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経済産業省国立研究開発法人審議会 

第１回産業技術総合研究所部会 

議事録 

 

 

○徳増産総研室長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから国立研究開発法人

審議会第１回の産総研部会を開催させていただきます。 

 私、経済産業省で産総研室長をしております徳増と申します。 

 本日は第１回目の部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、私が進行を務め

させていただきます。 

 初めに、事務局を代表いたしまして、審議官の星野よりご挨拶をさせていただきます。 

○星野審議官  本日は、ご多用の中お運びいただきまして、どうもありがとうございま

す。 

私、経済産業省で、産総研の理事としてきょうもご臨席いただいておりますけれども、

安永審議官の後任として、産業技術及び基準認証、標準、あるいは知的基盤の担当の審議

官を拝命しております星野と申します。 

委員の皆様方におかれましては、今回新しく設置されました国立研究開発法人の審議会、

第１回の産総研部会に委員としてご就任いただき、また、お忙しい中ご参加いただきまし

て、本当にありがとうございます。独立行政法人といわれておりましたもの、これまでは

全て同じ扱いではあったのですけれども、この４月から、その性格、あるいはミッション

に応じて３つの類型化がなされておりまして、１つが中期目標管理法人ということ、もう

一つが国立研究開発法人、さらには行政執行法人の３つでございますけれども、詳細は省

略いたしますが、この産業技術総合研究所におきましては、新しい制度のもと、国立研究

開発法人として、本来目指すべき方向である研究開発の成果というものを最大化するとい

うことが、単に独法としての効率化を進めるということだけではなくて、新しいミッショ

ンとして掲げて取り組むことになりまして、それに応じた体制整備の一環として、今回こ

ういった会合を開かせていただくことになったわけでございます。 

具体的には、国立研究開発法人の産業技術総合研究所に関しましては、評価の制度とい

うものも変更いたしまして、従来は外部有識者の先生方で構成される評価委員会で評価と

いうものを決定していただいておりましたけれども、本年度からは、自己評価を行った上
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で、外部有識者、きょうお集まりの先生も含めて、意見を踏まえつつ、最終的には府省の

各大臣が評価を決定するということになってございまして、その制度変更のもと、きょう、

今回以降の審議会が設置され、それぞれの部会が設置されまして、この産総研部会という

のもその一環として開かれるものでございます。 

現在、産総研ではさまざまな取り組みをしてございます。今年度から新しい中長期の目

標のもとということで、既に新政策、それから今年度に入りましたので、新しい試みとい

たしまして、橋渡し機能の強化ですとか、あるいはＡＩセンターの設立・充実といったも

の、さまざまな動きしてございますけれども、本日の会合は評価ということで、平成26年

度の、したがって昨年度の業績の評価ということになりますので、そういう意味では、も

ともと産総研が日々尽力しております最先端の研究、あるいは産学連携ですとか、あるい

は知的基盤とか、さまざまな業務がどれほどの業績を上げたかということで、中身によっ

ては、新政策のところというのが方向の中に出てこないかもしれませんが、それはあくま

でも26年度の評価が対象でございますで、そこだけご了承いただければと思います。 

時間でございますので、早速、産総研の方々からいろいろとご説明いただくことになろ

うかと思いますけれども、長時間になりますが、よろしくお願いいたします。本日はお集

まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

○徳増産総研室長  次に、本日の配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資

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、こちらで資料の確認をさせていただきます。 

電源をオンにしていただくと、画面の左側にファイルが出てきているかと思いますので、

そちらのファイルがあることを確認いただければと思います。①としまして議事次第とい

うことで、こちらは紙でも机上に置かれているかと存じます。それから、②、資料１とし

て産総研の平成26年度業務実績自己評価書、資料２として産総研の第３期中期目標期間自

己評価書、資料３として業務実績・自己評価結果概要ということで、こちらの方は本日の

説明の中心資料になりますので、紙でも机上に配付させていただいております。 

それから、参考資料、全部で７点ございます。参考１としまして「産総研部会委員名

簿」、参考２としまして「国立研究開発法人審議会令」、参考３としまして「国立研究開発

法人審議会について」、参考４としまして「産総研の平成26年度評価及び第３期中期目標

期間評価の方法について」、参考５としましては産総研の第３期の中期目標、参考６とし

まして産総研の第３期の中期計画、それから最後に、参考７といたしまして、「産総研の
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概要と第４期の新たな取り組み」ということで資料ファイルがありますことを確認いただ

ければと思います。問題あれば事務局にお申しつけください。 

 また、本日は本部会委員５名、こちらは参考１に産総研部会委員名簿をつけております

けれども、そのうち大園委員がご欠席でありまして、残る４名の部会委員が出席されてお

りますことを申し添えます。 

それでは、本日は第１回目の部会でありますので、議題の審議に入る前に、部会の委員

の紹介をさせていただければと存じます。参考１に産総研部会委員名簿がございますので、

当方から順にお名前をお呼びいたしますので、一言ずつご挨拶をいただければと存じます。 

まず最初に、株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所代表取締役所長の赤池委員です。 

○赤池委員  商品や施設、地域開発をやっております赤池です。よろしくお願いします。 

○徳増産総研室長  次に、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授の遠藤委

員です。 

○遠藤委員  遠藤と申します。よろしくお願いします。産構審の環境技術部会研究開発

小委員会で委員をしておりますので、産総研の改革についても議論させていただいて参り

ました。この審議会でもどうぞよろしくお願いいたします。 

○徳増産総研室長  次に、名簿をみていただければと思いますが、一橋大学大学院国際

企業戦略研究科教授の大園委員がおられますけれども、本日はご欠席となっております。 

 次に、東芝常任顧問の須藤委員です。 

○須藤委員  須藤です。よろしくお願いします。会社では研究開発を中心にやってきて

おりまして、産総研さんとも一緒にいろんな研究をやらせていただいたわけですが、今回、

委員として参加させていただきます。よろしくお願いします。 

○徳増産総研室長  最後に、株式会社コマツ製作所代表取締役会長の野路委員です。 

○野路委員  コマツの野路です。私は、経済同友会のイノベーション委員会の委員長を

ここ３年ほどやっていまして、そのほかに、本業の方では会長をやっているのですけれど

も、石川県の農業・林業・地方創生のいろんなプロジェクトもやっております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○徳増産総研室長  どうもありがとうございました。 

 続きまして、部会長の選出をお願いできればと存じます。規定において部会委員が互選

で選ぶこととされておりますところでございますけれども、最初の会合で初めてお会いす

る方もおり、なかなか容易でないと思われますところ、僣越ながら、互選に向けて事務局
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からのご提案としまして、野路委員にお願いできればと考えますが、いかがでしょうか。 

 それでは、特にご意見がないようですので、野路委員に部会長をお願いすることといた

します。野路部会長、よろしくお願いいたします。 

 野路部会長におかれましては、部会長席の方にご移動いただきまして、この後の議事進

行をお願いできればと存じます。 

○野路部会長  コマツの野路です。よろしくお願いします。ご指名ですので、きょうの

議事の円滑な進行、よろしくご協力お願いします。 

それでは、早速議題に入りたいと思いますが、事務局から、本日の議題についてご説明

をお願いします。 

○徳増産総研室長  本日は、産総研の平成26年度の業務実績の自己評価及び第３期中期

目標期間の自己評価についてご意見をいただければと存じます。 

 参考３のファイルを開いていただければと思いますけれども、その最後のページをごら

んいただければと思います。 

 最後の５ページ目に「業務の実績評価の進め方」というのがあるかと存じます。今年度

から独法の評価の仕組みが変更されておりまして、まず独法が自己評価を行いまして、６

月末までに自己評価書を所管府省に提出いたします。次に、当該自己評価について審議会

等を通じて外部有識者から意見を聴取した上で、最終的に独法の所管大臣が評価を下す仕

組みとなっています。 

したがいまして、本部会の目的というのは、この中で上から２つ目の２．と書かれてお

りますところになっておりまして、皆様方から、経済産業大臣、経産省が産総研の評価を

下すに当たって重要な情報となります産総研の自己評価に関してご意見をいただくという

ことにございます。 

なお、経産省には産総研と同様に研究開発を行う独法が、共管も含めて４機関ございま

して、各機関の部会において意見聴取がなされまして、これら４部会を束ねる場として研

究開発審議会の総会というのがあります。この資料の３．と書いているところになります

けれども、その場において最終意見としてとりまとめられることになっております点、ご

承知おきいただければと思います。 

このため、本委員会から頂戴した意見につきましては事務局で概要をとりまとめまして、

事前に各委員に内容をご確認いただいた上で、事務局から総会に報告する予定であります。

また、総会での審議を経て最終的に本件に関する国立研究開発法人審議会の答申として経
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済産業大臣に報告されることになります点、報告申し上げます。 

それからもう一点、ご承知おきいただきたい点としまして、審議官の星野からも話がご

ざいましたとおり、昨年の産構審での議論が行われました産総研の「橋渡し」機能の強化

につきましては、本年４月からの開始されました第４期の中長期目標において最大の目標

として位置づけて取り組んでいる状況でございますけれども、本日のご審議はその前の目

標期間であります第３期の中期目標期間の最終年度であります26年度の評価、さらに、26

年度評価も含めました第３期中期目標期間の全体の評価をいただくということであります。 

このため、第４期の評価、「橋渡し」機能の強化の点につきましては来年度以降の評価

でやっていただくということになる点、ご承知おきいただければと思います。 

それから、第３期の中期目標期間の評価につきましては、これまでも毎年、年度ごとに

評価がされておりまして、平成22年度から25年度の評価が既になされている形になってお

ります。今般の26年度の評価も踏まえまして、全体としての適切性について、この第３期

中期目標期間の評価についてはご意見をいただければということの位置づけだとお考えい

ただければと思います。 

次に、評価項目であるとか評価区分について、参考４のファイルをあけていただければ

と思います。参考４のファイルをみていただきますと、１ページ目の上のほうに評価項目

を書いてございます。大きく３つに分かれております。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと書いてありますけれ

ども、Ⅰが研究開発そのものに関する評価をする項目になります。それから、Ⅱが業務運

営の効率化に関する事項、それからⅢが財務内容に関する事項と大きく３つに分かれてお

ります。 

そのうちⅠのほうはさらに大きく４つに分かれています。１つは研究開発のマネジメン

ト。こちらは、知財であるとか標準化であるとか、あるいは地域センターの取り組み等の

割と横串的な研究開発のマネジメントについての評価をいただく部分が最初の項目になり

ます。それから鉱工業の科学技術というのは、一般的な産業技術全般の科学技術のことを

ここでは指しております。その他、産総研では地質計量についても知的基盤整備というこ

とで進めておりますので、それらはまた別の扱いということで、地質の調査、あるいは計

量の標準ということで評価項目が分かれている点、そういった構成になっているところで

ございます。 

次に、評価区分につきましては、今年度からＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという５段階での評価

になっております。簡単に申し上げますと、Ｓというのは特に顕著な成果があればＳだと。
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それから、Ａにつきましては、顕著な成果があればＡだと。それから、Ｂについては着実

な成果が出ていればＢと。それから、Ｃにつきましては、一層の工夫改善等が期待される

場合はＣと。それから、Ｄにつきましては、特段の工夫、改善等が求められる場合はＤと

いったような評価になっております。 

それから、今回は、平成26年度だけではなくて、第３期全体の評価についてもしていた

だくということでありまして、25年度までの評価基軸と若干異なっておりますので、２ペ

ージ目の下の方に参考として記載しております。25年度までの評価区分は全部で５つです

けれども、今回のＳにかわってＡＡといったような評価になっている点が１点違います。 

その他、若干表現ぶりは変わっておりますけれども、例えばＢをみていただくと、着実

に達成していればＢということで、今回、従前と大きく実質的な内容は変わってない点、

ご承知おきいただければと存じます。 

以上が評価項目及び評価区分等についての説明となります。 

引き続きまして、ご審議に当たりまして、まず産総研から自己評価書の概要につきまし

て説明させていただきます。 

○中鉢理事長  産総研理事長の中鉢でございます。 

本日は、我々産総研の平成26年度及び第３期の中期目標期間全体の主要な業務実績とそ

の自己評価結果につきましてご説明をさせていただきます。 

産総研は、先ほどございましたように、本年４月に第４期の中長期目標期間がスタート

いたしました。この第４期中長期目標期間では、この後説明いたします第３期までの業務

実績等を踏まえつつ、革新的な技術シーズを迅速に事業化につなげていくための橋渡し機

能の強化を最重要の経営課題と位置づけまして、それに取り組んでいるところでございま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、説明は安永理事にお願いいたします。 

○安永理事  それではご説明いたします。お手元に、右肩に資料３というナンバーリン

グが打ってあります「平成26年度及び第３期業務実績・自己評価結果説明資料」という70

ページ近くの資料がございます。時間も限られておりますので、ポイントをご説明したい

と思います。 

まず、２ページ目、産総研の自己評価ということでございます。３ページ目をごらんい

ただきます。ページ数はページの一番下に振ってございます。これは先ほど産技局の方か

らもご説明がございましたように、今回から独法評価の仕組みが、まず独法自身が自己評
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価をやる。赤字の１．でございます。そして、それを主務大臣である経済産業大臣に報告

するということになっております。この報告された内容につきまして、国立研究開発法人

審議会、この場合、産総研部会の各委員の皆様方からご助言をいただいてご意見をいただ

きながら、主務大臣がその結果について評価を行うということになってございます。 

自己評価検証委員会は、１枚おめくりいただきまして４ページ目でございます。これは

６月15日、産総研のつくばセンターで、現場のご視察も含めまして、東京理科大学の藤嶋

学長を委員長とする、こういった５名の委員の方々にご審議をいただいたところでござい

ます。 

５ページ目でございます。では、この自己評価というのはどのようにできておるのだと

いうことでございます。これは実は昨年度から既に所内に40ぐらいの研究ユニットがござ

います。去年までですと６つの領域がございますので、一つのユニットで平均しまして、

40～50人ぐらいの研究者を擁する部隊だとお考えいただければいいと思うのですが、この

個々の研究ユニットごとに外部委員をそれぞれ４～６名アサインいたしまして、客観的に

評価いただいたものがございます。これを用いて自己評価というものを行い、先ほど申し

上げた自己評価検証委員会でチェックをいただいているということでございます。 

なお、この各研究ユニット４～６名の外部委員は、５ページ目の左側にもございますよ

うに、延べ240名の外部の方にご参画いただいておりますけれども、その際、産業的、社

会的視点の評価委員を６割程度ということで、産業界のインパクトの方を少し重くしたや

り方で評価しているということになっております。 

それでは、実際の評価の中身に移ります。まず研究開発マネジメントでございます。７

ページをごらんいただきますと、これは第３期、昨年度末までの５年間の中期計画の中で、

ここでいう研究開発マネジメントが指すものを７ページの上に書いてございます。まず、

一番上に「『課題解決型国家』の実現に向けた研究開発の重点分野」、これは実際には研究

開発のそれぞれの中身になりますので、また後ろの項目でご説明いたします。そういたし

ますと、ここの項目でご説明する主な内容は、２．の地域活性化、３．の基盤の整備、４

番目の人材、こういったことではないかと思います。 

８ページをごらんいただきましょう。日本地図が載っておりますが、産総研はつくばに

７～８割の研究者が勤務しておりまして、そこで研究開発をやっておりますが、全国につ

くばを含めて10カ所の拠点がございます。北海道はバイオものづくり、東北はコンパクト

な化学、あるいは超臨界化学を使った化学でのものづくり、臨海副都心、お台場ですが、
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これはバイオとＩＴの融合、そのほか、関西センターは電池と医療、四国センターはヘル

スケア、中部は機能部材、中国センターはバイオマスの利用、九州センターは製造プラン

トの診断、こういった形で、それぞれテーマをもっております。 

これは各地方の拠点が、一言でいいますと、小型つくばになっては強みが発揮できない

なと。研究の世界ではその地方拠点が本当に強い部分をどんどんやる。それと同時に、後

で申し述べますが、地域の中小企業、中堅企業のニーズにも対応して、必要があればつく

ばの方にもつないでくる。これは実は第４期の活動になってまいりますが、そういったこ

とをやりつつあるわけでございます。 

９ページ、中小企業の話題が出ましたけれども、第３期の中期計画でも、中小企業との

共同研究や技術相談につきましては目標数値が決められておりまして、一番上にございま

すように、どちらもクリアーしております。また、質的にも、９ページの真ん中あたりに

ありますように、中小企業の皆さんからの技術相談を受ける、あるいは共同研究をやると

いう形でスタートしたものが、例えば中小企業庁、あるいはＮＥＤＯなどの公的な補助金

の獲得に結びついて、大きく進展するというものもかなり出てきております。こういった

ものはますます強くしたいと思います。 

それから10番目、いってみれば知的基盤の一つとして国際的な標準化を進めるというこ

とでございますが、10ページの一番上にございますように、産総研の研究者は、研究その

ものだけでなく、研究した成果を国際標準にするという意味でも、ＩＳＯやＩＥＣなどの

国際標準化委員会のエキスパートとして参画しております。また、その中でも議長やコン

ビナーというような枢要な役職につく人間もふえてきているところでございます。 

次に11ページでございます。これはいろいろな形での国際的な連携の模様でございます。

12ページは、日本がこれまで弱いといわれておりますオープンイノベーションでございま

す。第３期に、つくばイノベーションアリーナ、ＴＩＡですね。この活動を本格化いたし

ました。この中で大きな成果、これは研究のところでも申し述べますが、12ページの下に

ございますように、１つは、シリコンカーバイドによるパワーデバイス、これがつくばの

産総研で生まれた技術をベースとして、ある企業が既に事業化を行っております。また、

カーボンナノチューブにつきましても、ここにございますように、産総研がつくりました

量産技術を用いた民間の工場がことしの秋にも立ち上がる。この２例が代表例でございま

すが、さらに第１期、前期に生まれたシーズの橋渡しと、それから、さらに新たなシーズ

の創出を目指しているところでございます。 
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それから、13ページでございます。人材の関係でございます。産総研は研究所ですから、

研究所の中の人材育成ももちろん大事なのですが、例えばポスドクの方々、あるいは博士

課程の方々、こういった方々を産総研イノベーションスクールという形で、いってみれば

企業と触れ合って研究をやるにはどうしたらいいのか、あるいは、一つの技術シーズだけ

ではどうにもならないとき、どのような形で研究プロジェクト、研究マネジメントをやっ

たらいいのか。こういったことを広く学んでいくための、いってみればＯＪＴ的なスクー

ルも開催しておりまして、まだ人数は少ないのですけれども、民間企業にも相当就職して

いただいているということでございます。 

それから、14ページが知的財産の関係でございます。これは一言で申し上げますと、ポ

イント、真ん中あたりにありまして、赤字で書いてございますが、昨年の秋、産総研発の

知財の実用化を、企業での利用促進するために不実施補償は廃止いたしました。また、さ

まざまな第三者実施許諾の手続の簡素化に今取り組んでおります。 

ただ、課題もございます。この棒グラフをみていただくと、知財収入が平成26年に大体

３億円、3.2億円ぐらいになっております。これで940件の知財の実施の契約があります。

平均しますと１件三十数万円ということで、まだまだ産総研のポテンシャルをうまく最大

限生かしているというところに至っていないということで、質量とも、今後も第４期に向

けて改善してまいります。 

それから、次に15ページでございます。産総研発のシーズを社会に実装するという意味

では、一つの出口のあり方として産総研発ベンチャーをつくるというのがございます。産

総研は金銭の出資機能をもってございませんが、これまで産総研発ベンチャーということ

で、いってみれば産総研の技術をベンチャーという形で出資して会社をつくられるところ

に称号を付与しているわけでございます。 

一番下のところに「第３期中期計画期間の実績」とございます。これまで、右上の表に

ありますように、延べ123社の産総研発ベンチャーができております。これは多いとみる

か少ないとみるかいろんな見方があるわけですが、第３期の５年間には新たに21社、称号

を付与しております。この中で、第２期を上回る、ほかの企業に買収された、Ｍ＆Ａをさ

れた会社が９社、それからＩＰＯした会社が、１社ですけれども、ジーンテクノサイエン

スという会社が、ライフサイエンス関係ですが、出てきております。これはさらに日本の

イノベーションシステムを考えるともっともっとふえていいのではないか。法律が改正さ

れまして、実は産総研、今は現物出資できるようになっております。知財ですとか装置を
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現物出資するということはできております。こういった機能も活用しながら、産総研発ベ

ンチャーの振興も行っていくということを考えております。 

それでは、「鉱工業の科学技術」ということで、研究の中身に入ります。17ページ以降

でございます。 

21ページをごらんください。幾つかのトピックを選択してご紹介いたします。ここは第

３期の特徴でございますが、研究の中身は大きくグリーンイノベーションとライフイノベ

ーション、それに地質と計量、この４本立てになっておりますけれども、グリーンイノベ

ーション、いわゆるエネルギーの使用の合理化につながるという部分でいきますと、１つ

は、21ページにございます。これは専門家の間で非常に高い評価を受けております。光を

通じて、光による情報伝送をやるという、シリコンフォトニクスと呼ばれている分野でご

ざいます。これでいきますと、電気を使うよりもはるかに省エネで情報伝送できるわけで

すが、世界トップ水準の情報伝送密度、30Tbps/㎠というのを達成しております。 

ちなみに、２位の機関、民間、大学を問わずみてみますと、大体ギガビット/㎠の単位

で、これが数百ということですから、かなりのレベルにあるのではないかと思います。た

だ、もちろん、これは今のところは、いわゆる第４期の言葉でいいますと橋渡し前期の研

究に当たると思います。国からの、ＮＥＤＯからの資金を受けておりますが、今後本当に

事業化やるためにはまだまだ技術の開発も必要ですし、企業のビジネスモデルに合わせた

形の開発が大事になってまいります。 

次、22ページでございます。「第４期に向けた新しい研究」というのは、目的基礎研究

プラスアルファ、ようやく橋渡し前期にかかってきたかというところだと思うのですが、

今主に使われておりますシリコン結晶系の太陽電池の次のターゲットとして、異なる材料

から成る太陽電池を積み重ねるという技術がございます。積み重ねるほど事態はこれまで

も研究がいろいろとなされておりましたけれども、産総研オリジナルの技術として、金属

ナノ粒子をいってみれば一つの接着剤にしまして、簡単にくっつけられる。これまでのほ

かの手法は、真空中でＣＶＤなどのプロセスを使っておりましたので、圧倒的にコストが

高い。それから、製造速度が遅いということでございます。こういったものを活用しなが

ら、既に初期的な研究でも太陽電池の変換効率、30％超を達成しております。40％を目指

して研究をやってまいります。 

次の23ページをごらんください。次に橋渡しの研究の代表例でございます。これは我々

も第４期にかかると同時に、第３期からこの橋渡しを強く意識した研究としてやっていた
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ものの一つでございますが、シリコンカーバイドによるパワーデバイス、これは真ん中に

ございますが、10億円規模の企業資金獲得につながっている。これはいってみれば、実は

産総研の中で30年来やってきた基礎研究がこの10年で非常に大きな形で実り、なおかつ、

事業化に使えるような量産技術の開発につながっている、こういうものでございます。 

この橋渡し研究を活用しまして、具体的には富士電機さんですけれども、既に６インチ

のＳｉＣのデバイスの工場を松本につくられて、実際に右上の絵にありますようなインバ

ータを出荷しておられます。我々も、この研究をさらに進化させることにしております。 

また、一番下にＴＰＥＣと書いてございますが、これは民間による研究の共同コンソー

シアムであるという性格をもつとともに、いってみればユーザー企業に幅広く入っていた

だきまして、ユーザーに将来技術はこうなるというのを具体的に提示する場でもある。お

使いいただく立場になって情報提供する。それからもう一つは、お使いいただくときにも、

そのデバイスの特性などを踏まえた設計技術なんか必要になりますので、ある種のエンジ

ニアの人材育成の機能もございます。こういった形でその技術の普及を目指しております。

こういった試みをほかのところでもやりたいなというのが第４期の意図でございます。 

少し飛ばしまして、28ページです。ライフイノベーションのほうに移ります。ライフイ

ノベーションは、いわゆるライフサイエンスの分野とロボットなどの分野がメインになり

ます。28ページにございますのが、これまで高い評価を受けた研究の一つとして、これは

いってみれば理論計算を使って蛋白質の構造や機能を解析するという技術でございます。

これでソフトウェア、myPrestoというものをつくりまして、これは既に12の大学、４つの

公的研究機関で活用されているほか、製薬企業でも、例えばキョーリン製薬さん、あるい

はその前躯体をつくられる東レさんや日酸化学さん、こういったところが契約しておられ

ます。これは、一番下にございますように、民間９社との資金提供型共同研究、あるいは

３社に技術指導を行うという形で、民間への橋渡しを今行いつつあるところでございます。 

それから、29ページをごらんいただきます。これは一言でいいますと、いわゆるバイオ

チップと呼ばれるものの技術、これはいろいろございますけれども、産総研ではある技術

を使いまして、バイオチップの表面に赤血球を１層だけ並べる技術がございます。１層だ

け並べることによって、その血液が例えばどういう病気にかかっているか、あるいは今後

どういう病気にかかる可能性があるかというのを早く高感度で検出するという技術でござ

います。 

これは今のところ、ある企業さんとアフリカでの、いってみれば事業化、特にマラリア
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原虫の検出。マラリアは血液に感染しますので、血球をみるとわかるわけですけれども、

こういうもので最初に実用化しようと狙っておりますが、当然ながら、これはもっといろ

んな意味で広く使えます。今後は、循環がん細胞、ＣＴＣというのですが、要は血液のが

んの検出に使えるのではないかということで、これの研究を進化させる方向で考えており

ます。 

それから、30ページは橋渡しの研究でございます。糖鎖につきましては、産総研はもう

15年くらい前から日本の中で糖鎖研究の先駆けだと自負しております。この意味で長い研

究の歴史があるわけですが、その一部を使いまして、薬事法に基づく検査薬として認めら

れたものが１件出てきております。これが糖鎖を使ったバイオマーカーということで、要

は、肝臓ががんになりますと、肝硬変になりますと線維化するわけですが、ここが早くわ

かるというマーカーになります。これはことしの１月に保険適用も受けておりまして、実

際にもう売られております。こういった形で病気をいち早く診断する技術にさらに広げよ

うと考えております。 

それから、31ページをごらんください。31ページは、創薬のための、いってみれば研究

ツールの開発でございます。ある種のロボットを使いまして、人間がやるより確実に、か

つ、正確にバイオの実験をやるというロボットの技術でございます。これは産学官連携功

労者賞の経団連会長賞というのをいただいております。安川電機さんのロボットを使いま

して、中身のソフトやレシピを産総研のライフサイエンスの研究者がつくりまして、これ

までに10カ所導入しておりますが、これはもっと大きな展開がある得るものと思います。 

一言で申し上げますと、ライフサイエンスの研究は、大学院の現場なんかでは「ピペッ

ト奴隷」などというありがたくない言葉があるらしいのですが、ひたすらピペットで滴定

を行う。これは当然人間がやることですから、熟練の人がやってもだんだん疲れてくるわ

けですね。またはばらつきがある。これをロボットでやると非常に正確に、再現性がよく

なる。実験の再現性がよくなると、薬の製造にもいい形で実験の効率化が行われるととも

に、これはやや副産物ですけれども、いってみれば実験の手法というのが完全にコンピュ

ータの手順として記憶されますので、研究ノートを自動的につくることにもつながる。い

ってみれば、昨年大きな話題になりましたように、ライフサイエンス分野の研究不正の防

止にもつながるということで、我々は、これは橋渡しの非常に大きな弾になると期待して

おります。 

続きまして、その他先端技術でございます。35ページ。これはカーボンナノチューブで
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ございます。これは先ほども言及いたしましたけれども、単層型、筒が１つしかない。筒

が１つしかないと、電気伝導度ですとか強度などの特性が非常にすぐれたナノチューブで

ございますけれども、産総研でこれの量産技術、スーパーグロス法という、それ以前と比

べると生産のスピードが1,000倍ぐらいになる技術を開発いたしました。これを用いまし

て、現在、量産技術の高度化を行っております。日本ゼオンさんがことしの秋に量産工場

を徳山に立ち上げられるということになっております。 

また、今の研究の焦点は、むしろこのカーボンナノチューブをもっと長尺にできないか

とか、あるいはコストダウンを徹底的に図れないか。さらには、例えば金属の中に入れる

と電気伝導度が高くなって、もっと軽い電線ができる、あるいは、ゴムの中に入れると、

化学的な腐食に強いのでいろんな化学工場のパッキンに使える、こういう応用のところを

高度化する研究に取り組んでいるところでございます。 

次に、ちょっと飛ばしまして、地質でございます。40ページをごらんいただきます。地

質の部分は知的基盤の整備ということで、これは実は明治15年に地質調査所というものが

できましてから営々と取り組んでおります。日本の地質図幅をつくるというものでござい

ます。これは将来的にはもちろん、国土の利用、あるいは防災の観点からも有効に使える

ということでございます。 

それから、研究の中で、41ページ、42ページをごらんいただきたいと思いますが、津波

の堆積物を、例えばその厚さですとかその土質などを調べることによって、いつどのよう

な形で津波があったのか、こういうことがわかると、これは将来の防災関係のデータに使

えます。また、42ページにございます海底鉱物資源のポテンシャル調査。これはまだまだ

ポテンシャルレベルではございますけれども、新たな熱水鉱床などの発見を行ってきてお

ります。これは資源開発を目的とするＪＯＧＭＥＣと連携してやっているところでござい

ます。 

次に計量でございます。45ページ以下、46ページでございます。計量の分野、これも知

的基盤ということで、研究とは別に、産業界が使われる標準物質であったり、標準的な物

理量であったり、こういったものを提供すること自体が大きな業務になっております。こ

こにございますように、将来産業に必要な計量標準65種類をこの５年間で新しく開発して

おります。例を用いますと、半導体のプロセスなんかで使われるナノメートルの物差し、

それから、例えば燃料電池の劣化をその場で検出できる燃料電池のインピーダンス評価装

置などの開発にもつながっており、これを計量標準として提供しております。 
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それから、47ページをごらんいただきますと、計量分野での最先端研究の一つでござい

ますが、産総研は時の標準も総務省さんと一緒になってやっているわけでございます。こ

の前、うるう秒というものが久しぶりに規定されましたけれども、秒の定義を行うための、

今、セシウム原子時計、セシウムの原子が発する光を使っているわけですけれども、これ

をストロンチウム、あるいはイッテルビウムを使う。そうしますと、数億年に１秒単位の

狂いしか起きないと、こういうものができます。これは原理は東大で考案されたものです

が、実際にモノとして、時計として働くシステムは産総研が先行して研究しているもので

ございます。 

何億年先に人間が生きているかどうかもわからないのに、１秒狂わない時計つくってど

うするんだといわれそうですが、例えば47ページの下にありますように、これは時の定義

ということそのものにも非常に大きな意味をもつとともに、例えば地表のジオイド面、地

球の地表面の変化を検出すると地震の予知などに使えるという意義もございますし、この

光格子時計をつくるために必要なさまざまな先端技術は、いわゆるハイテク産業にいろい

ろな形で波及していくと考えております。 

48ページは、もう少し短期的な橋渡しを意図した研究でございます。一言でいいますと、

モアレというのは光の干渉縞でございますが、ここの右下の図にありますように、でっか

い橋などをトラックが通る、あるいはどこかが歪んでいることを見出すのに光の干渉縞を

使うと非接触でインフラの劣化度合いがわかる。これは幾つかの国家プロジェクトの予算

は受けておりますし、企業との共同研究も進みつつあるところでございますが、これで、

いってみれば高度経済成長時代につくられて、その後なかなかダウン検査などで検査が進

まない、そういったインフラの高度化に役立てていただこうというものでございます。 

続いて「業務運営の効率化」に移ります。53ページをごらんいただきます。これは先ほ

ど冒頭で少しご紹介いたしましたが、各研究ユニットの外部評価を行う際に、以前、第２

期は学術的視点のほうをメインにしておりましたが、今は学術的視点よりは産業的視点、

あるいは社会的視点を非常に多くみている。いってみれば、研究のアウトプットもさるこ

とながら、将来のアウトカムをみて研究を評価しようと。こういったことを行いますと、

研究の現場での産業応用での臨場感も高まるということでございます。 

それから、55ページをごらんいただきたいと思います。いわゆるダイバーシティの議論

でございますけれども、産総研も、女性研究者の採用という意味では、ここにございます

ように、第１期は新入社員といいますか、新しく採用する方の７％弱、第２期には14％強、
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第３期には16.7％ということで、いってみれば新しく入ってくる方の６人に１人が女性の

研究者になっている。また、いろんなワーク・ライフ・バランスの関係の工夫も同時にや

っているということでございます。 

56ページ、コンプライアンスでございます。下から３つ目にございますが、「研究不正

の防止への取り組み」ということで、独自の研究ノートの使用・管理の体制整備を行って

おります。また、コンプライアンス推進本部は理事長がトップになっておりまして、非常

に頻繁にこのリスクの判定及び対応を行っているところでございます。 

また、57ページをごらんいただきますと、産総研の研究にはある意味で危険な薬品です

とかガスですとか、あるいは微生物を使いますので、いろんな環境の安全、それから衛生、

こういったものへの配慮が必要でございます。このあたりも、安全報告会、これは毎朝や

っておりまして、人的被害のあった事故が第２期に比べて３割減少しているというところ

でございます。 

財務に移ります。61ページと62ページをごらんいただきましょう。61ページは、これま

でもご承知のとおり、大体1,000億ぐらいの収入がありまして、600億円強は経産省からの

運営費交付金。26年度は施設整備費補助金がちょっと多くなっているのですが、自己収入、

253億円、これの相当部分、200億円強は国、ＮＥＤＯ、国の中には、経産省のみならず、

文科省や総務省、環境省なども入りますが、こういった外部資金から成り立っております。 

62ページをごらんいただきますと、自己収入の内訳が書いてございます。第４期の中長

期目標期間に定められた民間企業からの資金受け入れの目標は、現状が年間46億円、第４

期の目標が５年間でこれを３倍にする、138億円ということでございますが、この中の民

間企業からの共同研究収入、左側にございます。それから、民間企業からの受託収入、そ

れに一番左上にございます、ブレークダウンございませんが、知的所有権収入、こういっ

たものを合わせると四十数億円になるということで、これを３倍にしたいと考えているわ

けでございます。 

それから、産総研全体の総合自己評価でございます。65ページ、66ページでございます。

66ページをごらんいただきますと、第３期の自己評価がございます。冒頭申し上げたとお

り、個別の40の研究ユニットにつきましては、それぞれのユニットごとに４～６名ずつの

外部の専門家をお招きいたしまして評価していただいた、それを自己評価とし、藤嶋東京

理科大学長をヘッドとする自己評価検証委員会で、お手盛りになってないかというような

ことをチェックしていただいているわけですが、その自己評価を書き示すとこのようにな
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ります。財務以外がＡでございます。 

それから、67ページは参考でございますので、後でご参照いただければと思います。過

去の経緯でございます。私ども、この自己評価検証委員会で、単にＡをつけていただいた

ということではなくて、いろんな見解を大所高所からいただいたということが非常に大き

いと思っております。 

その中で、おまとめいただいた見解を68ページに示してございます。ここに書いてござ

いますように、研究開発マネジメントのところで、技術で勝ってビジネスで負けるという

ことがいわれていると。これはナノカーボンを例に、どうやって勝てるのかということで

ございます。例えばここは、先ほど申し上げたように、第４期では、カーボンナノチュー

ブの量産に当たってはコストダウンや長尺化というのを意識してまいりますし、応用製品

の開発をさらに加速してまいります。こういったことでございます。 

また、知財については不実施補償、これについてはいろんな議論がございます。大学な

んかでも企業との間で不実施補償でいろいろな議論を重ねておられるところがあると思う

のですが、産総研は去年の秋に思い切ってやめてしまった。この方が使いやすいでしょう

と。これもいろんな議論があったのですけれども、こうしましょうということでございま

す。また、「良い研究テーマを選ぶのは重要。テーマの決め方も含めて基盤研究を重視

し」――このテーマの決め方のところに、産業界、特に将来産業というのはどうあるべき

かという議論を産業界の皆さんと一緒に議論していくことだと思います。 

また、次の「橋渡し」については、企業出身の方もいるようなので、積極的に進めても

らいたい。自己評価検証委員会の席でも、我々が現在第４期の取り組みとしてやっており

ますイノベーションコーディネータなどの仕組みについてご質問があり、これについての

議論をやったわけでございます。 

それでは、若干残りの時間を使いまして、参考７「産総研の概要と第４期の新たな取り

組み」、この紙をごらんいただきたいと思います。特に新たな取り組みにつきましてお話

を申し上げます。産総研の概要等はごらんいただいたとおりでございます。例えば論文、

特許の、これは数字だけでは何ともいえないのですが、客観的な位置づけをみるために、

５ページ、６ページに国内の研究機関での論文のサイテーション、引用度の高い論文のラ

ンキング、それから６ページは特許のランキングでございますが、ごらんいただくような

形でございます。我々、論文の方は、いわゆる目的基礎、つまり、次の世代のシーズをつ

くるというところに非常に関係するし、特許のところは、シーズにも関係しますが、まさ
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しく産業技術として使える、いってみれば非常に大事なネタの部分ですから、この部分を

非常に重視しているわけでございます。 

特許の部分が、こういったランキングでは非常に高い順位になっているのは、ある意味、

産総研の性格からすると当然だと思っておりますけれども、特許は数だけではありません

し、これは民間の企業の方よくご存じのとおり、ある種の技術領域について、固まった特

許がないと強くないということで、特許戦略についても今後きちんと力を入れてまいりま

す。 

それから、橋渡しにつきましては11ページ、12ページに書いてあるとおりでございます。

12ページにございますように、橋渡し機能を強化するに当たって、段階ごとに評価指標を

変えております。12ページの下にありますように、目的基礎研究段階はテーマが適切でな

いといけないのは当然でございますが、アウトプットはやはり論文で出るもの、それから

基本特許のような形で出るもの、こういうものでございます。 

橋渡し研究前期になりますと、これは論文よりも、どういった方向で研究を高めていく

かという適切性と強い知財を、いってみれば面でもてるかということだと思いますし、橋

渡し研究の後期段階になりますと、幾ら資金がいただけたかということで評価する。こう

いう３つのフェーズをきちんと分けて研究に取り組もうということをやっております。 

また、16ページをごらんいただきますと、これは、今、試行錯誤しながらやっているわ

けですが、いってみれば産総研のイノベーションコーディネータ、企業とのつなぎの役を

ふやします。なかんずく、ここにございますように、産総研の本部や各領域にも置くので

すが、地域にもそういった方をなるべくふやし、なおかつ、そのうちの半分近くは公設試

の方、現場の地域の中小企業、中堅企業からの技術相談を日ごろ受けておられて、地域の

中堅・中小企業のニーズをよく知っておられる方になっていただこうということで、手続

中を含めると合わせて100人体制で取り組んでいるところでございます。 

また、17ページをごらんいただきますと、地域の中堅・中小企業を中心として、いって

みれば極めて親密にいろいろ相談できるクラブ活動をやろうということで、実は北海道で

は先週開催したのですけれども、145社ほどの地域企業にお声をかけさせていただいて、

既に30社ぐらいとは具体的な取り組みを開始しております。 

また、地域という観点でいきますと、20ページをごらんいただきますと、各都道府県の

公設試験所に産総研から人を派遣している部分も黄緑でございますし、産総研のイノベー

ションコーディネーターをやっていただいているところもございます。 
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また、21ページは、まさしく幅広い形で研究者の交流を進めるとともに、大学のアーリ

ーステージにある研究シーズを産総研とつなげて、いい産業シーズにしたいということで、

既に12名の方、これは行ったり来たり、どっちも入っているわけですけれども、大学との

クロスアポイントを進めているところでございます。 

それから最後に、そうはいっても産総研でいろいろやっているのだろうということでご

ざいます。中身どうなっているのだというお声があるのはよく承知しております。要回収

でございますが、今からちょっとお配りする紙がございます。これの中身について個別に

きょうはご説明いたしませんが、これは実は第４期の中長期目標、中長期計画をつくるに

当たって、産総研と経済産業省で議論したときの紙でございます。これのもとになる紙も

もっと、馬に食わせるほどあるのですが、これはお配りしてもしようがないので、これは

一言でいうと何を示すかというと、まさしく我々がやっている研究の中で、橋渡し後期に

来て、よし、これは企業と具体的に組んで、お金もある程度いただきながらやるしかない

というテーマは何なのだと。それから、今からそれを磨き上げて、一番根っこのシーズは

できたのだけれども、周辺技術なんかまだないね、あるいは、産業界が求める方向に発展

させるためにはもっと大きな形で技術を磨き上げないといけないね、橋渡し前期にあるの

は何だ、そして、５年後、10年後に、今、民間企業が余りやっていなくとも将来の産業技

術のネタになる目的基礎研究段階は何だ。この３つのフェーズを分けようと。分けて、そ

れぞれの研究領域でいいポートフォリオで研究をやっていただくことが大事だよなあと。

こういうことを議論しまして、当時の産技局の審議官とその産総研の各領域のヘッドで議

論させていただいた紙がこれでございます。 

まさしく今の産総研の中はこの３つのフェーズを意識してやるようになっているという

のが１点と、それから、右側にコア技術というのが書いてございまして、ナンバーワン技

術は★印、オンリーワン技術は☆印でございます。研究機関ですから、ついてないのも当

然あるのですけれども、ここはうちは強いぞ、あるいは、ここはうちしかないぞというも

のをベースに、もちろんこれは刻一刻と変わります。これはベンチマーキングしていかな

いとどんどん置いていかれるわけですが、こういったものをどう伸ばしていくか、ないし

は伸ばすために、周辺、あるいは橋渡し研究として何をやらないといけないのか、こうい

ったものを議論しながら、第４期の中長期計画を議論していったということでございます。

恐らくこういった形でテーマを決めて、本当に橋渡し、どう進んでいるかというのは来年

の産総研の部会でご評価、ご議論いただくことになると思います。 
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大変雑駁でございまして、これは、極端にいうと2,300人、プロパー研究者がおります

ので、特にアーリーステージの研究テーマになるとやはり2,000ぐらい出てきてしまうの

ですね。その中でも非常に産業的に意味のあるのは何だと。もちろん、今の目でそうで、

今後さらにどんどん出てくる可能性あるわけですが、そういったものをこういった形で議

論していった一つの絵でございますので、あくまで参考としてご紹介いたしました。 

私からのご説明は以上でございます。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等ございませんか。 

では、須藤委員。 

○須藤委員  ありがとうございます。先日のつくばでもちょっと説明を聞かせていただ

きましたし、今日また聞きまして、中身はよく理解できたと思います。ただ、質問、どこ

からやっていいか、全体でよろしいのでしょうか。 

○野路部会長 はい。 

○須藤委員  一番気になりましたというか、つくばでもちょっと議論になったのですけ

れども、財務のところがＢという評価を自己評価でもされていて、恐らく、財務というの

はＡとかＳとかを余りつけないのが慣例だろうということでＢだと思うのですけれども、

中身の説明を聞くとかなりすばらしいと書いてあるので、本当にＢでいいのかというのを

ちょっともう一回確認したいというのがまずありました。 

○中沢理事  総務を担当しております中沢でございます。 

 今ご指摘いただきました財務の箇所というのは、この評価書のうちの58ページ以降の箇

所でございます。これにつきましては、私ども、やれることは最大限やっていると思って

おります。そこは私どもの自己認識としてもやっておりますし、Ａでもいいじゃないかと

いうご指摘は大変心強く、勇気づけられるところであると思っております。 

 ただ一方で、明確にどのように指標をつくっていいかわからないというところがござい

ます。これは指標のつくり方そもそもの問題なのでございますが、やることを真っ当にや

ったということだったらＢなのですけれども、さらにそれを超えるものがあったかどうか

というところについて、自信をもって、要するに、ある面、総務系の仕事、財務の仕事と

いうのはやれて当たり前とみられるところがあるので、それを超えてやったところがある

かというところがちょっときついところがありましたので、かつ、これまで中期の期間、

４年間、やはり同じように財務活動をやってきた中でＢという評価をしてきたと。それに
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加えて第５年目の26年度にＡといえるだけのことがあるのかというところにちょっと躊躇

したというところが正直なところでございます。 

 あえて、ＡではなくてＢであるとしたとしたら、二律背反なのですけれども、64ページ

でございますが、不要財産の国庫納付を実施したと。不要財産国庫納付を実施する手続に

ついては完璧を期したつもりでございますけれども、結果として財産を国庫納付せざるを

得なかったというのは残念なことでございまして、この部分をもって計画的な財務執行が

できなかったといわれるとやはりつらいかもしれないなというのが唯一つらいところかな

と思っております。あとは、ご指摘いただいたとおり、評価いただくというのは非常にあ

りがたいことだと思っております。 

 以上です。 

○野路部会長  よろしいですか。 

○須藤委員  幾つかあるのですけれども、まとめてというか、グルーピングして考える

と、ベンチャーの話が出てまいりまして、52社というのがありましたけれども、例えばつ

い最近新聞に載って、東京大学がつくったベンチャー、時価総額１兆円超えていたような

気がするのですけれども、そういうのと比べてこの目標設定がどうなのかというのと関連

してくるのですけれども、民間企業からのお金、四十数億から３倍にするという目標があ

るのですけれども、これも、同じ情報からすると、東京大学、たしか300億ぐらい民間か

ら来ているという話も載っていたような、ちょっとうろ覚えなので正しいかどうかわかり

ませんけれども、そういったところからみると、この目標設定というのがどの辺を基準に

してやられているのか、ちょっと教えていただきたいと思ったのです。 

○安永理事  46億円を138億円にするというとき、46億円は、民間企業からすると委託

ですね。産総研の受託研究費。それから、資金を負担いただくスタイルの共同研究費、そ

れから知財の実施収入、この３つでございます。そういう意味で、例えば端的に申し上げ

ますと、ベンチャーへの出資額は実は入れてないのですね。これは実は産総研に直接入ら

ないものですから、会社に入ってしまうものですから、それはテクニカルなものでござい

ます。実は東大が、これもタイムフレーム、ちょっと産総研と違うのですが、この20年間

につくったベンチャー企業の数が、学生ベンチャーも含めると200社。それと比べると、

この123社というのをどう評価するか、これはいろんな声があります。 

 ちょっと単純には評価できないと思うのですが、我々としては、123社つくって、92社

がベンチャービジネスとして活動中というのは、生存率としては比較的高いかなという印
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象をもっています。ただし、先ほど時価総額の話が出ましたけれども、では、大化けした

ものがあるか。恐らく東大発のベンチャーの中でも本当に大きくなったのは、数千億円に

なったのはペプチドリームとか、ああいうごく特定のものではあると思うのですが、しか

し、私たちも、こうやってみると、ＩＰＯしたのが１社で、Ｍ＆Ａが９社、それより前は

Ｍ＆Ａが１社ですから、そういった意味では、大きなネタになっているものがあるかとい

うと、これはまだまだ課題は大きいなというのが私どもの印象でございます。 

 ただし、１点だけ弁解いたしますと、文科省の制度で、今や東大は数百億円の出資金そ

のものを実はもっているわけですね。東大ファンド。我々は実はそういったファンドはご

ざいません。もちろん、ファンドがあるから何でもかんでもできるというわけでは決して

ありませんけれども、そういった意味では、少し我々もやり方に工夫をしないといけない

なと思っています。決してこの結果でいいと思っているわけではないというのが私どもの

評価でございます。 

○須藤委員  今の中身はわかったのですけれども、目標設定が正しいかどうか、やはり

少しベンチマークを、必ずしも東大がベンチマークの相手でないと思うのですけれども、

いろんな対象があると思うのですけれども、ベンチマークをしっかりやって目標を定めた

方がいいような気がするのです。ベンチャーにしても、外部資金の導入にしても全てそう

ですけれども、３倍にするというのは確かにかなりアグレッシブでいいと思うのですけれ

ども、では関連するところと比べてどうなのだというところが一つの評価の対象になると

思いますので、その辺は是非やっていただきたいと思います。 

○徳増産総研室長  46億円を３倍にするというのは経済産業大臣がお定めになった目標

ですので、その点若干説明させていただくと、１つには、当時、産構審で議論しましたフ

ラウンホーファーを一つの参考にはしていて、フラウンホーファー、３分の１モデルとい

うことがよくいわれているとおり、全体のうちの３分の１ぐらいを外部資金でも民間から

のお金で得ていて、残り３分の１ぐらいを公的な競争的資金、あとは基盤的なお金で得て

いるという３分の１モデルをとっている中で、産総研において、これまでですと民間から

のお金って大体５％から６％程度でした。これを３倍にしていくということで、まず20％

に近いぐらいまでもっていきたいということで、現実性も考えてまずは３倍という目標に

掲げているところでありまして、ベンチマークはある種、フラウンホーファー等を考えな

がら、現実的に可能な頑張れる範囲として３倍というのは定めたというのが経緯です。 

○野路部会長  よろしいですか。 



 

- 22 - 

それではほかに。 

では、遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員  ご説明いただきましてありがとうございます。第４期の計画を前倒しする

ような形で、特に地方を中心に橋渡しの機能を発揮させるような取り組みの実例もご紹介

いただいて、すでに組織の目標が現場の中に浸透しているという印象を、第３期の報告書

からも受けました。大変すばらしいと思います。 

財務のところで１つ質問させていただきたいのですけれども、60ページの内訳と61ページ

の内訳との相関なのですけれども、運営費交付金の額も若干違う理由は何でしょうか。ま

た、自己収入の内訳は62ページのところに書いてあると思うのですが、今年の収入の概要

ですと施設設備費の補助金が多く入っています。先ほどのご説明では少し飛んだのですけ

れども、54ページを見れば、のところの新棟の建設費が今年度は非常に大きかったように

思われます。ということだったので、全体のこの新棟の建設にかかったお金の中の補助金

の334億円の割合、イメージをもてないものですから、もう少しここの詳細、つまり、60

ページと61ページのリンケージ及び運営費交付金の中の内訳についてもう少しご説明いた

だけるとありがたいなと思いました。 

○安永理事  まず私からお話をしましょう。 

運営費交付金は、61ページの右上にございますけれども、経済産業省から来る一般会計

といいますか、普通の運営費交付金は608億でございます。それで、復興特会、これはご

承知のとおり、福島に再生可能エネルギー研究所がございます。これはつくるところも、

非常に大きなお金、復興特会をいただいているのですが、運営費につきましてもこれをい

ただいていて、これは福島にしか使わないというお金でございます。 

○遠藤委員  すみません。先ほどの福島再生可能エネルギー研究所に使ったお金がこの

16.1億円ということでしょうか。 

○安永理事  運営ですね。 

○遠藤委員  運営費ということですか。 

○安永理事  ええ。箱といいますか、施設をつくるには100億使っております。それは2

5年度に支出されております。 

○遠藤委員  25年度の支出分ということ？ 

○安永理事  ええ。正確にいうと25年度の収入分ですね。25年度の支出もされています。 

それと、60ページと61ページの関係はちょっと複雑なのですが、60ページは、実は第３
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期に、60ページの右側の真ん中ぐらいに黄土色で囲んだ計算式というのがありますが、運

営費交付金額を分母といたしまして、産総研の「人」又は「場」を活用する外部資金の規

模が50％以上という目標を立てたのでございます。実は産総研の「人」又は「場」を活用

するというのは、産総研のアカウントに必ずしも入らないお金も含みます。具体的にいい

ますと、下の棒グラフの中の一番上のレモンイエローの部分と黄土色の部分、技術研究組

合参画による研究、この２つは産総研のアカウントに入りません。ですから、そういう意

味で、外部資金としてみたときに、右側に使っているものとは大分様相が違っているとい

うことだと思います。ちょっと定義が違うということでございます。 

もう一つは設備整備補助金の内訳ですよね。これにつきましては島田理事からお答えい

ただけばいいですかね。 

○島田理事  施設整備費補助金、平成26年度334.9億とございますけれども、このうち

新棟、24年度の補正予算でございました。24年度の補正予算が実際には24年度の第４四半

期から使えたのですけれども、建物建てるのに１年半余りが最低でもかかります。それで

かかったお金が26年度の、実際に建て終わって施工業者に払うときに産総研でお金いただ

きますので、その収入が平成26年度に計上されているわけでございます。建物が北海道、

東北、つくば、関西、九州、５拠点で百数十億であったかと記憶しております。残りのお

金は、産総研の建物が、つくばセンター、特に35年ほど経過しておりますので、そちらの

改修費が重立ったところでございます。あと関西センター、それから九州ですね。古くな

ったところの補修費が残りでございます。大体そういったところで、335億のうち新しい

建物が百数十億、残りが古い建物の改修費と大規模改修に相当するものでございます。 

○遠藤委員  ありがとうございます。先ほど安永理事にご説明いただいたレモン色と黄

土色の網のところは、今後、先ほどの３倍にふやすといった外部資金のアカウントからは

除外されるということでよろしいのでしょうか。 

○安永理事  ３倍にするのは企業からのお金なので、この60ページのグラフでいくと、

下から２段目の水色のところ、ここも企業等となって少し定義は変わっているのですが、

大体ここに相当する部分を３倍にしようということでございます。 

それをもう少し詳しく書いてあるのが62ページでありまして、62ページの円グラフの左

下の部分に民間企業からの共同研究収入32.9億、それから、民間企業からの受託収入7.4

億、この２つを合わせると大体40億ぐらいですが、一番上の、これはブレークダウンが示

してございませんが、知的所有権収入、ここが今数億円ございます。この３つのカテゴリ
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ーを合わせたものが現在46億円ぐらいに年間なっていて、これを３倍にしたいということ

でございます。ここらは純粋に技術を実用化して市場に出させるのは民間企業だけなのだ

から、民間企業から何らかの形でこうやって受け入れさせていただいたお金を評価しよう

というのが第４期の考え方でございます。 

○遠藤委員  確認ですが、そうすると、技術研究組合に企業が入っていて共同研究をし

ていた場合もその目標額の中には入ってこないということですね。 

○安永理事  そうです。その組合に入りますので。組合は一つの法人ですから。 

○遠藤委員  わかりました。ありがとうございます。 

○野路部会長  ほかにございませんか。 

赤池委員。 

○赤池委員  これは第４期にかかわる内容かもしれないのですけれども、鉱工業の科学

技術についていうと、エネルギー・環境、生命工学、情報・人間工学、材料・化学、エレ

クトロニクス・製造とざっくりどういう研究人材の比率になっているのかとか、あるいは、

ご説明いただいたこれまでの内容でも、分野においてある種戦略的に重点化していく領域

みたいなことを考えておられるのかどうか、これに類いしたお答えがあったら教えていた

だきたいなと思いました。 

○安永理事  それでは、最初の質問でございますけれども、参考７「産総研の概要と第

４期の新たな取り組み」、これの４ページに円グラフが書いてございます、この左側をご

らんください。これはことしの４月１日現在の研究者の人員構成でございます。 

ここにございますように、７つの領域、若干の多寡はございますけれども、こういった

形で研究者が在籍しておりまして、これはトータルで2,300人。例えばエネルギー・環境

ですと、これの18％ですから四百数十人ということになります。 

それからもう一点、後段でご指摘いただきました戦略的に強化する分野はどこか。これ

は、実は７つの領域がありますので一言でいうのはなかなか難しいのですけれども、先ほ

ど要回収で配らせていただいたＡ３の紙をごらんいただきますと、例えばエネルギー・環

境でいきますと、これはここに書いてございます、例えば大きな中項目で上から２番目、

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発。これにつきましては、例えば右端のコア技術

のところに、アンモニア／ＭＣＨ燃焼利用技術なんていうのがございますが、これはいっ

てみれば水素をアンモニアやメチルシクロヘキサンという有機溶媒にくっつけて、安全に、

なおかつ長期間大量に貯蔵する技術でございます。 
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例えばこういうのを、これは産総研としてもナンバーワンだと認識しているので、一つ

の大きな売りにしましょうと。例えばこういうことでございますし、これは第３期にも大

きな成果を生んだわけですけれども、その次の中項目にあるエネルギーを効率的に変換に

利用する技術のうちの上のワイドギャップ半導体によるパワーエレクトロニクス。これは

ＳｉＣ結晶成長加工技術、高耐圧ＳｉＣデバイス化技術、これを引き続き発展させるとと

もに、例えば目的基礎のところに返っていただくと、少し左になりますけれども、ガリウ

ムナイトライドではダイヤモンドのデバイス化。ご承知のとおり、ガリウムナイトライド

では、名大の天野先生や赤崎先生がノーベル賞をとられて、発光デバイスとしてはもう実

用化が非常に進んでいますが、パワーデバイスとしては、少なくとも高耐圧のものとして

はこれからが多いので、そういうものをややアーリーステージのものとしても産業界と一

緒になってやっていくのだと。例えばこういう議論をしているわけでございます。現場で

はこれに赤い線を入れたり、そういったことをして議論しておりますので、来年の評価の

際にそれがよくわかるようにしておきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○野路部会長  ほかにございませんか。 

 須藤委員。 

○須藤委員  一番最後のページの自己評価検証委員会の委員の方々がまとめたところで

いろんな見解が出ているのですけれども、これは非常に的を射たコメントが幾つか出てい

ると思っています。安永さんに説明していただきましたけれども、技術で勝ってビジネス

で負けると前からいわれていますけれども、例えばカーボンナノチューブ、どうやってビ

ジネスで勝てるか考えてもらいたいと、何となく他人任せみたいで、これは回答どうなっ

ているのかというのと、その下にあります、よいテーマを選ぶのが重要で、今後を見据え

た研究を進めてもらいたいと。先ほどの説明で、将来産業、どうやってみて、どんなテー

マを選ぶかということをいわれたのですけれども、これについては、今、第５期の基本計

画とかいろんなところで議論を進めていまして、なかなかこれぞというのが出てこないと、

難しいなと我々も思っているのですけれども、ちょっと気になったのが、このテーマの中

で、今いろいろ内閣府等で議論している話になると、少しシステムとかソリューションを

前面に出して、社会を変革する新しい価値を見出していこうというようなことを取り組ん

でいると思うのですけれども、この配っていただいた資料の中で後ろの方に少し出ている

のですけれども、余り産総研としてシステムとかソリューション、サービスと、その辺を
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重点的なテーマと考えてないのかなというようなことも感じ取れまして、将来産業という

のをどうやってみているのか。この２つの自己評価検証委員会のコメントに対するご意見

をちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○中鉢理事長  先ほどの質問にも関連しますけれども、最も我々が重点的にやろうとし

ているのは、まず１つはエネルギーの確保という観点からすると、創エネルギー、省エネ

ルギー、蓄エネルギー、いろんな産業に及んで、省エネルギーだとかいうこともやってい

きますし、エネルギー直接貢献という点では、再生可能エネルギーであるとか、あるいは

先ほど安永理事のほうからあった水素貯蔵とか、そういうものを進めている。もう一つは、

安全で安心で豊かなといいますか、そういう暮らしを守る、ライフサイエンスを中心とし

たこういうものをやっていきます。こういう大きな枠組みの中でやっていきたいと。 

それで、余り役に立っていないではないかと、いいテーマをちゃんと選んでいるかとい

うことですけれども、これについて一番大きなのは、やはり産業界の声と社会のニーズを

きちっと聞くということと、我々がそれに応えられるだけのポテンシャルを、力をもつと

いうことに私は尽きると思います。 

 そういう意味で、これまで産業界とのコミュニケーションという点ではいささか不足し

ていたかなという反省もございます。そのために専門の部隊を用意して、産業界のニーズ

を聞きたい。この後に、どのようなシステムが必要か、どのようなソリューションが必要

なのか、どのようなサービスが必要なのかということを設定していくべきものだと私は思

います。したがって、今、産総研の中に、そういう戦略と、それから産業界との連携を求

める委員会をつくり、また、それのコミュニケーションをやるシーズ、ニーズのマッチン

グをする専門部隊100名規模を、今、大体60名強ですけれども、そのようにして情報収集

をしたいと考えています。 

それから最後に、システムとかソリューションとかサービスというのは、産総研のこれ

までの定番にしてきた技術分野とはいささか性質を異にしているのではないかと。確かに

産業界がシステムだとかソリューション、サービス、個別にはやっていますけれども、大

型のプロジェクトというのは、もちろん経産省とも詰めていかなければいけませんけれど

も、かつてのサンシャインとかムーンライトとか、そういったものにも通じるあれなのか

もしれませんけれども、今の計画の中でもし具体的にシステムだとかソリューションとい

うのが出てくればですけれども、今の状況だと、どこに焦点を当てたいかといったら、正

直いって、模索している、まずは産業界の声を聞きたいということだと思います。 
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○安永理事  若干補足させていただきます。 

まず将来産業論ですけれども、これは、はっきりいうと分野によっていろいろですよね。

例えば先ほど代表的成果のご紹介で、ライフサイエンス分野で実験の再現性を高めるのに、

人間がピペットやるのではなくて、ロボットでやるというのをご紹介いたしました。これ

は、いってみればロボット技術としては比較的既存の技術は多いのです。もちろん、産総

研で、例えばユーザーインタフェースなんか開発したのですけれども、ただ、産総研のラ

イフサイエンス部門としてどうやったら実験の再現性が上がるか。例えばピペットのかわ

りに機械的な弁で液体の量を制御すると、人間がやる場合に比べると非常に再現性が上が

った。これをまさしくライフサイエンス全体の研究開発といったシステムに応用するとど

うなるか。こういうのを若干考えてやったのがあの成果ですね。 

 それから、私も今みてみたのですけれども、今の産総研の中で、確かに名前としてシス

テムと名をつけた研究部門というのは、ロボットやっても知能システム研究部門しかござ

いません。ただ、中身をみますと、この中で自動車ヒューマンファクター研究、ロボット

イノベーション、人工知能、それから製造技術、こういったところは比較的システム志向

でないと確かにやれないところだし、実際、研究者がシステム志向でやっているところも

ございます。 

ただし、理事長から申し上げたとおり、やはり産業システムというのは非常に複雑なも

のですから、どうしても今までは要素技術の研究中心になっていたと。これを例えば、要

素技術だけではモノができない、システムができないから、周辺技術も含めて、それから

全部自分でやるということでなく、企業やほかの大学と連携してやろうと。これが大きな

課題でございます。 

 例えば、そういった意味では、先ほどご紹介した事例の中で、モアレによるインフラの

劣化システム診断。モアレのところは、確かに我々、いいシーズをもっていると思うので

すが、あれを実際に橋なんかに適用しようとすると、やはりこれはゼネコンさんなんかの

知見がいるし、例えばそれを本当に社会実装しようとすると、国交省の関係の研究部門の

参画が必要になる。こういったところはＳＩＰという枠組みをうまく活用する。そういっ

た意味では、須藤委員おっしゃったような形のシステム志向で、今もっている要素技術を

どう活用するかというのは非常に大きな課題があると思います。 

 一言でいうと、将来産業の姿というのは何だと思いますかと普通聞いてもなかなか回答

というのは出てこないし、そのとおりにならないですよね。そういった意味では、はっき



 

- 28 - 

り申し上げると、既存の産業だけに聞くのではなくて、既存の産業の中にいない人からも

聞いていかないと回答が出ないだろうなと。これはなかなか試行錯誤でございますけれど

も、東芝さんでどうやっておられるか、差し支えない範囲で教えていただければと思って

おります。 

○須藤委員  中鉢理事長、それから安永理事がいわれたように、将来産業は、我々産業

界も物すごく苦労してもがいているところなので簡単に出るはずはないと思うのですけれ

ども、ぜひ産業界と具体的な技術をもっている産総研のような研究機関が知恵を出し合え

ば、産業界だけで考えているよりはもう一歩進んだものができるのではないかなと期待し

ていますので、よろしくお願いいたします。 

○野路部会長  ほかにございませんか。 

○赤池委員  それに関連したご質問なのですけれども、本当に微生物と昆虫の共生機構

の解明とかまで研究されているんだなと、すばらしいなと思ったのですけれども、特にこ

ういう生物のプロセス研究なんていうのは企業さんとか産業界というのはまだリアリティ

もってない領域だと思っているのですけれども、そこら辺の橋渡しのコーディネーション

とか、あるいは人材の育成とか研究マネジメントとかは、バックキャスティングで考える

と、多分この領域は相当おもしろい広がりをこれからみせていくのではないかとか、ある

いはいろんな国際会議の議長をとられているとかいうこともすごく評価ポイントだと思う

のですけれども、こういった領域の例えばルール形成戦略みたいなことをどう考えていく

のか、このあたりのこと、これからの領域についてどう考えておられるのかなと思ってち

ょっとご質問したいと思います。 

○松岡理事  生命工学領域を担当しています松岡です。 

 今いわれました共生細菌というような研究というのはどういう位置づけにあるかという

ことですけれども、基礎研究であることは間違いないのですけれども、産業界への展開と

いうのがないわけではないと。どういうことかといいますと、例えば薬によって菌を殺す

というのは一般的には行われているわけですけれども、昆虫がなぜ薬に対する耐性をもつ

かといったときに、遺伝子が変わっていって耐性をもつような昆虫が生まれるのか、ある

いはほかのメカニズムでそういう機能が生まれるのかというのは、そういう意味では、産

業的にはいろいろな真実を知りたいというのがあるわけですね。今、産総研の研究では、

そういう基礎研究の中で、実は昆虫自身が変わっているわけではなくて、共生細菌をもつ

ことによって薬剤に対する耐性をもつとかいうのがわかってくる。非常に基礎的なのです
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けれども、それがわかりますと、そもそものそういう生物の活動というのがどのように動

いているかわかってくる。それがいろいろな、例えば昆虫による害をどうやって減らすか

とか、逆に、今度はいろいろな生物をもっともっと機能を上げていくためにどうするかと。

これは共生細菌みたいなものを活用してというのもあるかもしれません。そういう意味で、

そのもととなる非常に核となるところが展開できると思っています。 

 それから、先ほどシステム化とかいうようなところがございましたけれども、第４期に

なったときに、生命工学領域という名前で、今までライフサイエンスということでしたけ

れども、ライフサイエンスの中には人間工学的な研究もやっていたわけですけれども、今

回第４期では、人間工学的な研究と情報の研究をくっつけて、それをビッグデータで扱う

ような形で人間生活というものを科学できるような体制をつくりたいというのがあって、

新しく情報人間工学領域というのをつくっていると。この辺は産総研としては、私として

は、次の展開というのを少しかもし出していると思っているところです。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

議論が４期の方に入ってしまっているので、ちょっとこちらの方でまとめたいのですけ

れども、とりあえず26年度の第３期の評価について、評価のポイントとご意見をいただけ

ればと思います。その後時間があれば次に向けてということで締めたいと思いますので、

まず第３期についてそのほか意見ございませんか。 

 では私の方から１つ。ＴＰＥＣ、私は個人的にも非常に関心ありまして、非常にすばら

しい形で、ＴＰＥＣのＳｉＣ、進んでいると思います。これが今後大学とかいろんなとこ

ろでもこういう組織体が、23ページですが、非常に参考になるのだと思います。特に私も

この前そこの会で講演してきたのですけれども、いわゆるユーザー側、それと素材側、そ

れと半導体をつくっている会社、いろんな会社が、企業が集まって、それも企業がお金を

出して、年間1,200万円だったかな、お金を出してそこで研究を一緒にお手伝いすると。

これは欧米なら当たり前ですけれども、日本で僕は聞いたことないのですけれども、この

試みというのは産総研が初めてではないかと思うのですね。それでお金も10億円も集まっ

たということですよね。 

 このやり方というのはこれからの橋渡しには非常に有効なので、さっきカーボンナノチ

ューブの質問もありましたけれども、僕は、この組織をつくればカーボンナノチューブも

もっともっと早く普及するし、展開するのではないかと思うのですね。特に従来型、産総

研だけでないと思いますけれども、大抵、共同研究とかやるときには、日本の場合はその
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ユーザー側が入ってないケースが非常に多いのですね。要するに、半導体だったら半導体

メーカーが入っている。一部素材も入っているでしょうけれども。だけど、実際使うのは

ユーザー側というか、自動車とか我々建機とか、そういうところがＳｉＣを使うわけです

よね。電車とか。だから、そこのニーズを聞かないと、ＳｉＣつくっているとかインバー

タつくっているところに幾らいっても、なかなか出てこないと思うのですよ。彼らはまだ

自分のお客さんがいるわけですよね。 

富士電機にしたって、富士電機のお客さんというのは、トヨタであれ、コマツであれ、

そういう会社なのですよ。そこにニーズがものすごくあって、そこがこれの組織の非常に

すばらしいところで、私は大変感心したので、こういうやり方を、産総研だけでなくて、

経済産業省の方でももっとＰＲしていただくと非常にいいのではないかなと思います。 

○須藤委員  ３期の全体を見ますと、さっきも話あったのですけれども、パワエレ、カ

ーボンナノチューブ、それからスピントロニクス。ライフの方は私は余りよくわからない

のですけれども、その辺がやはり産総研の大きな成果であると思いますし、うまく橋渡し

がもうすぐそばまで来ている成果であると我々も純粋にそう思っています。それで、今い

われたように、ＳｉＣについては早くオールＳｉＣ、ＭＯＳＦＥＴまでＳｉＣにもってい

くというようなところを現実の商品としてできるように是非取り組んでいただきたいのと、

それから、カーボンナノチューブについてはもう量産化をゼオンでやるという話はあるの

ですけれども、縦方向にもうちょっと長く伸ばすにはどうしたらいいかというのを少し、

これは理論にも返らないと難しいのではないかなという気がしているのですけれども、そ

このところを少しやっていただきたいなという気持ちがあります。 

 それからスピントロニクスについては、実はうちの会社の方が責任あるかもしれないの

ですけれども、早くそれを使ったデバイスを開発して、これはぜひ一緒に取り組んでいた

だきたいということで、この３つの成果には我々も大いに期待していますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

○野路部会長  よろしいですか。 

○遠藤委員  財務のところでもう一度。収入の概要はあるのですけれども、支出の概要

というのはないのでしょうか。収入についてのご説明は１／２と２／２とあるのですけれ

ども、支出の説明は見当たりません。先ほど伺った建築費もそうですが、入り繰りがわか

らなかったので。 

○安永理事  では、私は非常に雑駁な数字を申し上げます。600億円、運営費交付金が



 

- 31 - 

入るわけですが、このうち400億円近くがいわゆる研究者、プロパー職員、それから事務

職も入っておりますが、この人件費に消えます。200億円のうち、例えば光熱水であると

か、あるいは研究装置の管理であるとか、そういった経費にこれまた相当割合が消えてい

くということで、いわゆる裁量性のある研究費というのは大体200億弱の中のある部分だ

と思います。その裁量性のある中でも、実はポスドクの人件費とか、研究実験助手さん、

アシスタントの人件費みたいなものがありまして、これは固定費ではないのですが、現実

には固定費に近いものもありますので、本当に裁量性のあるものはかなり少ないというの

が現実の姿だと思います。 

○遠藤委員  財務の内容なり研究機関の活動状況を見るときに、収入と支出が精細に挙

がっているのが普通だと思われます。収入と支出それぞれについての数字をもって、産総

研の自己評価検証委員会で議論されたのでしょうか。 

○中沢理事  これは私の方からご説明いたします。総務担当の中沢でございます。 

 実は、当然ながら、決算というのはやっておりまして、決算は、今日お配りしてないの

ですけれども、財務諸表というものが当然ございます。このベースの数字で申し上げます

と、ただ、全体の総額の数字しか実は開示対象になってないものですからそれしかないの

ですけれども、経常費用として、26年度で904億5,500万余りの数字になっております。こ

れに対する経常収入が925億5,800万余りということでございます。利益としては21億上が

っていると、そういう計算になるのですが、この中には実は各領域のセグメントには砕い

て開示してないのですね。例えば研究業務費として人件費が幾らであったか。人件費の数

字を申し上げますと、385億であったと。それから、その他の研究業務費が323億であった

と。そういう立て方にはなっております。それから、一般管理費合計が57億であったとい

うことにはなっているのですけれども、恐らくご関心は領域ごとのブレークダウンした数

字だということでございますけれども、３期までのデータとしてはこれを開示していない

状況になっております。第４期以降はセグメントごとに出すことになっているのですけれ

ども、現状ではここまでのデータしかございません。 

 失礼しました。若干のセグメント分けがございまして、地質関係は52億6,900万、計量

関係が69億300万、こういう数字がございます。 

○野路部会長  質問は、そういうことをチェックした上で検証委員会をやられたのです

かということなのです。その数字の中身の質問ではなくて質問の内容は、そういうことを

開示して検証委員会でチェックした上でＢ評価になったのかということです。 
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○中沢理事  検証いただいた段階では26年度の数字は締まっていませんので、その数字

をピンポイントでお見せしてお願いしているわけではございませんというのが端的な答え

です。 

○野路部会長  それでは、データなしで、これぐらいの状況だけで評価してもらったと。 

○中沢理事  数字はとじてない段階で見ていただいたということでございます。今申し

上げた数字、前年と比べて大きな、特異な動きをしているわけではございません。 

○徳増産総研室長  若干補足させていただくと、この自己評価書とともに、経産大臣の

方に、いわゆる財務の状況というのは、先ほどの報告書の形で６月末までに出すことにな

っていまして、それは我々しっかりいただいていまして、そこで話を聞きながらヒアリン

グさせていただいてということは役所の方でももちろんやっている状況になっています。 

ただ、この自己評価の委員会が６月の半ばに開かれていたので、恐らくタイミングとし

て６月までにつくらなくてはいけないタイミングとの関係で合ってなかったのだと思いま

す。来年以降は、この概要資料の中にそれを載せることはもちろん可能だと思いますので、

そういった対応をしていくということかなと思います。他方で、役所の方には期日までに

しっかり提出されて、我々も話を聞いた上で受け取っている形になっています。 

○野路部会長  よろしいですか。 

 それでは、今日はこういう資料の説明の中で気がついたことを我々が意見を申したとい

うことで、平成26年度の第３期についてはそういうコメントだったということで締めさせ

ていただきます。 

若干時間ございますので、私からも述べたいことがちょっとあるのですけれども、その

第４期に向けて、今のような要望とか評価の資料のまとめ方だとか、そういうことをちょ

っと意見交換したいと思います。委員の方ありませんか。 

○須藤委員  先ほどこの要回収の資料で３つに分けて説明されましたけれども、目的基

礎研究、橋渡し前期、後期と、こういう分け方はいいと思うのですけれども、１つお聞き

したいのは、この比率を今どうお考えになっているのか。もっとも比率なんて考えないで

やっているというのもあると思うのですけれども、どの辺をうまく注力してこの流れをつ

くろうとされているのかというのをちょっとお聞きしたいのと、それから、一人の研究者

の人が目的基礎研究やるとか、ある人は後期をやる。多分違うと信じたいのですけれども、

私は一人の人が幾つかのところにまたがってやった方が有効だと思いますけれども、その

辺の取り組み、この３つのステージの取り組み方針をちょっと教えていただきたいのです
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が。 

○安永理事  今ご指摘いただきましたこの３つの段階の比率なのですけれども、一言で

申し上げますと、数字で端的に、例えば３：４：３とかいうものはございません。ただし、

ここにわざわざこう書いて議論したのは、我々のその研究の中で本当に橋渡し後期来てい

るものはあるだろうか。ある場合には、なぜそれを企業ともっと緻密に綿密に、あるいは

場合によってはほかの研究部門の力も合わせて橋渡しに注力しているのかしてないのか、

こういうことを評価しているわけで、それの目標数字を46億円×1.4倍ぐらいに実は来年、

今年度の結果なっているのですが、これを各領域に振り分けまして、それでこれだけの橋

渡しの実績を上げるべしとなっているのですね。そういう意味では、３段階それぞれの比

率を数字では決めてないけれども、それぞれここに書いてある議論の中のこれを生かして

やるということにしているというのが１点。 

 それから、これは当然、人によって違います。まず、人によって得手不得手もあるわけ

ですね。非常に理論的なところを深く追求していくのが得意な人もいれば、過去の経験か

ら、企業と共同研究して、これがどのようになったら使えるかと。そういう意味では、研

究テーマを企業の本当の産業のニーズに合わせてすいすい変えていくのが得意な人もいる。 

ただ、全体的には、須藤委員がご指摘のとおり、一人の研究者が一つのことをやるとい

うよりも、やはり目的基礎研究的なテーマはもっていると。自分のこれまでの研究、例え

ばこういう方向に発展したらどうなるだろう、あるいはメカニズムはどうなのか、こうい

うテーマと、まさにこれは待ったなしで企業に橋渡しすべきだなと。これはこれでたとえ

論文が書けなくてもやるぞと。これはやはり一人の人が幾つかのものをやって、一人とし

ても、それから組織としてもポートフォリオをつくりながらやると。こういうやり方で一

般的にやっております。その比率はかなり違っているのが現状でございます。 

○野路部会長  では、私の方から。 

いろいろあるのですけれども、１つは財務ですけれども、遠藤委員おっしゃったように、

通常、収入、支出はっきりすることと、項目別に来年から分けてほしい。一般管理費がど

うなっているのだとか、研究の中で人件費がどう動いているのだとか、経費の中でも直材

費と外注に向ける費用とか、そのように分けると、その中にいろんな悪さとかよさという

のが出てくるわけですよね。それと人員のところも、派遣社員みたいな人がいるのかいな

いのか、有期雇用がどれぐらいいるのか、そこらで産総研の中の活性化というのがわかる

わけですよね。人の動きなんか、全体の数字だけなのですね。これでは、評価、なかなか
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できないと思うのですよ。 

 なぜなら、企業はみんなそうやっているのですよ。数字をオープンにしている。それを

どこまでオープンにするかというのは経済産業省と相談してほしいのだけれども、我々評

価する側からいうと、会社の経営をやっている立場からいうと、そういうものがなかった

ら産総研の問題点というのはなかなかわからないですよ。人事とか費用とかそういう面で

はね。 

 ２つ目、コンプライアンスですけれども、コンプライアンスについて、安全は出ている

のだけれども、大体、研究員で問題になるのはメンタルヘルスですよ。メンタルヘルスに

ついてどれだけの対応をしているのか。うちなんかも毎年ちゃんとデータとってやってい

ますけれども、やっておられると思うのですが、安全とメンタルヘルスというのは絶対欠

けてはいけないものだと私は思います。だから、コンプライアンスについてはどういう形

になっているかというのをもうちょっと詳しくメンタルヘルスについては出してほしい。 

 ３つ目、橋渡しですけれども、シーズを出すところの基礎研究段階と橋渡しする前期、

中期、後期と３つあるとおっしゃっているのですね。例えばＳｉＣはもう橋渡しの後期に

近いのですかね。そうすると、ＳｉＣの事例でいうと、来年度はどこに目標を置くのだと

いうと、2020年までにはもう何百億ぐらいの規模になるようなことになってないと困ると

か、あるいはどれくらいの会社がＳｉＣの量産を始めたのだとか、それとどんな企業がど

れだけ使ったのだとか、指標というのはいろいろ分かれると思いますけれども、そういう

指標で物事を語らないと、なかなか橋渡しといっても難しいと思うのですね。 

 シーズの方でいうと、これは長過ぎて、先ほど安永さんおっしゃったように、ＳｉＣの

例でいうと20年かかってやっとここまで来たと。だから、ものすごい長い期間なので、シ

ーズのところというのはどんな指標で物事考えるかというのは、私も知恵ありませんけれ

ども、産総研らしいテーマがあるかどうか、産総研の中にどれだけの異業種というか、違

う学問をもっているかどうか。例えばコンピュータサイエンスだとか物理工学だとか、そ

ういうところですよね。シーズを出すときには、一つの学問だけでやれるわけでなくて、

特にスタンフォード大学とか欧米の大学へ行くと、いろんな学問の領域の人たちが集まっ

て初めて、ＡＩなんかもそうですが、できるといわれています。だから、そういうところ

の研究のあり方とか人員構成のあり方とかいうのがいいのかどうか。あとは研究ユニット

ごとの費用ですかね。どれぐらいの費用でやっておられるのか。 

 これも、シーズのところではかなり使わないとできないと思うのですね。橋渡しのとこ
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ろとは全然違う。橋渡しのところはほとんどお金使わずに、僕は企業からどんどんお金も

らえばいいと。ＴＰＥＣみたいなのはいい例ですよね。ＴＰＥＣは10億円ぐらいお金もら

っているわけですよ。だから、どんどんもらってほしいなと。我々産業界もどんどんお金

を出さないとだめだと、私もあちこちに言っているのですよ。ただシーズの方は、それは

もう誰も出してくれないですよね。海のものとも山のものともわからないものですから。

これは国とかそういうところから出さざるを得ないと思います。この橋渡しのところの目

標設定というのは非常に難しいですけれども、ぜひ産総研の方で考えてほしいなと思いま

す。 

 ４つ目はベンチャーですけれども、ベンチャーは、非常によくやっておられると思うの

ですけれども、中身がよくわからないのでちょっとコメントしづらいです。アメリカでは、

スタンフォード大学とかカーネギーメロン大学など、いろんなところへ行くと、95％がア

ーリーステージ段階、スタートアップ段階での企業の参加率がものすごく高いのですね。

だから、ベンチャーのどんな段階で、どれだけ企業が参加しているかどうかが勝負だと思

うのですよ。企業が参加してなかったら誰も買わないですよ。欧米はほとんどＭ＆Ａです

から。それで、高い値段で買ってくれるから、次から次と、アメリカなんかは若い人がベ

ンチャーを作る。たった５年か６年ぐらいで、５人ぐらいで30億ぐらいお金が入る、売っ

てしまって、また次やるのですね。そんなの多いですよ。だから、結局今の、これだけス

ピードが早い時代になると、産業界、企業が、別に日本の企業だけかどうかわかりません

けれども、企業がどんどん買っていく、あるいはアーリーステージ段階で研究に参加する

というところが非常に大事なのではないかと思うのですね。そういうポイントを少しみて

いただくといいのかなと思いました。 

 それと５つ目ですけれども、企業から、費用だけでなくて、人がどれぐらい来ているの

か。それも産総研の費用でなくて、企業からの費用でやるということと、もう一つは、人

事交流の中でどれぐらい毎年産総研からどこに行っているのか。僕が１年半前に産総研に

行って話を聞いた時は、30年、40年前に産総研に入った方は、そのとき産総研という名前

でないでしょうけれども、大体40になったら出て行くのだよといわれたというのですね。

今はどうなっているのでしょうか。要するに、フラウンホーファーなんか、ほとんど10年

で半分以上いないようです。人事がよどまないということが非常に大事だと思うのですね。

だから、そういう指標も入れてもらうと、どれだけ活発に動いているかというのがよくわ

かると思います。 
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 最後に、僕は先週ドイツへ行ってきて、フラウンホーファー研究所へ行ってきたので、

ちょっと時間いただいてちょっとだけ話します。インダストリー4.0の勉強に、ある団体

で私が団長で行ってきたのですけれども、インダストリー4.0の思想とか理念とか考え方

はドイツ国家が研究所でやっています。これはマックス・プランクだとか大学とか一部の

研究所がやっています。 

で、フラウンホーファーはどうしているかというと、フラウンホーファーは企業からお

金をどんどん集めています。私、今回、ベンツとか、ポルシェとか、行ってきたのですけ

れども、みんなお金を出すのです。何億と。そこに人も出すのです。で、産業界としてイ

ンダストリー4.0に向けてどんなことをすべきかを研究している。誰もわかってないので

すよ、ニーズというのは。聞いたけれども、今からやるというのですよ。理念はやってお

るのだけれども、どんなことをしたらいいかわからんというわけですよ。それで研究所に

みんな集まっていろんな研究をやっているのです。そこに産業界からお金が来ているので

すよ。産業界の問題だから、産業界が金と人を出して、フラウンホーファーで一緒になっ

て研究をやっているのですね。そこで、こんなことやってほしい、こんなことやってほし

いというようなことを１つづつやっています。 

 ２つ目は、もう既にその中で幾つもテーマがあって、生まれたテーマはどんどん実践し

ています。１つだけ参考にいいますと、既に中小企業が、立派な生産技術者がいなくても、

誰でも生産技術システムをつくれるようなＭＥＳ、Manufacturing Execution Systemの、

試作ができて、いろんな中小企業と今手を組んでそれを検証しています。我々が行ったら

どういわれたかというと、いやあ、日本でも使ってくださいとＰＲされた。そういうのも

研究所の一つの参考になる。 

そのまま真似るといっているのではないですけれども、要するに、先ほどから議論あり

ましたけれども、ニーズを出すというのは産業界もなかなかわかってないということだか

ら、今のような状況なのですね。僕らもそうなのです。なかなかわからないのですよ。難

しいのです。先ほど須藤委員もおっしゃった。そこら辺を少し考えていただいてやっても

らうといいのかなあと思っています。 

あとほかに、委員の方、ご意見ございましたら。 

○赤池委員  今の部会長のお話とも関連するのですけれども、民間からの外部資金を獲

得してきた研究人材とか国際標準化においてプレゼンスをむちゃくちゃ高めた研究人材と

か、そういう方々の人事的な報奨制度みたいなことってあるのですか。例えば退職金の係
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数上がってしまうとか。よくわからないですけれども。 

○金山副理事長  特別そのための制度というのはありませんけれども、今、個人評価は

かなりメリハリをつけてできるようにしています。それから、人事評価の尺度も、先ほど

あった目的基礎の場合と、それから、先ほどの橋渡しのような場合は違う評価をし、各場

長がかなりメリハリつけてできるようにしていますので、少なくとも仕組みの上では整っ

ていると。今後そこにどう中身を入れていくかというのはこれからの話だと思います。 

○野路部会長  それでは、時間が来ましたので、まだいろいろあったら、産総研に直接

でもよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。 

本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。今回の概要とりまとめ、委員の意

見等を事務局から研究開発審議会の総会に報告することになりますので、ご承知おきくだ

さい。 

 本日の議題はこれで終わりとなりますが、事務局から何か連絡事項等ありましたらお願

いします。 

○徳増産総研室長  本日、各委員から頂戴いたしましたご意見につきましては、野路部

会長からもお話ありましたとおり、事務局の方で概要をとりまとめまして、事前に各委員

に内容をご確認いただいた上で、事務局から、７月27日に開催予定であります研究開発審

議会の総会に報告する予定としております。この総会での審議を経て最終的に本件に関す

る国立研究開発法人審議会の答申として経産大臣の方に報告されることになりますことを

ご承知おきください。 

 それから、本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、事務局より委員の皆様

に送付いたしまして、内容を確認いただいた上で経産省のホームページに掲載いたしまし

て公開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。 

 それから、最後に途中で配付されました要回収の資料につきましては机の上に置いてい

っていただければと存じます。 

○野路部会長  皆様、よろしいですか。 

 それでは、第１回産総研部会の審議はこれにて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―― 


