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経済産業省国立研究開発法人審議会 

第３回産業技術総合研究所部会 議事録 

１．日時：平成２８年７月２０日（水）１０：００～１２：００ 

２．経済産業省別館１階 １１４各省庁共用会議室  

３．出席委員：野路部会長、赤池委員、遠藤委員、大薗委員、須藤委員 

４．議事次第 

（１）国立研究開発法人産業技術総合研究所の平成２７年度業務実績に関する自己評価

書について 

（２）特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（特定研発法）

の施行（平成２８年１０月１日）に伴う国立研究開発法人産業技術総合研究所の第４

期中長期目標の変更について 

５．議事概要 

○渡辺産総研室長  全員お揃いですので始めさせていただきたく思います。 

 部会長、本日の進行をよろしくお願いします。 

○野路部会長  それでは、ただいまから、国立研究開発法人審議会第３回産総研部会を

開催します。 

 まずは、事務局から委員の出欠について報告をお願いします。 

○渡辺産総研室長  本日は、５名の委員全員にご出席いただいています。 

 以上、よろしくお願いします。 

○野路部会長  それでは最初に、産業技術環境局の保坂審議官から一言ご挨拶をお願い

します。 

○保坂審議官  おはようございます。今年６月に前任の星野から審議官を引き継いだ保

坂でございます。よろしくお願いします。暑い中、特に７月になり、いろいろお忙しい中

お集まりいただき大変ありがとうございます。 

 産総研ですが、まさに特定国立研究開発法人になる節目に当たっています。そのような

なかで本日は二件についてご審議いただきたく存じます。一つ目は、27年度の業務実績に

対する産総研の自己評価についてです。もう一つは、産総研が理研と物材機構とともにこ

の特定国立研究開発法人に指定されましたので、中長期の目標の変更が必要になりました。

「特に世界トップレベルの成果が期待される法人」ということで指定されましたので、こ

れに伴ってこれに見合ったかたちの中長期目標の変更が必要になったということです。こ
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の変更案について、ご審議をいただければと思っています。 

 内閣府からも、この３つの研究開発法人については別格であり、 様々な法人活動をしば

る規定も今後検討し得るところもあり、ぜひ結果を出してほしいということを言われてい

ます。したがってＰＤＣＡサイクルを的確に回して、期待に応えた結果を出すことができ

るよう、皆様にご審議いただければ非常に幸いだと考えています。忌憚ないご意見を賜れ

ばと存じますので、よろしくお願いいたします。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 それでは引き続き、本日の配付資料について、事務局から説明をお願いします。 

○渡辺産総研室長  委員の机の上には紙の資料を配布していますが、ｉＰａｄにも同じ

資料が入っていますので、どちらかでご確認いただければと思います。 

 まず、「議事次第」、資料１「独立行政法人評価の考え方（基準）」、資料２－１「産総研

の自己評価書」、分厚い資料があります。それから、資料２－２「産総研の27年度自己評価

結果説明資料」、資料２－３「説明資料別冊」。続いて、資料３－１「特定国立研究開発法

人による研究開発等の促進に関する特別措置法概要」、資料３－２は、同法に基づく「基本

的な方針の概要」です。資料３－３は、この「基本的な方針」の全文です。資料４－１は、

産総研の第４期中長期目標の変更に関する「新旧対照表」、資料４－２は、その変更点を加

えた「中長期目標」。さらに、参考資料が３つあります。本部会の「委員名簿」と、「審議

会令」、最後に「特別措置法」です。 

 資料に不足があったり、ｉＰａｄの使い方がわからなくなったりした際には、挙手をお

願いします。事務局がすぐに伺います。 

○野路部会長  それでは、本日の議題に入りたいと思います。事務局から議題について

説明をお願いします。 

○渡辺産総研室長  先ほど審議官からも言及があったとおり、本日の議題は大きく２つ

ございます。 

 一つ目は、「産総研の平成27年度の業務実績の自己評価」についてです。産総研は、昨年

度、平成27年度から新たな中長期目標期間となっており、組織を挙げて「橋渡し機能」の

強化を進めています。その初年度に当たる平成27年度の業務実績について、産総研が行っ

た自己評価についてご意見をいただきたいと思っています。 

 二つ目の議題は、今般、国立研究開発法人の中でも特にトップレベルの成果が期待され

る法人を特定法人として指定する法案が成立し、本年10月１日から、産総研は、理研、物
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材機構とともにこの特定法人となることが決まっています。それに伴い中長期目標を一部

変更する必要がありますので、その案についてご意見をいただきたいと思っています。 

 最初の議題の自己評価については、６月末までに産総研が昨年度の業務についての自己

評価を行い、同評価書が経済産業省に提出されました。本日、この自己評価について委員

からご意見をいただき、今後、産総研の所管大臣である経済産業大臣が最終的な評価をす

るという仕組みになっています。したがって、本部会における委員のご意見は、経済産業

大臣が産総研の評価を下すに当たっての重要な情報という位置づけになります。 

 なお、経済産業省には、産総研と同様に、研究開発を行う独法が共管も含めて４つあり

ます。それぞれ本日同様の部会が開催され、その後、８月に開催される予定の、これら４

部会を束ねる国立研究開発法人審議会の総会で最終意見としてとりまとめられ、答申とし

て経済産業大臣に報告される流れになっています。 

 本日の部会での委員のご意見も、事務局が概要をとりまとめ、事前に各委員に内容を確

認いただいた上で、同総会に報告する予定です。 

 以上です。 

○野路部会長  それでは、最初の議題であります「産総研の平成27年度業績評価につい

て」の審議に入りたいと思います。最初に、評価基準について、事務局から説明をお願い

します。 

○渡辺産総研室長  それでは、評価基準について、まず資料１「独立行政法人の評価の

考え方」をご覧下さい。 

 １ページ目にあるように、原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すこと

によって評価を行うということになっています。 

 それから、Ｂを標準とするとされています。Ｂというのは、ここにあるとおり「着実な

業務運営がなされている」ということです。これが全体の基準となり、それよりも良いＡ

は「顕著な成果」、Ｓは「特に顕著な成果」。逆にＣになると「一層の工夫、改善等が期待

される」、Ｄだと「特段の工夫、改善が求められる」となっています。 

 次に、２ページ目をご覧下さい。これは産総研についての評価軸で、第４期の中長期目

標を定めるときに決めたものです。「評価指標」と「モニタリング指標」それぞれがこのよ

うに項目立てされています。このうち評価指標については、数値での目標も既に出されて

おり、本日、これに基づいて産総研から説明があります。 

 また、評価に当たって参考となるものがこの「モニタリング指標」であり、この「評価
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指標」と「モニタリング指標」を合わせて、また定量的な観点と定性的な観点の双方を適

切に勘案して全体的な評価を行っていただくことになっています。 

 評価基準に関する説明は以上です。 

○野路部会長  それでは次に、自己評価について産総研から説明をお願いします。 

○安永理事  産総研の企画担当理事の安永でございます。 

 それでは、お手元の資料２－２と２－３を用いてご説明申し上げます。本編の資料はこ

の分厚い資料２－１ですが、これらを非常に簡潔にまとめたものです。 

 まず、産総研では、この自己評価を行うに当たって、我々、７つの研究領域があります。

また、バックオフィス部門として企画、イノベーション推進、総務、こういった部門があ

ります。それぞれに対応する外部の評価委員会を作りました。こちらで、今年の初めに、

昨年度は昨年末ぐらいの実績の数値をもとに評価をいただいております。また、６月に自

己評価検証委員会。これも外部の委員の方に入っていただきまして、我々が外部評価を経

てつくった自己評価をチェックいただく。こういうプロセスを経た上で作成しております。 

 それでは、資料２－２と２－３でご説明いたしますが、資料２－３は、この平成27年度

の業務実績・自己評価に関する数値目標の達成状況です。まず、この資料２－３をご覧い

ただきまして、２ページ目の産総研の評価指標。これはいうまでもありませんが、復習と

して申し上げますと、最大の眼目がすぐれた革新的技術シーズを事業化につなげる橋渡し

研究、そして、その最大の指標が民間からの資金獲得額。ただし、それだけではありませ

ん。やはり橋渡しのもととなる革新的な技術シーズを常に生み出していかないといけない

ということで、目的基礎研究レベルにつきましては、評価指標は具体的な研究開発成果、

それから論文の合計被引用数、あるいはその論文数などももちろん関係しています。 

 橋渡し研究前期は、民間企業からの受託研究ですとか共同研究に結びつく研究開発。い

ってみれば、その技術が１つできても、それだけでは産業化できないわけですから、例え

ば量産技術につながる研究をやっているか、あるいはその応用技術に関する研究をやって

いるか、あるいは周辺の必要な技術の研究開発をやっているか、こういうことであります。

こういうことを評価する指標が、具体的な研究開発成果と知財、特許等の質的、あるいは

量的な状況です。 

 それから、橋渡し研究後期、これがまさに具体的な特定の民間企業のコミットメントを

いただいて、産総研から得られた技術的成果を産業化に本当につなげているか。ここの指

標が民間からの資金獲得と具体的な研究開発成果になるということです。 
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 また、我々、７つの研究領域の中で、地質と計量標準、この２つは実は法律上も項目が

別になっておりまして、産業界のベースになる地質図を作る。そして、国民の皆さんの利

用に供すること。それから、計量標準や物質標準、こういう標準をつくって産業界のユー

ザーに供給すること、こういう業務があります。こういったものは必ずしも論文や特許と

いったものにならないわけですが、こういう、まさしく知的基盤の提供というものが順調

に行われているかどうか、これも非常に大きな指標です。 

 また、非常に横断的な指標といたしまして、若手人材、人材の育成が適切に行われてい

るか。この場合には、産総研イノベーションスクールという特別な制度があります。また、

それ以外に、一昨年から、大学院生を有給で産総研に雇用して研究をやっていただく、産

総研のリサーチアシスタント制度を開始いたしております。本格的な実施は27年度からで

す。こういったものを見ながら評価をいただくこととなっているわけです。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。民間資金です。また後で領域別にも言及いたし

ますが、ここで７つの領域プラスアルファですけれども、一番左の欄に書いてありますの

が平成23年度から25年度までの基準値、いわゆるスタートラインです。この平均値が年間4

5.8億円、約46億円。５年間で３倍に伸ばすというのが中期目標ですので、それをリニアに

内挿いたしますと、平成27年度の目標値は基準値の1.4倍になります。64.4億円。実績は5

3.2億円。目標達成率は82.6％。目標には達していないわけです。 

 ただし、基準値比、つまり、第３期の平成23年から25年度までの平均の基準値からする

と16％の伸びということになっています。 

 また、右側が、我々が参考値としたものでございます。実はこの当初の民間資金獲得額

という定義には含まれておりませんでしたが、我々、産総研の技術を技術移転してベンチ

ャービジネスをされる方を産総研発ベンチャーと呼んでおりますけれども、この産総研発

ベンチャーに民間企業ですとか民間のファンドから投資をいただくものがかなりあります。

これは平成23年から25年までの平均値が年間3.3億円。これが平成27年には17.6億円になっ

ているわけです。正確に申し上げると、この中で、17.6億円のうちベンチャー企業への民

間投資、これはキャッシュでなされているわけですが、産総研のアカウントに入ってない

ものです。 

 それからもう一つの種類は、実は民間からの共同研究をやるために、民間からキャッシ

ュではなくて設備で納入いただいたものがあります。これがエネルギー・環境領域で６億

円相当です。こういったものを合わせて17.6億円なのですが、この参考値を合わせますと、
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トータルで右側の数値になっていまして、合計で70.8億円です。スタートラインを仮に、4

5.8億円でなくて、この参考値の部分を足すとスタートラインには大体49.1億円ぐらいにな

ります。それで合計が70.8億円ということになりまして、４割超の伸びということになっ

ています。 

 ここを上の方の枠の中に書いていますが、産総研発ベンチャーの民間企業出資、研究設

備の民間企業からの現物譲渡を含めれば、これはあくまで参考値なわけですけれども、全

体として目標値を上回る民間資金獲得実績があると、このようになっているわけです。 

 ４ページ目にはその具体例が書いてあります。設備として現物でいただいたものはパワ

ー半導体のＳiＣ、シリコンカーバイドのパワー半導体についてもこれまで大きな研究成果

を上げておりまして、民間資金も多く獲得していますが、いよいよこれが本格的な量産段

階に産業界でもなっておりますので、今まで産総研では３インチのプロセスがありました

が、６インチのプロセスでやろうということで、これは民間から設備を移管して、もう既

に研究を始めております。 

 また、産総研発ベンチャーの方は、右側に５社ほど書いてありますが、いろんな分野で

ありますけれども、いずれも民間企業やファンドから合計11億円を集めたということです。 

 次の５ページ、６ページをご覧いただきますと、論文発表数です。論文は、先ほど申し

上げましたように、次世代の橋渡しの種となる技術シーズを作るものの指標です。日本全

体でも、この10年ほど、大学なども含めて学術誌への論文の数、あるいはトップ10％と呼

ばれるサイテーションが非常に多くなされる論文の数が減っているということが問題にさ

れておりましたけれども、ご覧いただきますと、産総研はこの傾向を反転しております。 

 26年度から反転しておるわけですが、27年度の実績値は目標値を上回っておりますし、

基準値と比べると8.9％の増です。領域をみますと、若干、エレクトロニクス・製造部門が

過去の実績を下回っておるのですが、これはいろんな要因があろうかと思います。１つ大

きいものが、半導体を初めとする日本のエレクトロニクス産業が産業界全体として非常に

厳しい状況にあると。そうなると、企業との共同研究を盛んにやっているこのエレクトロ

ニクス、特に電子デバイスなどの部分が論文の分野でも少し過去の低落傾向が続いている

状況がみられるということです。 

 ただし、論文の質を見ていきますと、右側に、これも参考値ですが、いわゆるインパク

トファクター２桁以上の論文誌に載った論文、これも過去と比べると増えているという状

況がみられます。６ページも同様です。いずれにせよ、インパクトファクターが10以上、
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あるいは20以上という、非常に学術界で大きな影響を与える論文誌にも出ているというこ

とです。 

 次の７ページ、８ページをご覧いただきたいと思います。７ページは、橋渡し前期の指

標であります知的財産に関するものです。一言で申し上げますと、７ページの右下の数字、

平成27年度の特許の実施契約に関する契約の件数、これが累積で960件あります。つまり、

産総研が過去に生んだ知財で960件が民間に技術移転され、何らかの形で金銭の収入を生ん

でいるわけです。 

 トータル収入額は幾らだということになりますと、上の表にありますように、平成27年

度で3.3億です。この数字はどちらも伸びております。私どもの課題は、3.3億を960で割り

ますと、１件当たりの平均額は35万円です。これはもう少し伸ばしたいと考えております。 

 ただ、特許の大部分は、例えばスタンフォードの例をみましても、ホームラン特許数本

で稼いで、あとは収入という意味ではごくわずかという状況かと思います。ホームラン特

許はどうかと申しますと、上の枠の中の最後の行に書いてありますが、ランニングロイヤ

リティが1,000万円を超える契約は４件ありました。ただ、これが多いのか少ないのか、こ

れはいろんな評価があろうかと思います。我々はこれをなお増加させていきたいと思って

おります。 

 ８ページの人材育成です。27年度は、トータルの若手の人材育成が112名ということで、

これまでの目標値を8.7％上回っているわけですけれども、一つのハイライトは、ＲＡと書

いてある表が上にありますけれども、大学院生に有給でお金をお支払いして、産総研の研

究者として雇用する。産総研の研究をサポートしていただくかわりに、研究成果は、修士

論文、博士論文にどんどん使っていただくというものです。これは、当然ながら、最近、

特に博士課程に行かれる日本人の学生さんが少なくなってきたということに対応しまして、

高学歴ワーキングプアにならないということをサポートするものです。初年度はこうやっ

て100人を超す人材を育成しておりますが、現場でも好評です。経済的な心配なく勉学がで

きるということで、これで将来的にもこちらを増やして、若手の人材育成をさらに盛んに

できればと考えています。 

 主な数値目標は以上です。後で最後の表をまとめてご説明いたします。 

 それでは、資料２－２に戻っていただきたいと思います。各領域、各分野ごとの実績に

ついて簡単にご説明いたします。 

 まず１枚おめくりいただきたいと思います。各研究領域ごとに２枚ずつの紙をつけてあ
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ります。この資料２－２の３ページと４ページ目がエネルギー・環境領域です。それぞれ、

３ページには27年度の目標とそれに対する実績を左右対照になるように書いています。実

績のところで青字になっているものが、我々が考え、なおかつ、外部の専門家の先生方に

も認めていただいた昨年度の傑出する成果です。 

 ごく一部だけ申し述べます。このエネルギー・環境領域の最大のハイライト、（２）です

が、２年３カ月前に設立させていただきました福島の再生可能エネルギー研究所で水素の

研究をやっております。特に再生可能エネルギーで電気を起こし、その電気で水を電気分

解して水素を発生させ、その水素は貯蔵と運搬が大変なものですから、トルエンなどの有

機溶媒にくっつけてこれを使うという実験をやっております。これで水素60％を混合した

燃料、これは世界で最高水準なのですが、これで熱効率40％というものを達成しておりま

す。 

 また、アンモニアにくっつけるという研究も並行してやっておりますが、小型のガスタ

ービンでアンモニアを燃やす研究も行っております。アンモニアはそもそも余り燃えない

ので、これを燃やすというのはすごく大変なことでしたが、こういった燃焼と実際の発電

の実験に成功しております。将来、特に2020年の東京オリンピックの際には、東京都とも

協定を結びまして、水素のエネルギーを何らかの形で東京都で使っていただくという実証

実験をやろうと考えています。そのための大きな一歩です。 

 また、先ほど申し上げましたように、ＳiＣのパワートランジスタ、パワー半導体の研究

のために民間からのキャッシュの獲得資金が９億円ありますが、それ以外に設備でも６億

円相当のものをいただいています。 

 こういったものをベースに評価したものが４ページです。この表をご覧いただきますと、

論文のところは４ページの上の方に書いてありますが、非常にインパクトファクターの大

きい論文誌にもたくさんの論文が掲載されております。また、アワードもとっている。そ

して、橋渡し後期は、先ほど申し上げたような民間からの資金が得られているということ

で、目的基礎と橋渡し後期はＡだということで、トータルをＡにしています。 

 それから次の５ページ目、６ページ目は生命工学領域です。５ページをご覧いただきま

すと、生命工学のハイライトは、これは一昨年以来、いわゆるＳＴＡＰ細胞問題でライフ

サイエンス分野の研究の再現性がないということが非常に大きな問題になりました。こう

いうことが起こらないように、産総研はそれを技術で解決しようと。人間の手でピペット

シャーレをいじっていると、これはどうしても実験の再現性がありません。ですから、完
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璧な形で同じ実験を何十回でも何百回でもやれるバイオ実験ロボットをこの領域の研究者

が開発し、それでベンチャー企業を設立いたしました。これで共同研究先の企業やＪＳＴ

からの資本参加を受けております。 

 また、これまで、蛋白質表面にあります糖鎖というものの研究、これは産総研が日本の

中でオンリーワン的に集中して研究をやってきたという自負がありますが、これを使って

体にほぼ負担をかけずに肝臓がんを検知するマーカーを開発いたしまして、これを実際の

製薬企業に橋渡しをして、昨年度、既に売り上げが大きく立っております。1.9億円で小さ

いではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、延べでこの薬を使われた方

が20万人。ポテンシャルがあるこの薬のユーザーは、いろんな数え方があるのですが、三

十数万人。ですから、その３分の２近い方がこの薬の恩恵を受けている。今までですと、

肝臓の一部の組織を切り取ってこないと診断ができなかったものを、これは血液だけで肝

臓が線維化している、将来肝硬変になるのがわかるということが福音です。 

 この他、この領域では非常に基礎的な研究も盛んです。６ページをご覧いただきますと、

インパクトファクターが大きい論文誌にもたくさん論文が掲載されておりますし、それか

ら、これは中曽根元総理の提唱で始まりましたヒューマンフロンティアサイエンスプログ

ラムという、これまでノーベル賞受賞者を26人輩出しておりますグラントにも久しぶりに

日本人がリーダーになる研究として採用されております。橋渡し後期につきましては先ほ

どお話ししたとおりです。こういうことで目的基礎と橋渡し後期は特にＡであろうと、ト

ータルもＡであろうと、こういうことを考えております。 

 次に、情報・人間工学領域です。７ページ、８ページです。こちらの方は、特に、まず

大きな成果は、１つは日本の公的研究機関で初めて人工知能研究センターを設立していま

す。設立した当時はスタートが75人の陣容で始めたのですが、これが昨年度中に200人を超

える体制を、いろんな大学や企業からの客員研究員など入れて達成しております。 

 余談でありますけれども、実は現在、325人の体制になっております。人数が多ければい

いのかという問題では必ずしもないのですが、層が薄いといわれる日本の人工知能の研究

の体制の中で、基礎研究からそれをいろんな領域に応用する応用研究まで多彩な人材を揃

えたと思っております。 

 また、２番目に書いてありますように、暗号の研究、これからＩｏＴの世界で非常に大

事になってまいります暗号の世界的なコンテストでも上位を独占するなどという成果を上

げています。 
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 また、特筆すべき成果は、８ページのところに書いていますけれども、実は橋渡し後期

のところに、これは参考記録ながらと。産総研技術移転ベンチャー、ミライセンス、ライ

フロボティクス、こういった企業があります。こういったところが民間からの出資額８億

円を獲得しております。共同研究の獲得額では5.7億円ぐらいなのですが、この８億円を加

えますと非常に大きな額が獲得できたということをもって、我々は、この領域の橋渡し後

期はＳ評価であろうと思っております。 

 また、この橋渡し後期の分野では同じく生活支援ロボットの安全検証の技術を開発して

おりまして、国際標準化を行っております。実際にホンダの歩行アシストロボットの製品

化の安全検証を行って製品化を達成しておりますので、こういった成果も加えますと、橋

渡し後期はＳであろうということを考えております。最大の大きな要素は、先ほど申し上

げました民間からのベンチャーへの出資額を勘案したということです。 

 それから、次が材料・化学領域です。材料・化学領域では、何と申しましても最大の成

果は、９ページの真ん中あたり、（３）に書いています。産総研オリジナルの技術でありま

すカーボンナノチューブの非常に効率のよい成長技術、我々、スーパーグロス法と呼んで

おりますが、これに基づく実際の量産プラントを日本ゼオン株式会社が周南市に竣工して

いただきました。既に稼働は開始しておりまして、今年の１月からは販売も開始されてお

ります。実際に売り上げが立っているということです。また、さらなる効率の向上につな

がる研究もやっております。 

 こういったことで、論文の成果なんかも非常に大きいものがあるわけですけれども、特

に橋渡し後期は、このカーボンナノチューブのプラントを、まさしく橋渡しが成功して、

日本ゼオンが工場を竣工させ稼働を開始したと。こういうことをもってＳだと考えており

ます。 

 また、我々、大企業だけがクライアントではありません。ここに書いていますけれども、

ＣＯ2を溶媒に使った塗装技術というのがあります。皆さんご存じのように、塗装というの

は、有機溶媒をスプレーにして、その中に塗料を混ぜてやるわけですが、あれは非常に健

康に悪いわけですね。これを超臨界状態と呼ばれるＣＯ2でやると非常に均一な膜がつくと

いうことで、実際に事業化を始めまして、建機塗装には使われております。自動車にもも

う一歩というところです。こういったことから、橋渡し後期をＳとつけております。 

 次はエレクトロニクス・製造領域です。11ページ、12ページです。エレクトロニクス・

製造領域は、目的基礎研究、すなわち論文のところで、確かに数は目標を満たしていない
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のですけれども、非常に大きな成果があります。これまで、スピントロニクスと呼ばれる

技術を研究しまして、次世代の磁気メモリ、ＭＲＡＭにつながる技術を開発しております。

現在、須藤委員の東芝さんで量産化へ向けての準備を行っていただいていますけれども、

ここで、これまでよりさらに消費エネルギーを少なくするように、データを書き込むとき

の電圧が今までの４分の１ぐらいでいいと。４分の１でいいということになりますと、電

力、16分の１になるのですね。こういう新しい技術を開発いたしました。こういったこと

で、目的基礎研究もＡであろうと。 

 それから、橋渡し後期のところは、ベンチャー企業への投資額も１億円ほどあって、こ

れがあるいはエアロゾルデポジション法と呼ばれる非常にユニークな、焼かずにセラミッ

クス膜を吹きつける技術なんかがかなりＴＯＴＯさんなどで本格的に使われて、ものづく

り日本大賞、内閣総理大臣賞というのを受賞しているのですが、ここは額的にも大きなも

のを目標としていた割には少し欠けているということで、Ｂにしています。ただし、トー

タルとしてはＡです。 

 次が地質調査総合センターです。地質調査総合センターは13ページ、14ページですが、1

4ページの下をご覧いただきますと、知的基盤、地質図を作るという業務を着実にやってい

くということが全体の評価の54％を占めています。これは政府の知的基盤整備計画という

計画がありまして、それに則って着実に進めております。 

 また、研究の世界でも、上に書いてありますように、例えば次世代のエネルギー支援と

して期待されております表層型のメタンハイドレートの調査、詳細な海底の地形のマッピ

ングを完成させまして、表層型というのは、海底面に氷が出ているわけですね。この地形

からすると、このとんがったのは氷の固まりだということを確実に把握することができる、

あるいは金属資源でいきますと、海底熱水鉱床の調査なども大きな成果を上げています。 

 ただし、若干残念なのは、橋渡し後期、ここの部分は、かつての基準値も満たさなかっ

たということで、ここはＣ評価としています。ただし、実際、昨年度は、日本国全体とし

ては、不幸なことに、火山の噴火などが大変たくさんありました。その観点で目立つ機会

も多かったのですが、産総研全体の３割強がこの地震・火山を中心とする地質の分野の情

報発信であったということで、マーケティング力のところは、Ａをつけておりまして、全

体としてはＢということにしています。 

 各領域の最後、計量標準総合センターは、15ページ、16ページです。ここにつきまして、

最大の成果は、16ページをご覧いただきますと、真ん中あたりに書いてありますが、橋渡
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し後期として新たに技術コンサルティングという仕組みを作りました。これまで計量標準

の世界は、企業からご相談があった場合、こういうのはどうやって計ったらいいのかとか、

あるいはこういうものの標準はどうやって決めたらいいのか、無料で対応していたのです

ね。 

 ところが、一定のお金をいただきまして対応するようになりましてから、我々、新しい

実験もできます。実験をやってみましたよと、こういうデータが出るのですよということ

をきちんと提供できるようになる。それから、我々もそれだけ大きな責任を感じて非常に

熱心に事業ができるということで、これはわずかな期間ですが、金額的にも多くないので

すが、あっという間に35件の契約ができた。これは今年度も相当膨らむと考えています。 

 また、研究の分野でも大きな成果を上げておりますし、知的基盤の部分でも、これは標

準を供給するというところをまじめにやっていくということで全体の36％の評価になるわ

けですが、これはトータルでＢだということです。 

 それから、17ページは、その他本部機能ということで、これはマーケティング、地域、

それから知的財産マネジメント、人材育成、組織見直し、こういった全体の研究活動のマ

ネジメントにつながるものですが、ここにありますが、いろんな工夫をやりました。 

 例えばイノベーションコーディネーターという仕組みを増強いたしまして、特に民間企

業の研究企画や事業企画の経験者を入れて産総研の技術を企業につないでいく。単に売り

込むだけではなくて、セールスではなくて、企業さんが将来をお考えのビジネスにマッチ

するような形で、うちの研究、どういう方向で発展させたらいいですかというようなこと

をやる仕組みを作りました。70名ぐらいの体制をつくっております。半分近くは企業から

来られている方です。 

 それから、公設の試験所の人材に産総研のイノベーションコーディネーターという肩書

きを出しまして、彼らは、地域の中小企業、中堅企業のニーズ、非常にヴィヴィッドなも

のを持っているので、そういった方々の情報を研究と橋渡しにつなげるということを可能

といたしました。 

 また、地域からの要望に応じまして、石川県と福井県にも、これまで北陸はやや産総研

の地域拠点もなくて、少し空白地帯のところがあったのですけれども、産総研のイノベー

ションコーディネーターを配置いたしまして、橋渡しができるようにいたしました。また、

つくば、それから地域センターではテクノブリッジフェアと呼ばれるイベントを開催いた

しまして、企業の方に密着、アテンドをつけまして、あなたの企業のビジネス領域からす
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るとこういう技術にご関心ありませんか、あるいは新しい領域に出られるとき、こういう

研究ありますよというところを、いってみればサービスコンシェルジュがついてご案内す

るという活動をやって、これが新たな共同研究などにもつながっております。 

 知的財産マネジメントでも、例えば産総研発ベンチャーに対して、知的財産権の一部譲

渡であるとか、独占的実施権の許諾であるとか、契約一時金の免除などの措置で産総研の

特許を使いやすくするということを行っております。 

 人材については、先ほど申し上げたとおりで、組織の見直しは、人工知能、それから計

算科学をベースとする機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センターなど新しい組

織をつくっておりますし、また、これは今年度の成果になるのですが、名古屋大学や東大

柏、あるいは東北大等で大学の拠点の中に産総研のラボを作るオープンイノベーションラ

ボラトリー設立の準備をやっております。こういったことで、Ａだと考えています。 

 残り、業務運営の効率化、それから財務等に関しては中沢理事からご説明申し上げます。 

○中沢理事  ありがとうございます。それでは、18ページ以降ですが、業務運営の効率

化、財務内容の改善、その他業務運営に関する重要事項、これら、大体バックオフィスに

関する業務だということで、まとめて私の方からご説明いたしたいと思います。 

 資料は、今の資料の19ページをご覧下さい。業務運営の効率化の箇所について、ここは

総合評価をＢとしておりますが、項目として、研究施設の整備、ＰＤＣＡ、調達、電子化、

効率化とあります。調達以外はＢ評価、調達についてはＡ評価を自己評価としてつけてお

ります。 

 私ども、もともと独法の中でも特に入札方式への転換にいち早く取り組みまして、入札

による調達の比率が高い独法でトップレベルにありましたが、若干行き過ぎたということ

がありまして一者応札が目立ったという事情がおきていました。そこで、結果、入札者が

一者しかないのであれば、随契にした方が効率的であるという考えに立ちまして、特定の1

9類型につきまして随契によることができるという制度を作りました。年度途中に策定した

調達等合理化計画への対応の中で位置づけたため、昨年の10月つまり年度の下期から適用

しております。こうした取り組みで、従来かかっていました手続期間を平均で、20日程度、

３分の１程度に短縮できたという効果を実現いたしました。これは透明性を確保しながら

調達を合理的にやるということで、研究活動に大いに貢献したものと考えております。 

 また、私どもの工夫の一つに契約審査役制度があります。民間企業の調達の専門家であ

った方にお願いいたしまして、仕様書の作成方法や随契の理由、こういったものがしっか
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りできているかどうかということをチェックいただくとともに、指導をいただいている。

それを踏まえて外部委員会である契約監視委員会にチェックしてもらっているということ

が大きな特徴です。 

 調達についてはＡでありますけれども、業務運営の効率化全体についてはＢということ

です。 

 財務内容の改善は、これも可もなく不可もなくＢですが、黒字決算をしてしまったので

黒字になっておりますけれども、本来は赤字にならないギリギリまでしっかり研究活動に

支出できるよう、もっと工夫ができなかったのかなと反省しております。総合としてはＢ

としております。 

 それから、その他業務運営の重要事項です。このうち、Ａ評価とさせていただいたのは、

広報に加えて、コンプライアンス及び内部統制です。これらは一体のものであり、先ほど

安永理事から説明させていただいたとおり、研究記録の保管、改ざんの防止を徹底するた

めに研究ノートの電子記録制度を確立しました。これは他の独法に先駆けて、かつ、モデ

ルになったものであると自覚しております。 

 そのほか、具体的な事案についてこの場では申し上げることはしませんが、リスク案件、

コンプライアンス上の問題について、理事長を本部長とするコンプライアンス推進本部の

会議を、本部長出席の上、定例で毎週開催しております。トップに対する情報のエスカレ

ーションを非常に気をつけております。 

 また、今朝も地震がつくばでありましたが、毎朝、「朝会」と称するリスク情報連絡会議

を開催いたしまして、テレビでつなぎ、全国のセンターで起きたさまざまな事象について

情報収集し、即座に対応しています。こういう体制を整えているということで、誇りを持

ってＡ評価とさせていただきたいと考えております。 

 まとめまして、その他業務運営の重要事項についてはＡということで示させていただい

ております。 

 以上です。 

○安永理事  最後に１点だけ、資料２－３の最後のページに戻っていただきます。これ

は復習、まとめなのですけれども、資料２－３の９ページです。これはそれぞれ今までご

紹介しました目的基礎研究、橋渡し研究前期、橋渡し研究後期、横断的な取組それぞれに

つきましてＡＢＣ評価を加えたものです。 

 Ｓになっているところだけ、改めて復習で一言だけ申し上げますと、情報・人間工学領
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域の橋渡し後期のＳ、これは確かに民間資金の獲得額の目標値7.3億に対して5.7億。しか

しながら、産総研発ベンチャー２社に対する出資額が８億あった。だから、プラス８だと。

これは参考値ではありますけれども、ということでＳだろうと。 

 それから、材料・化学領域につきましては、これはカーボンナノチューブの工場を日本

ゼオンが建てて実際に稼働開始した。産総研の技術だけでというと少し言い過ぎになるの

ですが、産総研の技術をベースとした新材料の生産が始まったということで、この部分が

Ｓだということになります。 

 トータルはこういった表に示されておりまして、全体を見てみますと、資料２－２の最

後の20ページの下に書いてありますように、総合自己評価はＡではないかということを考

えているわけです。 

 以上です。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 それでは、審議、ご意見に入る前に、事務局から論点等について意見があればお願いし

ます。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございます。評価軸については、先ほど資料１でご説明

したとおりですが、数値であらわれる評価指標において、産総研は特に民間からの資金獲

得額を５年間で３倍にするという、かなりチャレンジングな目標を掲げています。中長期

目標においても難易度を「高」と明確に位置づけており、こういったチャレンジングな目

標に対しての実績評価をどのようにするかが一つの論点ではないかと考えています。それ

から、先ほどもありましたが、この部分に対する参考値をどのように位置づけるかという

ことも論点ではないかと思います。これらを含め、またモニタリング指標なども含めて、

最終的な評価に対するご意見を賜れればと思っています。 

 なお、去年も総務省からは、Ｂを標準とすることについてかなり強い連絡が来ておりま

す。これは参考としてご報告したいと思っています。 

 以上です。 

○野路部会長  それでは、委員の皆さんのご意見、ご質問等をお願いします。 

須藤委員。 

○須藤委員  少し短めに４点、質問も含めてしゃべらせていただきたいと思います。 

前期の産総研の大きな変革の目玉というのが、やはりマーケティング機能を強化すると

いうことだったと思うのです。その前の産構審のいろんな小委員会等で議論してきて、産
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総研にそういった機能をちゃんと持ってもらおうということでスタートしたと思っていま

すので、そこが先ほどの説明で70名強の体制にしたというのは聞いているのですけれども、

お聞きしたいのは、１年たって、具体的に行動してみて何か成果が出るのか、出たのか、

１年では難しいと思うのですけれども、こういったやり方が本当にいいのかどうかという

のも含めて、そこのところの詳細な評価をひとつお願いしたいと思います。 

それから、二つ目の質問ですけれども、計量と地質のところ、前々から、評価軸を同じ

にしてはまずいのではないかということを私いろんなところでいってきたのですけれども、

ほかの５つの分野と違ったミッションも持っていますので、この評価でいいのかどうかと

いうのは、今お聞きしてもまだ少し納得がいかないようなところがあります。少し評価基

準を見直すことも考えた方がいいのかなという気がしています。 

それは置いておいて、例えば計量のところで、そうはいっても外部資金が増えていると

いうのがありまして、技術コンサルティングをやったための外からのお金が増えたとかい

うお話もあったのですけれども、それにしても、こういうところで外部資金が増えるとい

うのはどういった仕組みで増えるのかというのを教えていただきたいと思っています。 

それから三つ目ですけれども、エレクトロニクス、製造のところで、論文、かなり実績

より落ちていると。前の実績よりも落ちているということでそれなりに厳しい評価もされ

ているのですけれども、実は産総研はＴＩＡの中核の機関としてやってもらっていますし、

私もＴＩＡの中に入り込んでいますので半分反省も込めていわなければいけないのですけ

れども、本当に落ちてしまっているのか、あるいは、そうはいってもインパクトファクタ

ーがかなり高い論文はちゃんと出ているではないかというのもあると思います。ここのと

ころは、特にエレクトロニクス、今、日本が落ちていますので、単に減ってしまったとい

うだけでなく、きちんと評価した方がいいかなと思っています。 

それから、せっかくＴＩＡをやっているのに橋渡し後期のところが悪いという、Ｂとい

う評価が、我々産業界も含めて少し反省しなければいけないのですけれども、ＴＩＡは今

年からまた新しいステージに入っていますので、これについて、また少しお互いに改めて

いかなければいけないところが出ているような気がしますので、その辺のご意見を教えて

いただきたいと思います。 

それから最後ですけれども、指標がいろいろありましたけれども、例えば生命工学のと

ころとか材料のところで売り上げが立ったという話が少しだけ出ているのですけれども、

もちろん、産総研は研究所なので、売り上げ、余り関係ないかもしれないですけれども、
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橋渡し後期の指標として、それが出ていったところでどこかの会社で売り上げが立ったと

いうのは、私は貴重な情報であると思います。これをもう少し、ほかのところでもあるか

もしれないので調べて、参考値かなんかにして入れてもいいのではないかなという気がし

ました。 

以上です。 

○野路部会長  ありがとうございました。それでは、須藤委員のご意見について、ご説

明をお願いします。 

○中鉢理事長  ４つの質問がありますけれども、まずマーケティングの機能について、

ＩＣ、イノベーションコーディネーターの評価ですけれども、これは瀬戸理事に簡単に、

それから、計量のところは技術コンサルティングでどういった仕組みでやっているかとい

うことについては三木理事から、それからエレクトロニクス・製造領域での論文の減少、

橋渡し後期であるにもかかわらずと、ＴＩＡの活動も含めてのところは金丸領域長から、

それから、生命工学で売り上げが立った、これはコメントすべきかどうかわかりませんけ

れども、まずこの３つについて担当の理事及び領域長から説明をさせていただきます。 

○瀬戸理事  それでは、まずマーケティング機能の強化のところですけれども、先ほど

ご説明させていただいたように、イノベーションコーディネーターの体制をしっかりと作

るというところを主眼に置いて、まずはマーケティング機能の強化という点で取り組みま

した。 

イノベーションコーディネーターとしては70名の規模にし、そのうち30名は企業から招

聘しています。また、地域の公設試とのネットワークを作るということで、産総研にはつ

くばを含めて全国に10拠点あるわけですけれども、プラス、47都道府県との連携をしっか

りと作るという視点で、47都道府県それぞれから少なくとも１人ずつ、イノベーションコ

ーディネーターを出していただくという取り組みで、27年度は55名の体制を作り、全体で1

20名から130名の体制をつくったということです。こういう体制を作ることによって、さす

がにこれだけの体制を作るとコミュニケーションレベルが上がります。そういう意味で、

今までリーチできなかった企業さんとの連携も新しく生まれてきていますし、これまでニ

ーズとシーズの単発のマッチングがかなり多かったのですけれども、加えて、我々の方か

ら、企業さんに対してこのようにビジネス展開したらどうですかという提案型の、企業さ

んと一緒に考えるような、そういう提案の中でのテーマが増えてきているということです。 

大型の案件も少しずつ増えてきていて、今回の27年度のところにはまだ数字的に表れて
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いませんけれども、28年度、実際の弾になるものというのが27年度にかなり仕込まれてい

ますので、また来年ご報告させて下さい。もう一つは地域なのですが、地域は中小企業、

中堅企業への支援というのはやはり公的な資金をいかにうまく産総研が協力してとって、

中小企業さんを支援するかというところが鍵だと思っています。 

そういう点で、昨年度から始まったＮＥＤＯの橋渡し補助金事業の中で40件が全国で採

択されましたけれども、我々のイノベーションコーディネーターの活躍で、その40件のう

ち12件は産総研のテーマです。また、サポイン事業というのがあるのですけれども、産総

研から提案させていただいたテーマの採択率は70％に上がった。これまで40％ぐらいだっ

たと思いますけれども、昨年度のサポインの採択率は70％まで上がっていまして、数字的

にはそんな成果も上がっています。今後、我々としては、これだけの百何十名の体制を作

りましたので、どこから聞かれても、ありません、知りません、できませんと、ノーと言

わないということでこれからやっていくつもりです。 

○三木理事  それでは、計量標準について少しご説明させていただきます。 

計量標準は、我々のところは国家計量標準機関ということで、計量標準を整備していま

す。したがって、産総研のほかの領域の多くであるように、産総研での技術が産業に結び

つく、あるいは製品化となって出ていくというよりは、イノベーションを起こす中で必要

となる計測技術であったり標準といったものを相手に渡して、それを使っていただいてイ

ノベーションを起こす、そういう位置づけがありますので、多少、橋渡し後期といってい

る部分の色合いが違うことが多いことになっております。 

その中で特に先ほどのコンサルは、計量標準のすぐ使える技術になっている、また我々

が持っている技術を使って、困っていること、あるいは評価してほしいことといったもの

をお手伝いをして、それがその相手の産業、あるいはビジネスに非常に貢献している、そ

ういった位置づけになっていると思っております。 

昨年度の一番大きなコンサルの例で申し上げますと、これは数百万のコンサル料をいた

だいた例なのですけれども、割合大きな企業が非常に先端的な製品開発をしていて、それ

を世界のマーケットの中で出そうとすると、その品質を担保しなければいけない。また非

常に先端的な産業であるがゆえに、どこかに例えばお願いをして品質を評価してもらうと

いうよりは、自社で、自分の中で評価技術を持った上でそれを評価しなければいけない。

そういった中で、その会社の中で自社の製品のために開発した評価システム、これは計測

機器の巨大なものになるわけですけれども、それをちゃんと計れているかということを検
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証してほしい。それから、ちゃんと計るためにどういった形で計ればいいか。そういった

ことを全体として請け負って、その中でコンサルをして、その会社の製品が世界のマーケ

ットの中で通用するようにした、それが一つの典型的な例であります。 

○金丸エレクトロニクス・製造領域長  エレクトロニクス・製造領域長、金丸と申しま

す。 

先ほどのエレクトロニクス・製造領域の論文数の減少についてなのですが、我々が分析

しますと、もう少し前まで戻りますと、当領域では、減少傾向というよりは、10～20報ぐ

らい、ばらつきながら、ほぼ水平で推移してきておりまして、今年度、去年と比べますと

若干減っているようにみえますが、そこは、10報、20報ぐらいのレベルで若干ばらつきの

中に入っておりまして、決して論文の発信能力が落ちているとは考えておりません。もう

一方、当領域に限らないと思いますが、最近は技術の進展が早くなっており、論文以外に

国際会議等の発表に軸足を置いておりまして、そういうデータが論文化できないというよ

うなこともありまして、若干その辺は、論文数に対しては厳しい環境にあるかと思ってお

ります。 

一方で、そういう基礎研究の発信能力の低下がないという、ほかのエビデンスとしまし

ては、科研費での提案をして、基礎研究の外部資金を稼いでいるのですが、そういったと

ころでは、28年度は27年度に比べますと増加傾向にありまして、決してポテンシャルが落

ちているとは考えていなくて、ここは一過性のものかと。ただ一方で、これはどんどん伸

ばしていかなくてはならなくて、その部分に関してはこれからも強化していきたいと考え

ております。 

それから、橋渡しの後期についてのＴＩＡを含めた取り組みに関してなのですが、昨年

度、特に電気業界、なかなか元気がない状況で、我々も、マーケティングというか、営業

しても、その部分がうまく連携とれないという悩みを持っておりまして、一方で、やはり

エレクトロニクスが必要な技術であってマチュアな技術になってきているということで、

ＩｏＴという言葉に代表されますように、いろんな業界にエレクトロニクスが広がりつつ

あるということで、いろんな業界からの、こういうことができないかという問い合わせは

多くなっております。それを受ける体制を整えようということで、ＴＩＡ、特にＳＣＲに

関してはＩｏＴデバイスの機能を強化しようということで、今、国プロの予算をいただい

て強化しつつあります。 

それ以外に、フレキシブルエレクトロニクスだったり、ＭＥＭＳという、これからどん
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どん発展が望まれる、そういったもののラインを我々管理しておりまして、そういったと

ころで企業と組んで、こういった技術を産業化していくにはどうすればいいかということ

で、よりラインの使いやすい制度を整えて、それを橋渡し後期の業務としてやっていこう

という状況に今あります。 

○中鉢理事長  最後の生命工学のところは安永理事からコメントを。売り上げの立った

ところ、どのように我々が捉えたか。 

○須藤委員  売り上げが立っているのだったら、評価してあげた方がいいのではないか

と思ったのです。 

○安永理事  ありがとうございます。なるべく拾いたいと思います。ただ、全部を拾う

と結構難しくなるのと、ベンチャーの場合は比較的わかりやすいのですけれども、既存の

企業に橋渡しされて売り上げが立っているものというのは、非常に大きいいろいろな分野

がありまして、完全に網羅できるかどうかというのは、現場の対応がどうなるかというこ

とにもよりますので、そこは少し考えさせていただきますけれども、確かに産総研の技術

を使ってできた実業がお金を稼いでいるという指標は我々にとってもエンカレッジングな

ものですから。 

○須藤委員  橋渡しの一番最後のところですから、ここはちゃんとある程度評価してあ

げた方がいいと思います。 

○安永理事  形式的には、知財の利用料、ランニングロイヤリティを逆算していくと売

り上げもわかる部分はあるのですが、多分、それ以外にある部分がありますので、少し工

夫をしたいと思います。ありがとうございます。 

○野路部会長  それでは、ほかにご意見ございますか。 

では、大薗委員お願いします。 

○大薗委員  ありがとうございます。 

４点ほど申し上げたいと思いますが、一つ目には、参考値である民間からのベンチャー

への出資と現物提供、こちらはぜひ、参考値といわずにちゃんと認めていただきたいと思

います。 

２点目は、私もやはりエレクトロニクスについてなのですけれども、業界そのものが大

きく変わっている中で、例えば企業からの民間資金獲得状況というものの目標値をみます

と、どうやら全ての領域、おしなべて50％アップ、基盤に対して設定されているようです。

これに対して未達、ただ、総合評価はバランスとってＡをつけていらっしゃると思います
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ので、これがゆえに、この評価が次の資金配分に影響して縮小サイクルに回るというよう

なことは起きないのだろうとは思って資料を拝見しているわけですけれども、そういう意

味では、エレクトロニクスに関する技術状況が動いていく中で、過去の規模と比べてどう

ということではなくて、新しい戦略的領域の規模がどれぐらいであって、これからそれを

新しく育てていくためにどういう目標を置くべきか、それに対してどうなのかという評価

をすることが大事なのではないかなと思いました。 

今お伺いしておりましても、ＩｏＴでおつき合いする企業様の顔ぶれもかなり業界も変

わるということで、ネットワーキングを含めさまざまなところで多分、また新しい関係構

築から始まってお時間かかるところがあると思いますので、そこはその辺の事情の違いと

いうのをぜひ考慮いただけたらと思っています。 

３点目は人材育成のところなのですけれども、高学歴プアをつくらない、と大変素敵な

ことで、ＲＡの受け入れとか有給制とかすばらしいと思うのですが、ぜひこれも長期的に

インパクトを見ていただいて、彼らの知的生産性、論文であるとか、あるいは卒業後の就

職なども含めて、組織にとってもいいし、ここに来た個人にとってもよい結果になってい

るということをぜひ継続的にフォローして評価していただきたいと思います。 

４点目が本部のことですが、こういった新しい活動のあり方を定着させていくために本

部がいかに仕組みの改革を進めていくかということは大変重要だと思っていまして、例え

ば現在出ている論文数、数年、論文に結実するまでにはかかるわけですから、タイムラグ

があると。そうすると、この後３年後、４年後、より上向きのトレンドに行くために、今、

もちろん橋渡し等もそういうことでより実用化のための手を打っていらっしゃるわけです

が、今、それ以外にもっとやっておくことはないのかという点で、施策をぜひより強力に

進めていただきたいと思っています。 

特に、例えば経理、調達とか業務運営の効率化という項目になっているのですけれども、

多分、効率だけではない、さまざまな変革、改革が必要なのではないかと思うのですね。

国立大学法人をみますと、例えばお金の使い方の非常に不自由さというのはありますので、

新しい制度のもと、より大胆にその辺は取り組んでいただけたらと思うのですね。私ども

の経験からしても、まずは昔の慣習で担当者ができないと思い込んでいるという例はすご

くたくさんありますし、それから、実際に壁があるところもあると思いますので、そうい

ったところでどれだけ変革を起こしているかということもぜひ評価していただけたらと思

っています。 
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最後、このまとめの紙だけを見ると、ＰＤＣＡ、本当になぜうまくいったのかとか、次

にいくための壁は何なのか、それに対してどうしようとしているのかというのはこのまと

めの紙には出てこないわけですけれども、こういうレビューをすることの大変重要な点と

思いますので、そちらも議論がつながっていくようなレビューのプロセスになるとより充

実すると思っております。 

すみません。長くなりました。ありがとうございます。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。本部の改革については、後ほどまた中沢理事と

安永理事に補足的に説明させていただきますけれども、それから人材育成について富樫理

事の方から、イノベーションスクールの状況とか、今ご質問のあった長期的な視点という

か、そのトレースもしてありますので、この効果等も説明させていただきます。 

私からは、２番目の質問に対して、民間企業との関係ですけれども、例えば私が前職で

かかわったエレクトロニクスからいうと、エレクトロニクスそのものの産業がやはり少し

縮んでいる中で、それでも、その中で産業界からの資金を増やせといったり、あるいは先

ほど議論がありました論文も増やせといったりすると、やはり産業界と一緒になった変革

が必要なのだろうと思いますね。 

今はテンタティブに７つの領域になっておりますけれども、第４期の以前には６つの分

野になっておりました。増やしたものは情報・人間工学領域です。今までの情報・人間工

学を特出ししましてそのような領域にしまして、まだまだ産業界としっかりとこういう研

究領域が一致してないところがありまして、その辺の不具合といいますか、整合性の問題

はご指摘のとおりあるかと思います。ぜひ産業界の動きをみながら、私ども、変わってい

かなければいけないなと思います。 

何ぶんにも、エレクトロニクスとか自動車が、日本の産業の四番バッターだったものが

少々不振で、今、自動車はともかくとして、産業界、少し当たりが悪いという中で、研究

だけが気勢を張ってもなかなかこれも難しいことですので、ぜひそういったことで橋渡し

のあり方についてもよく話をしていきたい。 

ただ、１点だけ、私思いますのは、これは須藤委員からご指摘がありましたように、Ｔ

ＩＡも含めて、産業界との交流、本当の意味での産学官連携というのは、少なくともこの

エレクトロニクス業界では非常に少ない。これはどういうことか、私、自省を込めていう

のですけれども、エレクトロニクス業界においては自前主義というものが少し際立って目

立つというのが私の印象です。こういったところのパーセプションギャップを埋めながら
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今後やっていきたいと思います。これは両方の立場で須藤委員は、受け皿としても、出す

方の側としてもご経験があるのでもどかしいところがあるかと思いますけれども、一緒に

なって考えていきたいと思います。参考値の件については承りました。 

それでは、人材育成と本部の改革について、富樫理事と中沢理事の方から。 

○富樫理事  人材育成の方でイノベーションスクールを担当しておりますので、そのこ

とについて申し上げます。 

イノベーションスクールに関していいますと、育成の対象は、ポスドクを雇って、去年

は15名、そのうちの１年間何をやるかといいますと、産総研での研究活動でやることが１

つ、それからもう一つは、講義・演習によって視野を広げる。３番目は、企業のインター

ンシップ、２カ月から３カ月のインターンシップをして、全体として企業でも、それから

大学の研究機関においても、広い視野を持って活躍できる人材を育てるということをやっ

ております。結果としまして、１年後の進路ですが、６割程度が企業に就職しております。

これはポスドクに関していいますと、企業の方で今まで雇用されて活躍する機会が少ない

ということについての打開する一つの策になっていると思っています。 

それからもう一つは、先ほどの人材育成のところで、ＲＡとともに大学院生クラスの人

材の育成を強化しております。昨年度から大学院生クラスの、今までポスドクと一緒にい

ろんな授業、講義・演習等をやっていたのですが、どうもレベルが違ってなかなかうまく

いかない部分もありますので、特別に大学院生を対象にした。特に産総研には1,000人以上

の大学院生が技術研修生として来て研究をやっておりますので、そういう人たちに視野を

広げるためのスクールの授業を試験的に始めているところです。 

それで、今、産総研の採用のところを少しやっているのですけれども、分野によっては

もう既に人材が育っている分野もあれば、さらに育てなければいけない分野もあると思っ

ていますので、産総研ならではの研究者の力で次の人材を育てるということについては今

後強力にしていく必要があると思っています。 

以上です。 

○中沢理事  ありがとうございます。何点か申し上げたいと思います。 

今、例に出していただきましたけれども、調達は恐らく最も関心のある分野だと思って

おりまして、研究者にアンケートをとり、研究活動を遂行する上で何が負担になっている

か、調査しました。幾つか指摘を受けた中で一番困っているのはこの調達問題です。課題

解決のために私どもで現状できることは全て弾を打っていると考えておりますが、この先、
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例えばせめて大学並みに随契の金額を上げたいとか、入札公告を時間と手間と費用のかか

る官報公示から例えばインターネット公示でできないのか。特に後者は過去のしがらみが

あって、官報で公示するというルールになっているゆえに時間がかかっている。ここは私

ども単体でできるわけではないと思っておりまして、関係する国研、あるいは大学などと

連携しながら関係部署に働きかけていくよう試みているところです。 

いずれにせよ、私ども産総研が多分先頭に立って調達ルールなど研究開発法人が抱える

このような諸課題を解決していかなければならないと考えており、そのために組織のディ

シプリンを高めたり、気概を持ったりということに気をつけて組織を運営しております。

これは半分冗談ですが、実際に起きている現場の一端を紹介します。私が担当している総

務本部では決裁文書を持ってきたら当然、内容を確認します。原案の処理方針について質

問した時の回答が、根拠規程や基本的な考え方を述べるのではなく、「昔からこういう形で

やっている」式の言葉が出ると、そこは厳しく指導をすることにしています。過去の経緯

も重要ですが、なぜそういう取り扱いになっているのかということに思いを致さず、漫然

とルールだけを守っているだけでは思考を停止させます。大事なことは、業務の安定性・

予見可能性を保ちつつ、状況・環境に応じて改めるべきものは改めていくという姿勢です。

「あなたがしたいこと、望ましい解決は何ですか？そのしたいことについて必要なルール

の変更があれば堂々とルールの提案をしてください。」そういうことを言いながら、日々組

織を動かしています。逆にいうと、そういう前向きな改革に向けた動きができない人は上

級幹部には登用しないと方針をとっています。 

こうした組織文化の醸成、職員の意識の向上を通じ、内部のコミュニケーションは相当

改善していると思いますし、先ほどもご説明いたしましたとおり、トップへのエスカレー

ションのスピードアップが図れています。組織改革は進んでいると考えております。 

○野路部会長  では、遠藤委員お願いします。 

○遠藤委員  ありがとうございます。 

産業技術環境分科会や研究開発小委員会、こちらは、イノベーション小委員会となりま

したが、こうした会でずっと議論をしてきた橋渡し機能という産総研の大きなミッション

が今年初めて評価されるという時期になりました。中鉢理事長以下、皆様が改革を進めて

いらっしゃるご様子がだんだんみえてきて、たとえば、マーケティングのＩＣの方々も地

方で非常に活動を強化していただいているというありがたいお話なども伺って、ますます、

産業界や大学へ、いいメッセージを引き続き送っていただきたいと思っている次第です。 
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先ほど渡辺室長からいただきました本日の論点につきまして、重点的にお話を、意見を

申させていただきたいと思います。その前に一点質問なのですが、情報・人間工学領域の

ベンチャーからの出資があった時期はいつになるのでしょうか。 

○安永理事  27年度中です。 

○遠藤委員  27年のいつになるのでしょう。 

○瀬戸理事  中ごろです。 

○遠藤委員  中ごろということですね。何を申し上げたいかといいますと、要は、この

橋渡し機能の大きな評価軸の一つとして民間の資金の獲得額があったわけです。そして、

今年については64.4億円という数字を設けて動き出してきたわけですが、その目標の達成

率をもって自己評価されているのか、実績との乖離を印象として受けてしまいます。 

この最終的なまとめ、資料２－３の９ページのところをみましても、「橋渡し」研究後期

のところの民間資金獲得額、指標のところでＳ評価がついていますが、目標の達成率とし

ては78.6％。この評価だけを見てしまうと、この評価のずれは何なのだろうと思ってしま

います。もちろん、参考値として挙げていただいているベンチャーの創出や、現物出資に

ついても非常に意味のあることだと思うのですが、目標は、民間資金の獲得額で評価する

ということになっているので、参考値の数字を入れて、今年の評価を行っていいものなの

かというところについては少し疑問が残るのではないかと思います。もちろんこうした実

績というものは、先ほど大薗委員がおっしゃっていましたように、本来ならば、十分評価

すべき軸かもしれませんが、期の途中で評価軸を変えることは、ガバナンス上もよろしく

ないのではないかということでございます。 

また、資料２－２で拝見させていただく情報・人間工学領域の評価のところですが、委

員評価も、Ａ、Ｂ、Ｂ、Ａ／Ｂ、Ｂという評価なのに、自己評価だけがＳになっています。

こうした乖離も、一般的に見てしまうと、これはどのようになっているのかという疑問を

抱かざるを得ないだろうと思います。それが私が感じました今期の評価についてのコメン

トです。 

来期以降はもしかするとそういう評価軸を少し改めていくべきなのではないかというと

ころについては、そうなのかもしれません。ただ、それは明らかに期の最初に、明らかに

され、組織内で共有をしておくべきだと思っております。その理由としましては、もちろ

ん評価を公明正大に行うということだけではなくて、例えば、それは働いていらっしゃる

方の給与の中の評価の中の一つの軸になるかと思いますが、途中からまた評価軸が変わっ
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て、個人のインセンティブの設計も変わってこようかと思いますので、そのあたりはきち

んと当初から計画を持って、こういう評価で今年はいくのだということを確定させておく

べきではないかなと思っております。 

内容につきましては、計量のところで橋渡しがなかなか難しい中で努力されてコンサル

ティング業務をなさっていらっしゃるというのはいいお話でして、そういう事業のサービ

ス化も良い材料になっているのではないかと思いました。 

また、先ほどから問題になっているエレクトロニクスについては、国内の製造拠点も、

会社も含めて軸足がアジアの方に移ってきているという中で、もちろん産総研は国のため

に働くべき機関ではあるのですが、いわゆる技術の転用先とすると、海外もにらんだよう

な形、たとえば海外の企業と日本の企業との連携については支援するなどの視点を変えて

いくことによって、この状況が少しずつ改善されていくのではないかと思いました。 

以上です。 

○野路部会長  時間の関係もありますので、赤池委員から先にご意見をいただき、その

後お答えをいただきます。 

○赤池委員  ４点ほど。本当に民間企業との連携とか資金獲得については努力もされて、

成功されていると、遠藤委員がおっしゃったとおりだと思います。 

１点目ですけれども、例えば水素製造と発電を両立する科学的な燃料電池であるとか、

有機溶媒に水素を混ぜて輸送するとか、超省電力の高速のスピン制御技術とか、目的基礎

の部分でも、この先につながる有用な研究が結構成果として出ているような気がするので

すけれども、評価する立場として、この目的基礎と橋渡しの前・後期のウェイティングみ

たいなものはどう考えればいいのか。 

さらにいうと、特に目的基礎の成果について少し謙虚過ぎるような気がするのです。逆

に目的基礎研究というものをやはりきちんと評価するロジック、評価の仕方について、産

総研だからこそ、橋渡しの前・後期で成果を上げられている今なので、何かご検討された

方がいいのではないかなと思っています。 

２点目は、先ほどの須藤委員とも関連した質問だと思うのですけれども、評価する立場

として、地質の調査とか計量標準はどうしたらＡ評価とかＳ評価にしたらいいのか、そこ

ら辺がよくみえません。 

そして、次３点目は個人的な興味も含めてなのですが、情報・人間工学領域でＤＡＲＰ

Ａロボティクス・チャレンジ、何で日本は10位なのですか。１位はたしか韓国ではなかっ
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たかと思うのですけれども、どんな課題があるのかなと。 

最後、４点目ですけれども、今、農水省さんとの人材交流が始まって、産業技術環境局

長に農水省から来た末松さんがご就任されたと思うのですけれども、こういう農水系、商

系のアグリバイオ研究みたいなものとか、多分、産総研さんがキャッチアップしていくし

かないのかなと個人的に思っているのですけれども、そういう研究の戦略観みたいなこと

について何かお考えがあれば最後にお伺いしたいと思います。 

○中鉢理事長  最初に安永理事の方から、自己評価と委員の評価も含めて、どのように

自己評価したかの根拠を示して下さい。 

○安永理事  遠藤委員のご指摘であります、ベンチャー出資や現物での装置提供、これ

を入れるということが当初は想定されていなかった。いってみればムービングターゲット

ではないかということですけれども、我々はこう考えております。確かに27年度当初には

こういったものを民間資金に入れるというディフィニションにしてなかった。それは事実

であります。 

しかし、我々はこう考えました。これは実は評価の指標です。目的そのものではありま

せん。私たちは産総研がつくった技術をいかに世の中に橋渡しをしていくかということが

使命です。そうした場合、例えばベンチャーが集めてきたお金というのはまさしく産総研

の技術を世に出すための、いってみれば直接金融なわけですね。これを世に出すために、

既存の会社ではなく、新たな会社を作り、なおかつ、その会社の事業をステップアップす

るために民間からの投資をいただいたということですので、我々は、橋渡しをするという

行為、目的との関係では、これはカウントしていいのではないかと考えたわけであります。

当初の設計と違うということは事実ではあるのですが、趣旨としては、これは全く橋渡し

そのものであろうと思っておりますというのが１点。 

もう一つは、委員評価との乖離であります。実はこれは若干経緯になるのですけれども、

各領域の委員評価、スケジュール的に、昨年の12月末時点での論文数ですとか民間企業の

獲得額、こういう実績値を基準といたしましたので、ものすごく雑駁にいうと、今の実績

値の４分の３ぐらいのところで評価をしたのですね。３月末までにもう少し伸びると思い

ますよというお話はしたのですが、実績値としてはあくまで４月１日から12月31日までの

数字で締めたので、そういう意味では少し辛目になっているというのは事実であります。 

実は６月の自己評価検証委員会の際には、これは本当のファイナルではないのですが、

かなり確定値に近いデータを出して、改めてご覧いただいたというのが実際のところです。 
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それから、職員へのインセンティブ設計、これはいってみればどうやってモチベーショ

ンを維持するのかということですが、実は、例えばベンチャー企業を作るということに関

しては幾つか職員のインセンティブが設計してあります。１つは、橋渡しの後期の実績の

ところで、民間からの研究資金以外にも、職員の評価についてはベンチャー設立に対する

貢献。その中でも民間資金を幾ら集めてきたかということも職員の給与の、要はボーナス

の査定の中に入っております。また、ベンチャー企業との役員兼業ができますので、役員

給与が入るケースは当然あります。それから、また、当然、ベンチャー企業に対して技術

移転契約を産総研でしておりますので、特許の実施料が産総研に入りますが、そのうちの

一部は発明者であるベンチャー企業を兼業している産総研研究者に入るという形になって

おります。 

また、将来的にいえば、まだ産総研発ベンチャーでＩＰＯしたのは１件だけですけれど

も、ＩＰＯやＭ＆Ａでいわゆるキャピタルゲインという形の個人的なインセンティブも当

然あると設計していますので、今でも、このベンチャー出資などに関する部分の職員への

インセンティブはありますし、それがモチベーションになるようにはしているところです。

まずその点。 

○中鉢理事長  もう一つは前・後期のウェイトについて。 

○安永理事  ウェイトは資料２－２をご覧いただきたいと思います。この資料２－２、

各領域の研究評価項目がありますが、下の方のページの欄に、例えばエネルギー・環境で

すと目的基礎0.27、橋渡し前期0.27、橋渡し後期0.27というようにウェイトをつけていま

す。基本的には、目的基礎、橋渡し前期、橋渡し後期は同じウェイトづけていいのではな

いかと考えているわけであります。 

その他、いろんな工夫というものが右側に書いてあります。それは一応そういう形にし

ております。 

○遠藤委員  インセンティブのところは少し誤解を受けてしまうような発言がありまし

たので、再度説明申し上げます。２－３の資料の最後の９ページを見ていただくと、例え

ば計量の部門の方々は、当初の目的値を大きく上回る112％の実績値で目標達成をされてい

る。逆にいえば、情報・人間工学領域の方は目標の達成率は78.6％だった。ただ、評価は

ＳとＡで逆転をしている。それはもちろん、このベンチャーのところがカウントされたか

らということになると思うのですけれども、そういう意味では、最初、その期の目標とし

て掲げられていた橋渡しの資金の獲得を目指して、例えばここでＩＣの方々が頑張ってい
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らっしゃるときに、期の途中で、いや、ベンチャーも加えることで評価を総合的にするの

ですといわれてしまうと、私が例えばＩＣだったら萎えてしまうだろうなと思った、そう

いう意味でのインセンティブということでした。 

もちろん、そういう意味では、全体として、そういうものが入っていくことには何の異

論もありませんで、いわゆる目標の設定の仕方と評価という、本日の渡辺室長の問題提起

のところで発言させていただいているという次第です。 

以上です。 

○中鉢理事長  それから、ＤＡＲＰＡの件でご質問がございました。これは安永理事。 

○安永理事  実は私どもが情報・人間工学領域の目的基礎段階をＢに評価しているとい

う一つの要因は、ＤＡＲＰＡのロボティクス・チャレンジで10位だったということなので

す。これは、ご指摘のように、韓国が優勝した。我々、実はこのＤＡＲＰＡロボティクス・

チャレンジ、２年前の予備戦、ここでは当時産総研にも在籍していた、東大の人も在籍し

ていたわけですが、チームが予備戦で１位になったのですね。そのときも圧倒的１位にな

った。 

その人たちは米国企業に移籍してしまったわけですけれども、知財としては産総研、引

き続き持っておりますし、ＮＥＤＯがこのＤＡＲＰＡロボティクス・チャレンジに参加す

る、その中のチームの一員として産総研チームとして出ていくときに、率直な話、１位か

２位か３位、一応メダル圏内には我々は入っているはずだと。日本でナンバーワンの人型

ロボットをやっているという自負はありました。 

しかしながら、確かに、専門家から見ると、あのロボットの中にはハードウェアはむし

ろＤＡＲＰＡ側の既存のプロジェクトで開発したものを使って、ソフトだけをやって、優

秀な成績を修めた大学なんかもありまして、そういう意味では、説明はいろいろできるの

ですけれども、ただ、天下のヒューマノイドロボットの、ある意味、日本の頂点と自負し

ている産総研が10位になったというのは非常に厳しい結果だったと思っております。 

その後どうしたかということですけれども、１つは、10位になった原因の一つが、昔か

ら14年ぐらい前の設計のハードウェアを使っていまして、転んだら壊れるのですね。産総

研の中の研究では、転んでも壊れないように、ぶら下がり健康器みたいなのにぶら下げな

がらタスクをやっておるのですが、そういうことがいかない。転んでも壊れない。それか

ら、手足の力が強いというような形でハードウェアを早速新しいものを作りつつあります。

今年の秋、ハードウェアができてきます。その中でソフトの研究、制御の研究なんかも引
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き続きやっていこうということで、ここは強化をいたしました。 

確かに10位という順位は、率直に申し上げて想定外だったし、ショッキングだったし、

プライドの観点からも問題であったと思っております。 

○中鉢理事長  もう一点だけ、松岡理事の方から答えていただきたいのですが、農水省

との連携も含めて、アグリバイオの取り組みについて簡単に。 

○松岡理事  生命工学領域を担当しています松岡です。 

農水省との関係ということでありますけれども、産総研の生命工学領域の中では、一つ

の柱がバイオものづくりということになっていまして、いろんなバイオ環境を使って、植

物、あるいは微生物を使っていろんな生産を行うということになっています。農水省の方

はどちらかというと農水産物の生産ということになると思いますけれども、産総研の方で

は特にもう少し高付加価値な物質生産というところを狙っているところではありますけれ

ども、そういう方向性で技術開発を進めています。 

特にアグリバイオという観点でいきますと、産総研では、昆虫等の研究、非常に基礎的

な研究ですけれども、そういう食物に対する害虫がどうやって農薬等の耐性を持つのかと

かいった非常に基礎的なメカニズム解明というところも行っています。そういったところ

と連携しながら、薬剤を使わずに害虫を抑えるとか、そういった技術の展開というところ

も視野に入れているつもりでございます。ゲノム編集とかいろんな技術で今非常に進んで

おりますけれども、それを安全に使えるという意味で、農水省の関係とは連携しながら進

めていきたいと思っております。 

○安永理事  実は生命領域だけではなくて、農水分野との関連では、私、２つあると思

います。実際に、これは調べてみますと、産総研、材料の研究開発、いろんなことをやっ

ておりますが、これが鮮度を保って農産物、水産物を運搬するのに必要な包装材ですね。

こういったものにつながる研究、非常に盛んです。これは実はそういったものとして橋渡

しができるのではないかと思います。これはもしかすると日本の農水産物を海外に輸出す

る、つまり、ＴＰＰの後の対応にも貢献できるのではないかと思って、いろんな工夫をし

ております。 

もう一つ、冷蔵技術です。これは実際に企業に橋渡しは済んでいるのですが、海水から

非常に効率よくいい氷を作る技術ができていると。これは中小企業に既に橋渡しをしてい

ます。これで保存すると、つまり、洋上で氷ができるのです。漁船の中で鮮度よく、獲れ

たての魚をそのまま冷蔵する。サンマやイワシが非常に色も青々としておいしいという技
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術ができておりますので、実は生命以外でも農業に貢献できるものがたくさんあると思っ

ております。 

○赤池委員  バイオマス関係も随分やっていたのですけれども、例えば木質バイオマス

からカーボンナノホーンを量産する実証研究などをやっているのですけれども、省庁が所

管しているといつの間にか立ち消えてしまうこともあり、こういうものを逆に産総研さん

なんかが作り上げてあげるというような、そういうアクションを起こしてくれると楽しい

なと思っています。 

○野路部会長  ありがとうございます。 

時間も限られていますのでこの辺でご意見等を打ち切らせていただきたいと思います。

本件につきましては、事務局で概要をとりまとめて、事前に各委員に内容をご確認した上

で事務局から研究開発審議会の総会に報告という段取りで進めたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

私の方からその橋渡しという背景の話で、私の認識を一言だけお話ししたいと思います。 

産業構造審議会やイノベーション委員会には、私もずっと出席しており、そこでは橋渡

し機能の話が指標としてあったのですが、そのときの議論を少し振り返ってみます。日本

の課題というのは、イノベーションがなかなか起きない、若い人の元気がない、大学と産

総研と産業界の交流がほとんどない、これほど日本の大手企業が大学とか産総研にお金を

使ってない国はない、こういう背景があります。 

こういう背景を打破しないとだめだと、あるいは若い人たちが失敗しても敗者復活でき

なければならない、というようなことが背景にあって、産総研の活動の一つの指標として

橋渡しを増やそうと。そうすると、民間企業の資金獲得をすればするほど基礎研究にお金

が回るのですね。大学もそうです。大学も、運営交付金は１％ずつ減っていって、一方産

学連携やっていないからお金が全然入って来ません。お金ないところに、基礎研究が大事

だ、何が大事だといっても、お金は増えないわけです。 

これを打破するための意見の一つとして、大手企業から産総研はお金をたくさんとれと。

そして、とればとるほど産総研の人件費がそこで賄えるわけです。そうすると、余ったお

金で基礎研究がどんどんできるわけです。こういう循環にしようというのが狙いです。ま

だ１年目なので、安永理事、中鉢理事長、一緒に頑張っていただいて、少しずつ成果が上

がっているので来年を期待しているのですけれども、私の感覚からいうと、大手企業にも

っともっと売り込みをかけて、さっき中鉢理事長がおっしゃったように、エレクトロニク
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スも元気がないといっていますが、民間企業も脱自前主義をやらないとだめだということ

でお金をとるようにしないといけません。 

今回の官民対話では、安倍総理から、企業から大学に使うお金、今1,000億もないのです

がこれを3,000億にしようと初めて出たわけです。ようやくムードが盛り上がっている最中

なので、中鉢理事長がおっしゃったように、大手企業からどんどんお金を集めてくる。そ

の集めてくる人は理事の人とかいろんな人たちが企業を回ってぜひやってほしいというの

が１つです。 

二つ目は、イノベーションコーディネーターを70人ほど増やしてくれたこと、非常によ

かったと私は思います。私はもう1,000人ぐらい増やしてほしいと思っているぐらいです。 

というのは、中小企業、ベンチャー企業はリスクとれません。失敗は許されないのです。

日本は失敗を認める文化でないというのは、それはムードとか、文化的なことでは私はな

いと思うのです。要するに、何か出資するためにお金がかかる、そこでは担保だと何だと

いわれるわけです。アメリカのシリコンバレーとかイスラエルのベンチャー企業は一切リ

スクがないのです。リスクがないようにしてあげないと、若い人たちは３回も４回も失敗

できないわけです。シリコンバレーもイスラエルも３回失敗して一人前です。だから、そ

こはやはり産総研から無料で中小企業とかベンチャー企業とかそういう人たちの橋渡しを

お願いしたいと。それで、大手企業からたくさんお金とって回すということを私は希望し

て、次の議題に行きたいと思います。 

 次の議題は、国立研究開発法人について、少し事務局から制度と内容についてご説明を

お願いします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございます。資料３－１と３－２をご覧下さい。 

 産総研は、特定国立研究開発法人として10月１日から新たなステージに入ることになっ

ています。資料の一番下に書いてあるとおり、５月18日に特措法が公布され、この法律が1

0月１日に施行されるということです。 

 実際に特定国立研究開発法人に指定されることによってどのように変わるのかというこ

とは、同法で「基本的な方針」を定めることとしており、それが６月28日に閣議決定され

ました。これが資料３－３です。 

 結構ページ数がありますので、この閣議決定を簡単にまとめたものが資料３－２です。

第１ということで「基本的な方向に関する事項」、その下に第２として「政府が講ずべき事

項」、ピンクのところです。その右に、第３として「特定国立研究開発法人の体制整備」。
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そして、第４で「その他」となっています。 

 産総研の中長期目標、これは去年、平成27年の４月１日から５年間が対象ですが、資料

４－２をご覧下さい。10月からは特定法人になりますので、この特定法人の基本的な方針、

即ちこの閣議決定の中身を産総研の中長期目標に入れ込むということが必要になります。

それで事務局がこの方針を踏まえて改訂した案が資料４－２です。具体的な変更点ですが、

まず、この組織の役割、ミッションについての部分です。２ページ目のところですが、産

総研が今年の10月１日から特定法人に指定されることとなったことに加え、資料３－２の

一番上の黄色い部分の２番の部分の「特定法人による研究開発等の促進の基本的な方向」

にある４つの項目に記載してある新たな法人が担うべき役割の部分をそのまま書き込みま

した。 

 次に、資料４－２の５ページ目をご覧下さい。特定国立研究開発法人（仮称）となって

いる点を（仮称）を含めて消して法人としました。 

 次に７ページ目に（ＴＩＡ＝nano）と書いてある点を名称変更にあわせてＴＩＡを残し

ました。 

 10ページ目では、これは産総研の業務横断的な取組を進めるうえで産総研としてどのよ

うに体制を整備するかということで、先ほどの資料３－２の青い部分、即ち第３の「特定

国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項」、ここを

入れ込んでいます。 

 同じく10ページの「Ⅳ.業務運営の効率化に関する事項」、この部分は特措法ができたと

きに特措法の中で「業務運営の効率化」を「業務運営の改善及び効率化」と読みかえると

されていますので、このように修正しました。 

 11ページ目の「業務の効率化」については、「一般管理費は毎年度３％以上削減し、業務

費は毎年１％以上削減するものとする」とされていますが、ここは先ほどの「基本的な方

針」、即ち資料３－２の第２、政府が講ずべき事項、の冒頭で「基盤的経費の確実な措置、

効率化に関する削減目標数値の検討」とあるので、政府内で今検討を行っています。これ

に基づいて変更が行われれば、ここの部分を修正しようと考えています。 

 最後に、19ページ目に別紙として、産総研の評価軸があります。先ほどの基本方針の概

要、資料３－２の第３の２．の一番下に「国際標準化活動を積極的に推進するための体制」

を整備するとありますので、この部分もモニタリング指標として入れ込もうと考えていま

す。 
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 特段のご意見があれば頂戴したく思います。 

○野路部会長  では、ご意見等ございませんか。 

 遠藤委員お願いします。 

○遠藤委員  ありがとうございます。産総研が特定国立研究開発法人になるという極め

て大きな飛躍だと思いますので、これは大変うれしく存じている次第です。それで、この

資料４－１に変更点のところが赤で記載されているのでこれがわかりやすいと思ったので

すが、最初のミッションのところ、これは先ほど野路部会長がおっしゃっていましたが、

やはり産総研の橋渡しの意義というものが非常に大きいということ、これまで議論をして

きて、またこのように実践されてきたということですので、「研究の場の形成を先導」とい

うのは少し弱い感じがして、研究の技術のシーズを産業界に生かしていくという、移転し

ていくという意味合いが少しぼやけているというか、はっきりしていないという印象を受

けました。 

 ですので、ここのところできちんとそういう定義をミッションとして課しておく方が、

現場の皆様も、現状の目標に合わせて足並みが揃うのではないかと思いました。体制整備

のところだけでなく、ミッションのところにもそれが明記されているべきではないかとい

う意見です。 

 以上です。 

○野路部会長  ほかに。 

 では、大薗委員お願いします。 

○大薗委員  この目的の下から二つ目の、先ほどの制度改革の話につながるのですが、

ほかの国立研究開発法人を初めとする研究機関等への波及、展開を先導するような制度改

革を行うということで、グローバルに最も研究のしやすい、世界中から研究者が集まる、

あるいは橋渡しの機会となるような場を目指してその制度を変えていくということをこち

らの19ページ以降の別紙２の評価軸の中にぜひ明確に入れていただきたいと思います。今

ここに載っているものだと余り明示的に描かれていないように感じております。 

○野路部会長  ありがとうございます。よろしいですか。 

 では、今のご意見等を入れて事務局で概要をとりまとめて、これについても研究開発審

議会に報告する前に皆さんに確認をいただいて提出することになっていますので、よろし

くお願いします。 

 本日の議題はこれで終わりますけれども、中鉢理事長、最後にお話をお願いします。 
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○中鉢理事長  長時間にわたって、非常に具体的、かつ、大変建設的な意見を頂戴いた

しました。大変ありがとうございます。今、ナショナルイノベーションシステムの構築で、

特定化に伴って、特定法人に伴ってその中核を担えということをひしひしと感じておりま

す。ともあれ、先ほど野路委員長からお話しありましたように、ナショナルイノベーショ

ンシステムというのは、私は、我が国の全ての大学、全ての産業、全ての研究所が総力を

挙げてこのイノベーションをつくろうという、言い古された言葉ですけれども、産学官連

携の体制を作ることが我が国のイノベーションシステムの確立につながるのだろうと思い

ます。 

 しかし、現下の状況は先ほど野路委員長からいわれたとおりでありまして、なかなかま

まならぬことが多い。また、私ども、率直にいいまして、いろんな意味で矛盾を感じるこ

ともございます。どうか委員の皆様のご理解をいただきまして、真に中核の研究所になる

ようにしたいと思いますので、忌憚のないご意見を引き続き寄せていただいて、ご協力い

ただければと思います。 

 本日はありがとうございました。 

○野路部会長  理事長、ありがとうございました。 

 最後に、事務局から連絡事項がありますので、お願いします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございます。本日のご意見は、１番目の議題については、

先ほど部会長からの発言のとおり、８月４日に開催予定の審議会に報告する予定になって

います。 

 ２番目の議題については、今後、内閣府や総務省、財務省などとの調整によっても変更

の可能性があります。大きな変更の際は、また改めてご相談したく思います。 

 それから、議事録についても案をとりまとめて、ホームページに掲載する前にご相談さ

せていただければと思っています。 

 以上です。 

○野路部会長  これで終了いたしたいと思います。本日はありがとうございました。 

 

                                   ―了― 


