
- 1 - 

 

経済産業省国立研究開発法人審議会 

第５回産業技術総合研究所部会 議事録 

 

１．日時：平成２９年７月１２日（水）１０：０１～１１：３９ 

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：三島部会長、赤池委員、遠藤委員、大薗委員、須藤委員 

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２８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  おはようございます。定刻になりましたので第５回経済

産業省国立研究開発法人審議会産総研部会を開始します。 

 独法通則法の改正により平成27年度に本審議会がスタートし、委員の任期が

２年になっている関係で現時点では部会長がまだ決まっておりません。後ほど

部会長の選任を行いますが、それまでは事務局で議事進行を行います。 

 まず産総研部会を開催するに当たり、国立研究開発法人審議会の役割につい

て簡単にご説明します。 

 本審議会及び本産総研部会の役割は、主務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。今回の部会では、このうち産総研の昨年度の業

務実績に関する自己評価に対して有識者という立場でご意見を伺いたいと思っ

ています。委員からのご意見は事務局で取りまとめて本部会の答申とし、国立

研究開発法人審議会総会を経て、最終的に主務大臣が評価を行う際の参考とし

て活用されることとなります。 

 それでは、議事に入る前に事務局及び産総研からご挨拶があります。まず佐

藤審議官、よろしくお願いします。 

○佐藤審議官  おはようございます。経済産業省の佐藤でございます。 

 先週着任いたしました。どうかよろしくお願いいたします。実は３年前まで

産学連携を担当していました。その際ここにお座りの委員の方々にも既に多く

の点でお世話になりました。ありがとうございました。 
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 まさにちょうどその当時、産総研の中期目標をつくったわけです。こうやっ

てその評価にも立ち会えるというのは大変ありがたいことだと思っています。 

 もちろん、産総研の中期目標はたいへん意欲的な目標であり、さまざまな個

別の目標とともに、大きな柱として受託研究収入を伸ばすということを最も重

要な目標として立てています。 

 これは、ひとえに産総研が真に役立つ橋渡し機関になるように産総研自身が

変わらなければいけない、また我々の政策も変えなければいけないということ

でつくったものです。私も３年経って戻ってきて、自分がやってきたことに対

して、もう一度皆さんからご指導、ご批判、そしてこうやって改革したらいい

のではないかというアドバイスをいただければ大変ありがたいと思っています。 

 幸いまだ３年とも言うこともでき、本年度は産総研の中期目標期間の５年間

のちょうど真ん中ということですので、今回の評価を踏まえて我々もいろいろ

なチャレンジができると思っています。そのような意味でも忌憚のないお話を

いただければ大変ありがたいと思います。 

 ご案内のとおり、産総研は昨年10月に理研やＮＩＭＳとともに特定国立研究

開発法人に指定され、国の研究開発機関の中でも、ある意味で特別な役割を担

うということになっており、日本のイノベーションそして将来を支えるという

ことがまさに期待されているのだと思っています。産総研のリーダーシップが

これから一層図られるためにも、皆さんにぜひいろいろなアドバイスをいただ

ければありがたいと思います。 

 今年度も実績を踏まえて、率直に評価、アドバイスをしていただければ大変

ありがたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  続いて産総研の中鉢理事長、お願いします。 

○中鉢理事長  おはようございます。産総研理事長の中鉢でございます。 

 今ほど、佐藤審議官からお話がございましたように、本日は産総研の昨年度、

平成28年度の業務実績とそれに対する自己評価結果についてご審議頂くことに

なっております。昨年は中期計画の２年目に当たります。 

 昨年10月には特定国立研究開発法人として指定されました。この特定法人化

にふさわしい、世界水準の研究開発成果を上げまして、技術の橋渡しの推進に

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
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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。順にお呼びしますので、一言ご挨拶をい

ただければと思います。 

 名簿順にお呼びします。まず赤池学委員です。 

○赤池委員  ユニバーサルデザイン総合研究所の赤池です。 

 商品や施設開発がメインの仕事なのですが、科学技術批評的な活動もしてお

りますので、若輩ですが何かアドバイスができればと思っております。よろし

くお願いします。 

○渡辺産総研室長  遠藤典子委員です。 

○遠藤委員  よろしくお願いいたします。慶應義塾大学におります遠藤と申

します。 

 昨年、一昨年、また中長期目標をつくるときの審議会でも議論させて頂き、

このようにずっと産総研の取組を拝見させて頂く貴重な機会をいただいている

ことに感謝しています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  大薗恵美委員です。 

○大薗委員  大薗でございます。よろしくお願いします。 

 一橋大学の国際企業戦略研究科というＭＢＡ教育をしている部隊におります。

場所は国立ではなく神保町です。基礎研究から橋渡しということで組織の目標

が大きく複雑化する中で、組織変革がどのように行われるかというところに経

営学的な観点から関心をもっており、またお役に立てればと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  須藤亮委員です。 

○須藤委員  東芝の須藤です。よろしくお願いいたします。 

 昨年、一昨年も委員として様々な議論をさせて頂きました。また今年からも

よろしくお願いいたします。 

 産総研にも入ってもらっていますが、現在、産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）

というところで実行委員長をしています。いろいろな産業界からの科学技術に

関する意見を取りまとめて提言したり、あるいはプロジェクトを推進したりし

ていますので、ぜひこの場でも産業界として産総研に期待するところを中心に
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述べていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  三島良直委員です。 

○三島委員  東京工業大学の三島でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 東京工業大学の学長として、今いろいろな改革を進めております。やはり東

工大のような大学にとって重要なのは、社会連携をどのようなかたちで進めて

いくか、それから大学としてどのような役割が求められているのかということ

であり、大学がどうしても個人ベースの共同研究のようなかたちばかりとって

いたのを改革し、組織的な連携をどうやってつくっていけるのかを今大学で一

生懸命考えているところです。産官学の連携に意を尽くしていきたいと思いま

すので、産総研との連携なども含めて非常に楽しみにしております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございました。 

 なお、本日は大島まり委員がご欠席です。委員は全員で６名、うち5名の出

席となっています。 

 それでは、業務実績の議事に入る前に部会長選任をおこないます。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会長を務められている三島委員を

推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、産総研部会部会長を三島委員にお願いします。席を移動して頂き、

一言ご挨拶をお願いします。 

○三島部会長  それでは、改めまして部会長を務めさせて頂くことになりま

したので、よろしくお願い申し上げます。 

 先ほど佐藤審議官からもございましたが、産総研の中期目標、非常にチャレ

ンジングなものでございますので、その成果がどのぐらい進んでいるか、また

それをどのような評価点とするかというあたり、忌憚のないご意見をいただけ

ればと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○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を部会長にお願いします。 
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○三島部会長  それでは、まず資料の説明を先にして頂きましょう。 

○渡辺産総研室長  本日の資料はｉＰａｄにありますが、委員の皆様には念

のために紙でも配布しています。 

 資料１が「独立行政法人評価の考え方」です。これが評価の基準になるもの

です。それから、資料２―１、２－２、２－３と、３種類の資料がありますが、

これらは産総研から提出されている昨年度の自己評価に関する資料です。それ

から、資料３は特定国立研究開発法人に何が求められているかという資料です。

これらに加えて参考資料として名簿と審議会令、それから特別措置法の３種類

の資料があります。もしお手元にない場合は手を挙げて頂ければ事務局が伺い

ます。よろしいでしょうか。 

○三島部会長  資料の確認、よろしいでしょうか。 

 それでは、きょうの議事次第にございます議題の審議に入らせて頂きたいと

思いますが、まず事務局から本日の議題等についてご説明を頂きたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  本日の議題は産総研の昨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年度から新たな５ヵ年の中長期目標期間となり、今回は２年

目の評価となります。 

 なお、昨年10月１日から産総研は理研、ＮＩＭＳとともに特定研発となり、

それに伴う産総研の中長期目標の変更を行っています。この業務実績に関して

産総研が行った自己評価に対してご意見を頂きたいと思います。 

 国立研究開発法人の評価については、６月末までに法人が前年度の自己評価

を行った上で自己評価書を所管の省庁に提出します。次に、その省庁は当該自

己評価について審議会などを通じて外部有識者から意見を聴取し、最終的には

所管大臣がこの法人の業績に対しての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法人が共管も含めて４

つあります。それぞれの部会において意見聴取がなされ、これら４部会を束ね

る場である国立研究開発法人審議会の総会において最終意見として取りまとめ
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られることになります。 

 このため、本日、委員から頂戴したご意見につきましては事務局にて概要を

取りまとめ、最終的には本件に関する国立研究開発法人審議会の答申として経

済産業大臣に報告されることとなります。以上です。 

○三島部会長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。本日の進め方

でございます。 

 それでは、自己評価の業績評価についての評価基準について、事務局からご

説明いただいた上で自己評価のご説明を伺いたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○渡辺産総研室長  それでは資料１をご覧ください。「独立行政法人評価の

考え方」という資料です。 

 これは独立行政法人を評価するに当たって総務大臣が出している資料の抜粋

です。研究開発に関する事務及び事業では、原則としてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

５段階の評価を下すことになっています。その中でＢが標準となっています。 

 Ｂの部分の記述をご覧いただければと思いますが、「着実な業務運営がなさ

れている」というのがＢで、これが標準になっています。これよりも良い場合

は「顕著な成果の創出」があった場合がＡ、それよりも良い「特に顕著な成果

の創出や将来的な特別な成果の創出の期待などが認められる」場合がＳとなっ

ています。 

 １枚めくって頂きまして、次のページは研究開発に係る事務事業以外のもの

についてですが、これも同様にＢが標準となっており、「顕著な成果」、「特に

顕著な成果」の場合にそれぞれＡ、Ｓがつけられることになっています。 

 具体的にＳがつく成果はどのようなものかということについては、次の３ペ

ージをご覧ください。「世界で初めての成果や従来の概念を覆す成果などによ

る当該分野でのブレークスルー、画期性をもたらすもの」、「世界最高水準の達

成」、このようなものがＳを付す成果とされています。 

 それから社会的な価値の創出に関しては「研究成果による新たな知見が国や

公的機関の基準、方針や取り組みなどに反映され、社会生活の向上に著しく貢

献」した場合にＳという基準が示されています。 

 もう１ページめくって、４ページ、５ページをご覧ください。これは産総研
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について、どのように評価をするかということで、産総研の第４期中長期目標

に書かれているものです。産総研は、先ほどのとおり橋渡し機能の強化が一番

の重要目標とされており、それぞれの領域ごとに評価をすることになっていま

す。一番右側をご覧ください。「評価指標」、それからその参考となるための

「モニタリング指標」というものがこのように示されており、「具体的な研究

の成果」、「民間からの資金獲得額」などが評価指標となっていることなどがご

覧いただけると思います。 

 簡単ですが、以上です。 

○三島部会長  ここまでのご説明で何かご質問がございますか。委員の皆様、

よろしいでしょうか。 

 それでは自己評価の説明を産総研からお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○中鉢理事長  それでは、私どもが行いました自己評価についてご説明をさ

せて頂きます。 

 第４期の中長期計画は、実は３つの柱からなっておりまして、この中で最も

大事なのはもちろん技術の橋渡し。そのほかに目的基礎研究とイノベーション、

こういう橋渡しを担う人材の育成、技術の橋渡し、目的基礎研究、人材育成の

３つが柱となっております。 

 その中にありまして、定量的なＫＰＩとして、先ほど来からお話がありまし

たように、民間企業からの資金獲得額を５年間で３倍にするということになっ

ております。それ以前の平均が46億円になっておりまして、３倍は138億円と

いうことでございます。この金額には研究設備の現物譲渡も含みます。それと

は別に、産総研技術移転ベンチャーに対する民間支出額はまた別勘定で、これ

も３倍にするということで、３億円から９億円、したがいまして資金獲得額は

３倍の138億円とベンチャー出資額の９億円ということになります。 

 あわせまして、世界一流研究の維持ということで、論文の発表件数、あるい

は特許出願の促進、人材育成についても取り組んでいるところでございます。 

 初めに、産総研全体としての取り組みについてお話をしたいと思います。資

料にございませんけれども、ご説明をお聞き頂きたいと思います。 

 まず、民間企業からの資金獲得のために、私どもが最初に取り組んでおりま
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すのは、先ほど三島先生からお話がありましたように、本気の企業と組織対組

織の連携を積極的に進めるということで、産総研の中に企業をお呼びして、そ

の研究を行う。これを我々、冠ラボといっておりますが、産総研の構内にパー

トナー企業名を冠した連携研究室を設置すると。これまで６企業の冠ラボを設

置いたしました。うち評価対象となります昨年度については５企業でございま

す。今後もこの組織対組織の連携を積極的に進めていきたい。 

 しかしながら、日本企業、特に大企業は残念ながらまだまだ自前開発の意識

が強い現状にございまして、冠ラボを突破口にいたしまして、多くの成果を上

げてまいりたいと思っております。 

 それから、冠ラボともう１つは、産総研のもつ技術シーズと企業のニーズの

マッチングを担う専門人材の拡充とその活動の推進でございます。これを我々、

イノベーションコーディネーターといっておりますけれども、いわゆる私ども

の技術の営業と考えていただいても結構でございます。 

 イノベーションコーディネーターを約３倍に拡充しております。これまで70

名強の産総研内の人材だけが担っていたイノベーションコーディネーターを企

業、そして都道府県の公設試の方々にも担って頂きまして、現在は170名が全

国津々浦々、北海道から沖縄まで各企業を今も回って、技術シーズのマッチン

グを努めているところでございます。 

 それからもう１つ、橋渡しの強化策の１つといたしまして、もっと社会合意

形成などのお手伝いを頂くべく、社会科学系大学である一橋大学とも連携協定

を締結して、マッチングの取り組みを強化したいと思っております。 

 次には、２番目の目的基礎研究を推進していこうという取り組みでございま

すが、大学の中に産総研の研究所をつくろうということで、これをオープン・

イノベーション・ラボラトリー、ＯＩＬといっておりますが大学の中に産総研

との連携研究拠点を設置、大学の強みと産総研の強みを融合させまして、基礎

から応用研究、開発、実証を一気通貫に実施するというものでございます。 

 これまでに、東大、京大、東北大など、有力７大学を産総研ＯＩＬを設置い

たしました。評価対象の28年度は７大学中６大学を設置いたしております。 

 それから、もう１つ、最後に３つ目の柱でございます人材育成ですが、これ

については産総研は、少し遅れているところもありましたので、この中期計画
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期間から取り組みを本格的に進めてまいりました。 

 クロスアポイントメント制度では、大学と連携交流して、両方で給料を払い

合うということで、平成29年４月１日現在では、44名のクロスアポイントメン

ト制度を実現しておりますし、また、学生の皆さんに給料を払いながら研究を

してもらおうということで、リサーチアシスタント制度を創設いたしまして、

大学院生の経済的基盤を支援するということに取り組んでおります。平成29年

３月時点で174名のリサーチアシスタントの大学院生を雇っております。 

 また、このほかにポスドクのキャリア支援を目的としたイノベーションスク

ールを産総研の中に設置し、活動をここ10年来続けております。これまでに

300名弱の修了生をもっており、大体77％が正規就業いたしております。 

 一般的なポスドクの民間企業への就業率は約６％でありますけれども、イノ

ベーションスクール修了生の民間企業への就業率は43％を超えております。非

常に高い就業率になっております。 

 それから、さらに女性研究員の育成・支援強化も行っておりまして、リケジ

ョという呼び方もあるようですけれども、理系女子に力を入れておりますお茶

の水女子大学と連携協定を締結いたしました。 

 また、筑波大学とも文科省の女性研究者研究活動支援事業というプロジェク

トを共同で進めて、理系女子のキャリア支援に積極的に取り組んでいるとこで

ございます。 

 最後に、地方創生への貢献も行っておりまして、国立研究機関として全国に

活動拠点をもつ産総研にとって、この活動は非常に重要なテーマでございまし

て、残念ながら過去、産総研は日本海側の都道府県に拠点をもっておりません

でした。この観点から、昨年度は石川県と福井県に産総研の連携窓口を開設い

たしました。 

 これが全体的な取り組みでございます。 

 ここからは、資料を使って評価内容を説明したいと存じます。自己評価書の

本編が資料２―１でございます。資料２―１をご覧ください。極めてビジーな

図になっておりますので、ここからは簡潔にまとめた資料２―２と２―３に基

づいて説明したいと存じます。どうぞご準備ください。 

 準備されている間に、評価のプロセスについて一言ご説明申し上げます。私
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どもが自己評価を行うに当たりまして、まず研究７領域を含む部署ごとに外部

の評価委員会をつくりまして、専門ごとに評価を頂きました。その結果を参考

にしながら再び自己評価をいたしまして、この自己評価に当たっては、横並び

の領域ごとの自画自賛にならないように、いわゆるデルファイ方式、縦軸、横

軸、相互の評価も含めまして、私どもの自己評価と評価の調整を行いました。 

 その結果に基づいて、６月に自己評価検証委員会で再び100％外部の先生方

に入って頂きまして、私どもの自己評価の適正性についてご意見を頂きました。 

 きょう発表いたしますのは、これらのプロセスを経た結果についてご紹介を

したいと存じます。 

 まず、評価指標でございますけれども、資料２―２をご覧ください。これは、

平成28年度の業務実績、自己評価に関する数値目標の達成状況をまとめたもの

でございます。 

 ２ページをご覧ください。表の左の欄に産総研の評価項目を示しております。

ここでは３つの柱、すなわち橋渡し機能の強化、知的基盤の整備、研究人材の

拡充、流動化、育成がございまして、それぞれに次の欄にあります評価軸が設

定されておりまして、それらに対しまして指標が設定されております。指標に

は、評価の基準となる評価指標とそれを補助するモニタリング指標がございま

す。これらの２つの観点を総合的に勘案して、評価するということになります。 

 それでは、３ページ目以降に各部門の評価指標の達成状況を示します。３ペ

ージは、民間資金についての結果でございます。 

 まず、表の青いところのそれぞれの領域についてありますけれども、上の平

成23年度から25年度の値、それから28年度の目標値、実績値、達成率とござい

ますが、一番下をご覧ください。平成23年度から25年度の基準値は、先ほど申

し上げましたように、１年間に46.2億円の民間資金獲得額でございました。こ

れを基準値といたしまして、これの３倍、すなわち138億がターゲットになり

まして、これは５年目での達成基準でございますので、各年度に関しては作戦

を間違えた感じがします。直線的に５倍まで線を引きまして各年度の達成とし

ておりますので、これがリーズナブルかどうかわかりませんけれども、できれ

ばそれをＪカーブのような形にしたかったのでありますが、初年度、２年度、

大変厳しいターゲットになっております。 
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 平成28年度は、こういったことで目標値として一番下に82.8と記載しており

ますけれども、82.8億円を目標値といたしました。実績は73.4億円でございま

して、基準値の1.6倍を達成したと。目標値達成率としては89％となります。 

 それから、それぞれの領域の民間資金獲得額はこうなっておりますけれども、

目標値に達成しなかったものの、前年度比は138％。たまたま138がマジックナ

ンバーになっていますが、138％。基準値としては160％、1.6倍。領域別では、

後でご説明いたしますが、情報・人間と地質調査が躍進しております。 

 参考値として、右側に産総研ベンチャーへの出資、それから研究設備の現物

資産の譲渡を含めた数字を11.8億円。一番下の一番右下でございますけれども、

11.8億という数字を示しております。 

 それで、この数値に対してこれからそれぞれ各領域について説明をしてまい

りますけれども、民間資金獲得の目標設定は、もちろん138は動かしがたい目

標でございますが、参考までに日本再興戦略2016では、10年で３倍に達成しよ

うではないかという国の目標がございます。産総研は、これを５年で３倍を実

現せよということでございます。 

 加えて、総務大臣が決定いたしました評価指標、難易度の高い目標について

は、評価について考慮してよいということになっております。いささか弁解が

ましい説明になるかと思いますけれども、虚心坦懐に申し上げまして、そのあ

たりを私どもは考慮した結果となっております。 

 論文数でございますけれども、次の４ページをご覧ください。これは、目標

値、実績値、達成率と合計の被引用数、右側の部分は論部の発表数についてで、

目標値、実績値、達成率をそれぞれ示しております。ほとんどの領域におきま

して、平成28年度の目標を達成しておりまして、特に情報・人間工学、ＡＩと

人間計測でございますけれども、本領域においては、目標達成率が高いという

結果になっております。 

 次の５ページをご覧ください。５ページは、橋渡し前期の指標となります知

的財産に関するものでございます。表の上の段が契約金額に関する結果でござ

いまして、一番右側、平成28年度の合計額をみますと、４億7,000万弱の数字

になっておりまして、平成23年度から順調な伸びを示しております。 

 下の欄が件数でございます。右下をご覧になってわかりますように、累積で
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平成28年度特許の実施契約に関する件数は1,050件となっております。これも

平成23年度から順調に推移しているということでございます。 

 １件当たりの特許使用料も順調に伸びております。 

 次のページをご覧ください。６ページ目は、人材育成でございます。先ほど

お話ししましたように、ＲＡのマスター、それからＲＡのドクター、リサーチ

アシスタント、それからイノベーションスクールのドクター、これらを指標と

いたしまして、右下をご覧になってわかりますように合計202名。平成28年度

の達成率として155％達成率になっております。 

 ７ページをご覧ください。７ページは、ただいま申し上げました数値目標に

おける達成状況をまとめたものでございます。 

 以上が数値目標達成状況の説明でございましたので、引き続きまして、各領

域の業務実績、自己評価結果について詳細をご説明したいと思います。資料２

―３に基づいて説明したいと思います。 

 資料２―３ですけれども、文字がかなり多くて少々読みづらいかもしれませ

んが、起こったことをファクト重視で記載したということでございますので、

ご容赦頂きたいと思います。また、この資料では領域の説明順序がこれまでの

表と前後しておりまして、総合評価でＳをつけさせて頂きました２つの領域に

ついて、まずは重点的にご説明をさし上げたいと存じます。 

 Ｓといいますのは、まず２ページの情報・人間工学領域と地質調査総合セン

ターがＳという評価をさせて頂きました。これについて説明します。 

 まず、３ページと４ページが情報・人間工学領域でございまして、やってい

る目標と実績につきましては３ページに示しております。４ページには特筆す

べき成果を示しました。この領域は、実は前期にはなかった領域でございます。

これは、独立させてこの領域をつくりました。産業界の動向を考慮いたしまし

て、人工知能、あるいは人間計測などのやるところでございまして、第４期に

新設した領域ということでございます。 

 ４ページ目、まずいの一番に、目的基礎におきまして特筆すべきものとして、

署名鍵管理を不要とする世界初の電子署名方式を発案したと。これで安全な電

子署名ができるということでございまして、何ももたずに、印鑑も不要で銀行

に行って手続ができるということになります。 
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 この成果により、ドコモモバイルサイエンス賞（先端技術部門）を日立製作

所と共同で受賞いたしました。 

 今後、複数の銀行で鍵が不要となる技術が採用されることになっております。 

 それから、ダルムシュタット工科大学主催の暗号の安全性評価コンテストＳ

ＶＰ Challengeで世界一を頂きました。平成28年度は、さらに２度世界記録を

更新しております。 

 これらをまとめまして、質量ともに高い成果の論文が得られております。 

 そして、橋渡しの後期においてでございますけれども、平成28年度に導入さ

れました先ほどの冠ラボの企業連携制度を活用いたしまして、この領域でＮＥ

Ｃ、住友電工、豊田自動織機、パナソニックの４社とそれぞれ連携研究室の冠

ラボを設置しております。 

 それから、もう１つ特筆すべきは、健康起因交通事故対策を挙げさせて頂き

ます。自動車運転中の疾患発症などで体調が急変した場合の事故を防止すると

いうことを目的とした研究でございます。自動車メーカーやサプライヤーとの

共同研究によるコンソーシアムを設立いたしまして、この技術によって健康起

因の交通事故の撲滅を目指してまいりたいと思っております。 

 このような活動の結果、民間からの資金獲得は、目標の138％、総額13.4億

円でございまして、前年度比233％となっております。目的基礎、橋渡し後期、

いずれもＳと評価する十分な成果であったと考えております。 

 その他の項目でも顕著な成果が得られたと考えられまして、４ページの下に

ありますように総合でＳという自己評価をさせて頂きました。 

 ５ページをご覧ください。２つ目のＳ評価をした地質調査総合センターでご

ざいます。５ページが我々の目標と実績でございまして、６ページをご覧くだ

さい。６ページに特筆すべき成果を上げさせて頂きました。 

 まずは、橋渡し前期をご覧になって頂きますが、これは何といっても平成28

年４月に発生いたしました熊本地震への対応でございました。熊本平野で過去

１万5,000年の間に複数回の断層活動が繰り返されていたということや、沿岸

域の活断層の伸びの分布などを明らかにすることができました。これらの情報

によりまして、政府の地震対策が見直される結果となっております。 

 さらに、益城町で被害が集中した原因を地盤のボーリング調査から明らかに
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しております。 

 この成果は、他の地域にも適用可能でございまして、今後の防災計画の見直

しにおいて重要な知見として注目される成果であり、Ｓ評価といたしました。 

 次に、橋渡し後期をご覧ください。橋渡し後期は、今申し上げました国へ提

供した活断層や益城町の被害集中地域の地盤調査結果は、危険性の増大した地

区の住民の転居を含む復興計画策定にも活用されております。 

 また、産総研が出しました情報が標準のデータとして、今後、公共施設や道

路整備、ダム建設のための基礎データとして利用されることから、Ｓ評価とい

たしました。 

 その結果といたしまして、最下段にございますように、総合評価といたしま

してＳという評価をさせて頂きました。 

 それでは、７ページ、８ページをご覧ください。７ページにエネルギー・環

境領域の目標と実績を示しております。特筆すべき成果について８ページで説

明したいと思います。 

 まず、８ページ目、目的基礎でございますけれども、まずもって論文の被引

用数や発表に顕著な成果がみられたということでございます。特に電力制御、

パワーエレクトロニクスの分野におきまして、ダイヤモンドを用いて世界で初

めて電力制御用に利用できるトランジスタを実証することができました。 

 それから、橋渡し後期をご覧ください。つくばパワーエレクトロニクスコン

ステレーション、ＴＰＥＣというものを運営いたしまして、民間企業29社、大

学９大学、それから研究機関５機関の参画を得まして、12億円もの企業資金を

獲得いたしました。 

 また、現在では、量産試作のため６インチのラインを整えまして、早期の立

ち上げを成功しております。ちなみに、６インチ級のウエハーのプロセスを実

現したオープンイノベーションの拠点としては、世界初めてでございます。こ

れによりまして、これからの省エネルギー社会に大きく貢献するものと期待し

ております。 

 それから、同じく橋渡し後期で福島再生可能エネルギー研究所でございます。

ＦＲＥＡと呼んでおりますけれども、再生可能エネルギーの大量導入を目指し

まして、世界最大規模のパワーコンディショナー、再生可能エネルギーで得ら
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れたものの電圧制御であるとか、あるいは電流制御というパワー、電力をコン

トロールする施設でございまして、試験設備を開始いたしまして、民間企業に

必要な試験、あるいは試験成果のフィードバックを行っているところでござい

ます。 

 さらに加えて、ここでは岩手、宮城、福島の被災３県に所在する企業に再生

可能エネルギー関連技術の事業化を支援することを始めておりまして、これま

で７件の製品化が実現しております。 

 これらの成果を総合いたしまして、総合評価をＡとさせて頂きました。 

 次に、生命工学領域に移りたいと思います。９ページ、10ページでございま

す。９ページに目標と実績を示しております。 

 では、10ページの特筆すべき成果についてご説明を申し上げます。まずもっ

て、生命工学領域、目的基礎研究では、ニワトリのゲノム編集を効率的に行う

技術を世界に先駆けて確立いたしました。これはどのようなことかといいます

と、開発した技術によりまして、実は卵の主要アレルゲン物質をつくり出す遺

伝子を失わせた。つまり、アレルギーを起こす物質のない卵ができたというこ

とでございます。 

 これの研究意義でございますけれども、この技術を用いますと、バイオ医薬

品など付加価値の高い有用タンパク質をニワトリの卵に低コストで、つまりニ

ワトリで薬をつくれるということで、ニワトリの卵で大量生産させる技術開発

への展開が期待されているところでございます。 

 それから、橋渡し後期をご覧ください。橋渡し後期の研究開発では、小型超

高速のＰＣＲ技術を開発いたしまして、片手で持ち運びが可能な遺伝子検査装

置の開発に成功いたしました。今回開発しました装置は、従来装置の何と10分

の１以下の重量でございまして、アタッシュケース程度のものでこれが持ち運

びできると。しかも、５倍以上の早さでこれが検査できる。 

 開発した技術を産総研技術移転ベンチャーとして設立して、事業化を進めて

おりましたところ、本年６月23日に杏林製薬からのＭ＆Ａ、買収が決定いたし

ました。大変喜ばしいことだと思っております。 

 このような顕著な研究成果を挙げておりまして、民間資金では残念ながら評

価をＢとしてございますけれども、人材育成の成果など総合的に勘案いたしま
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して、全体評価は下にございますようにＡとさせて頂きました。 

 次に、材料・化学領域でございます。11ページ、12ページをご覧ください。

11ページには目標と実績を示しております。12ページは特筆すべき成果を書か

せて頂きました。 

 まず、目的基礎をご覧ください。目的基礎の中で、シロキサン化合物の新規

合成手法を挙げさせて頂きました。この中で、シリコンが誕生してから約70年

たっておりますけれども、まだ現在でも解決されていない困難な課題がござい

ます。この研究は、世界的に見ても先駆的な研究でございまして、成果につい

てはインパクトファクターの高い学術誌、ここに例を示しておりますけれども、

これに掲載されまして、ベリー・インポータント・ペーパーと高く評価されて

いるところでございます。 

 続きまして、橋渡し後期をご覧ください。橋渡し後期での大型民間企業共同

研究では、日本ゼオン株式会社とカーボンナノチューブ実用化連携研究ラボを

産総研内に設置いたしました。実は、日本ゼオンは山口県に既に私どもの技術

に基づいた工場をつくっておりますけれども、全く同じ装置を産総研の中に置

いて、ラボを設置いたしまして、カーボンナノチューブの量産化にかかわる研

究開発を産官連携で行っているところでございます。 

 また、これの応用につきましては、日本ゼオンとの連携に加えまして、この

たび、サンアローさんという企業でございますけれども、応用研究とサンプル

を提供する役割をもって、カーボンナノチューブ、ＣＮＴ複合材料研究拠点と

いうものを構成しまして、連携をスタートさせております。ご存じのように、

軽量、超高強度な部材に実用化されることが加速されると期待しております。 

 これらの成果は、いずれも顕著な成果でございまして、Ａ評定にふさわしい

成果が得られたものと考えておりまして、総合評価はＡといたしました。 

 続きまして、13、14ページをご覧ください。これは、エレクトロニクス・製

造領域でございます。これは、13ページにこの領域の目標と実績を示している。

特筆すべき成果を14ページに示しました。 

 目的基礎でございますけれども、まずはこの中で極めて低濃度のウイルスを

簡便に検出できるというバイオセンサーを開発しております。このバイオセン

サーは、ウイルス粒子を光と動きで検出するセンサーでございまして、従来法
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に比べまして1,000分の１以下のわずかな濃度でもウイルスを検出できるとい

うことが実現されました。感染症の早期発見、拡散の予防に貢献できる技術で

ございます。 

 それから、さらに橋渡し後期をご覧ください。ここでは、ひずみセンサーシ

ートを出させて頂きました。これは、ひずみの分布をモニタリングするセンサ

ーシートでございまして、もちろん従来のひずみゲージみたいなものがありま

すけれども、これはセンサーシートを設置することによって、リアルタイムで

モニタリングできるというもので、従来の方法とは性格を異にするものでござ

います。 

 実際に、阪神高速道路株式会社の協力を得まして、高速道路の橋梁での車両

通過に伴う変形、ひずみ分布として、常時モニタリングできることを実証して

おります。 

 加えて、橋渡し後期でございますけれども、複合ナイトライド薄膜の開発に

おきまして、米国企業への特許ライセンスを行いまして、約１億円の知財収入

を獲得いたしました。 

 研究成果としては、いずれの項目でも顕著なものがございまして、民間資金

獲得状況はＢといたしておりますけれども、人材育成での成果などを勘案いた

しまして、全体評価Ａとさせて頂きました。 

 次に、計量標準総合センター、15ページ、16ページでございます。15ページ

に目標及び実績を示させて頂きました。16ページは、特筆すべき成果でござい

ます。 

 まず、知的基盤のところをご覧ください。ここでは、キログラム原器を示さ

せて頂きました。従来は、キログラム原器というのは、人工物の質量によって

決めたのでありますけれども、経年変化するということから、人工物ではなく、

物理定数に基づいた定義を進めようということで研究を進めてまいりました。 

 産総研では、シリコン原子だけからできた球に含まれる原子数を数えまして、

シリコン原子の質量を掛けることによって質量を決定するという方法を採り、

このたび日本とドイツがこの方式で質量を決定いたしました。一方、アメリカ

とカナダは電磁力を用いる方式で質量を決定いたしまして、日本、ドイツ、ア

メリカ、カナダ４カ国の研究機関が独立に決定した質量が一致したということ
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で、キログラム原器を用いない新しい質量の基準の表現が可能であることを示

しました。 

 それから、橋渡し前期をご覧ください。これは、電磁波による水分量測定を

示させて頂きました。これは、電磁波を用いて穀物などの水分量をはかる技術

でございます。この開発した技術は、農産物などの水分量を電磁波の振幅と位

相の変化からはかる手法でございますので、包装や箱詰めされた状態でも大量

のサンプルを１秒以下で簡便に非破壊計測できるという革新的な手法でござい

ます。農水産物や医療医薬品の水分量のみならず、全品検査が必要となる加工

食品の異物検査等で品質検査に対する現場ニーズに応えるものとして、現在、

多くの問い合わせをいただいております。 

 まとめといたしまして、他の項目でも顕著な成果を得られまして、全体評価

でＡという評価をさせて頂きました。 

 以上が７領域の目標、実績及び特筆すべき成果でございます。 

 次に、その他本部機能についてご説明をしたいと思います。17ページをご覧

ください。これは本部機能ということで、研究活動のマネジメントにかかわる

活動でございます。 

 まず初めに、技術的ポテンシャルを生かした指導、助言ということで、技術

コンサルティングを実は一昨年前から始めておりまして、この結果が前年度84

件から275件、金額的には7,700万円から何と３億300万円まで金額、件数とも

に３倍を超える結果となっております。 

 次に、マーケティング力の強化でございます。産総研は、日本各地全国でテ

クノブリッジという地域企業の皆さんに産総研のシーズを紹介するイベントを

行っております。テクノブリッジフェアといっておりますけれども、このイベ

ントが企業からの資金獲得につながっておりまして、招待した企業からの資金

獲得額は前年度21億円から1.5倍の31億円に増えるという成果に結びついてお

ります。 

 次に、戦略的知財マネジメントでございますけれども、大型ライセンスの成

約によりまして、技術移転収入は例年を上回る4.7億円を達成しております。

これは、前年度比142％ということでございます。 

 それから、産総研技術移転ベンチャーに関しては冒頭申し上げましたけれど
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も、ベンチャーに対する投資ファンドの出資額は11.2億となっております。こ

れらにつきまして特に顕著な成果があったものとしまして、Ｓ評価といたしま

した。 

 19ページをご覧ください。19ページ以降は、バックオフィスに関する業務で

ございます。20ページと21ページをご覧頂きたいと思います。 

 まず、20ページでございますが、広報のことを取り上げさせて頂きます。プ

レス発表とか取材対応、記者懇談会などを行いまして、プレス発表１件当たり

の平均紙面報道件数が前年度3.2件から1.3件増加いたしまして、4.5件となっ

ております。プレス発表に関するツイッターでの情報発信も拡充しておりまし

て、発表ページへのプレス発表１件当たりの平均アクセス数が1,032件という

ことで、前年度よりも13％増加しております。 

 21ページをご覧ください。これらをまとめまして、その他業務運営の重要事

項に関しましては、Ａという評価をさせて頂きました。 

 それから、最後に、産総研の総合評価をまとめて22ページに示しました。こ

れまでハイライトをご説明してまいりました７領域の研究開発及びその他業務

に関する自己評価を示しております。 

 研究開発成果の最大化の２項目がＳ評定、それから６項目がＡ評定でござい

まして、業務運営等の事項も全ての項目がＢ評定以上であることを総合的に勘

案いたしまして、総合評価をＡ評定とさせて頂きました。 

 最後に、参考といたしまして、ここで触れませんでした２つのランキングに

ついて説明をしたいと思います。24ページをご覧ください。ロイター通信から

世界で最もイノベーティブな国立研究機関ランキング2017を発表されました。

産総研は、ご覧になってわかりますように世界で第５位となりました。国内の

科学技術振興機構が４位になっておりますけれども、研究機関としては実質的

な国内１位の評価をいただいていると考えております。 

 続きまして、26ページをご覧ください。26ページには、パテント・リザルト

社が発表いたしました知財の他社牽制力ランキングをお示ししております。こ

れでも2016年特許審査過程におきまして、他社特許への拒絶理由として引用さ

れた件数が、産総研が非常に高いと。他の機関、大学を大きく引き離しまして、

第１位になっております。ランキングが発表され始めました2013年度からこの
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ポジションをキープしておりまして、毎年他を引き離して、産総研の１位が続

いているところでございます。 

 以上が業務実績に対する説明でございました。 

 最後になりますが、産総研は昨年10月に特定研究開発法人に指定されました。

しかし、産総研の評価は、残念ながらＢでございました。世界トップレベルの

成果を生み出すことを期待される法人として、今年こそはＡということで、全

員１年間取り組んでまいりました。ぜひこの努力を評価していただければと存

じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○三島部会長  ご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの産総研の自己評価に対してご意見あるいはご質問がご

ざいましたらお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。はい、ど

うぞ。 

○須藤委員  少し全体の話なのですが、これまで産総研の研究は、どちらか

というとエネルギー・環境や材料関係のところが主体的に行われてきたように

思っていたのですが、今回の結果をみると、例えば民間資金の獲得などでは今

お話があった情報・人間のところが急激に伸びてきており、また人材のところ

でもその分野の数値が大きくなっている。産総研全体として、今後、中長期的

にみると、やはりこの分野が大きく伸びると考えてよろしいのでしょうか。 

○中鉢理事長  そのとおりだと思います。今、ＡＩ、人工知能及び計測は、

説明の中でも申し上げましたけれども、民間企業の要請が旺盛でございまして、

人材的にも不足している状況で、リクルーティングなどを行っているところで

ございます。 

 一方、今ご指摘のように、エネルギー・環境とか材料・化学、特にエネルギ

ー・環境のところでは、ＳｉＣだとかそういった材料開発が今一段落ついたよ

うな、須藤委員ご専門なのでおわかりだと思いますけれども、少しずつ成熟し

つつあるという状況で、次の柱をつくっていく段階にございます。 

 エネルギー、それからライフ、材料というところは、もちろん今まで貢献し

てきたわけですけれども、特に材料・化学では、計数工学などを取り入れるな

どして、従来の手法と異なった新しいアプローチをして、ここでも巻き返して
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まいりたいと思ってございます。おっしゃるとおりでございます。 

○須藤委員  ただ、まだ情報関係は論文などが少ないですよね。まだ始まっ

たばかりですので、これは当然だと思いますが徐々に増えてくると期待してよ

ろしいのですか。 

○中鉢理事長  私は、須藤委員と全く同じことを関口領域長にいっておりま

して、論文の出が足りないといっているのです。後でつけ加えて頂きますけれ

ども、この業界ではどうも論文よりも国際会議での発表のような活動が主のよ

うでございまして、私はそのように説明されておりまして、そうかなと思って

いるのですが、関口領域長、今のところ詳しく。なぜ論文が出ないのだと。 

○関口理事  情報を担当しております関口でございます。 

 論文の絶対数という意味では、ほかの領域といわゆる研究文化と比べて数と

しては少ないというのは出てきておりますけれども、私どもの情報関連の分野

は、特にシステムの論文というものが非常に多くございまして、新たに材料を

発見して、実験をして、数値をとって論文というものよりも、比較的１つのサ

イクルに時間がかかるものでございます。これは、産総研に限ったことではな

くて、情報に限らず、システム研究に関しては一般的なこととして知られてお

ります。 

 さらに申し上げれば、ジャーナル系の論文というところでの評価よりは、非

常に足の早い研究分野でございますので、国際会議での論文のほうが非常に重

視されてきておりますし、また国際会議のフルペーパー以上のもので非常に競

争率の高いところに私どもは出していると。 

 何でもかんでも国際会議に出せばいいというものではなくて、一定の基準を

はめておりまして、評価指標としましては、グーグルスカラー、皆さん割と標

準的にご覧になっているものなのですけれども、それぞれのカテゴリーでトッ

プ20に入るような立派な国際会議に通したものをジャーナルペーパーと同等に

みなすとしております。 

 全体として数が少ないのは、システムという研究の性質のものでありますし、

ジャーナルに加えて、国際会議のペーパーというものは鋭意出させていただい

ております。 

○三島部会長  それでは、ほかにご意見がございましたら。では大薗委員、
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どうぞ。 

○大薗委員  ありがとうございます。特筆すべき成果など、大変わくわくし

ながら興味深く伺いました。 

 今の話ともつながるのですが、個別の評価などを総合評価にもっていくとこ

ろで、例えば元々目標がストレッチであったという理由で１つマークアップす

るなど、いろいろな要素が入ってきているようです。 

 総合評価する際に、７つある評価項目のウエートが分野毎に違っていたり、

あるいはそれぞれの項目の中身の個別の重みづけが知識の成熟度合いなどによ

って違っていても良いのではないかという気がいたします。 

 そのような事がもう少し明示的に共有されていると、総合評価がより透明性

が高まるという印象をもちました。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。例えば企業でいうところのセグメン

ト情報として、ちょっと細か過ぎるところはあるのです。おっしゃるとおりだ

と思います。私からいって、ここまでＳかＡかというのを項目別にいって、か

えって全体像を失うのではないか。できれば、橋渡しと目的、基礎と３つぐら

いあって、指導、コンサルティングだとかいろいろな要素を入れ過ぎてわかり

にくくしているかなと今は感じていますけれども、期の途中でムービングター

ゲットになってはいけませんので、とりあえずおっしゃるとおりでございます。 

 そういったことで、全体の重みづけについては、自己評価、あるいは総合評

価を踏まえて、そこのところはここでは示されておりませんけれども、十分に

検討いたしました。 

○三島部会長  それでは、いかがでしょうか。遠藤委員、どうぞ。 

○遠藤委員  質問になると思いますが、５年後の目標値に向けて線を引いて

毎年の目標値を立てられたということなのですが、それを部門ごとに分けると

きにはどのように配分をされているのでしょうか。 

 もう１つ、大薗委員がおっしゃっておられたのですけれども、例えば各分野

によっても、例えば橋渡しの後期に重きを置きたいとか、あとは人材育成のほ

うに重きを置きたいとか、目標の設定の時点で案分するということは現時点で

はどのようになっているのかについて確認させていただければと存じますが、

いかがでしょうか。 
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○中鉢理事長  実際にはおっしゃるとおりです。それで、ノベタンでやって、

資料２―３につきましても実はそういう書き方になっていて、私があっちに飛

んだり、こっちに飛んだりして、追っていくのが大変だったと思いますけれど

も、伝統的にどうもファクトベースを書き連ねるということをやっておりまし

て、私の力不足で、なかなかそこを変えるところまでは至っておりません。 

 実際の総合評価の中では、繰り返しになりますけれども、そういった特徴、

特に２つございます。資料２―２のあれでもいいのですけれども、２ページ、

橋渡し機能評価のところと知的基盤の整備というところを区別しておりまして、

知的基盤のほうは２つ領域がございまして、計量計測標準と地質調査でござい

ます。この２つについては、橋渡しと性質が違うであろうと。研究のところと

著しく性質が違うというところで、２つは全く別の評価をしております。おっ

しゃるとおりでございます。 

 目標は、公平にえいやと全部例外なく直線でございます。曲がった線は一つ

もございません。 

○遠藤委員  そこで思うのですが、現状では、各部門の状況を踏まえて評価

のところで調整されておられる。若干のマークアップがあったりとか、定量的

よりも定性的なものを評価の中に加えたりとか、そのようなかたちでご調整を

されておられると思うのです。先ほどおっしゃっておられたような情報・人間

のところで言えば、橋渡し後期とかプロジェクトの資金を集めやすいだとか、

もっと基礎研究に重点を置いて論文をとりに行きたいとか。今後でも構わない

のですが、全体としての目標が達成できるよう、各部門の目標を立てる際に、

先にある種の調整をして、最終的な評価をすればいいと思うのです。 

 各部門の目標の割り振りの中でそういう加減をしていくことが、本来であれ

ば評価の公平性を担保するのだろうと思っております。その手間や難しさなど

もあるとは思うのですが、評価の段階で最終的に合わせるよりも目標で合わせ

たほうが皆様の取組のしやすさについてはよいのではないかという印象をもっ

ております。 

○中鉢理事長  民間企業の経験でいうと、大体中期はＪカーブになるのです。

これの正当性はよくわかりませんけれども、各年度で批判されることを避ける

ために、中期で最後にやればいいではないかということなのですが、技術的に
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どのようなＪにするかというのは、客観性を得るためには極めて難しい作業に

なってくると思います。 

 そのために、問題は多くはらむけれども、直線のほうがある種の公平性をも

っているかなと。ただ真っすぐに３倍にするのではなくて、例えば初年度は

1.2倍でいいよと。２年目は1.5倍だと。３年目は２倍だと。５年目に３倍にし

ようと。そういうのがいいかどうかというと、やはり技術的に難しい。 

○遠藤委員  申しわけありません。全体の目標は直線でもいいと思うのです

けれども、直線の中の分野の割り振りの話で、アロケーションの問題を例えば

研究の特殊性とか、今の産業界の現況とか、そういうものにあわせて、例えば

内部分配の目標を立てる上で加減をしてあげて、全体としては直線でも構わな

いが、中の割り振りをしていけばよいのではないかと素人ながらに思ってしま

うものですから。 

○岡田理事  分野別の割り振りにつきましては、当然、今年が２回目ですの

で、２点、点が得られましたので、どのような伸び具合になるかというのは、

７分野ごとに傾向がわかるようになってきております。 

 最初、理事長が申し上げましたとおり、当初の設定はベースのところに対し

て直線という形で引いているわけですけれども、今後はそういう勘案ができる

わけでありまして、特に我々としては、産業界からの受託等を３倍にふやすと

いうのは全体目標であります。当然、分野ごとに違うということはありますけ

れども、今回点が２点得られましたので、今後の課題設定においてはそういう

ことも加味することを考えさせていただければと思っております。 

○中鉢理事長  例えば７領域で全体としてはクリアしたと。だけれども、７

領域が４勝３敗だったと。そうすると、それはないでしょうという議論が必ず

出てきます。結果として、極端な話、４勝３敗でなくて３勝４敗でも一人勝ち

すれば、産総研としてはいいということになると。こういう矛盾もあるかもし

れません。 

 今、岡田理事がいったように、実際には難易度については、どのようなフィ

ードバックがかかるかというと、実際の領域が現実には泣きを入れてきます。

遠藤委員がおっしゃるように、その泣きを無視はしておりません。つまり、こ

れはそれぞれ泣きの形で、一見公平、実は不公平な直線に対して泣きが入って
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きますので、泣きをどの程度考慮するかがこのポイントになってくるだろうと。 

○遠藤委員  それ考慮されて、できれば７領域７勝という形におさまるよう

な最初の目標の割り振りがあると、とてもいいのかなと思いました。 

○中鉢理事長  それと、お話の中に実際、私は情報・人間をもっとやれとい

っているわけですけれども、研究機関どこでも同じかもしれません。これから

明らかになってくるかもしれませんけれども、企業でいうと単年度のＰＬみた

いなものです。ＢＳはどうしたかというと、例えば情報・人間のところに我々

スタッフを投入しているわけです。投入したところは結果を出しなさいという

ことですよね。 

 今後はどのようなことになっていくかというと、民間資金でフィードバック

をやっていくというのは最終的な目標になろうかと思います。 

○三島部会長  それでは赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  各領域ともにすばらしい成果を出しておられて、自己評価結果

も妥当だと思います。 

 逆にいうと、先ほどもお話に出てきたエネルギー領域なのですが、シリコン

カーバイドのデバイスの量産ラインとか、大電圧対応のパワーデバイスの研究

とか、地中熱のポテンシャルマップの作成、メタンハイドレート関連研究とか、

地質でやっている微生物による新たなメタン生成機構の解明など、いずれも次

のエネルギー政策に直結していく極めて筋目のいい研究の成果であり、この領

域もＳ評価であっていいのではないかと思っています。これは書き方だと思い

ます。 

 それと、２つ目は質問なのですが、情報・人間工学の領域はすばらしい成果

でＳというのはわかるのですが、今後、領域間の融合研究みたいなことについ

てはどう考えておられるのでしょうか。特に欧米の研究などをみても、情報・

人間工学と生命工学は完全に一緒になってしまっています。それらのテーマ設

定についてはどのように考えておられるのか。 

○中鉢理事長  エネルギー・環境の融合の例と生命工学の２つの例について、

小林理事と松岡理事から。 

○小林理事  どうもありがとうございます。エネルギー・環境を担当してお

ります小林でございます。ご指摘ありがとうございます。 
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 まさに今、委員のお言葉にも含まれていたのですけれども、私どものところ

と地質調査の分野は非常に密接な関係で、大きなエネルギーの開発ということ

に取り組んでおります。 

 メタンハイドレートはどのようなところに分布しているかというのは非常に

重要で、これは主に地質が担当してございますし、それをいかに生産するかと

いうのは、私どもエネルギー関係で担当しております。 

 また、地熱発電の中でも将来を見越しまして、超臨界地熱と私たちが称して

いる技術があります。休火山といいますか、死にかけている火山の深く、５キ

ロから10キロぐらいのところに、まだ非常に熱量の大きなマグマが残っており

ます。冷えかけのマグマですけれども、これの分析と発電への展開ということ

も地質分野と私どもが強力に連携しながら、2050年ぐらいに20ギガワットぐら

いの発電ができたらなということで、少し長い時間軸でございますが、取り組

んでいるという例がございます。 

○松岡理事  生命工学領域を担当しています松岡です。 

 先ほど赤池委員からいわれましたけれども、メタン菌のケースですと、地質

と生命工学領域の融合研究で発見が生まれています。 

 もう１つは、ＡＩとバイオの融合は非常に大切な時期になっていまして、生

命工学領域の中で特にバイオインフォマティクスをやっていた研究員が十数名

いるのですけれども、その十数名をＡＩの研究センターに異動しまして融合研

究を進めているということで、実質的に内部で研究者の移動も含めながら融合

研究が進んでいるというところです。 

○三島部会長  ほかに何かご意見ございますか。はい、須藤委員、どうぞ。 

○須藤委員  今、赤池委員から質問があったことで私も気になっていたのが

エネルギー・環境のところなのです。小林理事はよくご存じだと思いますが、

内閣府と各府省が連携して2050年度までにＣＯ２を半分とか場合によって80％

減らすという「ＮＥＳＴＩ2050」を策定し、その中に何をすべきかが書いてあ

って、かなり革新的なところがありますよね。エネルギーをつくるところでは

次世代地熱発電と次世代太陽光発電の対応、それから蓄エネルギー、リチウム

イオン電池の次の電池のような話といった各目標があり、基礎的なところでは

ＳｉＣの次とかがある。ロードマップができ上がっているのですが、かなり難
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しいので、私も委員として出ていたのですが、産総研に期待するところがすご

く高いと思うのです。普通にやっていたら実現しないなと皆が思っているので

すが、産総研がこのようなところでそれに対してどのようにチャレンジするの

かというのが出てくると評価もしやすい。 

 赤池委員が質問していただいたので本日話題になったのですが、この話題は

ざっと書いてあるだけで、あれだけチャレンジングな目標を安倍総理の前で説

明しているのに、産総研がもっと真剣に取り組んでほしいなという気がします。

もちろんやっていると思うのですけれども、書き方の問題かもしれませんが…

… 

○中鉢理事長  小林理事からもつけ加えてもらいたいと思いますけれども、

産総研でやっているのは、ご覧のように新しいエネルギーをつくる、これは創

エネルギー。それから、新しいエネルギーを蓄積する、これは蓄エネルギーと

いうことです。それから、エネルギーの消費を少なくする、省エネルギーとい

う要素技術についてやっております。 

 創エネルギーのところは、もちろん再生可能エネルギーに特化している格好

になっております。再生可能エネルギーを何％入れられるかというのは、パワ

ーコンディショナーの研究にもよると思いますけれども、研究者によって異な

るところで、少なくとも30％以上は可能だろうとみています。ただし、エネル

ギー基本計画ではそのようになっていないですから。 

 それから、蓄エネルギーのところは、水素を活用するということで、これも

自治体等の協力も得ながら、特に福島県が水素エネルギー普及に真剣におやり

になっていますし、ほかの都道府県もそういう流れになっています。 

 それから、省エネルギーは、さっきのＳｉＣとか蓄エネをやっているという

ことで、80％削減に向けてどのような図を書くかというのは、ＮＥＤＯさんな

どと連携しながら策定しなければいけないものだと思いますけれども、もちろ

ん私どもの中でもある見識をもってやっている。 

 小林理事から。 

○小林理事  ご質問ありがとうございます。 

 私も同じくＮＥＳＴＩ2050の委員として参加させていただいておりまして、

ここには積極的に取り組んでいきたいと思っております。 
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 まず、2050年ということで、非常に長期の時間軸でございますので、単なる

要素技術の積み上げだけで達成できるものでもないと思っておりますし、当然、

革新的な技術を拾い上げるという体制も必要かと思っております。 

 私どものところで１つ取り組んでおりますのは、2050年のＣＯ２削減が行わ

れるとすると、どのような１次エネルギー配分になっているかということを経

済効果も含めたシミュレーションを今いろいろ始めたところです。これは、ま

さにＮＥＳＴＩの活動があったので、我々もそれに対応してそういうことを考

えないといけないということになって始めた作業でございまして、例えば燃料

価格を３倍にすると、2050年の１次エネルギー分布はどうなるか、あるいは２

倍だったらどうなるか、いろいろパラメーターを変えながら、将来の１次エネ

ルギーを我々なりにシミュレーションするということを始めております。 

 それから、今、理事長からもご説明がございましたように、各要素技術はそ

れぞれロードマップをもっております。2010年に価格を幾らにするとか。これ

を各テーマについて持っておりますので、いわゆるフォアキャスト型のロード

マップと2050年の１次エネルギー配分をいろいろシミュレーションしたものか

らバックキャストするもの、そこが本当に整合するのかどうなのかという作業

を今進めておりまして、それぞれの積み上げ型のロードマップとバックキャス

トするところのロードマップの不整合のところを明確にすることによって、何

をすべきかということを見つけ出そうという作業を昨年から始めたところでご

ざいます。 

 それから、もう１つは、私どもの国際的なネットワークでそういった意見を

発信していこうということにもしております。米国のＮＲＥＬ、それからフラ

ウンホーファーの中でも太陽光のシステム研究センターがございまして、こう

いったところと国際連携しているのですが、今後もどんどん進めていきたいと

思っております。 

 １つ心配事は、やはりトランプ政権のパリ協定離脱ということでございます。

これをネガティブとみるかどうかということなのですけれども、私どもとしま

しては、やはり日本の役割が今まで以上に――パリ協定の考え方が絶対必要な

ことは間違いないわけですから、 

そういう意味で今まで以上に私どもしっかりして、アメリカがもし弱ったとし
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ても、国際的な動きをしっかり牽引していきたいと議論を始めているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○三島部会長  ありがとうございます。今のエネルギーの将来構想をどうも

っていくかは非常に重要なところで、産総研、本当にぜひ頑張って頂きたいと

思います。ありがとうございました。 

 それでは、ほかに何かご意見ございますか。遠藤委員。 

○遠藤委員  どうしても今の件につけ加えさせて頂きたくて、申しわけあり

ません。 

 もう釈迦に説法になってしまうのですが、エネルギー政策の領域、特に系統

改革においては蓄電池がキーファクターと言い切って良いと思われるほど、と

ても重要になっています。理事長のご専門の分野でもあるわけですけれども、

やはり電気自動車の急速な普及によってコバルトとかニッケルという希少な鉱

物の取り合いになっているわけであり、この分野でその先にブレークスルーが

ないと日本は自動車でも産業的に敗退してしまうということにもなりかねない

ので、ここのところはぜひ頑張って頂きたい。蓄電池技術の進化により電気自

動車と家庭で電気を蓄電池の大幅な疲労もなくやりくりできるようになるなど

技術が高まれば、電気の需給・供給構造も変わると思います。ぜひそのあたり

を進めていただいて、日本の産業界に貢献いただけますようにつけ加えさせて

頂きます。よろしくお願いいたします。 

○三島部会長  ありがとうございました。ほかにご意見はございましょうか。

はい、どうぞ。 

○大薗委員  最初に自己紹介のときに申し上げました組織の変革という観点

から１つお伺いしたいのですが、基礎研究に橋渡しという新たな大きな目標が

加わりましたが、目的基礎、橋渡し前期・後期とそれぞれのフェーズに分けて

評価されており、それぞれで成果が出ておりすばらしいことだと思うのです。 

 昨年現場に伺ったときには、基礎から一気に実用化まで一人の方がもってい

けるスーパーマンタイプの研究者の方の生産性が非常に高いというお話もあり

ましたが、研究の種類、あるいは個性、個人によってはそのようなことも難し

い場合もあるかと思います。 
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 そういう意味で、組織の目標が複雑化したときに、分業、専門性による組織

体制なのか、あるいはマルチタスク的になっていくのか、組織がどうあるべき

かについて、何かみえてきたところがあるのか、ある程度制度的に維持可能な

状態に固まりつつあるのかについて見解をお伺いできればと思います。同時に、

人材育成のところでさまざまなご努力をなされておられるのはよく伝わりまし

たが、例えば離職率であるとか、既存の研究者の方々のエンゲージメントとエ

ネルギーの程度、どれぐらい研究への動機づけがあるか。それからそれを支え

る環境を中の方々がどう評価されているか、その辺もし何かモニターされてい

れば、お知らせいただけると助かります。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。非常に大雑把なのですけれども、実

は７領域のうち、研究の組織としての単位が約40ユニットございまして、40が

１つの単位になって７領域を構成しているのです。そのうちの約半分が研究セ

ンターということで、残りの半分が部門となっています。この部門の数とセン

ターの数を合わせると四十何某になる。部門は、主として基礎をやっている。

そこから特化して、特化したテーマについて、もっと橋渡しとかそちらにやる

というのは、センターとして、センター長をやって、集中的にそっちをやると

いう体制になっています。 

 ただ、センターそのものが硬直化するということ、この中期に今までのセン

ターの数を半分に減らして、物すごい特化してやっているのが今の状況でござ

います。もちろん、センターの改廃等については、硬直化することなくやって

いかなければいけないことだと思っております。 

 それから、ターンオーバー、離職についてのデータは四元さん、ちょっとご

説明して。 

○四元副本部長  例年、30名から40名が中途退職で、そのうちほとんどが大

学で、民間企業に行く方が５～６名という感じです。去年は34名が中途退職で

した。 

○中鉢理事長  問題は、民間に行くのが非常に少ないというのが指摘される

と思います。 

 それから、定年退職でやめていく人が概ね70～80名。それで、今現在、採用

が100人ぐらいになっていますので、年齢構成的にはだんだん若年化していく。



- 31 - 

 

そういう考えをもって採用と年齢構成をみております。 

 もっと民間で採用して頂きたいと思っていますので、須藤委員の会社も含め

て、私どもは用意してございますので、ぜひとって頂きたいと思っています。 

 ○三島部会長  ほかいかがでしょうか。もしなければ、私から１つ教えて

頂きたいことがあります。イノベーションコーディネーターがどのような働き

をしているかが非常に重要だと思います。結果としてコーディネーターの方が

随分稼いできてくださるようなかたちになっていますが、そのような方たちは

どのような分野の方を採用しておられるのか。 

 実は、大学には別の言葉でユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレータ

ー（ＵＲＡ）というファンクションが必要だといわれているのですが、その役

割を担っていくのがまだまだ難しい状況なのです。産総研でこれだけの数の方

を雇用され、これだけの活躍をされているということは、どのような方をどの

ように採用されているのかを教えて頂きたい。 

○中鉢理事長  従前は、経験のある研究者がほとんどでございました。最近

ふやしているのが企業の方です。 

○三島部会長  年齢層はいかがですか。 

○中鉢理事長  50～60歳前後です。 

○渡利イノ推本部長    あと、企業で執行役員をやられている方とか部長

さんレベルの方です。 

○中鉢理事長  それで、職種は、この場合、必ずしも技術屋ではなくて、金

融関係の人、それから営業をやっている技術屋ではない人たちも入ってきてお

ります。 

 それから、公設試は47都道府県にありますが、そのうちの多くが産総研の名

刺をもってイノベーションコーディネーターとして活動していただいている方

がいます。それらを含めて170名ぐらい。公設試には大体100名ぐらいです。 

○三島部会長  そうするとイノベーションコーディネーター自体は。 

○中鉢理事長  170名を超えています。これが営業活動を毎日やっていると。 

○三島部会長  大学の中で議論していたのは、そのような方たちのインセン

ティブはどのようなかたちにするのが良いのか。非常に極端なことをいうと、

給料の出来高払いのようなことも…… 
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○中鉢理事長  それは全くないわけではございませんけれども、ただ、従来

の産総研の職種としては、研究者と事務職だったのです。研究者で、ある程度

仕事を終えた人がコーディネーターになるということではなくて、もう１つ、

研究者と事務職とイノベーションコーディネーターというのを１つのキャリア

としてやっていこうということで、今、人事的にそういう施策を考えておりま

す。そういう処遇をすると。 

○三島部会長  わかりました。今、産総研の活動を拝見していると、非常に

大学と似ているところがあります。大学も研究者と事務方との間に第三の職種

としてＵＲＡを位置づけるということなのですが、その際に、ドクターをとっ

て研究者として大学に入ってきたが、しばらくやってみたら研究者として生き

ていくよりマネジメントのほうをやりたいという若手についても育てていくべ

きではないかという話があって、これもある意味もっともかなと思うのです。 

 企業にはそのように研究畑で採用した研究者にも途中からマネジメントに行

く道があると聞いたことがありますが、イノベーションコーディネーター、あ

るいは大学でいうＵＲＡのような方をどのように育てていくかというのが社会

連携の中でかなり重要ではないかと思い伺いました。ありがとうございました。 

 もう一点は、これからのイノベーションには社会科学との関係が非常に重要

になってくるとのことで一橋大と連携されている。ここで具体的な活動として

生まれているものはありますか。 

○中鉢理事長  実際に企業さんと組織対組織の研究の交渉をやっていくわけ

ですけれども、企業企業でアピールポイントというか、主張する条件が違うの

です。その調整が結構難しい。あるいは、社会合意形成をやる。いろいろな環

境適合性だとか、そういった問題について、論文ではなくて、実際に私たちと

一緒にやってください、テーブルについてくださいと。学術的なものではなく

て、産総研の立場で交渉の実際をやってくださいということで、一橋の先生に

お願いすると。 

○三島部会長  そうすると、中の委員会のようなものに入って頂くとか…… 

○中鉢理事長  実際にワークしてもらいたいと思っています。 

○三島部会長  はい、ありがとうございます。ほかに委員の皆様、よろしゅ

うございますか。赤池委員、どうぞ。 
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○赤池委員  質問のような提案のような話なのですが、私は青森県のプロテ

オグリカンビジネス（ＰＧ）を10年間に亘ってアドバイザーの立場でやってき

たのですが、今後、このような改変ＰＧみたいなものを量産していくという話

になってくると、産総研のような研究スキルが極めて重要になってくると思っ

ています。今でも産業技術環境局の末松局長に象徴されるように経済産業省と

農林水産省の人事交流も進んでいます。そこで、例えば農研機構と産総研の戦

略的な共同研究や、さらには農研機構の研究シーズを産総研で実用化していく

などの問題意識はどのように議論されているのでしょうか。食や農の領域は、

これからエネルギーに並ぶもう１つの重要な領域だと思っているので。 

○中鉢理事長  先生と全く同じ視点で、来年３月に北海道で農研機構と共催

でアグリテクノフェアというのをやろうと思っております。全国規模と同時に、

海外の関係機関もお呼びして、そういうイベントをやりたい。私ども、機能性

食品であるとか、あるいは計測技術だとか、さっき申し上げたように非侵襲で

糖度をはかるとか、タンパクを同定するとか、海水で氷をつくるとか、シャケ

の切り身を200グラムなら200グラムで切っていくとか、そういう技術もありま

すが、まだまだアグリカルチャーの部門での産総研の認知度は低いのです。 

 実は、そういうことで、農工連携といいますか、農研機構と日時も決まって

おりまして、北海道、札幌で行うことを企画しております。ぜひご出席、ご参

加いただければと思います。３月12日から13日と、ホテルも予約してございま

す。 

○三島部会長  ほかによろしいでしょうか。自己評価というか、特筆すべき

事項等を拝見していると、この１年で大変いろいろなことをやられて実りも多

かったかなと思います。ですから、自己評価をそれぞれしていただいて、それ

ぞれに妥当、あるいは赤池委員からもある部分は上でもいいのではないかとい

うご意見もいただいておりますので、評価につきましては、自己評価をまずベ

ースとしてよろしいかなと思いますが、特にその辺でご意見がありましたら。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、いただいたご意見を今後、事務局でまとめていただいた上で、私

が部会長として確認するという手順で進めさせて頂きたいと思いますが、それ

でよろしいでございますか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、きょうの審議につきましては終了ということでございますが、事

務局にお返しいたします。 

○渡辺産総研室長  どうもありがとうございました。委員の皆さまもご意見、

ありがとうございました。 

 本日のご意見については先ほど部会長一任となりましたので、事務局におい

て取りまとめて部会長に確認いただいた上で産総研部会の答申とさせて頂きま

す。 

 その後、国立研究開発法人審議会総会に報告し、同審議会からの答申を踏ま

えて、主務大臣の評価を行ってまいります。 

 なお、本日の議事録については、案を取りまとめ次第、事務局より委員の皆

様に送付いたしますので内容をご確認いただければと思います。その上で経済

産業省のホームページで掲載して公開します。よろしくお願いします。 

○三島部会長  それでは、よろしゅうございましょうか。 

 それでは第５回の産総研部会の審議は、これにて終了ということにさせて頂

きます。お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。 

 

                             ――了―― 


