ざいますが、この領域は特に橋渡し前期で、数多くのナショナルプロジェクトを牽引して

いるところが特徴でございます。公的資金獲得額が51.3億円でございます。このように、

民間資金獲得額は目標に達しませんでしたが、その他の項目で非常に高い成果を上げてい

ることから、総合評価をＡといたしました。 

 次が「生命工学領域」、５ページでございます。生体に共生している細菌をマイクロバイ

オームと呼びますが、このマイクロバイオームの解析が困難でございました。産総研では、

人工核酸標準物質12種類を合成することによって、それを内部標準として用いてマイクロ
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バイオームの定量的な解析を世界で初めて可能としました。このような技術で、今後、マ

イクロバイオームが新たな創薬開発を可能にすると考えております。 

 ２つ目の成果が「体内エネルギー源物質を微生物で大量生産、実用化に成功」とありま

す。3-ヒドロキシ酪酸は低血糖時にエネルギー源として代謝する物質でございます。その

ため、熱に不安定で、これまで合成が困難とされておりました。ところが、産総研では、

ハロモナス菌でこれが効率よく合成できるというプロセスを見つけました。この技術は大

阪ガスと共同で、現在、トンスケールでの生産が可能になっております。今後、機能性食

品、サプリメント、医薬品原料としてこの材料が使われるということが期待されておりま

す。この成果は関西センターで行われた成果でございます。 

 ページをめくっていただきまして、この領域では害虫に関する研究も進んでおります。

例えばカメムシ、これは大豆、サトウキビの害虫ですが、この害虫が殺虫剤抵抗性を示す

のですけれども、その抵抗性は共生細菌によるものだということが初めてわかりました。

今後、害虫防除技術としても期待されるということで、目的基礎研究で高い成果を上げて

おります。 

 また、産総研ベンチャーをたくさん創出している領域でございまして、平成27年度から

は計７社、昨年は１社がＭ＆Ａを結びました。 

 以上のことから総合的に判断しまして、生命工学領域の評価をＡといたしました。 

 次に「情報・人間工学領域」でございます。１つ目の代表的な成果が右側の上に書いて

ございますように、人工知能技術を開発したということでございます。まず最初に、物体、

右側の写真にありますように、カップやはさみやめがねといった日用品をその向きと、そ

れが何かという、同時に物体を認識する技術を開発しました。機械学習を蓄積することに

よって、少量の画像で高精度な認識技術性能をもっております。この技術は国際コンペで

世界１位をとっております。 

 また、行動計測技術に関しても高い成果が国際会議で最優秀論文賞を得ております。さ

らには、人間の行動制御技術として、人の動きや流れをシミュレーションする技術を開発

しました。こちらにつきましては、新国立劇場で避難オペラコンサートを開催し、避難誘

導の約30％の迅速化を実証しております。これらの成果は論文等で広く公表されておりま

す。 

 ２つ目の成果が「安全なロボット介護機器の開発手順書を世界で初めて策定」とありま

す。高齢者の自立支援、それから介護者の負担低減ということでロボット介護機器が使わ
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れるようになっておりますけれども、消費者への普及というのがなかなか進んでおりませ

んでした。そこで、この領域では、介護機器開発ハンドブック、安全ハンドブック、それ

から、実証試験や倫理審査のためのガイドラインを世界で初めて整えて発表いたしました。 

 これらはＪＱＡの認証を得ており、今、ヨーロッパでの認証を経て国際標準へ向けてお

ります。15機器以上の製品化に寄与したこと、それから、そのうちの４つが安全規格を取

得しております。100億円規模の市場の創出に産総研の技術が貢献しております。 

 ページをめくっていただきまして、この領域に関しましては非常に質の高い論文発表を

たくさん出しているということと、平成28年度に設置した４つの大型連携ラボ、冠ラボが

ございますが、それが順調に推進していること。そしてもう一つは、企業11社を含むコン

ソーシアム研究をうまく活用して外部資金の獲得につなげております。また、ＩＣ・連携

主幹のチームによる連携活動もうまく運営しておりまして、以上のことから、目的基礎、

橋渡し後期、マーケ力、連携にＳ、トータルでＳの評価をいたしました。 

 次が「材料・化学領域」でございます。９ページをご覧ください。１つ目の成果が「難

燃性と加工性に優れたマグネシウム合金の大型展伸材を開発」とあります。この合金の組

織の最適化を行うことによって、これまで困難とされていた２つの性質をあわせもつ合金

を開発することに成功しております。この合金は汎用のアルミ合金に匹敵する性能をもち、

輸送機器の軽量化、これは25％以上軽量することが可能になりましたので、いよいよ実用

化に進めるところでございます。ＮＥＤＯプロジェクトを通して新幹線用の実寸大簡易モ

ックアップ構体を作製しているところでございます。これは中部センターを中心に開発し

ている成果でございます。 

 下側にいきます。もう一つの成果が「99.9％以上の電磁波遮蔽能を持つスーパーグロー

スＣＮＴ塗布膜の開発に成功」とございます。ＩｏＴ社会において電子機器の誤動作の防

止は非常に重要な点でございます。7,000億円市場が期待されております。これまで金属を

中心とした材料を用いてこのデバイスがつくられておりましたが、産総研では、カーボン

ナノチューブを使うことによって高温耐性の高いデバイスをつくることができるようにな

りました。 

 しかも、フレキシブルの基板の上に汎用の手法でコーティングすることができておりま

す。この技術は日本ゼオン、サンアロー、産総研の共同研究でございます。将来、自動車

用のワイヤーハーネスや低ノイズ電送線等への応用が期待されております。 

 ページをめくりまして、この領域では、冠ラボを新たに２つ設立しました。順調にその
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運営をしているところでございます。 

 以上の結果を踏まえて、総合的に、この領域はＡという評価をいたしました。 

 次が「エレクトロニクス・製造領域」でございます。11ページをご覧ください。 

 最初の１つ目の代表的な成果が「ダイナミック光パスネットワークテストベッドの実運

用」でございます。従来のネットワークは、光信号を電気信号に変えるということのため

に、遅れが生じたり高容量のデータを送ることが難しいということがありました。これを

光信号で直接処理することによって、４Ｋ、８Ｋといった高精細、高品位な画像を超低遅

延で送ることができるようになって、テレセッションを世界で初めて実運用しております。

あたかも同じ場所にいるような感覚でコミュニケーションできるという遠隔共存を実現し

たというところでございます。遠隔医療、エンターテイメント、遠隔授業デモといったよ

うに、医療、文化、教育への新価値を導いたところでございます。 

 ２つ目の成果が「高精細な回路を大面積に印刷する技術を事業化」したことでございま

す。スーパーナップ法によって従来の20分の１となる精細度で回路パターンを高速印刷す

ることができるようになりました。この技術を企業へ技術移転しまして、パイロットプラ

ントをつくって量産化を開始しております。３兆円規模のプリンテッドエレクトロニクス

の製品化を産総研が先導したという結果でございます。 

 次、ページをめくりまして、この領域では、導かれた成果を非常に質の高い論文にたく

さん掲載することが昨年度はできました。前年度に比べまして120％と数が増えております。

また、東京エレクトロンと冠ラボを設置しました。このようなことから、領域全体といた

しましては民間資金獲得額は達成しませんでしたけれども、総合評価をＡと判断しました。 

 それから、最後の２つの総合センターが知的基盤の強化と強くかかわっている領域でご

ざいます。地質調査総合センターを13ページに示しております。 

 １つ目の成果が「地下構造を３Ｄで可視化する新しい地質図を公開」とあります。産総

研がもつ最新の知見に基づく地質データと自治体が所有するボーリングデータ、１万本以

上のデータを組み合わせまして、千葉県北部の３Ｄモデルを示しております。地下深さ方

向でのデータをみることによって、軟弱地層がどのように分布しているかを理解すること

ができます。これによって、液状化被害調査に活用したり、地震ハザードマップの作製や

産業立地計画の立案に活用が期待されております。今後は、東京23区での整備へ展開して

いく予定でございます。 

 ２つ目の成果が「道路を掘らずに水道管の腐食を評価」とあります。これはこの領域で
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開発してきました高周波電気探査システムを用いて地面の中の比抵抗をはかることによっ

て老朽水道管を検出するというものでございます。従来の数十倍感度の高周波電気探査シ

ステムを用いております。これまでの路面の掘り起こし、土壌採取、測定、埋め戻しとい

った年間１兆円規模で必要であった処理を、簡単にこの手法を用いて水道管の老朽性をみ

ることができております。今後はその実態への普及等に応用していくという段階に来てお

ります。 

 ページをめくっていただきまして、次に、この領域では、知的基盤のところでこれ以外

に20万分の１のシームレス地質図をウェブ公開しました。この結果、年間3.5億回のヒット

を得ております。このような高い成果を示しております。 

 また、指導・人材のところで技術コンサルティングの件数を大幅に増加させたり、イノ

ベーション人材育成の数、それから国内外の研修を大幅に強化して、人材育成にも寄与し

ております。その結果、橋渡し前期、指導、人材のところをＳとしまして、トータルＡと

いう評価をいたしました。 

 最後の領域が計量標準総合センターでございます。ここでは、歴史的な成果を昨年度は

導きました。「130年ぶりのキログラムの定義改定に歴史的な貢献」とタイトルをつけてお

ります。これまで重さの定義をするのにキログラム原器というものを使っておりましたが、

重さがだんだん変化するので正確にはかることができなくなります。そこで、物理定数で

ちゃんとその定義をしましょうという方向に向かって研究開発を進めてきました。 

 産総研ではシリコン単結晶球体を用いて、平成27年度に体積、平成28年度に表面分析、

それから、昨年度は同位体分析で原子の個数をきちっとはかり、プランク定数を正確に定

めることに成功しております。プランク定数の決定に貢献したのは世界５カ国のみでござ

いまして、これはすばらしい成果と位置づけております。 

 ２つ目の成果が「光子の色を捉える世界最高感度の『光子顕微鏡』を開発」とございま

す。世界最高性能の超伝導光検出器を用いることによって、光子１個から20個で非常に弱

い光でカラー画像を撮影することができるという顕微鏡を開発しました。これによって生

の細胞をみることができます。強い光や着色をしないで細胞をみることができますので、

新しい診断や治療法、医薬品の開発に大きく貢献するものと位置づけております。 

 次のページに移りまして、この領域では論文をたくさん発表しております。被引用数が

目標を達成。論文発表数につきましても目標を大幅に達成しております。また、民間橋渡

し後期では技術コンサルティング制度をフルに活用しまして、民間資金獲得額を目標値を
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上回るということを導けております。そのため、目的基礎、橋渡し後期、それから知的基

盤にＳをつけまして、トータルでＳの評価をいたしました。 

 次に、本部機能でございます。17ページでございます。「産総研移転ベンチャー支援の強

化」としまして、冒頭で申し上げましたが、５社が総額11億円の出資を受けました。２社

がＭ＆Ａにつながっております。まさしく「技術を社会へ」の大きな実績に位置づけられ

ると思います。 

 「技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施」では、平成28年度比で78％増の5.

3億円の増加に達しております。ここで顧客から調査を行いましたところ、約９割の回答者

が満足と回答しており、その半数が技術コンサルティングの継続や共同研究への進展を希

望しているというような満足度の高い結果が得られております。 

 それから、「マーケティング力の強化」でございます。イノベーションコーディネーター

が主導しまして、複数の領域・地域センターをまたがる包括連携や、新たな業界（食品業

界やエンターテイメント業界）との連携が拡大されました。そのような成果をもとに、そ

の他本部機能につきましては、次の18ページの一番下のところにありますように、総合評

価をＡといたしました。 

 最後の部分でございます。業務運営、財務内容、それから、その他業務運営に関する重

要事項でございます。20ページをご覧ください。まず、「ＰＤＣＡサイクルの徹底」としま

して、民間資金獲得額や論文データ、例えば発表論文及びその被引用数を毎月見える化し

て、経営陣が共有することを昨年度は行いました。それをもとに実績に応じた予算配賦を

行い、目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルをきちんと回しました。その結果、成果の一つ

としまして、論文発表数が前年度比の約10％増加というところになっております。 

 それから、次の21ページにいきまして、「業務運営全般の適正性確保及びコンプライアン

スの推進」でございます。国研協においてコンプライアンス専門部会の設立を提案しまし

て、理事長が専門部会長、そして事務局を産総研が担い、同部会の中心的役割を果たすと

ともに、参加法人のリスク管理機能の向上に貢献いたしました。 

 以上のような成果をもとに、業務運営改善の効率化、財務内容の改善、その他業務運営

の重要事項をそれぞれＡ、Ｂ、Ａといたしました。 

 最後に22ページをご覧ください。「産総研全体の総合自己評価」でございます。今説明し

てまいりましたように、７つの領域、本部機能、業務運営、財務内容、その他業務運営に

関する重要事項につきまして、それぞれの評点をつけてございます。結果としまして、Ｓ
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が２つ、Ａが８つ、Ｂが１つという結果でございまして、それを総合的に勘案しまして、

産総研の総合自己評価をＡといたしました。 

 以上、説明でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○須藤委員  どうもありがとうございました。まず数値のほうで、どう評価したのかな

と思ったのは、引用数、被引用数といいますか。これって、今年どういう努力をしている

のかといわれると、そのための努力というのは余りできないですよね、こればかりは。そ

れが今年の29年度の成果としてＡとかＢとかＣ、Ｓとか、どういう根拠でやればいいのか

なと思ったのですが、その辺のお考えはどうでしょうか。 

○三木副理事長  当然、我々自身ではどうすることもできない数ですけれども、ただ、

これまでの実績、それからそのトレンドというのはわかっておりますので、そういった中

で、十分目標として挙げられる数を、論文発表数と被引用数として目標を設定しておりま

す。 

○須藤委員  我々も、本年度の成果として、これを認めていいのかどうかというのも難

しい。むしろ過去の蓄積が出てくるわけですよね。今年出した論文のレベルがどうかとい

うのは、来年、再来年あたりにどう評価されてくるかというのがあるので、出した論文の

数でなくて、そのレベルのほうを本来はフォローしていかなければいけないのかなという

気もするのですけれども、なかなか難しいとは思いますので。 

○三木副理事長  一方で、論文の質という点で何を評価の指標とするのかということに

なるとやはり被引用数というのは一つの皆さんが納得していただけるような目標だと考え

ています。 

○須藤委員  続けてよろしいですか。 

 あと、具体的な中身について説明していただいたのですけれども、まずエネルギーのと

ころで水素の話がトータルのシステムとして完成したという報告だったのですけれども、

要は、発生とか使うほうはもともとある技術なので、今回は水素吸蔵合金にどれぐらいた

めることができるか、そこが産総研としてＰＲポイントだと思うのですけれども、一緒に

やっているのはたしか清水建設でしたか。 

○中鉢理事長  そうです。 
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○須藤委員  本当にそれがいいのか、あるいは今までどおり、極端な話、高圧ガスとし

て水素ボンベでためてやるやり方も現に世の中で動いていますので、その辺、どう捉えて

いるのかというのが１点。 

 あと、材料のところは、これはある意味、すばらしいなと思ったのですけれども、マグ

ネシウムの合金の押し出しの成形の話、やはり産総研、こういうことやっていたんだとい

うのがあって、我々としては、こういうところをしっかりやらなければいけないとふだん

からいっていますので、それが前面に出てきたというのは非常に喜ばしいことかなと思い

ました。 

 それからエレクトロニクスのところは、シリコンフォトニクスとかいろいろ出ていて、

それはそれでいいのですけれども、私が１年間みていて一番評価したかったのは、スピン

トロニクス、ＭＲＡＭの成果ですよね。ImPACT等でいろいろと話を聞いているのですけれ

ども、産総研の寄与というのはものすごく大きいと思います。それなりの成果、まだ実用

化までなかなか難しいですけれども、もう少し評価してあげてもいいのではないかなとい

う気がしています。 

 それから、これは地質のところですか、高周波の探査のもの。これはダイレクトに地質

のところというか、ある意味、研究成果みたいな形だと思いますけれども、これが実際に

これからどれぐらい世の中に展開されるのか、その辺の少し方針みたいなのをもっている

のかどうかお聞きしたいなと思ったのです。 

 すみません、以上です。 

○中鉢理事長  後で理事の皆さんからちょっと補足していただきたいと思いますけれど

も、私のほうから、水素キャリアにつきましては、おっしゃるとおり、今、清水さんとや

っているのは水素吸蔵合金ですけれども、ほかにＭＣＨといいますか、メチルシクロヘキ

サン、有機溶剤に吸収させる方法であるとか、あるいはアンモニア化するという方法であ

るとか、あるいは高圧ガスというのもありまして、各企業さんによってニーズが異なるこ

ともございまして、それは両方とも今パラレルに進めております。 

 それから、ＭＲＡＭ、スピントロニクスですね。おっしゃるとおり、私どもの看板テー

マの一つでございまして、ただ、これは、今年成果がなかったわけではないのですけれど

も、毎年同じことを出して、ＭＲＡＭかというところもちょっと気が引けまして、ほかの

ところも出してやって、「どうした、産総研」といわれると困るのですけれども、着実にＭ

ＲＡＭの研究も続けておりますので、そういう意味では産総研の代表的なテーマといって
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いいのではないかと思っています。 

 それから、電気探査、電探で埋設物を探査するというのは、今、自治体と実証実験など

をやっておりまして、自治体の了解のもとに今こういう実験を進めているところでござい

ます。これについては、さまざまな予期せぬ問題もございまして、こんなことをやると今

までの業者が仕事なくなるとか、そういうこともありまして、なかなか特有の難しさがあ

るのですけれども、これから進められていくのではないかと思います。何かつけ加えます

か。 

 では、小林理事。 

○小林理事  それでは、水素エネルギーについてお答え申し上げます。 

 今、理事長からお答え申し上げたところが非常に重要なポイントです。ご承知のとおり、

水素エネルギーを使うその用途によってシステムがかなり違ってくると理解しております。

ご指摘のとおり、水素ガスを用いるもの、これは例えば自動車用途ですとか、あるいはあ

る種のエネルギー蓄積というところでは、水素ガスをそのまま圧縮して用いるという方法

は検討されておりますし、私どももそういった技術もやっております。 

 ただ、今回はビル、あるいは商業施設においてのエネルギー規模ということになります

と、蓄電池よりもより大型で、かつ長期間を得るということと、安全性、それから体積密

度ですね。そういったものを考えると、やはり水素吸蔵合金がいいだろうと言えます。 

 特にこれまで水素吸蔵合金は水素を吸わせますと微粉化いたしますので、ご承知かもし

れませんが、これまでの水素吸蔵合金ですと、安全に蓄積するために、例えば避雷針を置

いたり、いわゆる消防法とのかかわり合いでかなり大きなシステムが必要でした。今回、

微粉化しない新しい水素吸蔵合金を開発したということで、消防法にひっかからないとい

いますか、非常に安全なシステムができるようになりましたので、そうすると、まさにビ

ルや商業施設に最適な規模での安全なエネルギー貯蔵ができることを実証したということ

で、世界で初めてと考えています。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 須藤さん、これで全部答えは得られましたでしょうか。 

○須藤委員  １つだけちょっと追加でお願いしたいのは、高周波の探査で、原理がわか

らないのです。前にちょっとお聞きしたのですけれども、腐食を調べるといっても何を調

べているのかよくわからない。 
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○産総研  水道管の腐食は地下の比抵抗と相関がかなりありまして、電気探査では地下

の比抵抗構造を把握しますので、その比抵抗構造によって腐食の程度をみるということで

す。 

○須藤委員  それは地質の比抵抗ですか。 

○産総研  地層の比抵抗です。先ほど理事長のほうからお答えさせていただきまして、

私ども、今まで試作機と申しましょうか、研究開発機を少数つくって、今、自治体に展開

をしてテスティングを行っているところですけれども、今後は企業と組んで本格実用機を

つくって、それを大量につくらないとやはり全国展開できませんので、そういった方向に

進んでいければなと考えております。 

○須藤委員  もしかしたら、いろんな用途に使えるのかなと思ったのです。ガス管とか、

全然違ったものに。 

○中鉢理事長  実際は、ご存じだと思いますけれども、鉱山の金属鉱床を抵抗モデルと

して、いろいろ周波数を変えて反射波でもっていろいろモデルをつくってやっている電気

探査です。ですから、こういう浅いところでというのはなかなかなかったかもしれません

けれども、おっしゃるとおり、いろんなインフラのチェックなどにも応用できるかもしれ

ません。それはやっているんだよね。 

○産総研  ええ。今、水道管とともにガス管への応用も図っていますし、また、液状化

の問題についてもこれは使えると思っております。 

○中鉢理事長  それからもう一つ、小林理事が触れていませんでしたけれども、実はこ

の水素の中で電池の問題ですね。全固体電池だとか、電池もいろいろやっております。説

明の中では少なかったかと思いますけれども、ちゃんとやっておりますのでということを

一言つけ加えさせていただきます。 

○松本部会長  どうぞ。 

○三島委員  まず２点伺いたいと思いますが、冒頭の中鉢理事長のお話の中に論文の質

がやっと上向いたという表現があったかと思いますが、これは発表の、前年度との比はあ

るのですけれども、経年でもう少しみてみたときに、そのやっと上向いたという意味がど

こにあるのかということをちょっと。 

○中鉢理事長  それは資料がちょっと足りない。何か補足資料ありましたか。 

 ちょっとＪカーブのホッケースティックになっていて、そこまでいえるかというのはあ

るかもしれませんけれども。後で岡田理事が説明いたしますけれども、これは事実でござ
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います。これを長期的な安定・巡航状態にしなければいけませんけれども。 

○三島委員  基本的に日本の科学技術の論文数が、数も、それから質も全部下に下がっ

ていると。これを何とかしなければいけないというようなときの考え方としても、先ほど、

サイテーションはどのように評価するのかというお話も含めまして、こういう各分野ごと

にどうなっているかといって、こことここは今年は悪かった、目標に達しなかったという

ようなことも何かもう少し長期的にみられる、あるいは設定の問題もあるかもしれません

けれども、要は、１年ごとに論文の数やサイテーションのつづりそのままみて、どこがよ

かった悪かったでなくて、もう少し長い目でみる必要があるのではないかとちょっと思い

ました。 

○三木副理事長  ちょっとお手元に資料がないものですから申しわけないですけれども、

昨年度だったと思いますが、我々の論文が何で減っているのだろうと、タスクフォースを

つくりまして、ほぼ１年間ぐらいかけていろいろ調査をしてまいりました。 

 結論から申しますと、まず研究者が１年に何本書くかという生産性そのものはほとんど

変わっておりません。結局は、一番大きなファクターとしては、生産性そのものは多少年

代別の差がありますが、一番書く年代の研究者の数がちょっと減ってきている、これが基

本的な結論でした。 

 ただ、論文を書くということは研究者の本質であると理事長メッセージを出したり、そ

れから、チューターというのでしょうか、論文を書くための制度的なものを整えたりしま

して、絶対数はここ１～２年上向いているかもしれないなと、そういうところまで持ち返

してきていると思っております。 

 今活発に活動しておりますＩＴ系、ＡＩとかそういったところは論文には頼らない、む

しろプロシーディングであったり、国際学会であったり、そういうところがあったりしま

すので、その分野によっていろいろですが、タスクフォースでかなりの部分はわかってき

ているなとは思っております。 

○三島委員  最後のほうにもございましたけれども、各研究者がどのぐらい論文を書い

ているか、透明化してみせてとかいうようなことになると、ある意味、書かないとという

焦りもあったりする状況は大学でも同じだろうと思いますけれども、そういう、論文をあ

なたは何本書きましたかというのはもちろんＩＲ的には必要で、大学全体、あるいは産総

研全体でどのような傾向があるかをみるのにはいいと思いますけれども、今、三木副理事

長がおっしゃったように、論文を書ける時間なりその体制をできるだけつくってあげると
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いうのが大学でも今非常に重要だといわれていまして、要するに研究の時間をできるだけ

つくってあげる、それから書く時間をつくってあげるというような環境を、バックオフィ

ス、そういったものが非常に重要だということもあると思うので、研究者の一番書かなけ

ればいけないところの世代が減っているということも問題かもしれませんけれども、もう

少し環境ということがあるかなとは思いました。それが１つ目でございます。 

 それから２つ目は人材育成で、ＯＩＬのあれでＲＡ、修士、ドクターの学生が随分増え

て、これは大学にとっても非常にありがたいことかと思いますけれども、これで橋渡しの

研究というのと、それに、ある意味、何らかの形で大学の学生が寄与する、特に博士の学

生がそれに参加するような状況だといろんな知財とかそういう問題が起きてこないのかな

というのが、大学の中でこれから、今、産学連携を大型連携をふやそうというときの一つ

の問題になるのではないかといわれているのですが、その辺でもし何かございましたらお

聞かせいただければと思います。 

○中鉢理事長  １番目のご指摘はとても興味深いご指摘ですのでちょっとコメントいた

しますと、私、産総研に来たとき、論文がやはり長期低落傾向にあって、そのときの言い

訳は、質はいいのだと、インパクトファクターが高いという言い訳でした。それでもやは

り数が必要だろうということで、さっき三木副理事長がいったような、やはりプロの研究

者だったら論文を目指せということをいってきたわけですけれども、第一はとにかく数で

ない、質がいいのだと。それから２つ目は、橋渡しをやらされているから論文なんか書く

暇がないと、こういう橋渡し重視説ですね。この２つ目の説。 

 それから、これもよくよくみてみますと、橋渡しをやれるぐらいの人は実は論文数も多

いのですね。これはちょっと根拠が希薄ですが、３つ目は、論文生産性の高い若手を採用

できなくなってきている。数が減っている。つまり、書き手の数が、絶対数が減っている

というこの説。これも正しいかもしれません。 

 これとは別に、そういうことをやっても、いろいろ論文を書くことを奨励しながら、今、

三木副理事長からいったようなことで論文数が増えてきていることは事実ですが、それよ

りも何よりも、私の視点は、やはり論文を書く時間がない。それは特に脂の乗った時期に

いろいろ、雑用といったら語弊がありますけれども、論文に時間を割けない。このところ

をできるだけ論文に時間を割いていただきたいというのが最終目標ですけれども、業務の

棚卸しということで、白石理事のところで今業務の見直しをやって、できるだけその時間

を増やそうと。それで、今までのルールをいろいろ合理化しながら、いわば研究所におけ
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るトヨタ生産方式みたいなものですが、そういう生産革新をやって、時間を確保しようと

いうことをやっております。これが功を奏するかどうかはわかりませんけれども、少なく

ともこの期のあと２年間においてそういう環境を整えていかないと、掛け声だけではだめ

だなという感じがいたします。 

 それからもう一つは大学との連携、もちろん、三島委員の東工大ともいろいろやらせて

いただいて、これは明らかに論文の数が増えてきているということはいえると思います。

学生さんと一緒に研究することで。これは確かにそういうところがありまして、それから、

知財については。 

○岡田理事  産総研のＯＩＬでは、知財につきましては、大学では学生という身分です

けれども、産総研との雇用契約でＲＡとして雇っていますので、雇用契約に基づいて産総

研の特許という形で整理させていただいて、企業への橋渡しをするということになります。

学生ではなくて、雇用者。 

○中鉢理事長  それは産総研に帰属するということね。 

○岡田理事  そうです。 

○三島委員  それから、例えば情報漏洩みたいなことで、雇用したときに、データを守

ることとか、そういうものは契約みたいなことでやるのでしょうか。 

○岡田理事  もちろん、共同研究するときに参加する守秘義務契約がありますので、そ

の守秘義務契約に従っていただくことになります。 

○三島委員  それはやっていらっしゃると。 

○岡田理事  はい。 

○中鉢理事長  いろんな文化の違いがありまして、産総研はこうで、産総研ルールとい

うものをやろうとしますと、大学は大学のルールがあると。これは企業とも同じですけれ

ども、産学連携やるのだけれども、ルールは産総研に寄せてしまうと、せっかくの民間企

業のフレキシビリティ、スピード感というのはなかなか出てこない。これは大学も同じよ

うな格好がありまして、いろんなルールの徹底というのはなかなか難しいですね。三島先

生にとっては何をとおっしゃるかもしれませんけれども、例えばタイムカードをちゃんと

つけるとかいうのは、産総研の人たちはちゃんとやるのですけれども、学生はあまりやら

ないのですね。このことが労務管理上のいろんな問題があって、白石理事のところでまた

後で補足していただければと思いますけれども、このあたりはやはり課題ですね。学生は

そういうことまでやらされると何かちょっと違和感を感ずるでしょうし、さりとて、こう
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いう場で、どうなっているんだ、労務管理はといわれると、いささか歯切れが悪いと。 

○三島委員  大学も同じようなことでございます。ありがとうございました。 

○松本部会長  ほか、どうぞ。 

○赤池委員  全ての領域の自己評価については納得しましたし、すばらしい成果だと思

いますが、いい意味でちょっと納得できないのが、先ほどから話題になっている電気探査

で水道管腐食評価をやっている地質センターの自己評価です。国土強靱化システムの開

発・普及啓発を進めるレジリエンスジャパン推進協議会のものづくり担当理事の立場から、

今回の成果を評価すると、ことごとく国土強靱化に効いてくる具体的な要素技術なのです。 

 特に橋渡しの後期の深海エコ式のマルチチャンネルケーブルだとか、火山噴火のハザー

ド評価技術だとか、これは本当に国土強靱化に資する技術なので、そういうストーリーを

うまく構築して自己評価を行っていくと、地質センターもＳでいいのではないかと思って

います。多分、内閣府で安倍さんとか二階さんとかに国土強靱化との関連でプレゼンされ

たら、すごく高く評価されるのではないかなと思います。民間資金の獲得の目標には届い

てないというところがありますが、地質もＳでいいのではないかと個人的には思っている

のですが、いかがでしょうか。 

○中鉢理事長  随分議論になりまして、確かに自己評価的には、矢野センター長はＳと

いうことで出しておりまして、真剣に検討いたしました。もちろん、我々の内部のここに

書いてあるものは外部から内部評価の妥当性も検討させていただいて今回の提出になって

おります。私は矢野センター長に、限りなくＳに近いＡであるといって、センター長はこ

れを了解したものと思っているのですが、知的基盤のところで、計量標準のプレゼンスと

いうかアピール、特にキログラム原器の改定でございますけれども、それと比べるとどう

かなというところが私自身もひっかかりまして、納得のもとに、産総研としてＡをつけさ

せていただいたというところでございます。 

 おっしゃっていただいて、矢野センター長は泣いて喜ぶぐらいの、それみたことかと、

顔がみえますけれども、ありがとうございます。 

○松本部会長  どうぞ。 

○大薗委員  ありがとうございます。 

 それぞれの分野の具体的な成果は、毎回ここに伺うたびに大変わくわくする成果ばかり

です。また、傾向として、今年は全体の評価も例年より上がっているようにも思いますの

で、既に三島委員からもご指摘あったところですけれども、全体評価も含めて、もう少し
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長い期間、経年で拝見できるようにしていただけると良いと思います。 

 １点お願いがあります。生命工学の民間資金獲得額、目標に対して49ですけれども、そ

れ以外に特筆すべきさまざまなものを勘案すると総合評価としては良いというご判断とい

うのは大変よくわかりますし、この分野は、外部資金を獲得するよりも違う評価のされ方

があるのだろうと思います。いきなりベンチャーになってしまうとか。複数の分野に同じ

指標を採用することで横に並べて比べたいのですけれども、生命工学分野にとってフェア

な評価のされ方を、もし可能であれば工夫していただければ幸いです。また、参考値のよ

うな形でもよいので、報告の中にそれを早目から入れていただいていくと、生命工学の皆

さんも、自分たちの成果がちゃんとそこで測られるというふうになっていくと良いかと思

っています。 

次に、全体のところ。例えば21ページにエネルギー消費量低減であるとか、悪い物質は

外に出さないとか、そういった環境への影響についての評価がされていますが、産総研全

体として、例えばカーボンニュートラルにもっていくとか、サイバーセキュリティなども

目標に掲げることはできないでしょうか。特にカーボンニュートラル、再生エネルギーな

どについては、産総研の中に技術もたくさんあるかと思いますので、自らがよい初期採用

者にもなれるような気もするのです。事業体ではないので、研究組織としてこれを追うこ

とが、どれぐらい環境負荷としてインパクトあるのかは別の話かもしれませんが、技術を

実用化するという意味においては、橋渡しの精神と非常に近いところがあると思いますし、

そちらのほうは今どのようにお考えなのかなと思っております。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。分野の違いにおけるターゲットの設定のという

のはおっしゃるとおりです。先ほど、冒頭説明ありましたように、過去の平均、過去のと

いうか、２年の平均で発射台を決めているのですね。３年間か。それで46億円と。この46

億円をやったときには、圧倒的にエネルギー・環境というのが大きな貢献をしておりまし

た。ところが、１年２年たって大きく変わってきましたのは、エネルギーに関する関心が、

民間企業を中心として少しずつ軟化していると。その分、ＩｏＴだとかＡＩ、こちらのほ

うが物すごく伸びてきまして、ですから、今の中期の設定においては、情報・人間の関口

理事のところも、ここまでもし目標を上げるぞといったら、いやいや、それは無理ですと

いうぐらいに、これは想定しなかった、もちろんポジティブサプライズです。 

 一方、エネルギー・環境については、ネガティブサプライズですけれども、産業構造と

いうか、民間のマインドも変わってきていると。変わってきているにもかかわらず、５年
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間同じ定規で直線を引いて、それにプラス、クリアーした、しないでやるのはいかがなも

のかというのはおっしゃるとおりで、恐らく、今これを変えるとムービングターゲットに

なって、余りフェアではない。ぜひ今の考え方を第５期には、経産大臣も、経産省におい

ても検討していただきたいなと。我々は評価されるほうですので、評価される側のまだ中

間点で、まだギブアップしているわけではありませんので、トータルで補完し合いながら、

この138億を実現したいと考えております。 

 それからもう一つ、カーボンニュートラルとかそういういろんな考え方に対して、私ど

もはもっと上位概念として、ずっと設立以来、技術を社会へと、しかも持続可能な社会の

実現だということを目指しております。そういう意味では、今、大薗先生がおっしゃった

ような、もちろんいろんな、カーボンニュートラルの考え方、特に再生可能エネルギーと

いうことを目指しておりまして。エネルギーでいうとですね。 

 今、エネルギーでいうと、水素もいろんな化石燃料で水素をつくるというような考え方

があるかもしれませんけれども、産総研はあくまでも再生可能エネルギーで水素をつくる

ということにこだわっておりまして、決して今のカーボンを出しながら水素でやるという

考え方ではない。徹底してこだわっているのは、再生可能エネルギーをやって、あくまで

も持続可能な社会というものを目指して、近年いわれているＳＤＧsの実現にも貢献してい

きたいと考えています。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

○須藤委員  かなり前からマーケティング機能を強化するんだということでいろんな人

材強化をやってきたと思いますけれども、毎年だんだんその辺の記述が減ってきているよ

うな気がして、いや、着々とやられているとは思いますけれども、その辺の状況とか、具

体的な成果とかあったら教えていただきたいと思います。 

○中鉢理事長  失礼しました。そのマーケティング、イノベーションコーディネーター

制度というのをやっておりまして、これは今年も数は増えて拡充しております。ほとんど

の自治体がもつ公設試の方々に、産総研の名刺をもって、今現在も全国各地回って歩いて

いるということもございますし、それから、いろんな地域を回りながら、我々のシーズの

技術をニーズにちゃんとマッチングさせるということで、助っ人という、何の略だったか

忘れたけれども、そういうものもありまして企業を回っておりまして、これはゆめゆめ怠

ることなく、マーケティングに取り組んでいます。 

 ただ、後で岡田理事のほうからお話しさせていただきますけれども、地方を回っていき
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ますと、地方の中小企業ではお金もなければ技術もないし研究者もいないというところに

一生懸命やったところで、ちょっと語弊ありますけれども、今のＫＰＩではこれをカバー

するような目標はございません。 

 したがって、138億を死守と、一丁目一番地としてやるのであれば一切やめたほうが効率

はいいのですね。企業的に選択と集中という考え方をやったら、これを正当化する理由は

ありません。それで、株主に対して説明ができません。しかしながら、その地域センター

というものがあって、昔の工業試験所ですね、こういったものの流れで、私らはその地域

に貢献するのも一つの大きな使命であろうということでマーケティングの、必ずしもお金

にはなりませんけれども、そういうことをやって、後で年間の活動についてはご報告させ

ていただきたいと思いますけれども、ゆめゆめ怠ることなくやっております。 

 それから、技術コンサルティングというのもやっておりまして、共同研究でなくてです

ね。この技術コンサルティングは、有料にしましたらものすごく増えまして、今までタダ

だったのですけれども、今は5.38億円ぐらいに増えていまして、これもマーケティング力

の結果でございます。 

 以上のように、産総研特有の技術営業部隊をもつというのは、ほかの国立研究開発法人

をみても特異な存在なのかなと自負しております。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほか。 

 どうぞ、赤池さん。 

○赤池委員  質問ですけれども、１つは、領域間の研究者の交流とかいうのはどの程度

進んでいるのかなと。生命工学のマイクロバイオーム解析による微生物ゲノムの解析とか

が人工知能の研究者と交流してくると、バイオインフォマティクスだけでなくて、ケモイ

ンフォマティクスみたいな具体的なビジネスに育てていけますし、そうなってくると、機

能物質のオンデマンドの供給ビジネスとか、そういう実装にすごく広がってくる気がしま

す。生命工学と情報人間に限らず、領域間の研究者交流をどう図られているのかという質

問が１点です。 

 ２点目は、ずうっとかねてから農水系の研究の知財の橋渡しをやるべきだというお話を

差し上げていて、今回も資料を拝見すると、農研機構との研究交流も形になっておられる

ようですし、冒頭、理事長のほうからも、食品とか農業の分野でも成果が出てきたという

お話をお伺いしたので、この領域の具体的なお話、簡便で結構ですので、何かご紹介いた

だけるようなことがあったら教えてください。 
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○三木副理事長  まず、産総研の評価ということになると領域ごとの区切りの話になっ

てしまいますので、そこはみづらい形になっておりますけれども、研究現場のほうではか

なり、実態として融合は進んできていると思います。 

 ただ、それをきれいな形でみせるというところまではなかなかいっていなくて、そこは

今まさに、また第４期の検討のところで、組織としてそういう融合がみせられるような方

法がないか、検討しております。現在のところは、研究者同士が、どこかの領域が音頭を

とって、そこのプロジェクトに参加するという形の体制になっております。 

 ただ、ニーズとしては当然融合して動かなければいけないというのが増えてきておりま

すので、なかなかきれいな形では現状お話しできないのですけれども、連携は増えてはき

ているということだと思っております。 

○関口理事  今ご指摘のありました生命工学領域と情報・人間工学領域の中で特にＡＩ

等を使った技術に関しては、約２年前に、もともと生命工学にいた人材を、それはグルー

プごと情報・人間工学のほうに移しまして、表層的な連携というよりも、交流、人そのも

のを移動してやるということで、逆に、もともと生命のバックグラウンドをもっている者

が今情報のほうでその技術を培って、今度は生命のほかのグループと、元いたところでは

ないグループに展開していくような動きをもたせていただいています。 

○松岡理事  融合の部分でつけ加えさせてもらうと、具体的には早稲田のＯＩＬでは、

実際にマイクロバイオームの解析で、ＡＩ関係の人、あるいは情報の人間が一緒になって

やっています。まだ小さいところですけれども、だんだんこれからそれが大きくなってく

ると思っています。 

 それから２番目のご質問で、農水との連携というか、農業関係のところですけれども、

生命工学領域は一番農水関係に近い分野になります。今年の３月にアグリテクノブリッジ

フェアを北海道で農研機構さんと一緒に開催しました。両者の理事長が集まり、これから

両者が連携してこういう展開をやりますというメッセージの発信をさせてもらいました。

結構大きなイベントになりまして、北海道だけでなくて本州からもかなりの企業の方々が

集まりました。連携をやるんだという情報発信だけでなく、実際に連携している事例の紹

介もありました。ゲノム編集の技術は産総研でもやっていますし、農研機構でもやってい

ます。それらが一緒になってやっていこうということを今取り組んでいるところです。今

後ますます大きくなっていくと思っています。 

○中鉢理事長  科学論文でも、観察をして、それで考察をして、結論を見出すというの
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が基本でしょうけれども、そういう観察という意味では計量・計測のところが非常にいろ

んな領域に貢献しておりまして、はかるということですね。それから、考察のところは人

工知能とかＡＩとか、そういったところが非常に汎用性が高くて、あらゆる領域に計測と

情報、ＡＩというのがいろんな分野にそういう意味では融合の可能性をもって、事実、そ

ういうところで進んでいると理解しております。 

 それから、今、松岡理事からありましたように、農業のほうも、今、北海道を中心にし

て機能性食品とかいろんなことをやっていますけれども、今度、北大と北総研（北海道総

合研究所）、そして農研機構、産総研の４者で、大々的にというのは語弊がありますけれど

も、もっと積極的にこのテーマでやっていこうということで今準備を進めているところで

ございます。 

○松本部会長  ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○大薗委員  人と組織のところで少し質問させていただきたいと思います。成果として

の論文数が増えてすばらしいことですけれども、働いておられる皆さんが研究をやりやす

いと思っておられるか。エンゲージメントとかそういうことを測定されておられると思う

ので、そこのところ、少しお伺いできたらと思います。また、先ほど、生産性の高い世代、

特に若い世代の人口ピラミッドにおける割合が減っていたというようなご指摘だったと思

いますけれども、これはなぜ起きて、それは解決に向かうような手を打たれているのでし

ょうか。予算が増えていけば人も雇えるかもしれないですけれども、若手が来たくないよ

うな環境だったらいけないと思いますし、そこのところですね。研究者はある程度の流動

性があるほうが健全だと思いますので、一概に離職率の高低では言えないですけれども、

どうやってこの組織の健全性をはかるのかというのはとても難しいところがあると思いま

すけれども、組織の健全性については現状をどのようにみておられるか。 

○三木副理事長  まず、先ほど、論文書ける若い世代が減っていたからだということを

申し上げましたけれども、そのときは産総研になって数年たって、まだ運営費交付金が増

えていった時代がございまして、いわゆるポスドクの方々にかなり来ていただいていた時

代があったと思います。今の何倍かいたと思いますね。そこで生産性の高い人たちが論文

数に寄与してくれていたというものはあります。 

 正規職員ということからみますと、今一番産総研のたくさんいる年代というのは52～53

歳だと思いますけれども、そこで１年当たり120人ぐらいいるところがあるかと思えば、一
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番少ないところでは30代で五十何人というところがいたりするので、かなりアンバランス

になってしまっているというところがあると思います。 

 それは、産総研になるときに、目いっぱいその当時の定員といわれたものを埋めて、そ

こからスタートして、一時期は結構、若い人というよりはポスドク数年経てきた人を雇っ

たほうがやはり産総研の研究者としてはいいだろうということで、そういうことを数年続

けてきた時代もあって、産総研になったときの人員構成とその後の補充の体制というので

しょうか、そういうものの結果として今のようになっていると考えております。実際に外

部に出ていく人は、定年退職者と、主に今でも大学が、60人はきっといない、40人ぐらい

だと思います。一方で、外から、企業から来ていただく人はそこまではいないということ

もあって、割合壮年期に出ていく人は結構いて、50を超えた人が出ていく割合はちょっと

減るのかなと思います。そういうことがあって、今そうなっているということです。 

 これは非常に大きな問題だと自覚しておりますので、今はできるだけ正規職員で若い人

を採れるように、若い人を採れば採るほど、また人件費総額としては増えていく方向には

いくのですけれども、そこはできるだけ今の運営費交付金の見通しの中で、やはり若い世

代をふやしていきたい。今採らないと、後になって若い人を採るということはまたできな

い、その年代を埋めるということはできなくなってしまいますので、そういう考え方でや

っております。しかしながら、50代半ばに差しかかろうとしている人たちがメインでいる

ことはここ数年は事実だと思いますので、ここ数年はそういう傾向は続くのかと思います。 

 一方で研究者の実際にどのぐらいエフォートがという、研究に割けるのは、今まさに白

石理事が主導して、全体の業務改革の中で研究の環境をちゃんと把握してＰＤＣＡを回し

て改善していこうということで、白石理事からまた説明していただけると思いますが、モ

ニターとして、研究世代者の調査をしております。 

○白石理事  ありがとうございます。若干の補足をさせていただきます。白石でござい

ます。 

 まず、全体でいうと、副理事長のほうからお話がありました、今どういう状況に職員が、

研究員の方があるのかということについては、実はスケジューラーを使って、あなた、具

体的にどのように時間を使っていますかというのを全部調べ上げて、その後インタビュー

をしてというのを試行的にやらせていただいて、今度９月にはこれの範囲を拡大して、若

手まで含めてやろうということで結果を調べます。 

 そういった中で浮かんできているのは、やや事務仕事等に疲れているところもあるのか
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なと思っていますが、実は職場の状況を知るために全職員を対象としたアンケートを別途

行っております。これによりますと、研究員の方々、おしなべて職場としての産総研に対

する満足度は非常に高いという幸いな結果をいただいております。これは自分がやってい

る仕事が社会に貢献していると思うかとか、職場からの仕事の仕方、アンケートとってい

るわけでございますけれども、少なくとも研究者の方々にとってはおしなべて高い評価を

いただいているというところもまた一方でございますので、それもご紹介しておきたいと

思います。 

○中鉢理事長  後で説明あるかもしれませんけれども、参考資料の５ページをあけてい

ただきますと、職員の年齢構成が、2017年から2027年、10年後を目指したやつを書いてあ

ります。17年度でも多少まだツインピークといいますか、そういうのはみられますけれど

も、大分緩和されるということで、今、三木副理事長がいったこれを目指した採用計画に

なっております。 

 それからもう一つ、またこれをお話しすると混乱するかもしれませんけれども、もちろ

ん女性の採用も意識しながらやっているということでございます。 

 それで、さっきちょっとお話がありました、２ページ、４ページには興味あるデータが

ありますけれども、後ほど岡田理事のほうから説明させていただくことにしたいと思いま

す。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 私が質問する時間はほとんどなくなってしまいましたが、ちょっとだけ質問させていた

だければ、生命工学のところでマイクロバイオームの解析を世界で初めて定量化して、そ

れをきちっと回していけるシステムを構築したというのは非常に重要な話だと思っており

まして、今、日本で、プレシジョンメディシンに向かって大きく人のゲノムの解析が進も

うとしています。最終的にそういうものと、今の我々の状態をマッチさせていって初めて

健康なりの病態の管理というのができるようになると思います。厚労省の方では研究を進

めようとしています。今、国立がん研究センターで動こうとしており、そういうところと

もぜひ一緒に電子カルテだけではなくて、マイクロバイオームなど今の我々の体内の状態

を遺伝子の解析と含めて、ビッグデータを解析していくという方向に産総研としてもぜひ

注力していただいて、日本全体が動いていく必要があるのかなと思います。 

 たまたまこの生命工学の分野の民間資金獲得状況、49％というのもあるわけですけれど

も、産総研の指標の一丁目一番地はここだったようにご説明は聞いていたのですが、実は
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そのポテンシャルの高さも考えると、いずれはかなり大きくなるだろうなという期待を抱

いた次第でございます。 

○松岡理事  ありがとうございます。 

 最初のマイクロバイオームの研究ですけれども、先生の仰るように、これは日本の大き

な動きになると思っています。そういう意味で、今、日本マイクロバイオームコンソーシ

アムという、民間企業が39社入ったコンソーシアムができ上がっています。それと産総研

は連携協定を今年の６月に結びまして、日本の新しい流れにしようとしているところです。 

 それから、我々もマイクロバイオーム研究に係るナショナルプロジェクトを提案いたし

まして、そのナショナルプロジェクトが採択されたと聞いております。今後、国のプロジ

ェクトとして推進していける体制ができたと思っています。 

 先ほど言い忘れましたけれども、マイクロバイオーム解析手法を国際標準にもっていく

というのは非常に大切な役割だと思っています。そういう意味で、我々、生命工学領域だ

けでなく、計量標準領域も一緒になって国際標準化を進めていく予定です。そのような流

れを、今、日本マイクロバイオームコンソーシアムと一緒になってやっていく体制ができ

上がったところです。 

○中鉢理事長  これは民間資金、何で低いの。 

○松岡理事  民間資金の獲得が低い言い訳をさせてもらっても、この場では余り意味が

ないと思いますけれども、１つは、皆さんよくご存じのように、生命工学領域にかかわる

産業界は製薬業界が非常に大きく、大体85％ぐらいが製薬業界になっています。その中で

の研究開発費の投資額が実は第４期になってから毎年マイナスなっています。最初の年が

－２％、次の年が－６％ぐらいで、昨年度はまだ統計量が出ていませんので正確な数字が

出ておりませんけれども、全体的に研究開発投資が下がっている状況です。 

 これは製薬業界の体制が今大きく変わろうとしている状況だと思っています。技術開発

をベンチャーからどんどん買い取るというような方向に動いているように見えます。産総

研も、生命工学領域はベンチャーを出してそういうところに貢献しようと思っています。

平成27年からベンチャーを創出した数は、生命工学領域は産総研全体の４割を占めていて、

その辺は頑張っているつもりであります。 

 そういう意味で、今の状況では、外部資金をいただいて共同研究で技術開発をして橋渡

しをするということではなくて、実際にベンチャーとしての橋渡しをやっている、あるい

は実際に世の中に役に立つ製品そのものを出しているという点で橋渡しはできていると自
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負しております。 

 すみません。長くなりました。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 

 では、ただいま委員の方々から多くの意見をいただきましたが、特に追加のご意見はな

いようでございますので、本議題の審議は終了ということにさせていただきます。 

 本日皆様からいただきました意見は、事務局でとりまとめた上、部会長としてその内容

を確認させていただいて、国立研究開発法人審議会に報告させていただこうと思います。

ご一任いただけますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 事務局からご連絡をお願いします。 

○渡辺産総研室長  どうもありがとうございました。 

 本日の議事録については、案をとりまとめ次第、事務局より委員の皆様に送付し、内容

をご確認いただいた上で、審議資料とともに経済産業省のホームページで公開したいと考

えています。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○松本部会長  それでは、これで終了でございます。皆様、どうもありがとうございま

した。 

 

                                 ――了―― 

 


