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経済産業省国立研究開発法人審議会 

第７回産業技術総合研究所部会 議事録 

 

１．日時：令和元年７月９日（火）１０：０１～１２：００ 

２．場所：経済産業省別館６階 産業技術環境局第１会議室６２８号室、第３会議室６２

６号室 

３．出席委員：松本部会長、赤池委員、大島委員、大薗委員、須藤委員、三島委員 

４．議事次第： 

①国立研究開発法人産業技術総合研究所の第４期中長期目標終了時に見込まれる業務実

績及び平成３０事業年度における業務の実績に係る自己評価書について 

②その他 

５．議事概要： 

○坂内産総研室長  それでは、定刻を若干過ぎましたので、第７回経済産業省国立研究

開発法人審議会産業技術総合研究所部会を開始いたします。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます坂内と申します。本日は、今年度４月に全て

の産総研部会の委員を再任させていただきまして、本日が初めての開催ということになっ

てございます。ということもございまして、本日は部会長の選任ということで、皆様に部

会長を改めて選任いただく手続がございますので、それまで私が会の進行を務めさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

本日、このメインテーブルに座っている人間、産総研と経産省でございますけれども、

産総研の理事につきましても、今年４月に交代といいますか、任期満了に伴って新たな理

事が選任されておりますが、ほぼ同じメンバーが再任されておりまして、小島理事と山内

理事が今年４月から新たに産総研の理事として就任してございます。 

 改めてこの会の位置づけを申し上げますと、独法通則法に基づきまして、経産大臣が中

期目標の策定、中長期計画の認可、業務実績の評価、そして組織・業務全般の見直しにつ

きまして検討することになってございまして、それについてこの審議会において意見をい

ただかなければならないということとなってございます。 

 そして、本日及び金曜日でございますけれども、この２日間をかけて、産総研の３０年

度、前年度でございますけれども、こちらの実績についてのご評価、自己評価をまず産総

研がご説明いたしますので、それに対してご意見をいただくことになってございます。 
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また、これは金曜日のほうの議事になりますけれども、産総研、今年が４期の最終年度

でございまして、その際には、産総研４期これまでの業務を振り返って、次の期を迎える

に当たって組織・業務全般をどのように見直すべきなのかというようなご審議をさせてい

ただければと思っております。 

 それでは、事務局経済産業省を代表いたしまして、産業技術環境局長の飯田からご挨拶

申し上げます。 

○飯田局長  皆さん、おはようございます。飯田でございます。 

 私ども産業技術環境局はイノベーション、環境、基準認証に取り組んでおりますけれど

も、イノベーションをしっかり進めていくということは、ある意味、将来の飯の種をつく

っていくというような非常に大切な仕事だと思っておりまして、政府全体として最も力を

入れるべき課題だと思っておりますけれども、そうした中で、産総研はそれを実施する極

めて重要な組織だと私どもは考えております。 

 大学、研究開発型の独法等ございますけれども、産総研はシーズをつくるところから実

用化につなげるところまで幅広く取り組まれていて、ある意味、私ども経産省はいろいろ

な改革を進める先鞭をつけることが組織のミッションだと勝手に思っているのですけれど

も、産総研にもそういう新しい富を生み出すイノベーションの改革の先頭に立っていただ

く、こういう役割を果たしていっていただくということを強く期待しております。 

 そうした中で、本日は、第４期の中期目標期間のうちの平成３０年評価と、それからこ

の終了時の見込評価ということで、評価は、産総研は橋渡し、目的基礎研究、人材育成の

３本柱の目標に比してどれぐらい取り組まれたかということで、委員の皆様方から忌憚の

ないご意見を賜って、それを主務省の評価に活用してまいりたいと思っておりますけれど

も、現在、第５期の中期目標策定も検討中でございまして、今回の評価のみならず、今後

のあり方の参考にもぜひさせていただきたいと思っておりますので、忌憚のないご意見、

よろしくお願いいたします。 

○坂内産総研室長  それでは、続きまして、被評価法人でございます産総研を代表いた

しまして、中鉢理事長からよろしくお願いします。 

○中鉢理事長  おはようございます。一言、ご挨拶を申し上げます。 

本日は前列に、理事が全員そろっておりまして、後席には幹部らが陪席させていただい

ております。いつも人数が多過ぎる、産総研はなぜこのように大人数で来るのか、あるい

は女性の割合が少ないと言われたりしますが、ご理解いただければと思います。 



- 3 - 

 

今お話がありましたように、2015年から始まりました第４期中長期計画は、最終年度を

迎えました。お手元の資料２―３に第４期中長期目標期間中の主な取り組みをまとめてあ

ります。早速ですが、これに従いましてお話をしたいと思います。 

２ページでございますが、今までのところ４年経過いたしましたけれども、平成27年か

ら令和元年までの５年間は、三本柱として、技術の橋渡しと目的基礎研究、人材育成、こ

の３つを掲げてやってまいりました。「運営」から「経営」にということを念頭に置きまし

て、ご覧のように多くの取り組みを進めてまいりましたが、基本的には三本柱に重点を置

いて取り組んでまいりました。 

３ページをご覧ください。これは橋渡しの強化として、まずは一丁目一番地の目標とし

て、共同研究などによる民間からの資金獲得額を、基準値である46億円から３倍にせよ、

という目標をいただきました。この取り組みを始める段階においては、運営費交付金が増

えない、小規模な連携が主である、民間のニーズ把握が不十分、民間のビジネススピード

に対応できていない、民間への技術移転の意識が不十分、などといった課題がありました。

そのような中で、民間資金獲得額は138億円、産総研発ベンチャーへの出資額は９億円を目

指そうということを掲げ、ここに記載した施策を行ってきました。第４期のこれまでの効

果を、青文字で書いております。組織対組織の構築、技術コンサルティング制度の新たな

創設、企業の冠のついたラボの設立、技術営業のためのマーケティング部隊を３倍に増員、

重点投資の実施、トヨタ生産方式にならった事務職への業務改革の導入、産学連携のため

の制度づくり、特例随意契約の導入等々でございます。これらは後ほど、担当のほうから

詳しく説明させていただきます。 

４ページをご覧ください。これが現在までの進捗でございます。46億円から一番右側の1

38億円の目標に対して、現在のところ、今年度終了時の見込みが111億円と、目標額にはわ

ずかに届かないところとなっておりますけれども、平成30年度の時点で92.6億円まで増加

したということで、ちょうど基準額の２倍増までを達成しております。参考として図に描

き込んだ日本再興戦略のラインというのは、10年で３倍増というラインでありまして、こ

れに比して倍のスピードで民間資金獲得額を増加させていかなければならない、というこ

とであります。これは私の印象ではありますが、かなり厳しい目標に挑戦していると感じ

ており、この困難度の高さを是非、委員の皆様にもご理解いただきたいと考えております。

私からは技環局へ、何とかもう少し目標の達成困難度への考慮をいただけないかと申し上

げているところではありますが、委員の皆様方のお力添えをお願いしたいと思います。 
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続いて、５ページですけれども、中期が始まった時点での民間資金獲得額の割合は、７

つの研究領域でそれぞれこの図のようになっていました。一番下のグラフがこれを単純に

３倍にした数字です。ところが、実際にはこのようにはなっておりません。例えば、エネ

ルギー・環境領域はなかなか伸びなかったのですが、情報・人間工学領域は非常に伸びて

きております。それを反映して、平成30年度の実績では、このような7領域の割合で93億円

となっております。しかしながら第４期終了時には、一番下に示した金額と割合には到底

ならないと見込まれます。この点は第４期の５年の間に産業構造が変わってきたことの反

映で、目標の達成困難度を上昇させている要因の一つであります。 

さらに、目的基礎研究、人材育成についての資料を６ページ、７ページに記しました。

最後に８ページには、その他の取り組みといたしまして、残念ながら１年半前にイントラ

ネットへの不正アクセスを受けてしまいましたので、そのためのガバナンスの適正化の取

り組みなど、行ってきたことを書かせていただきました。それから、ここでは余り詳しい

説明はいたしませんけれども、地域イノベーションの推進にも力を入れておりますので、

これらの点についてもご覧いただければと思います。 

以上でございます。 

○坂内産総研室長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、改めて、今回が各委員に再任していただきまして初めての会合

になってございますので、委員のご紹介を申し上げます。 

 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。 

 東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授、大島委員。 

 一橋大学大学院経営管理研究科教授、大薗委員。 

株式会社東芝特別嘱託、須藤委員。 

 東京理科大学学長、松本委員。 

 東京工業大学名誉教授、三島委員。 

 それでは、冒頭申し上げたとおり、本日、改めて部会長をご選任いただくこととなって

おります。互選による選任ということでございます。どなたかご推薦、ございますでしょ

うか。 

 そういたしますと、事務局といたしましては、これまでも部会長を務めていただきまし

たし、６月に、この上の審議会でございます国立研究開発法人審議会の会長に再任されて

おります松本委員に部会長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

それでは、松本部会長、よろしくお願いします。席をお移りいただければと思います。 

     （松本委員、部会長席に移動） 

 それでは、松本部会長から改めてご挨拶をお伺いいたしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○松本部会長  部会長を仰せつかりました松本でございます。 

 産総研というのは、我々のコミュニティーにとっても、また日本にとっても非常に重要

な組織だと私自身は思っております。ぜひ産総研を中心にいろいろな方々が、ある意味フ

ラウンホーファー的に産総研に集まって、大きなイノベーションを起こしていく、そうい

う構造に今ならないと、それぞれの組織が独立したままでばらばらにやっていては、もう

もたないだろうというようにも思っています。 

非常に高い目標を掲げてやっておられるわけですけれども、委員会としてはできるだけ

それをエンカレッジする形で評価していくのがいいのではないかと私自身は思っておりま

すので、ぜひ前向きな評価をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○坂内産総研室長  ありがとうございました。 

 それでは、以降の進行を松本部会長にお願いいたします。 

○松本部会長  それでは、引き続き議事を進めさせていただきます。 

 本日配付しております資料について、事務局からご説明をお願いします。 

○坂内産総研室長  それでは、改めて資料のご説明をいたします。 

 先ほど、いみじくも中鉢理事長がもう資料２―３というふうにご説明いただいて、少な

くとも２―３については落丁等ないという感じで受け取っておりますけれども、改めて、

本日、基本的にノンペーパーということでございまして、お手元のｉＰａｄのほうに全て

本日の資料を用意してございます。ただ、資料２―１と２―２につきましては、まさに産

総研からこの６月末に提出いただいた自己評価書の原本でございまして、400ページぐらい

あるものが、委員の席には置かせていただいております。これはｉＰａｄ上400ページをみ

るのはなかなか大変ということもあって、資料２―１と２―２だけは、ｉＰａｄの中にも

入ってございますが、紙でも席上に用意させていただいております。 

 それでは、資料でございますけれども、ｉＰａｄのほうの資料の一覧、皆様、昨年と同
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じようにごらんいただけていますでしょうか。みえてないというのがございましたら……。 

そのリストをごらんになっていただきますと、本日の資料として、議事次第が一番上に

ありまして、その下の参考１として委員の名簿でございます。参考２として、この審議会

の決まりなどが書かれている国立研究開発法人審議会令というものでございます。 

資料１が、独立行政法人の評価の考え方（基準）というＰＤＦ、資料２―１が、３０年

度の自己評価書ということで、先ほど申し上げた資料の１つ目でございます。資料２―２

というのが見込みの評価ということで、これも同じように資料でございまして、席上にも

紙で用意してございます。資料２―３が、先ほど中鉢理事長もご指定のものでございまし

て、産総研の第４期中長期目標の主な取り組み、２―４が、業務実績に関する自己評価結

果説明資料ということで、絵の豊富な資料になってございます。最後、２―５というのが、

３０年度の評価と見込みの評価に関する数値が記載された資料ということになってござい

ます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。資料、そろっているでしょうか。 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。事務局からのご説明をお願いします。 

○坂内産総研室長  それでは、皆様、本日の議事次第、一番上の資料をごらんになって

いただきたいと思います。既に私からご説明申し上げた資料のリストですとか書いてござ

いますが、３．議題というのをごらんになっていただきますと、本日は、国立研究開発法

人産業技術総合研究所の第４期中長期目標終了時に見込まれる業務実績及び平成３０事業

年度における業務の実績に関する自己評価書についてということで、②がその他というこ

とで、冒頭申し上げましたけれども、本日と金曜日にこの評価についての、本日は主に説

明をお聞きいただくということと、あと、金曜日に重立ったご意見をいただくことといた

しております。また、本日、若干時間が残っていれば、ある程度質疑応答等進めさせてい

ただければと思います。金曜日のほうはまた改めてご説明申し上げますが、５期に向けて

の議論をさせていただこうかと考えております。 

 とりあえず審議会の進め方については以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、早速、議事に入っていきたいと思います。産総研の第４期の中期目標終了時

に見込まれる業務実績及び３０事業年度における業務の実績評価について、ご審議いただ

きたいと思います。最初に、評価基準等について、事務局のほうからご説明いただきたい
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と思います。 

○坂内産総研室長  それでは、皆様、ｉＰａｄのほうに資料１というのが用意してござ

います。横長のものでございます。「独立行政法人評価の考え方（基準）」と表題がついて

いるものでございます。これは実は、昨年もお示ししたものと変わってございません。独

立行政法人の評価に関する指針、これは総務大臣が決定したものでございまして、平成２

７年５月２５日改訂版のものから抜粋してございます。実は、この総務大臣決定について

は、今年の３月にさらに改訂があったところでございますけれども、そこは評価の進め方

についての合理性を書いたものでございまして、評価基準については特段変更はございま

せんので、全く昨年と同じものをお示ししてございます。 

改めて申し上げますと、まず、研究開発に関する事務・事業につきましては、Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すということで、イに書いてございますが、「Ｂ」を標準と

するということでございます。Ｂを標準として、顕著な成果があった場合はＡ、特に顕著

な成果があった場合はＳ、一層の工夫、改善が期待される場合はＣ、特段の工夫、改善等

が求められる場合はＤ、そういう定性的な決め方になってございます。 

 次のページをごらんになっていただきますと、２ページのほうにございますが、これは

研究以外の場合について決めたものでございますけれども、研究に関する事業であっても、

数値的な、定量的な指標がある場合はこれに従うよう、準用するよう指示があるというこ

とでございます。 

ごらんになっていただきますと、Ｂについては100％以上120％未満、Ａについては120％

以上、Ｓについては120％以上でなおかつ顕著な成果がある場合、Ｃは目標を下回っている、

Ｄは目標を下回っており、業務廃止を含めた抜本的な改善が必要であるということになっ

てございます。 

次のページをごらんになっていただきますと、ただ、そういった場合でも、特段の場合

がある場合は１段階引き上げるという、どういった場合に引き上げるのかというのが３ペ

ージ目に書いてございます。Ｓに引き上げる場合はどういったことが必要かというのがオ

の項目に書いてございますが、成果・取り組みに関する評価であれば、世界で初めての成

果や従来の概念を覆すブレークスルーであるといったようなことがある場合はＳとして評

価できるのではないか。そういったことが、その評価軸の性格において、４類型ほどあり

ますけれども、どういった場合にＳがつき得るのかというのを非常に定性的に書いてござ

います。 
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 次のページが、これも最終年度ということもあって、皆様おなじみでございますが、産

総研の評価の項目でございます。産総研、７領域、５領域と２センターございますけれど

も、全て共通的な、ごらんになっているような評価軸を設けておりまして、右側の関連す

る評価指標、モニタリング指標のコラムにあります一番上、民間からの資金獲得額（評価

指標）、これが最もドミナントなものとなってございます。ドミナントであるゆえんは、数

値目標の本体のほうに民間資金獲得額については、重要度・高、優先度・高、困難度・高

の３つの高がついているということで、これによって基本的に評価が決定される。そのほ

かの指標については、その評価を、先ほど申し上げた１段階上げるかどうかといったとこ

ろの考慮材料とされるという運用となってございます。 

 私からは以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。というようなことで、皆さんに厳しくも前向

きにみていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、早速ではございますが、産総研のほうから自己評価のご説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○中鉢理事長  先ほどの挨拶の中で既に説明申し上げておりますが、資料２―３につい

て、数点、捕捉したいと思います。 

 ３ページ目の技術の「橋渡し」の強化を一丁目一番地の取り組みとして行っております

が、加えて申し上げたいことは、138億円という数字だけではなく、それを目指して初年度

から順次取り組んでまいりました、そういう文化が産総研の中に残っていくということで

す。 

ややもすると、こういう定量的な目標設定は目的基礎研究を阻害するのではないかと、

いろいろなご意見を耳にいたします。第４期はあともう１年残っておりますけれども、私

どもが４年間やってきたことは、必ずしも数字だけの問題ではなく、これまでの産総研に

はなかった文化も育まれている、ということもご理解いただければと思います。 

 ここには強調して書いておりませんけれども、例えば地方創生の問題であるとか、ある

いは広報力が弱いのではないかということについても、私どもとして十分理解をしており

ます。これらも目標を定めて対応を進めてきております。 

４ページは先ほど申し上げたとおりでございます。 

５ページは、研究領域別の民間資金の割合の変遷、構造の変化を示しておりますけれど

も、エネルギー・環境領域につきましては、後ほど担当理事からご説明申し上げますが、
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５年前のエネルギーに関する高い関心が、その後やや停滞しているところがあります。こ

の分野に対する民間企業の投資意欲、研究意欲は、率直に申し上げて、残念ながら下がっ

てきていると思っております。その分、情報・人間工学領域に関する伸びが、私どもの想

定を超えて大きくなってきております。これを見越して、ということではありませんけれ

ども、第３期までは６つの領域だったところに第４期を迎えるにあたって、情報・人間と

いう一つの新しい領域を設定して進めてきましたのは、今のところ成功であったのではな

いかと思っております。 

 それから、６ページです。目的基礎研究については、138億円の民間資金獲得を目指して

取り組んでいるがために、研究力が落ちているのではないかと心配されるかもしれません。

研究力については多様な測定基準があるのだと考えております。例えば、論文数を挙げれ

ば、産総研は今のところ順調に発表件数を伸ばしております。決して論文数が減っている

わけではございません。ここに記載しているような論文発表の奨励をしておりますし、あ

るいは他の独法等との連携なども進めていこうと奨励しております。 

 最後になりますけれども、人材育成について申し上げます。職員に高齢の男性が多いと

よく指摘されますが、これについては様々な方策をとっております。女性の任用・採用増

への取り組み、優秀な若手研究者を対象としたエッジランナーズ制度の創設などを行って

おります。また、ポスドクのキャリア支援としてイノベーションスクールを開校し、大学

などのポストのないドクターの就職支援も行っております。残念ながらこのような支援の

ための外部資金はありませんので、運営費交付金を使わざるを得ない状況です。人材育成

の取り組みの指標としてはＲＡの人数で測っておりますが、これも順調に増えております。 

 あとは先ほど申し上げたとおりでございます。私からは以上でございます。 

○山内理事  それでは続きまして、資料２―４に基づきまして、産総研が行いました平

成30年度並びに第４期の見込み評価につきまして、内容をご説明をいたします。資料２―

４をご覧ください。 

 ３ページ目に産総研の概要を示しました。常勤の研究職員が2,300名、事務職員が700名

であり、パーマネントの職員としては3,000名おります、加えて、ポスドク等の契約職員が

同程度の人数、さらに大学、企業からの外来研究員が5,100名、合わせて１万1,200名が活

動を実施している法人でございます。 

予算につきましては、内部資金、運営費交付金を中心として800億円弱、これに外部資金

として、先ほどから申し上げております民間からの共同研究資金に加えまして、公的な外



- 10 - 

 

部の競争的資金がございます。これらを合わせまして300億円となり、内部資金と合わせて

1,100億円強となっております。 

拠点についてご紹介いたします。つくばが中心でございますけれども、それに加えまし

て全国で10の研究拠点がございます。それぞれのセンターが研究拠点として看板の研究を

掲げて研究をしておりますと同時に、連携する拠点としての活動も行っております。各セ

ンターとつくばとで連携し、産総研全体としてしっかりと対応する、ということをやって

いるところでございます。 

 続きまして、本部機能についてご説明をいたします。４ページ目に、重点的に推進する

取り組みが７つ掲げてあります。これに従ってご説明をします。 

５ページ目をご覧ください。冠ラボについてでございます。これは、強いコミットメン

トを示す企業に対しまして、産総研の中に連携研究室をつくっていただくということでご

ざいます。全体で、右に示しておりますように11の研究室をつくるところまで来ています。

この連携研究室の成果といたしまして、左の下に示しましたように、論文、標準化、プレ

スリリース等、成果が上がってきているところでございます。 

６ページ目をお願いします。技術コンサルティングの拡大についてであります。我々の

取り組みとしては、６ページの右下にありますように、最初に技術コンサルティングから

始め、どういう研究が必要となるか、というところを企業と共に創っていくというモデル

を立てております。それによって共同研究につなげていくということを目指しております。

技術コンサルティングの件数は、右の上のグラフにありますとおり、500件を超えるまでに

成長しておりまして、産総研として積極的に取り組んでいるところでございます。 

 ７ページ目をお願いします。組織対組織の関係の強化につきましては、トップセールス

を行うということでございます。このような関係強化を通じて、大型の連携を獲得できる

ようになっています。1件当たり3,000万円から１億円未満の共同研究、それから１億円以

上の共同研究、ともに３倍に増加しておりまして、期初に指摘されておりました、小型の

連携が多い、という点について対応を進めてきてきたところでございます。 

 ８ページ目、ベンチャーの支援の強化につきまして申し上げます。これは目標の３倍以

上の出資額を既に平成30年度に獲得しております。右下にありますような代表的なベンチ

ャー企業を含めまして、現在、144社の産総研発ベンチャーがあります。このうち有望なも

のに対して、重点的に支援を行っているところでございます。 

 ９ページ目に、重点投資につきまして紹介させていただきます。これは先ほど、情報・
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人間工学領域の分野における民間資金獲得が大変好調である旨、ご説明を差し上げました

けれども、人工知能の分野に対して現在、非常に大きな需要がございます。これに対応す

るため、柏、臨海という２つの拠点に集中的に投資を行い、グローバルな研究拠点の構築

を進めています。 

 目的基礎研究につきまして、10ページ目に示します。先ほども、論文に係る数字につい

てご説明差し上げましたが、10ページ目の下にありますように、論文に関しまして第４期

が始まってから積極的に取り組んできたことにより、論文発表件数が増えている、という

ところをご理解いただければと思います。 

 続きまして、11ページ目、地域への取り組みについてです。右の上に日本地図を描いて

おります。ここに星印で示してあるところが、産総研が地域としっかりとした取り組みを

進めている地域である、とご理解いただければと思います。こういったところに全国展開

をして、全体で200名弱の体制で取り組みをしているところでございます。 

 続きまして12ページ目ですが、不正アクセスを受けた話がございました。こういったも

のにしっかりと対応するために、セキュリティー体制を強化しています。理事長の直下に

対応組織を置き、セキュリティー体制の強化に取り組んでいるところでございます。 

 13ページ目以降につきまして、業務運営の改善、効率化についてご説明いたします。 

 14ページ目は、ガバナンス適正化に向けた取り組みでございます。意思決定プロセス、

リスク管理、チェック体制というところを明確化し、取り組んでいるところでございます。 

 15ページ目は、コンプライアンスの推進であります。国立研究開発法人全体のコンプラ

イアンスの推進に寄与するため、国立研究開発法人協議会にコンプライアンス専門部会を

創設して、その運営を主導するとともに、コンプライアンス推進週間というものを設定し

て、取り組みを進めているところでございます。ちなみに、こちらは私のＩＤカードであ

りまして、ホルダーの裏側に「ならぬことはならぬ」という標語の入ったカードを入れて

おります。きちんと全職員がコンプライアンスの推進に対応するということを徹底してい

るところでございます。 

 16ページ目は、業務改革プロジェクトについてでございます。橋渡しということで技術

コンサルティングや共同研究などにつきまして、今までにない取り組みをしております。

そのため、どうしても業務量が増えていますので、業務改革ということを積極的に取り組

んでいるところでございます。 

 具体的に、17ページ目にお示しする内容が１つの成果と考えております。新たな随意契
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約方式を他の法人に先駆けて導入することにより、従来は40日間程度を要していた調達の

請求につきまして、これを半分に短縮する、ということもしております。 

 続きまして、人材育成についてご紹介いたします。18ページ目をご覧ください。右側に

人材育成の数と、その就職率を出しています。８割弱の方が我々の人材育成の取り組みの

後に、就職に結びつけられているというところでございます。 

 19ページ目は、先ほど部会長からご指摘がございました、産総研に人を集める取り組み

でございます。19ページ目の左はクロスアポイントメント制度の利用者の数でございまし

て、これを順調に増やしているところでございます。リサーチアシスタントについても、

同様です。右側は特定集中研究専門員と書いてあります。これは企業から連携研究室に来

ていただいている方に、産総研職員として身分を付与して研究活動をやっていただくもの

であります。この制度につきましては、平成30年度は150人の方に来ていただいております。 

 20ページ目と21ページ目の評価につきましては、後ほど、研究領域のところも含めて全

体で説明をしたいと思います。 

 引き続きまして、研究の成果につきましてご説明をいたします。 

○臼田センター長  それでは、ただいまご説明のありましたとおり、産総研、７つの研

究領域がありますけれども、それぞれの領域長から主な成果をご報告させていただきます。 

お手元の資料２―４、23ページをお開きください。トップバッターは計量標準総合セン

ターになります。当領域は、計量標準、文字どおり物差しの物差しをつくる業務を主に担

当しております。23ページに主な取り組みが書いてありますけれども、計量標準、あるい

は知的基盤と称される傘の下で、目的基礎から橋渡しにわたる研究開発活動を行っており

ます。主な成果をごらんいただきます。 

 次の24ページをごらんください。平成30年度の特筆すべき成果を示しております。 

ページ左側は現在の時間標準であるセシウム原子時計の限界を超えるイッテルビウム光

格子時計の開発を示しております。各国でポストセシウム原子時計の開発が進んでおりま

すが、時計としての機能を発揮するためには、精度のみならず、常時稼働であることが必

要とされております。当領域では、時計の動作に必要な全てのレーザー光を一元的に制御

することで、10時間以上というこれまでの10倍以上の連続運転を実現いたしました。現在、

世界の時間標準は、各国の原子時計の測定値から統計的に導かれておりますが、本成果に

より、今後、セシウム原子時計にかわる世界の時間標準に貢献できるレベルであることが

確認されており、大変画期的な成果であると自負しております。 
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 ページ右側は、地域のデジタルものづくりの効率化、高精度化に貢献した成果を示して

おります。近年、３Ｄプリンターの普及が進んでおりますが、設計データとでき上がった

ものの形が合わないという相談が当領域に多く寄せられるようになりました。そこで、造

形物の３次元形状を計測し、設計データにフィードバックする方法の開発を行いました。

当領域の有する３次元形状評価技術による誤差補正法を提案し、全国の公設試験研究機関

と共同して検証を行ったところ、参加した公設試全てにおいて造形誤差が半分以下に低減

されるという顕著な成果を創出しております。 

次のページ、25ページをごらんください。平成30年度の数値目標達成状況をまとめて示

しております。それぞれの四角に囲まれた評価指標において、左から、平成29年度実績、3

0年度目標、30年度実績が棒グラフで示されております。オレンジ色の平成30年度目標値に

対する右側の実績値が示すとおり、ほとんどの指標で目標を達成していることがご理解い

ただけるかと思います。 

 次のページには、30年度の実績に関する自己評価結果が示されておりますが、これにつ

いては、ほかの領域ともあわせて、後ほどご報告させていただきます。 

ページ飛ばしまして、27ページをごらんください。続いて、第４期５年間の特筆すべき

成果、見込みも含めますけれども、特に象徴的な２つを示しております。 

ページ左側は、キログラムの定義改定への貢献でございます。報道などで目にされた方

もあろうかと思いますが、本年５月20日から新しいキログラムの定義が施行されておりま

す。これまで130年間、キログラム原器という人工物に頼っていた質量の基準が、プランク

定数という基礎物理定数に置きかえられました。当領域では、シリコン球体に含まれる原

子の数からアボガドロ定数を求め、そこから必要な精度でプランク定数を導くことに成功

いたしました。世界中の多くの研究機関が取り組んできた中で、最終的にプランク定数の

決定に貢献できたのは、日本、ドイツ、アメリカ、カナダの４ヵ国だけでございます。こ

れは、当領域が培ったさまざまな計測技術の総合力の成果であり、世界的にも高く評価さ

れております。今年度は、新たな定義のもとで実現したキログラムの国際比較を行います。

他の３ヵ国とともに、いわば世界の質量標準に対して責任をもつことになります。 

 ページ右側には、持続可能な社会に向けたインフラ構造物の効率的な検査を実現する装

置開発を示しております。配管検査用のＸ線検査ロボットなどを開発し、既存の検査作業

に比べて作業時間を10分の１に短縮できることが確認されております。この技術について

は、企業への技術移転が進んでいるところでございます。 



- 14 - 

 

 続いて、28ページをごらんください。第４期中におけるその他の代表的な成果の一部を

示しております。ごくかいつまんでご説明いたします。 

 ページ左側、知的基盤に関しては、水道法等の規制に対応した標準物質の開発を進める

に当たり、効率的に検量線を決定できる校正技術を活用して標準物質の整備を加速いたし

ました。その結果、必要な標準物質の開発を前倒しで完了し、水道事業体における水質検

査の統一的な精度管理が可能となっております。 

 ページ中央、橋渡しにつながる基礎研究では、平成30年度の文部科学大臣賞をいただい

ておりますが、単一光子分光イメージング技術の開発などで顕著な成果を得ております。 

ページ右側の橋渡し研究では、開発したＮＭＲを用いた有機標準物質の校正技術を加速

しております。ここには書いておりませんが、2020年の東京オリ・パラにおけるドーピン

グ検査の信頼性向上にも貢献しているところでございます。 

 続いて、次の29ページをごらんください。４期中の数値目標達成状況を示しております。

オレンジ色の折れ線は各年度における目標値、青色の棒が各年度における実績値となって

おります。４期30年度までを通して、ほぼ全ての目標を達成してきているのがごらんいた

だけるかと思います。特に、ページ左側の民間資金獲得額、ドミナントな評価指標でござ

いますが、順調に増加し、28年度、わずかに足りなかったのですが、それ以外、全て目標

を達成してきております。このグラフ中、緑の破線は、目標値決定のもととなった基準値

を示しております。平成30年度の実績は、基準値の３倍を超えておりまして、組織目標で

ある基準値の３倍を超える民間資金獲得という目標を既に達成しているところでございま

す。当領域の計測技術が信頼され、産業界に役立っていることを端的に物語っていると思

われます。 

 今後の見込みですが、既に大型の共同研究が締結されていることなどから、民間資金獲

得については目標達成ができると考えております。また、それ以外の指標についても目標

達成見込みでございます。 

次のページには、第４期を通した自己評価の見込みを書いておりますが、これについて

も後ほどまとめてご報告いたします。 

当領域からは以上でございます。 

○矢野センター長  それでは、続きまして、31ページ、地質調査総合センターでござい

ます。私どもの第４期の研究開発項目、４つ掲げてございます。左上①が地質図の作成、

知的基盤の整備であります。左下②が地震と火山の研究、右上③が地圏の資源と環境に関



- 15 - 

 

する評価と技術開発、右下④が地質情報の管理と社会利用促進の項目でございます。 

 続いて、32ページでありますけれども、平成30年度の地質調査総合センターの特筆すべ

き成果、２点掲げてございます。 

左側、東・東南アジアの総合的な地質情報発信と人的ネットワーク形成ということで、

私どもが主導いたしまして、アジアの多くの地質情報を国際標準形式でまとめたシステム

を構築し、ウェブ公開いたしました。また、同時に技術講習により、各国でシステムを運

用する人材を育成いたしました。また、並行いたしまして、同地域の若手研究者を対象と

いたしまして、実践的な調査技術に関する国際人材研修をスタートいたしました。この成

果は、民間企業の地質情報の取得、あるいは大学等による研究や教育、さらには国際連携

強化という意味で、東・東南アジアの防災、資源開発に貢献する成果と考えております。 

 右側でありますけれども、ＡＩを活用した微化石の自動鑑定・分取システムの開発でご

ざいます。これは世界で初めてのシステムでございまして、企業３社と共同開発をしたも

のでございます。私どもがもつ微化石コレクションと鑑定力にＡＩ技術を適用いたしまし

て、高精度な鑑定を実現いたしました。人の手では困難だった、非常に小さな微化石を分

取可能なシステムでございます。この成果は、資源探鉱や地質災害対策に必要な地層解析

を熟練した専門技術者の数十倍に高速化した成果でございます。 

 次に、33ページでありますけれども、私どもの平成30年度の数値目標の達成状況であり

ます。左側、民間資金獲得額につきましては、平成30年度の目標値2.9億円に対しまして、

平成30年度の実績値は3.7億円ということで、達成率126％を達成いたしました。また、上

側の論文被引用数、論文発表数につきましても、目標値を大きく超える達成をしておりま

す。また、下の実施契約件数、イノベーション人材育成人数につきましても、100％を超え

ております。 

 続きまして、35ページに移っていただきまして、地質調査総合センターの第４期中長期

目標期間の特筆すべき成果、２点掲げてございます。 

左側、都市域の地下構造を３次元的に可視化する新しい地質地盤図、これは３次元地質

地盤図「千葉県北部地域」でございますけれども、これをウェブ公開いたしました。これ

は、１万数千地点のボーリングコアデータなどに基づきまして、都市の地下を明快に可視

化した成果でございまして、軟弱層など、地下の地質の３次元構造を把握できます。この

成果は、防災への活用、あるいは地質リスクの回避など、地震災害に強い社会基盤の構築

に資する成果だと考えております。 
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 また、右側の成果でありますけれども、この第４期期間中に、我が国におきましては人

的被害を伴う大きな地震災害、火山噴火災害が幾つかございました。平成28年４月には熊

本地震が発生し、私どもはその直後に緊急調査を行いました。その結果につきましては、

益城町の市街地復興に向けた安全対策のあり方に反映をされました。また、平成30年１月

の草津白根山噴火のときにも緊急調査を行いまして、その成果を火山噴火予知連絡会へ報

告し、公開をされました。このように地質災害発生の後に貴重な地質データを広く情報発

信することによりまして、復興計画の策定、あるいは自治体の防災計画の策定などに反映

するということで、国や自治体の防災に貢献をいたしました。 

 次に、その次のページ、36ページ目でありますけれども、第４期のその他の代表的成果

が掲げてございます。 

 左側は知的基盤でありますけれども、５万分の１の地質図幅の調査と公表を知的基盤整

備計画に沿いまして着実に行ってまいりました。そして、第４期では特に、地元でプレス

リリースを行うことにより、地元自治体に活用され、地域振興に貢献することができまし

た。また、20万分の１の日本シームレス地質図Ｖ２をウェブ公開いたしました。これは、

国土全域の地質情報の精度を飛躍的に向上させたものでございます。 

 また、中ほど、目的基礎研究の成果といたしまして、有機物をメタンに変換するメタン

生成菌を発見いたしまして、平成28年度の「Science」誌に筆頭で論文を出しました。これ

は産総研の生命工学領域との共同でございます。天然ガスの増産につながる成果でござい

ます。また、その他、土壌の複合汚染を浄化する技術や、地震の規模や発生様式を予測す

るための応力マップの整備を行いました。 

 また、右側の橋渡し研究でありますけれども、道路を掘らずに水道管の腐食リスクを評

価する高周波電気探査システムを開発し、自治体と共同で実証実験を行いました。これは、

水道インフラの維持管理におけるコストなどを大幅に低減する技術開発でございます。ま

た、その下は、海洋調査の技術開発でございますけれども、従来の数百倍となる垂直分解

能をもつ高精度な探査システムを民間企業と共同で開発いたしました。 

37ページ目でありますけれども、私どもの第４期の数値目標の達成状況であります。左

側、民間資金の獲得額につきましては、過去、目標値を順に上げつつ、目標を達成し、特

に昨年度は目標値を大きく超えてまいりました。今年度もさらに目標を上げて達成をする

見込みでございます。さらに上側、論文被引用数、論文発表数につきましても、目標値を

徐々に上げ、特に一昨年・昨年度はその目標を大きく超えてきております。今年度も目標
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を達成するつもりでございます。下側の特許実施契約件数、イノベーション人材育成人数

につきましても、目標を達成したいと考えております。 

以上であります。 

○関口理事  続きまして、39ページをご覧ください。情報・人間工学領域では、情報学

と人間工学のインタラクションによって健全な社会の発展に貢献することを目指した４つ

の重点課題を設定しております。ビッグデータ、人工知能、サイバーフィジカルシステム、

人間の評価技術、それからロボットと人間が共存するための技術開発でございます。 

次のページをご覧ください。昨年度の特筆すべき成果を２つお示しいたします。 

左側のＡＢＣＩでございますけれども、これは東京工業大学に設置いたしましたＯＩＬ

におきまして、我々が設計し運用している人工知能向けの世界最大規模の計算システムで

ございます。実用性、省エネ性、高性能さの全ての指標で世界の10位に入っているシステ

ムとしては、発表以来現在に至るまで常に世界のトップ３を維持しております。また、こ

れを用いた深層学習の学習速度では、世界最高記録を44％短縮し、世界一となっておりま

す。８月の運用開始以来、民間企業を含む100以上のグループが利用しており、専門外の方

にも人工知能を用いた実問題への挑戦を支援しております。 

 右側２つ目は、歩行・走行の計測評価とランニング義足の開発でございます。モーショ

ンキャプチャーシステムで歩行・走行の特徴を計測し、世界最大規模のデータベースとし

てこれをまとめました。さらに、歩行の評価のサービスとして実用化を行うことで、転倒

予防や障害予防、また美容などへの問題へ利用できるようにいたしました。この成果を利

用した新しいランニング用の義足が今年度製品化する見込みとなっており、来年のパラリ

ンピックでの使用や記録向上が期待されております。また、産総研は、この分野で世界ト

ップシェアの論文数、約４割を誇っており、100件を超えるメディアの報道件数と多くの評

価を得ております。 

 次のページをご覧ください。当領域では、昨年度の最重要の目標といたしまして、民間

資金獲得額14.5億を設定いたしました。これは、基準額である4.8億円の３倍であり、産総

研全体が５年間で到達すべき中期計画終了時の目標と同率でございます。民間企業との連

携を強化するなど、共同研究の大型化を目指し、結果的に16.9億円の実績となりました。

これはもともと設定した高い目標をさらに超える、116.4％の達成でございます。ほかの目

標は、前年度までの実績値を考慮して、全て前年度を上回る目標といたしました。結果的

に、全ての目標でも目標値以上を達成することができました。特に、論文被引用数は目標
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比141％、知財の実施契約等の件数は127％、イノベーション人材育成人数は187％の人材と

なりました。 

 次の自己評価を飛ばしまして、43ページでございます。見込みを含む第４期中長期目標

期間の特筆すべき成果についてご説明いたします。 

 左側、産総研では、設立以来、ロボットの研究を強く推進してまいりました。この実用

化の１つの形として、生活支援ロボットの国際安全規格、ＩＳＯの13482を提案するに至り

ました。第４期におきましては、長期にわたり、産総研に蓄積された開発や安全設計の知

識をまとめて、令和元年度には世界初のこのような開発手順書を策定いたしました。これ

により、18機種のロボット介護機器の製品化に寄与いたしました。 

 右側、最重要課題の人工知能におきましては、高度な人工知能を誰でもが手軽に利用す

るということを目指しております。ここでは、幾つかの代表的な成果を示しておりますけ

れども、いずれの研究開発におきましても、例えば、物体認識の国際競技会での優勝、避

難誘導の大幅な迅速化、創薬プロセスの20倍以上の効率化など、実応用に向けた顕著な成

果を上げております。また、ＡＢＣＩの利用もあわせて、実問題に高度なＡＩが手軽に利

用可能になるよう挑戦を行っております。 

 次のページをお願いします。このほかにも、第４期におきましては、目的基礎研究から

橋渡し研究、後期に至るまでさまざまな研究成果を得ております。このスライドにお示し

しているのはごく一部でございますけれども、この中から数例をご紹介いたします。 

 まず、左側中ほど、大型構造物組み立てのためのヒューマノイドロボットは大変大きな

注目を集めました。動画の再生回数は110万回以上を超え、実用化に向けて今年度中に技術

移転するめどをつけております。 

 右列の上段、健康起因事故の撲滅コンソーシアムにおきましては、ドライバーの体調急

変にかかわるデータを我々のほうで取得いたしまして、これをもとに国交省の次期ガイド

ラインに活用される見込みとなりました。また、今年度は、高齢ドライバー対策に関する

コンソーシアムの立ち上げにより、約２億円の民間資金が見込まれております。 

 右の列最下部に示しましたのは、三菱電機様との共同研究でございます。さまざまな生

産現場における異常発生時の処理プログラムの開発というものを３分の１に削減すること

となりました。技術的なハードルは既にクリアされており、早期にＦＡ機器等に搭載され

ることが見込まれております。 

 当領域におきましては、目的基礎から橋渡し、後期のいずれの時期におきましても研究
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フェーズのパイプラインが形成されており、レベルの高い成果が得られております。 

次のページをご覧ください。第４期における各指標についてご説明いたします。民間資

金獲得額におきましては、基準額である4.8億円の3.5倍、16.8億という非常に挑戦的な目

標でございましたけれども、当領域では、平成28年度以降、各年度の目標値を大幅に上回

っており、最終的な目標も到達できる見込みでございます。 

この実現は、理事長と領域幹部による戦略的なトップセールスの実施というのが大きな

要因と考えております。また、研究戦略部が中心となりまして、将来の価値につながるコ

ンサルティングを実施してきた結果、年間500件に上る新規案件から100件程度の契約を行

い、さらには連携研究室、連携ラボなど、大型研究資金の獲得につながることができまし

た。こうすることで、研究や連携の双方の質を向上することができたというように評価し

ております。他の目標も、毎年目標比で100％以上を達成しております。 

以上でございます。 

○小林理事  それでは、47ページをご覧ください。エネルギー・環境領域、第４期の研

究開発の概要を示してございます。５つのカテゴリーで研究を進めてきております。太陽

光などの新エネルギー技術の研究、水素などのエネルギー貯蔵技術、電力制御などのエネ

ルギーの効率的な変換・利用技術、メタンハイドレートなどのエネルギー資源の有効活用

技術、環境リスクの評価・低減技術でございます。以下、代表的な成果をご紹介いたしま

す。 

 48ページには、平成30年度の特筆すべき成果を挙げてございます。 

左側、廃熱を電力に変えて有効利用する目的で、熱電変換デバイスの研究開発を進めて

まいりましたが、新たに、変換効率の大幅な向上を達成できました。ポイントは、材料の

ナノ構造の制御により、電気を流しやすく、熱を流しにくくすることであります。変換効

率10％を超えて初めて実用化の議論ができるといわれてまいりましたが、今回12％を達成

いたしました。世界トップクラスの値であります。自動車の廃熱回収やＩｏＴネットワー

クにおける孤立分散電源としても期待されております。 

 次、右側です。再生可能エネルギーの導入増大に伴いまして、余剰電力を水素として貯

蔵・利用する技術開発を進めております。平成30年度は、水素よりも貯蔵・輸送が容易で

直接液体燃料としても使えるアンモニアについて、再エネ水素を原料にパイロットプラン

トによるアンモニア合成とガスタービンによる直接燃焼で、トータルの再エネ利用プロセ

スを世界で初めて実証いたしました。ポイントは、低温・低圧で安定に作動する新規触媒
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を開発できたこと、またタービンの低ＮＯＸ運転を達成できたことであります。余剰再エ

ネの用途拡大につなげていきたいと考えております。 

 次の49ページには、数値目標の達成状況を示してございます。論文被引用数や論文発表

数、特許の実施件数などは目標を上回っておりますが、民間資金獲得額のみが目標を下回

っております。 

 50ページは自己評価結果でございます。51ページに、第４期目標達成に向けた要因分析

と取り組みを挙げさせていただいてございます。左側に、民間資金獲得が目標に至らなか

った要因について分析をいたしました。 

１つ目は、太陽電池モジュールの国内出荷額が急速に落ち込みまして、太陽光発電研究

センターで見込んでおりました研究開発ニーズも同様に低下してしまったこと。 

 ２つ目は、私ども最も多くの企業資金を獲得しておりますパワーエレクトロニクスの研

究開発コンソーシアムで、むしろ開発が順調に進んだ結果、民間企業への技術移転が加速

いたしまして、この結果、研究開発としての資金獲得の増額が難しいフェーズに至ってし

まったこと。 

 そして３つ目、これは我々の領域が中心的に進めております公的外部資金による政策的

なプロジェクト研究でプロジェクトリーダー（ＰＬ）の輩出や集中研の提供など、中核的

な役割のニーズが依然として高く、これらを果たしながら民間資金の獲得にも努力をいた

しましたが、全体として大型連携を担うリーダークラスの人材不足が深刻化してしまった

ことなどが挙げられます。 

 一方で、民間資金獲得のための改善、強化にも努力を続けております。公的資金が主体

だったプラットフォーム型研究への民間資金の導入や、プラットフォーム型研究から冠ラ

ボなどの個別の共同研究への移行、そしてコア技術やデータベースを民間資金で共通基盤

的に共同利用できるような研究開発体制の構築などを進めております。 

次に、52ページには、第４期の特筆すべき成果を挙げさせていただいております。 

左側、ビルのエネルギー消費を再生可能エネルギーで賄い、ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル（ＺＥＢ）を実現するため、大量に長期間エネルギー貯蔵のできる水素を利用したシ

ステムを開発し、実証を進めております。ポイントは、安全性の高い水素吸蔵合金を開発

できたことで、建物やまちの中でも利用しやすい水素による安全でコンパクトなエネルギ

ー貯蔵を実現できたことであります。清水建設様と冠ラボを設立しまして、現在、高度な

エネルギーマネジメントで完全自動運転の実証を進めております。これは、2018年度コー
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ジェネレーション大賞理事長賞を受賞いたしました。 

 右側ですが、電力制御デバイスとして、シリコンにかわる高効率で高信頼性のワイドギ

ャップ半導体、炭化ケイ素、ＳｉＣの素子化を進めてまいりました。これは、低炭素社会

の実現に向けて進んでおります自動車や航空機、あるいは重機の電動化の流れにおいて、

そのかなめの技術となるものでございます。ここでは、電気自動車等で実用に耐え得る高

信頼性で高性能なパワーデバイスを量産レベルで完成させ、世界をリードする成果が得ら

れました。ポイントは、大型の産学官連携コンソーシアム研究でデバイス製造ラインを構

築した上でのオープンイノベーションスタイルの開発ができたことと考えております。現

在、成果は、コンソーシアムメンバーに技術移転が進められ、各社で生産体制の構築が進

められております。 

 53ページをご覧ください。第４期中のその他の代表的な研究成果をまとめてございます。

目的基礎研究は、新型の蓄電池開発や人工光合成用の新触媒の開発ができました。この結

果、論文発表が進み、高い被引用数の獲得につながっております。 

橋渡し前期、ここでは高効率の太陽電池の新規高速製造プロセスやレアメタルの資源循

環技術など、ナショナルプロジェクトの中心的な役割を果たしてきております。 

橋渡し後期のもう１つの特筆すべき成果は、東日本大震災の被災３県の産業支援といた

しまして、再生可能エネルギー関連の事業化支援に取り組み、製品化、売上実績、地場の

企業さんの実績が年々増加してきてございます。 

54ページには、第４期の目標達成見込みを書いてございます。論文被引用数や論文発表

数、特許の実施件数などは目標を上回る見込みでございますが、民間資金獲得は、さきに

述べましたような業界の変化や深刻なマンパワー不足のため非常に難度が高く、急速な向

上は難しいと考えてございます。 

以上です。 

○松岡理事  それでは、生命工学領域についてご説明いたします。56ページをごらんく

ださい。生命工学領域では、３つの重点課題を設定して、研究開発を進めています。①番

では創薬のためのバイオマーカー探索や薬剤候補の最適化技術の開発を、②番ではｉＰＳ

細胞などを安全に操作する技術や健康を評価するデバイス開発を、③番ではゲノムをデザ

インして有用物質を生物に生産させる技術の開発を進めています。 

次に、57ページをごらんください。平成30年度に生まれた特筆すべき成果を２つ紹介し

ます。 
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 まず、左側では、ニワトリのゲノム編集による組み換えたんぱく質の大量生産に成功し

ました。バイオ医薬品等の組み換えたんぱく質の市場は急速に成長していますが、高い生

産コストが大きな課題でした。これを解決するために、ニワトリの安定的なゲノム編集技

術を世界で初めて確立し、卵の中に治療薬となるヒトインターフェロンβを大量生産する

ことに成功しました。卵１個で、現在の市販価格で6,000万円から３億円に相当する量を生

産できています。今年度中の研究用試薬の上市を目指しています。 

次に、右側をごらんください。従来の歯科製造技術では困難とされていた複雑な立体構

造を有する人工歯の製造を３Ｄプリンティング技術を用いて可能とし、厚生労働省の認可

をとって実用化しました。従来の2.5倍の強度を実現し、製造時間を３分の１に短縮するこ

とに成功しました。 

 次に、58ページをごらんください。平成30年度の目標達成状況を示しています。民間資

金獲得額は目標を達成できませんでしたが、他の指標に関しては目標を達成することがで

きました。課題である民間資金獲得に向けた戦略については、後で述べさせていただきま

す。このほかにも、インパクトファクターの高い論文の増加、ナショナルプロジェクト５

件の牽引、３社の産総研発ベンチャーの設立などの成果があり、平成30年度の自己評価は、

次のページ、59ページにありますけれども、そのように評価いたしました。 

 次に、60ページをごらんください。民間資金獲得に向けて我々がとった戦略についてご

説明します。総務省の統計では、全産業の研究開発費は、第４期中、年平均1.6％増加して

いるものの、当領域がかかわる医薬品産業では年平均0.5％減少し、業界が研究開発型から

買収型へと大きく変わってきているといえます。そのような状況に対応すべく、右側に挙

げる３つの戦略で橋渡しを推進してきました。 

まず、産総研発ベンチャーの創出を推し進めました。平成27年から産総研全体で創出し

たベンチャーの約半分に相当する10社を設立しました。 

次に、産業界ニーズを捉えた研究開発を進めるため、課題設定の段階から産業界と一緒

に取り組んで進める戦略的アライアンス事業を推進しました。 

 また、共同研究の入り口となる技術コンサルティングを医薬品産業以外にも広げ、平成2

7年度の約10倍の規模に拡大することができました。 

 次の61ページをごらんください。第４期の特筆すべき成果を２つご紹介します。 

害虫は殺虫剤抵抗力を短期間に獲得しますが、それは害虫が選択的に体内に取り込んだ

共生細菌の機能によることを世界で初めて発見しました。この成果は、学術的なパラダイ
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ムシフトを起こしただけでなく、新たな害虫防除技術の糸口となる重要な発見となりまし

た。 

右側には、産総研で20年近く研究を進め、日本の糖鎖創薬を牽引してきたと自負してい

る研究成果を示しています。がんなどの疾病が起きると、細胞の表面の糖鎖が変化します

が、それを認識して、がんなどの異常細胞を検知するバイオマーカーや、がん細胞に選択

的に結合して薬効を示す治療薬の開発を進め、一部製品化を実現しました。その成果で、

平成30年度には第２回バイオインダストリー奨励賞を受賞しました。 

 このほかに第４期の代表的成果を次の62ページに示しています。時間の関係で３つほど

紹介させていただきます。 

 左上の目的基礎研究では、健康と大きなかかわりをもち、近年大変注目されている腸内

細菌などのマイクロバイオームを精度よく定量的に分析する技術を生み出しました。 

また、右の橋渡し後期では、熟練者よりも安定的に精度よくバイオ関連作業を行う双腕

ロボット「まほろ」を開発し、ロボット創薬という新しいコンセプトの実用化を実現しま

した。また、右下では、薬剤投与による細胞内の変化をヒトの全たんぱく質に対して網羅

的に解析する技術を実証化しました。この最後に申し上げた２つの成果は、それぞれ産総

研発ベンチャーを設立して、社会実装し、１社は大手企業の子会社化され、実質的な橋渡

しを達成することができました。 

次に、63ページをごらんください。第４期の目標達成状況と見込みを示しています。民

間資金獲得額は目標を達成する見込みが立っておりませんが、他の指標に対しては目標を

達成できる見込みです。このほかに、目的基礎研究では、インパクトファクター10以上の

論文が第４期当初から約28％増加し、橋渡し前期では特許の実施件数の増加に加えて、６

つの大型のナショナルプロジェクトの立ち上げと実施を主導し、産業界を牽引してまいり

ました。橋渡し後期では、産総研発ベンチャーを10社設立し、そのうちの２社のＭ＆Ａが

成立しました。これは単に産総研の技術をベンチャーを通じて社会実装するというだけで

はなくて、ベンチャーの価値を上げるためには研究開発を進めていかなければいけないわ

けですけれども、産総研の共同研究がそれに大きな役割を果たしたと思っています。それ

から、産総研成果を用いた11の製品が上市され、実質的な橋渡しを達成することができた

と考えています。 

それらを総合して、次のページにありますけれども、64ページに示す自己評価結果とい

たしました。 
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以上です。 

○村山理事  続きまして、材料・化学領域の実績を報告いたします。65ページをごらん

ください。材料・化学領域は、国内の競争力の高い素材産業の競争力をさらに強くするた

め、ごらんの５つの課題に取り組んでまいりました。 

66ページをごらんください。平成30年度の特筆すべき成果を２つご報告いたします。 

１つ目は、ケイ素化学基幹原料の高効率合成技術の成果であります。この原料は、図に

示すように、自動車用の部材、ＬＥＤ部材、さまざまな機能性化学品の原料として使われ

ているものであります。従来は、これをつくるために、砂の原料でありますシリカを一度

還元して金属にするというプロセスをとられてつくっております。これはエネルギー多消

費型のプロセスなのに対して我々は、砂から触媒技術を使って直接ケイ素化学基幹原料を

つくる技術を開発いたしました。これによりまして、製造工程のＣＯ２排出量を２分の１

に下げられるという見通しを得ております。 

２つ目の成果は、難燃性Ｍｇ合金による高速鉄道車両の軽量化の研究であります。この

研究は、ＮＥＤＯプロジェクトにおきまして、企業の皆さんと力を合わせて行っておりま

すが、産総研は、塑性加工しやすい微細組織技術を担当しております。写真にありますよ

うに、１／１の新幹線のオールＭｇ製鉄道車両部分構体を試作することができまして、こ

れにより、今後、鉄道車両の構体を30％軽量化できる可能性がみえてきました。これによ

って鉄道の高速化、さらには省エネ化に大きく貢献できるものと考えております。 

次のページ、67ページは、平成30年度の数値目標の達成状況であります。まず、民間資

金獲得額につきましては、目標値19.9億円に対しまして実績は18億円、90％の達成率であ

ります。そのほかの目標は全て目標値を達成しております。 

飛びまして69ページをごらんください。第４期中長期目標期間の特筆すべき成果を２つ

報告いたします。 

 １つ目が、粘土成分由来の機能性フィルムの製品化の成果であります。この研究は、平

成16年度に産総研が粘土を主成分とした「クレースト」というものをつくる技術シーズを

生み出しました。材料研究というのは大変時間がかかる研究分野でございまして、それか

ら10年以上研究を続けることによって、第４期におきましては、産総研コンソーシアムCl

ayteamの企業の皆さんと一緒になり、さまざまな実用化を果たしてまいりました。その１

つが不燃透明材でありますが、現在、東京メトロの溜池山王駅の照明カバーとして採用さ

れております。そのほか、ガスバリアフィルムなどの実用化をしておりまして、粘土膜が
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有する機能を生かした製品の事例化展開を実施することができました。 

 ２つ目は、カーボンナノチューブの応用製品開発であります。この研究も大変息の長い

研究でありまして、平成16年に産総研がＣＮＴの高速製造技術、スーパーグロース法を初

めて見出しました。1,000倍の高速性です。この技術がもとになりまして、平成27年におい

ては、日本ゼオンの工場においてＣＮＴ大量生産工場を操業しております。さらに、サン

アロー株式会社が加わりまして、３社によって高温・高圧の過酷環境下で使用可能な配管

接合ゴム、いわゆるＯリングの商品化に成功しております。 

次に、70ページをごらんください。第４期の中長期目標期間のその他の代表的な成果で

あります。 

目的基礎研究につきましては、太陽光発電の発電効率の向上を目指しました赤外光を可

視光に変換する新たなガラス材料の開発などに成功しております。 

 次に、橋渡し前期の研究におきましては、アンモニア吸蔵・変換用のナノ粒子造粒体の

開発に成功し、大気中のアンモニア、あるいは汚水中のアンモニウムイオンの回収に成功

し、現在は養豚場の畜産悪臭除去の実証を進めております。 

そして、橋渡し後期の成果としましては、カーボンリサイクルで今大きな課題になって

おりますが、ＣＯ２分離の技術としまして、分離膜のモジュールを企業と一緒になって開

発し、今年度、実証試験を行っておるところであります。 

 次に、71ページをごらんください。第４期を通した数値目標の達成状況の推移でありま

す。民間資金獲得額につきましては、基準値6.6億円対して、毎年着実に上げることができ

ました。残念ながら、目標値に対しては約90％と達成しておりませんけれども、高い水準

で数字を上げることができ、昨年度は18億円、すなわち2.8倍に上げることに成功しており

ます。そのほかの目標値につきましては、特許実施契約件数において平成28年度、平成29

年度で若干目標には達しておりませんが、そのほかの項目は毎年度目標値を達成している

という状況であります。今年度も、最後、民間資金の目標を達成すべく、領域一丸となっ

て取り組んでいるところであります。 

 以上で報告を終わります。ありがとうございます。 

○金丸理事  それでは、続きましてエレクトロニクス・製造領域のご説明をさせていた

だきます。73ページ目をご覧ください。当領域では、４つの研究開発課題を設定して研究

を推進しております。１つ目は、情報通信システムの高性能化、超低消費電力化技術の開

発でございます。２つ目が、もののインターネット化、いわゆるＩｏＴに対応した製造及
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びセンシング技術の開発でございます。３つ目が、ものづくりにおける産業競争力強化の

ための設計・製造技術の開発、さらに４つ目として、産業用部材に適用可能なコーティン

グ技術の開発を行っております。 

続きまして、74ページ目、平成30年度の成果を２つほどご紹介させていただきます。 

１つ目は、左側にありますシリコンフォトニクスを用いた新しい情報ネットワークを構

成するためのキーデバイスの開発でございます。従来のネットワーク、いわゆるインター

ネットは光ファイバーで構成されておりますが、情報の経路を制御するために、情報を伝

える光信号を一旦電気信号に変えて制御を行っています。これらを行う機器が図中にあり

ます電子ルータというものでありますが、その消費電力が大変大きいことが問題になって

おります。今回開発した光スイッチは、情報を電気信号に変えることなく、光信号のまま

経路を制御することができるため、低消費電力でネットワークを構築することができます。

これにより、おおよそ３けたの低消費電力化が可能です。現在、２つの産総研コンソーシ

アムにおいて、関連企業と協力して標準化やデバイス実用化を進めており、今年度は通信

業者との連携を強化して、実用化をさらに進めてまいります。 

２つ目のグラフェンに関してですが、ご存じのように、グラフェンは2010年のノーベル

賞受賞対象となった電子材料でありますが、現在においても実用化が十分進んでおりませ

ん。課題の１つは、グラフェン膜の成長温度が1,000度を超える高温であることが挙げられ

ます。産総研では、マイクロ波を用いたプラズマ技術により、高品質のグラフェンを400

度以下の低温で成長させる技術を開発しました。また、応用技術にも取り組み、電子顕微

鏡などに用いられる電子源よりも高性能なグラフェン電子源の開発に成功しました。これ

らの成果が関連企業の注目を集めまして、実用化の問い合わせ13件を受け、そのうち４件

が共同・受託研究につながっております。 

次のページ、75ページ目には、平成30年度の数値目標の達成状況を示しております。左

端の民間資金獲得額に関しては、昨年度よりも増加をしておりますが、目標値の80％にと

どまっております。論文発表数がこれまで低迷していたのですが、目標の400本に平成30

年度到達することができました。そのほかの指標に関しては目標を達成しております。 

 続きまして、第４期中の特筆すべき成果についてご説明をさせていただきます。 

まず、１つ目の高速低消費電力の不揮発メモリを実現する磁気メモリの開発についてで

ございます。情報処理の低消費電力化を目指して、電源供給がなくても情報を保持できる

不揮発メモリの磁気メモリの開発を行っております。これは半導体製造装置メーカーであ
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る東京エレクトロン様と冠ラボを立ち上げまして、これまで産総研で開発してきました技

術を高度化・高信頼化して、商用技術にステップアップしております。また、現在の磁気

メモリ技術の次の技術の開発にも取り組み、新しい材料を導入できる３次元積層技術の開

発にも成功しております。今年度は、東京エレクトロン様と協力して、磁気メモリの商用

化を目指すとともに、次世代磁気メモリ技術を生産技術まで高めてまいります。 

もう１つの成果は、右側の成果でございます。これはミニマルファブの推進であります。

ミニマルファブは、産総研が初めて提唱した半導体生産の新しいビジネスモデルであり、

ＩｏＴに向けた多品種少量半導体の生産にフォーカスした生産技術でございます。生産ラ

イン構築に必要な装置群の開発がほぼ終了し、社団法人を設立して、半導体生産ラインへ

の導入を目指しております。JAXA様が今年度４月に宇宙用チップ開発にミニマルファブを

活用する方針を表明するなど、ミニマルファブへの注目度が高まっております。 

 続きまして、それ以外の第４期中の代表的成果について幾つかご紹介したいと思います。 

目的基礎研究の成果としては、先ほどご説明しました磁気メモリ、ＭＲＡＭのより一層

の省電力化が可能となる技術でございます。新しい情報書き込み技術である電圧書き込み

方式において、そのエラー率の低減に成功しております。また、将来の技術として、量子

コンピュータの開発にも今期から取り組みを開始しておりまして、量子アニーリング方式

を用いる素子の集積化技術を開発しまして、量子ビット数ではグーグルに次ぐ世界２位の

集積化を達成しております。 

 橋渡し前期の成果としましては、ＭＥＭＳを用いた道路の老朽化をモニタリングするシ

ステムの構築でございます。このシステムを実際の橋梁にとりつけて実地試験を行い、橋

梁の亀裂進行がモニタリングできることを実証しております。 

 橋渡し後期に関しては、製品化に至った２つの成果を示してございます。１つ目は、鋳

造に用いる鋳型を３Ｄプリンティングでつくる技術でございます。共同して開発した企業

から、この製造装置が販売をされております。また、一方、印刷技術を用いて電子回路を

つくる技術に関しても、従来よりも高精度な印刷ができる技術を用いまして、これも量産

化に成功して、フィルムシートの販売に至っております。 

続きまして、79ページ目をご覧ください。第４期中の数値目標の達成状況でございます。

民間資金獲得額は、右肩上がりで順調に伸びておりますが、昨年度まで目標値に到達して

いる年度はございませんでしたが、今年度は、冠ラボの設立、あるいは大型の知財ライセ

ンス料の収入が見込めることから、目標値を達成する見込みでございます。論文発表数、
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右上のほうになりますが、これもなかなか目標値を達成するのに苦労していたところなの

ですけれども、昨年度、当初目標の400報を達成し、今年度もその目標値を達成する見込み

でございます。 

 このように基礎研究、それから橋渡しと、２つの研究を両輪で進める体制が整ってきた

かなということで、我々はこれまでのことを評価してございます。 

 以上でございます。 

○山内理事  それでは、最後に、産総研全体の自己評価についてご説明をいたします。8

1ページ目以降にまとめております。 

まず、平成30年度の自己評価につきまして、82ページ目にまとめてございます。先ほど

各領域からご説明を差し上げましたとおり、産総研に課された最も重要かつ最も困難な目

標である民間資金獲得額につきましては、最初に中鉢理事長からご説明差し上げましたと

おり、かなり困難度の高い目標である、ということが我々の実感でございます。このよう

に非常に難しい目標に挑戦したのである、ということにつきましてまずご認識をいただい

た上で、それに加えまして、目的基礎研究、ここでは論文と特許についての数字をお示し

しておりますけれども、これらの指標につきましては基本的に目標を達成、ないしは大き

く達成をしているところであります。さらに人材育成につきましては、リサーチアシスタ

ント、イノベーションスクール、その他のところで、これも大きく目標を達成をしてきた

ところでございます。 

 これに付け加えまして、エネルギー・環境領域から被災３県への支援について具体的に

お話させていただきました。その他のところも含めまして、地域への取り組みにつきまし

ては具体的な目標数値はございませんけれども、こういったところにも注力をしてきてお

り、その成果も出ているということでございます。 

大変困難な目標に対して、どの程度達成したのか、それに加えて、どのように対策を立

てて取り組んだのか、という点を自己評価の基準に考えております。 

そのような意味において、民間からの資金獲得額を十分に達成いたしました情報・人間

工学領域、地質調査総合センター、計量標準総合センターにつきまして、自己評価をＳ、

それから、目標をほぼ達成しており、あと少しで目標値を超えた材料・化学領域、エレク

トロニクス・製造領域についてＡ、それから、社会情勢の変化により、民間資金の獲得が

非常に困難になったという事情のあったエネルギー・環境領域と生命工学領域についてＢ、

さらにその他本部機能につきまして、冒頭にご説明差し上げましたように、様々な取り組
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みを行ってきたということからＡと評価いたしました。その他をあわせまして、総合の自

己評価として、平成30年度の評価はＡ、と我々は考えております。 

続きまして83ページは、第４期全体の見込み評価でございます。これも同様でございま

す。同様の考え方に基づきまして、総合の自己評価をＡと示させていただいております。 

 長くなりましたけれども、以上で自己評価の説明を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

ただいまの産総研の自己評価に対してご意見、あるいはご質問等ございましたら、よろ

しくお願いしたいと思います。ただ、本日は、次回７月12日に開催予定の第８回の産総研

部会で、そういったところを含めて十分ご議論いただきたいと思いますが、その金曜日の

部会に出席できないという三島先生からまずご質問いただければと思います。よろしくお

願いします。 

 

○三島委員  まず、やはりＫＰＩが非常に高く設定されたことから、エネルギーと生命

工学が外部資金の額という意味では足りないということなのですが、例えば、その２つの

部門の年度の評価での論文数であるとか、引用数であるとかというところが低くなってい

るわけではないので、というふうに私はみました。そうすると、ここが達成できなかった

理由、本日のパワーポイントにも書いてあるところがありますが、そこのところをしっか

りと評価の中に入れていただいて、それで、世の中の全体の、産総研以外のところでも、

そういう分野というのは外部資金の動きがどうなっているかなどということも含めて、少

しきちっとご説明になれば、各分野で出しておられる成果というのに対しては、遜色ない

というふうに私は拝見をいたしました。ＫＰＩを設定して達成できなかったこと自体では

Ｂをつけざるを得ないのかもしれませんけれども、その分野のアクティビティーが低かっ

たということにはならないような気がします。 

 ＫＰＩって、大学なんかでも、背伸びして届くか届かないかとか、いろいろなことをい

われて、本当にこんなこと書いて大丈夫かなというふうに思ってやることもありますけれ

ども、結局はＫＰＩというのは、高い目標を置いて全員で頑張るというところは必要であ

り、そして必ずしも超える必要――必要がないとはいいません。超えることができなくて

も、全体のその分野の事業としてしっかりとしたことができていれば、という思いがござ

います。 
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 あと、これだけ頑張ってこられた中で、研究者、職員の方々も非常に大変だったろうと

思いますので、次期の目標の立て方、あるいは業務改善ということに取り組まれていると

思いますので、その点は非常に真摯に受けとめて改善を図るというか、産総研の皆さんに

とってインセンティブがちゃんとあるような形を考えていただけるといいのかなと思いま

す。 

それから、もう１点は、人材育成のところの評価なのですけれども、イノベーションス

クールであるとか、どれだけの学生がＲＡで雇用されて修士、博士の人数がこれだけ出た

ということで評価をされているようにみえるのですけれども、その中で何かもう少し特筆

すべき、産総研の中で大学院の学生が育ったということの中のもう少し好事例というか、

グッドプラクティスというか、その中身をもう少し表記できるのであれば、していただけ

るといいのかなと。採用した学生の数だけではなくという意味でございます。 

 とりあえず思いつくのはその２点でございました。 

○松本部会長  ありがとうございます。今の点に関して、何かお答えございますか。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。エネルギー・環境領域については、先ほどご説

明申し上げたとおりでございます。確かに全体としては高い目標になっております。この

ように高いところに目標を設定したことは、足元ばかり見てしまいがちな中で、もう少し

のところまできたことを見れば、インセンティブが与えられて、何がしかのモチベーショ

ンにつながったのであろうと考えております。 

企業においても、環境の変化に対してどう努力したかが基本的に問題なのであって、普

通の民間企業では環境変化を無視した業績評価というのはないと思います。このあたり、

何となく私には違和感を覚えるところでございますが、委員の先生からご理解をいただき

まして、ありがとうございます。 

 次期の目標設定については、ご指摘にもありますように、最も懸念されますのは、目的

基礎研究への意欲が薄れるのではないか、すべて金額に換算するというやり方に対してモ

ラルが低下するのではないかという点かと考えます。これについては、ゆめゆめそのよう

なことのないように､５期の中にも織り込んでおります。 

 最後の人材育成の評価につきましては、これは難しいことだと考えております。現在の

やり方が最善のものであるとは考えておりません。人材育成の設定の仕方、ＫＰＩの選び

方については検討中でございます。これで人材育成が全てかと問われると、答えに窮する

ところではありますが、これに代わる指標は何であるかというと、それもまた難しいもの
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であります。産総研からノーベル賞受賞者などが出れば何の心配もございませんが、それ

も今すぐと言われても難しいところであります。この点について補足がありましたら、担

当の加藤理事、お願いします。 

○加藤理事  少しアピールさせていただきますと、先ほど、イノベーションスクールと

いうことがご指摘いただきましたけれども、実際にイノベーションスクールでは、年間、

ポスドクで15名、あるいは大学院生40名といったような数を得ておりまして、特にポスド

クについては、この１年間を通じた後、実際に正規に就職している人数が80％を超えてい

ます。80％の中でも、半数以上が企業にちゃんと就職しているということで、多分、ほか

のポスドクの就職率と比べますと、大幅にいいということがおわかりいただけると思いま

すので、その中身につきましては、そういうところでぜひ評価をしていただくといいかな

というふうには思います。 

○白石理事  若干補足させていただきますけれども、今、先生のほうから、好事例はな

いのかというお話でございますが、実は、修了生の方々が非公式なネットワークを形成し

ていて、産総研をハブとしてそういうものができて、そこがイノベーションの卵を産むよ

うな機能を果たしていると思っています。 

 具体的には、産総研と修了生が行った民間企業との間で、そういったインフォメーショ

ンの交換の中から、共同研究をやろうじゃないかみたいな動きも実際に出てきております

ので、そういったことが好事例として挙げることができるかと思います。 

○三島委員  ありがとうございます。大学院の学生たちがイノベーションを起こす、起

業するとか、そういう目立った活躍をするというのが、どうやったらできるだろうという

中で、産総研の中で研究をして、産総研の雰囲気の中で育って、それによって、簡単にい

えば、イノベーションスクールというからには、起業の率が非常に高いとか、みたいなと

ころが何かみえるといいなと思ったということでございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。須藤さん、どうぞ。 

○須藤委員  私も、三島先生と同じように、資金のほうはなかなか厳しそうですけれど

も、論文とか、人材とか、特許、その辺をみると、しっかり成果が出ていますので、その

辺をしっかりと評価していけばいいのではないかなと考えています。それがまず１点目に

いいたいことです。 

２点目として、外部資金をそれなりにとってきているというのは、やっぱりあると思う
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のんですね、２倍なりなっていますので。ただ、その外部資金をとる目的というのが、１

つは、産業に貢献する、。もう１つは、少し資金的に余裕ができて、中の研究のいろいろな

ところに、例えば基礎研究に回す余裕ができるとか、いろいろ目的があると思うのですけ

れども、まだ出てないと思うのですが、結果として、外部資金をとって、産総研が実用化

にどれぐらい貢献しているかという指標が本来あったほうがいいんじゃないかなと思いま

す。お金をとってくるだけではなくて、それがどんな成果になったかというのを、ＮＥＤ

Ｏが実用化達成率とかいう指標を出していますが、して、ちょっとあの定義は、私も若干

疑問があるのんですけれども、あるところまでいったら実用化というように判断して、そ

れで、何％いったということを評価していますので、それと同じような考え方を入れて、

せっかくもってきた外部資金でどれぐらい実用化に貢献できたかというのも、そろそろ入

れてもいいのかなという気がしました。 

もう一点いいたいのは、逆に、外部資金をもってきたので、余裕があって、どれぐらい基

礎研究のほうに現実的にお金が回ったのか、その辺が、余り明らかにできないのかもしれ

ないのですけれども、その外部資金が入った分で余裕ができた分のお金がどこにどうやっ

て活用されたのかというのもお聞きしたいなと思うのです。 

○松本部会長  どうぞ。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。まず、資金的な余裕について申し上げます。企

業から138億円の資金をいただいたとしても、残念ながら138億円に応じた量の仕事が増加

いたします。このために人を雇用するなど、いろいろな間接経費が増えてまいります。結

果として、むしろ外部資金を獲得すればするほど、資金的余裕は減少します。外部資金を

獲得することで仕事が忙しくなる。そこで先ほど申し上げた業務改革を行い、人員を増や

すことなく増加した仕事に対応することを目指しております。 

それからもう一つは、企業に必要経費として負担していただいていた間接経費を、直接

の研究費の30%の金額に増額していただきました。例えば企業から130万円の資金提供があ

った場合、その内の30万円は間接経費として管理費に、企業でいうところの販売費および

一般管理費に充当させていただき、残る100万円をきちんと研究に使わせていただくものと

して、費用を負担していただいております。 

 また、事務に係る人員を一時的に雇用したりしておりますが、これを可能な限り抑えた

いということで、現在、事務部門で業務改革を進めております。担当理事の試算によると、

業務改革の結果、３％の業務量削減につながっています。業務改革と必要経費の負担のお
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願い、この両方によって、より多くの民間資金を受け入れられる環境を構築すべく、努力

しております。 

続いて、実用化の指標でございますけれども、委員の先生がおっしゃるように、我々も

知りたいところです。各企業のトップに、実用化をしたら是非、それを産総研にも伝えて

ほしいということが一点目でございます。それから、企業が何か商品化したあかつきには、

産総研の貢献をメディアにも説明していただきたいと考えております。このようなことを

してくださる企業もあれば、そうではない企業もあります。さらには、むしろ産総研の関

与を公表したくないという企業もございます。成果を定量的に示すことについては、実際

には必ずしも民間企業に進んでやっていただけているわけではありません。 

 現在、11社と冠ラボを設置しており、３年を経過したものは見直しをするわけですが、

もっと発展的にやりましょうという企業はあっても、連携を止めようというところは１社

もなく、それが企業から頂戴する最大の評価ではないかと感じております。 

○須藤委員  今の点は、そうはいっても、ＮＥＤＯは一応やっているじゃないですか、

実用化達成率とかいうので。だから、あれを１つ参考にして。やっぱりＮＥＤＯはちゃん

とフォローしているのんですね。やっている研究が終わった後も、それがどうなっている

か。それはある程度、丸々採用することはないかもしれないですけれども、参考にしても

いいんじゃないかなという気がするのんですけれども。 

○中鉢理事長  おっしゃることはわかります。ただ、ＮＥＤＯは企業に資金を提供する

側なのに対して、産総研は企業から資金をいただく側なので、難しいところではあります

が、調べさせていただきます。 

○須藤委員  あと、最初にいわれた、外部資金をとると、どんどん貧乏になって大変に

なるというのは、大学もはそうだったじゃないですか。それをどうにかしようというので、

産学連携のためのガイドラインとか、経産省と文科省が一緒になってつくったのんですよ

ね。あれはそういうことを防ごうとしてつくってあるので、もうちょっとあれを参考にし

てやっていくと、外部資金をとったら、逆に余裕ができるようになると思うのんですけれ

ども。そのためにつくったガイドラインなので。 

○中鉢理事長  おっしゃるとおりです。これには営業上の問題も結構ありまして、例え

ば、Ａ社にアプローチする際に、その企業にとっての何らかのインセンティブ、旨味がな

いと、企業は受けてくれません。間接経費の低減などインセンティブとなるものを工夫す

ることで、現在、企業にアプローチしているところです。これは非常にノウハウの必要な
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ところです。 

○須藤委員  よくわかりますます（笑声）。 

○松本部会長  ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○大薗委員  ありがとうございます。まず、私自身の反省と、おめでとうの言葉を。 

たしか私、数年前に、地質と計量の外部資金を３倍にふやすという目標について、分野

別に目標値に差があってもいいんじゃないか、より基礎寄りのところは基盤整備の大変重

要な役割があるのだから、と申し上げた記憶があります。そのとき、中鉢さんに、いや、

でも頑張ってみたいとお答えをいただいたことを覚えております。両分野とも目標を大幅

に上回って達成なさって、目標があることによって、多分、たくさんの新しい行動とネッ

トワーキングが生まれたんだろうなと思っております。 

少しお願いがありますのは、数値の評価です。外部資金が評価指標の中心になっている

わけですが、外部資金が120以上ないとＡにならないわけですけれども、120なくても、総

合評価ではＡになっていたり、あるいは、さらに非常に大幅な価値があるということでＳ

になっていたりいたします。 

 総合評価に違和感があると申し上げるつもりは全くないんです。ただ、より詳細な分析

のためというか、ＰＤＣＡのためにも、例えば、橋渡し後期の達成が100％ではない部門が

総合評価でＡになった理由を明示していただけると良いと思います。ここでは、この青い

色がかかった部分、橋渡し研究の具体的な事例が２つ紹介されていて、つまり、具体的な

研究成果が非常によかったということで総合評価が１段階上がっていると思うんですね。

多分、資料をわかりやすいくするため、単純化するために、各フェーズごとに２例ずつと

いう厳しい制限をつけて、資料になっていると思うのですが、少し短い文章で、この２つ

以外にも、これこれの理由で総合Ａと判断する、というような説明があると、わかりやす

いと思いました。 

 ２点目は、これも前回も少し申し上げたような気がするのですが、研究開発効率という

か事業の効率化はやはり気になっております。今、間接部門もかなり効率化されたという

お話も伺ったところですが、予算と人をよりたくさん入れて、たくさんの成果を出すとい

うことも起こり得ると思うので、効率、例えば、外とより多く、よりうまくネットワーク

すると、効率が上がるということも期待できると思いますので、効率を何とかはかること

ができないのかなと思っています。 

 次の点は、地域イノベーションです。当初の反省が小さい案件がいっぱいだということ
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で、本体全体がより大型のプロジェクトへと中心が移行していく中で、地域イノベーショ

ンへの取り組みが難しくなっていないのか、という点です。次回でもいいんですが、少し

お伺いできればと思っています。 

 最後に、特に後期で、失敗を許容する文化が育っているかということです。橋渡し、実

用化に向けた新たな文化が育成されたという理事長のご報告がありましたけれども、どれ

ぐらい失敗を許容するような文化であるのかというところ。また後日でも結構ですので、

お伺いできればと思います。 

 長くなりました。済みません。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。様々な事例の中から、本日の発表では各領域か

ら２例ずつ紹介させていただきました。机上に置いております資料では全部を網羅してお

ります。数が多いため、あえて各説明者に件数の制限を掛けてしまいました。大変申しわ

けございません。机上の資料をご覧になっていただければと思います。 

 業務効率を計る指標につきましては、私は、これまでの産総研の業務は、民間企業のや

り方とは少し違うのではないか、ということを感じております。民間企業のやり方と違う

ことは定性的にはわかるので、これを定量的に測ることはできないかということを、今、

担当部署に指示しているところです。そして、一斉に横展開を図っていきたいと考えてお

ります。トヨタ生産方式を事務職にまず学ばせましたが、トヨタ生産方式そのものをやら

せる気はありません。そうでないものを、独自の産総研方式といってもいいようなものに

展開して、取り組んでいるところです。これについては後ほど、担当理事に補足してもら

います。 

 それから、失敗を許容するような文化についてですが、どちらかと言えば、今までは褒

める文化ではなく、叱る文化がありました。ですから、罰則規定は非常に明確になってお

ります。こういう事案が生じた場合は、処罰委員会にかけてこうします、という規定はあ

りますが、逆に、こういうことをやったら褒めるというものはありません。 

 褒めることとして、例えば、優れた論文を発表したら称えようではないかということで、

ベストペーパーアワードのようなものを創始しました。また、事務職につきましても、叱

る文化、失敗を追及してそれに対する責任をきちっと取らせるという文化は、私は他の民

間企業よりもはるかに優れていると思いますが、残念ながら褒める文化はありません。 

それから、職場に楽しさを求めないところもありました。仕事をやっているときに白い

歯を見せるのはけしからん、あるいはそこまではいかないまでも、余り笑顔のない職場だ
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なと感じていました。様々な場面で外部の方をお迎えし、産総研の印象をお聞きするので

すが、その都度、少し変わってきましたねと言ってくださいます。ただ、依然として敷居

が高いという印象を外の方は持たれているようです。国立研究開発法人という冠がそうさ

せているのか、我々の普段の振る舞いが悪いのか、この辺は、敷居は低くというのを職員

に徹底するように申しております。 

 ただ、失敗はやはり叱ってやる必要があります。失敗をしたときに後悔はしなくとも良

いが、反省はすべしということです。反省もしないで失敗を続けるというのは、民間なら

許されるかもしれませんが、税金を使っている以上は、国民の負託を得てやっているわけ

ですから、ある程度厳しい規律というのはやはり必要だろうと思っております。その上で、

以前よりは、褒めてやろうという文化の醸成に努めているところでございます。 

○山内理事  先ほど、連携の大型化などにつきまして、地域を初めとして中小・中堅企

業との連携は、規模が小さいではないか、というご指摘がありました。これはまさしくお

っしゃるとおりでございます。ただ、その中でも、我々、目標を達成することだけを考え

ますと、これは当然、大型の案件を受けて効率よく民間資金を獲得していく、ということ

になってしまいます。けれども、やはりそれだけということではなく、これだけ地域に地

域センターを10個ももっている国立研究開発法人は他にありませんので、そういったとこ

ろのニーズには、目標達成とは確かに背反するところはありますけれども、取り組んでき

ております。具体的には、ＦＲＥＡを中心として、新エネルギーの分野でもやっています

し、それ以外の地域につきましても、手を抜かないどころではなく、先ほど申し上げまし

たように200人の体制をつくって、地域のイノベーションの核となる、というところを我々

だけではなく、地域の大学などと一緒になって取り組んでおります。 

 更にもう１つ、我々の取り組みをご紹介させていただきます。産総研全体で現在、2,30

0人の研究者がいると申し上げました。産総研ではふるさとサポーターという制度をつくっ

ておりまして、それぞれの職員が自分の出身地であるとか、何らかの縁がある地域のサポ

ーターということで、ホームページに掲載したり名刺に記載したりするようにしておりま

して、何かあれば、その人たちがボランティアでもその地域のために活動する、というこ

とに取り組んでいるところでございます。 

○白石理事  業務効率化の関係でございますけれども、今、理事長から説明ございまし

たように、事務部門ですね。本部事業組織につきましては、民間の知見も導入しながら、

この間、労働時間で３％分の削減というところまで来ております。これは、同様の取り組
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みをしている民間企業、先進的な取り組みをしているところに比べても、遜色がないレベ

ルの効果が上がっていると思っておりますが、他方、今、先生からご指摘のあった、では

全体でどうなんだ、研究部門はどうなんだといわれると、ここはなかなか悩ましいところ

がございまして、インプットのほうは、予算なり人なりではかれるのですけれども、研究

成果のほうをどのように数量化して指標化していくのかというところについては、今まさ

に勉強をさせていただいているところでございます。 

 ただ、１つ申し上げたいのは、研究者に対してのサポート体制という意味でいうと、実

は産総研は、その割合、今2,300人研究者がいるといいましたが、それに対して事務職700

人という割合は、実は事務職のスタッフは少な目になっておりまして、そういう中でどの

ようにアウトプットを指標化していくかということについて、少し研究をさせていただい

ているところでございます。 

 ありがとうございました。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 まだご質問等あるかと思うのですけれども、時間がタイトになってきましたので、大島

先生、赤池先生、金曜日にご出席かと思いますので、そのときにお聞きいただければと思

います。 

もしその前に何かご意見等ございましたら、７月１１日までにメールでお送りいただけ

ればと思います。もちろんその場でも結構かと思いますが。 

本日の審議につきましては、これで一応終了ということにさせていただきます。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

○坂内産総研室長  それでは、事務局から事務的なご連絡を差し上げます。 

本日は、大変貴重なお時間を割いていただきまして、ありがとうございました。大変恐

縮でございます。金曜日も改めて拘束させていただきたいと思っております。三島委員に

おかれましてはご欠席でございますが、また何かございましたら、メール等でご連絡いた

だければと思っております。 

本日の議事録につきましては、改めて、とりまとめ次第、皆様からチェックいただきま

して、ホームページで掲載させていただきたいと考えております。 

また、紙の資料、膨大な資料が乗ってございますが、事務局で保管いたしますので、次

回も用意させていただきますので、そのままにしていただければと思います。 

それでは、また金曜日、よろしくお願いします。本日はこれで終了いたします。ありが
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とうございました。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


