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経済産業省国立研究開発法人審議会 

第８回産業技術総合研究所部会 議事録 

 

１．日時：令和元年７月１２日（金）１０：００～１１：４７ 

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、 

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期中長期目標期間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国立研究開発法人産業技術総合研究所の中長期目標期間終了時における業務・組織全

般の見直しについて 

③その他 

５．議事概要： 

○坂内産総研室長  それでは、定刻になりましたので、火曜日に引き続きまして第８回

国立研究開発法人審議会産総研部会を開始いたします。 

 ちなみに、本日、三島委員と、前回私から紹介が不十分だったのですけれども、慶應義

塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授の遠藤委員、前回もご欠席でしたが、今回も

ご都合が合わないということでご欠席となってございます。別途ご意見をお伺いしたいと

考えております。 

 また、本日、大薗委員ですが、ちょっとおくれていらっしゃるということでございます。 

 それでは、本日でございますが、前回の続きということで、産総研の自己評価について

ご意見、ご質問から始めるということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、ここからの議事進行は部会長、松本先生、よろしくお願いいたします。 

○松本部会長  おはようございます。雨の中お集まりいただきまして、ありがとうござ

います。 

 では、早速本日配付しております資料につきまして、事務局からご説明いただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○坂内産総研室長  それでは、本日も基本はペーパーレスということでございまして、

ｉＰａｄをごらんになっていただきたいと思います。リストが出てくると思いますが、も
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し不具合等ございましたらお申しつけいただければと思います。 

 まず、議事次第でございます。あとその下の参考資料が１から４－２まで並んでおりま

して、参考１、名簿、参考２が審議会令、３－１が統合イノベーション戦略2019【本文】、

３－２が概要、４－１がイノベ小委中間取りまとめ【本文】、４－２が概要ということで

す。 

 その下から資料本体ということでございまして、資料１と２－５までが前回お示しした

ものと全く同じでございます。その下、本日追加的に資料３というものがリストですと一

番最後にみえておりますけれども、後ほどご紹介します議題２で使う資料ということでご

ざいます。こちらは、まず事務局の検討段階で、本日これをもとにご意見をいただくとい

うたぐいのものですので、非公開という位置づけとしております。 

 あと、本日、席上に基本ペーパーレスといいながらも、紙でお配りしているものがござ

います。Ａ４横のカラフルなパワポを打ち出したものがあると思います。これは、前回の

審議で産総研から補足で説明したいというものでございます。あと、Ａ４縦の議事メモと

いうことで配付させていただいております。これはまだご発言いただいた委員、あるいは

産総研関係者の了解を得ていないものであることから、あくまで前回どんな審議があった

のかというのをご参考いただくために、非公式といいますか、今後発言者のご了解を得た

上で正式に議事録としてセットするためのものですけれども、あくまでも本日の最初の議

題で皆様にご参考いただくためのメモとして、机上に紙で配付させていただいております。 

 それでは、引き続きまして本日の議事についてご紹介いたしますと、パワポで開いてい

ただきますと、冒頭で申し上げたとおり、３．をごらんになっていただきますと、最初は

自己評価についての審議、質疑応答等、前回に引き続きさせていただくということでござ

います。②で本日新たにご審議いただくこととして、４期が終わるに当たって、５期に向

けてどのような業務、組織体制があり得るのかといった議論をさせていただければと思っ

ております。 

 事務局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す。早速議事次第に沿って本日の議題の審議に入り

たいと思います。 

 前回の審議における補足説明が産総研からございますので、よろしくお願いします。 

○山内理事  それでは、机の上に置かせていただいております産総研と左上にクレジッ

トのロゴがついている資料でございます。 
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 まず１ページ目、エネルギー関連産業の研究開発の動向ということでございまして、前

回、【１】について、エネルギー関連国内産業がどう変化したかというご紹介をさせてい

ただきました。その際には太陽電池について国内出荷額が激減しているということ、それ

から風力発電につきまして多くの企業が撤退しているということ、それに加えまして、パ

ワーエレクトロニクスにつきまして成果移転が逆にうまくいって、企業の競争フェーズに

移行したということをご紹介いたしましたけれども、エネルギー関連産業全体で研究開発

費がどのような動向になっているのかということについて補足のご説明をさせていただき

たいと思いましてご用意をいたしました。 

 下のグラフにございますように、日本の産業部門のエネルギーという特定目的の研究に

使われた研究費の推移を示しております。これをごらんいただきますと、平成27年以降、

ほぼ横ばいという状況になっておりまして、右側の四角のところ、新エネルギー研究につ

きまして時間軸が長いということでありますので、民間資金による共同研究は増加するの

がなかなか難しかったと。産業界からは依然として公的資金による研究開発――これはＮ

ＥＤＯのプロジェクト等でございますけれども――への期待が大きいということで、産総

研としてはプロジェクトリーダー、それから集中研の場所の提供を行ってきたというのが

４期の状況でございます。 

 今後につきましては、またＳＤＧｓであるとか、新しいニーズが出てきておりますので、

例えば水素の研究開発といったところで、今後共同研究も含め民間への橋渡しに取り組ん

でいく萌芽がみられていると感じておりますので、そこに取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 １枚めくっていただきまして、大薗先生から共同研究の民間資金の獲得ということから

考えると大型になっていて、大企業が額を稼ぎやすいということで、中小・中堅企業はど

うなっているのだろうかというご質問があったかと認識しています。これにつきまして、

４期始まってから27年度、28年度、29年度、30年度の共同研究、それから受託研究の件数

の推移を示しています。これをごらんいただけると、件数自体につきましては若干の変動

がございますけれども、割合につきましては３割程度ということが４期全体にわたって維

持できているのかなと考えています。当然、額ということでいうとこういう形になりませ

んけれども、我々の取り組みということでは中堅・中小企業についても引き続き同様に取

り組んでいるということをご理解いただければと思います。 

 もう一個、研究の成果というところについて、表彰であるとか論文賞というところにつ
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いて示してもらえないかというご意見がございましたので、それをその後につけておりま

す。いろいろな表彰がございますけれども、大臣表彰でいきますと、上から５番目、産学

官連携功労者表彰ということで、内閣総理大臣賞を生活支援ロボットの安全検証技術の開

発と標準化というところでいただいておりますし、下のほう、第７回ものづくり日本大賞

の内閣総理大臣賞ということで、船舶搭載型のシャーベット状海水氷製造器の開発という

もので頂戴しています。 

 １ページめくっていただきまして、学術賞、学会賞、論文賞でございますけれども、こ

れも一つ一つご紹介するというよりは、主なものにつきまして２／４となっている学術賞、

学会賞のところでいいますと、上から３つ目、石油学会から学会賞、重質炭化水素資源の

水素化精製触媒の構造と性能向上ということで頂戴しておりますし、もう少し下のほうに

行きまして、日本熱電学会から熱電科学、工学と技術の発展に対する多大の功績というこ

とで学会賞を頂戴しています。 

 ３／４でございますけれども、多数の論文賞も頂戴しております。これにつきましても、

例えば応用物理学会の論文賞が真ん中にいろいろあると思いますし、それからほかのとこ

ろでも土木学会の論文賞、大気環境学会、日本生物工学会の論文賞、その他多数頂戴して

いるところでございます。 

 私からの補足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。 

 次に、本日欠席されておられる委員の方から意見等がございますので、事務局からお願

いします。 

○坂内産総研室長  本日ご欠席の三島委員からですけれども、追加のご意見はございま

せんでした。また、遠藤委員からの意見もございませんでした。 

 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、前回に引き続きまして、産総研の自己評価に対してご意見、あるいはご質問

等ございましたらどうぞよろしくお願いします。前回ご発言のなかった赤池先生お願いし

ます。 

○赤池委員  前回の振り返りを含めて感じたことをお話ししたいと思います。 

 まず、オープンイノベーションラボの開催、11の冠ラボの実現、ベンチャー支援、公設

試との連携による地域イノベーションの推進、受動的、一方的ではない共創的なコンサル
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ティング、これら全てを含めた企業トップに対する積極的なセールスは、前回中鉢理事長

が強調しておられましたが、産総研のカルチャーデザインというか、研究推進のためのビ

ジネスモデルの開拓は極めて意欲的だと思いますし、高く評価しています。 

 個々の研究領域については、計量領域、地質領域が手がけてきた非破壊検査の仕組みや

地盤、地質の評価研究は、防災や資源探査を高度化させる重要な領域ですし、天然ガスの

増産に資するメタン生成品の発見、情報人間工学のＡＢＣＩ、生活支援ロボットのＩＳＯ

化、特にカスタマイズを意識したＡＩの研究など、この３領域のＳ評価についても極めて

妥当だと思っていますし、高く評価しています。 

 Ａ領域の砂からのケイ素合成、軽量マグネシウム合金の鉄道への実証、エレクトロニク

ス分野のシリコンフォトニクスの光スイッチの高度化やグラフェンの応用研究、そしてミ

ニマルファブシステムを高く評価しているのですけれども、こちらのＡ評価についても極

めて妥当で、すばらしい成果が出ていると思っています。 

 エネルギー分野については、山内理事が前段でご説明されたように、メタンハイドレー

トとか水素エネルギーの活用研究とか水素のアンモニア貯蔵は、民間がやれるレベルの仕

事ではなくて、国家レベルの研究としては極めて重要なので、先ほどＮＥＤＯ型という発

言がありましたが、資金獲得の仕方のあり方を省庁含めて検討、交渉してみる意味がある

のかなと思っています。 

 ただし、この中でシリコンカーバイドの紹介があったのですけれども、ブリヂストンさ

んなどでも10年越しぐらいでシリコンカーバイドの実用化研究をやっておられます。Sic

の技術開発は社会的なインパクトが先々出てくるものなので、うまいトップセールスをす

るともっと民間との共同研究が進められるテーマなのかなということを個人的に感じまし

た。 

 同じくＢ評価の生命工学領域なのですけれども、ヒトインターフェロンの含有卵の開発

とか、私もかつて昆虫発生学者だったので、共生細菌研究による昆虫生態の改良とか、い

ろいろな領域に展開できるユニークな研究だと思っているので、こうしたものを進化させ

ていくためには、既に理化学研究所などとの共同研究も進んでいますが、例えば農水の農

研機構みたいなところと連携していくといった、ダイナミックな共同研究のあり方なども

考えてみられるとおもしろいのかなと思っています。 

 最後に、マイクロ臓器チップの研究成果のご報告がありましたが、こうした生物と人工

物を融合させていくバイオハイブリッドデバイスの研究というのは、既に東大を含めて日
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本が先導的な成果を上げている領域なので、日本がリードするこうした領域をもっと伸ば

していくために、関連研究者の戦略的な確保だとか、戦略的な基礎研究のためのオープン

イノベーションのラボ化の検討などを考えてみる価値があるのではないかと思っています。 

 特にこのことは、イノベーションを生む複数領域の人材の育成という観点からも、バイ

オハイブリッド系の研究は今後、産総研にとって非常に重要になるのかなと思っているの

で、狙ったテーマをオープンイノベーションラボ化も含めてどう育てていくのか今後の業

務、組織の見直しにおいて重要なポイントだと感じています。 

 とりあえず以上です。 

○松本部会長  ありがとうございました。非常に的をついたご意見かと思います。 

 大島先生、ございますか。 

○大島委員  大島です。ありがとうございます。 

 ２日間、間がありましたので、改めて資料をみせていただきまして、非常によくまとま

っていて、また評価も妥当なのではないかと思っております。 

 全体のコメントといただいた資料２－３の３つのポイントがございますので、それぞれ

についてコメント及び質問させていただきたいと思っています。 

 全体は、先ほど申しましたように非常によくまとまって、多方面からいろいろな指標で

ＫＰＩをどう設定するかというのは前回、三島先生もおっしゃっていましたが、それは今

後の来期に向けての話かと思います。その中できちんと多方面の観点でまとめられていて、

みればみるほど非常に興味深く私も拝見させていただきました。 

 やはりこういう自己評価というのは、自分の振り返りをすることによって、自分の研究

の強みであったり課題が何であるかというのが個人的にもあぶり出されるということで非

常によいかなと思います。 

 それと同時に、こういうことを組織で共有できるということが一研究者としても非常に

励みになると思います。これから後半の話になると思いますが、研究及び研究グループの

強みをどうやって伸ばしていくかということと、課題をある程度組織としてどうやってサ

ポートしていくかというのも非常に大事かと思います。今後は、その観点から具体的な案

が出てくるのではないかなと思っています。 

 学術の関係ですが、目的基礎研究ということで、これが非常に大事だということで、論

文に関しては皆様、設定された目標に対して非常に真摯に取り組まれて、きちんと目標も

達成されていらっしゃる。最後にちゃんと達成されており、また論文のサイテーションも
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きちんとされているということは、それだけクオリティもある程度担保された高い論文を

きちんと出されているのではないかと思いました。そういう意味で非常に頑張っているの

ではないかと思っております。 

 人材育成に関して質問です。評価が人数でされていて、例えばこちらとしてはクロスア

ポイントメントであったりとか、ＲＡであったりとか、企業から産総研にいらっしゃって

いる特定集中研究専門員ですか、この３通りの方々の人数を合わせていらっしゃるのかな

と思います。それでしたら、できたらどういう割合なのか、少し色分けしていただけると

いいのかなと思っています。 

 どうしてこのようなことをいっているかというと、橋渡しにも関係しますが、資金獲得

額というのも大事だと思うのですが、人材交流として企業から産総研に来ていただくとい

うことは、人材としてのインベストメントになりますので、それをお金に換算するのはど

うかなということはあるかもしれないのですが、その点は非常に貴重なところだと思いま

す。分野によっては、特定集中研究専門員は企業から産総研にいらっしゃっている方も伸

びているので、これは冠ラボとして資金獲得の中に人件費が含まれているのかというのは

わからないです。そういうこともある程度お金とは別の面で人材育成プラスということで

評価してもいいのではないかなと思いました。そこのところのざっくりした人数、全体で

はなくて、内訳をもう少し書いていただいてもいいのではないかなと思いました。 

 最後の技術の橋渡しの強化ということで、５年間で３倍増と非常にチャレンジングだっ

たと思います。そういう中で分野によっていろいろな温度差があったと思います。今の世

相というのですか、社会的なところもあらわしているのではないかと思っています。 

 主に３つあって、例えば基盤的な計量、地質調査というのは多分国でないとできないの

で、そこが産総研を中心としてやっていて、それに対して民間も含めてきちんとリコンデ

ニッショングされて伸びているということなので、これは国でないとできないということ

なので、そういうことをきちんと示していただいて、ある意味企業の方もそれを認識して

いただいているのではないかと思っています。ぜひ続けてというか、さらに発展できると

いいかなと思っています。 

 あと情報人間工学は、今ある意味一番大事な分野であって、これに乗りおくれると日本

の経済としてもなかなか難しいところがあるかなと思っていますので、そこがきちんと伸

びていて、企業も含めて、この分野は産業にも近いので、そういう意味できちんと伸びて

いるのではないかなと思います。 
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 一方、エネルギー、生命というのは、世界的にも非常に競争が激しいですし、特にバイ

オ系の生命の創薬系は日本がいろいろな意味で苦労しているところだと思います。ある意

味成熟産業でありながらどう伸ばしていくのかというのは、産総研だけではなくて日本全

体で取り組まないといけないことなのかなと思っています。 

 あと、材料科学は一般に日本でも強い分野と言われていますので、こういう産業と直結

している分野で、そこはある程度きちんと伸びていらっしゃるということなので、こうい

うところをぜひさらに強めていかれるといいのではないかと思っています。 

 なので、今日、エネルギー関連産業のＲ＆Ｄということで、企業が撤退したりしている

中で、ある意味国プロも含めてどうやってエネルギー、環境を下支えしながら伸ばしてい

くかということになるかと思います。民間からの資金獲得という基軸だけではない、別の

技術の橋渡しがいろいろなアプローチがあると思いますので、そういうアプローチを今期

の課題から橋渡しとして、分野によってどのように橋渡しを強化していくかということを

一度整理及び検討していただいて、来期につなげられると、エネルギー分野はエネルギー

分野、環境分野、生命ももちろん頑張っていらっしゃるので、それを橋渡しとしてどうや

って事業化及び経済として貢献していく形にするのかなと思いますので、ぜひご検討いた

だけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

○松本部会長  ありがとうございました。お答えありましたらよろしくお願いします。 

○中鉢理事長  ありがとうございました。大島先生から自己評価のあり方の意義という

お話がありました。これについてとエネルギー、環境、それから赤池先生からありました

ＳｉＣ、こういったデバイスを今後どのように展開していくのかという問題。これについ

ては、小林理事から後で説明をしていただきたいと思います。 

 それから、生命工学についてのご指摘もございました。こちらは、どちらかというと産

総研はインダストリアル、工業の技術が主でございまして、そういうところの研究所の生

命工学はどういうのだと。産総研のやるバイオというのはどういうものか、何を目指して

いるのかということは、松岡理事から産総研の生命工学の意義みたいなものについて、具

体的にほかの国研との連携とかバイオハイブリッドということも踏まえてどのように進め

ていくか。 

 それから、人材育成については、評価のあり方とか企業からの特専といったものの内訳

はどうなっているかということについて、加藤理事から説明をしていただきたいと思いま
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す。 

 この評価については、私は２つあると思っています。１つは、私たちがいっていること

に対して、承認といいますかアシュアランスをしていただきたい。それから、足りない部

分についてきちっと指摘をしてアドバイスをしていただきたい。これに基づいて次のステ

ップに向かっていこうと。 

 我々が自己評価でいいといっても本当にいいのかということについてお墨つきをいただ

ければ、またさらに前にさらに進めるのではないか。足りないことについては、先ほどの

アシュアランスとアドバイスという点で大変期待いたしております。 

 それから、エネルギーについて私が感じていることなのですが、昨日も中部経済圏のＥ

ＰＯＣという団体で講演をさせていただいてきたのですけれども、意識としての環境への

関心は次第に高まっているように思います。昨日も環境省から何人か来て関心があって。

残念ながら新エネルギーへの研究投資というのは、先ほど我々が示したように増加いたし

ておりません。環境への関心が高まるのだけれども、研究開発投資の新エネルギーという

ことになっていないところが日本の研究開発のありようを示しているのではないか。これ

にすっかりはまっている感じがいたしまして、このジレンマをどのように解決していくか

については、もちろん経産省とも相談しながら進めていきたいと思っております。 

 それでは、小林理事、松岡理事、加藤理事から。 

○小林理事  どうもありがとうございました。エネルギー、環境全般として、今のとお

りですけれども、国の役割、公的な機関の役割ということをますますしっかり勉強してい

きたいと思っております。 

 それから、ＳｉＣのパワーエレクトロニクスに関しまして、ありがとうございます。現

在も民間資金が大体10億円規模での大きなプロジェクトとして動かしております。残念な

がら、それが大きく増加するというところには転じていないのですけれども、やはりこの

分野に関する関心は非常に高くて、新しい研究に対するテーマのスクラップ・アンド・ビ

ルドを続けておりまして、例えば現在、１キロボルト級の量産デバイスの技術が完成しま

して、まさに企業に橋渡しのフェーズになってきているのです。 

 その次としまして、やはり高電圧化というのが例えば電力ネットワークの制御のために

は必ず必要な技術となってまいりますので、これも我が国が世界に先駆けて高耐圧化の研

究も進めていこうということで計画してございますし、さらに技術が普及するように、材

料に立ち返った、材料の低コストでもっと高品位なものが出るような技術を開発するとか、
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スクラップ・アンド・ビルドを重ねながら来期にもほぼ同じ規模ぐらいで続けていけるの

ではないかと思っておりますので、決して関心が下がっているわけではございませんし、

我々も力強く進めていこうと考えているところでございます。どうもありがとうございま

した。 

○松岡理事  それでは、生命工学領域からご説明させていただきます。 

 産総研の生命工学領域というのは非常に難しいところがあると思っています。といいま

すのは、いろいろな生命工学領域の中で今、製薬業界が一番研究開発投資が多いわけです

けれども、我々産総研の中では創薬そのものを狙いとしてやっているのではなくて、国の

中ではほかにたくさんの機関がございますので、特徴のある機関が実施すればいいと思っ

ていまして、産総研ではどちらかというと研究開発の中で分析技術とか、あるいはデバイ

スをつくる、バイオを使って物をつくっていくというところを中心にやっているという位

置づけであります。 

 とはいいながらも、いろいろな機関との連携が必要だというのを我々も感じていまして､

先ほど先生おっしゃいましたけれども、農研機構の連携も進めております。これは以前に

ご紹介したかもしれませんけれども、２年ぐらい前に北海道で農研機構と一緒にアグリテ

クノフェアというのを開きまして、向こうの理事長と中鉢理事長が握手をして、今後連携

していきましょうということで、企業の方々が集まってやるということを宣言して、今農

工連携ということで、北海道を中心にそういうことを展開しようと進めております。理研

さんともいろいろな共同研究をやっております。 

 それから、我々のところは薬関係は先ほどのポジションでとっているわけなのですけれ

ども、医療関係の技術もどんどん出てまいります。その部分は産総研の中に医療研究開発

部隊はおりません。そういう意味では、外部の連携は非常に大切になっていると思いまし

て、今進めておりますのは、国立がんセンターさんと連携を強化して、今でも連携はある

のですけれども、さらに強化して、人材の移動が簡単になるように、あるいはいろいろな

情報のやりとりが簡単になるようにということで調整を進めていまして、医療部隊との連

携を進めていきたいと思っています。 

 最後に、バイオハイブリッドの製品というところにつきましては、産総研の役割は非常

に大事だと思っています。我々、研究開発をするだけではなくて、世の中に出していくた

めには承認を得ないといけないという部分があります。我々、厚労省の承認を得るところ

でサポートしたいと思っています。 
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 そういう意味で、我々のところではＰＭＤＡにも出向させて、そういう経験をもたす人

材をもち、それから承認を得るためにどのように考えたらいいかというガイドラインをい

ろいろな機器に関して社会に提示して、このように考えたらいいのですよということをし

ている。特に中小企業の方々はどうすればいいかをみつけるのに非常に難しいところがあ

りますので、そのようなサポートをしていくということで、そのあたりを盛り上げていき

たいと思っています。 

 以上です。 

○加藤理事  人材について説明をいたします。 

 資料の２－４の自己評価の説明資料の中の19ページをごらんください。先ほど大島先生

からいただいたクロスアポイントメント制度、それからリサーチアシスタント制度、特定

集中研究専門員制度の数について、第４期中長期計画期間の推移をまとめてございます。

内訳としてはそのような内訳で、人材の交流、それから育成をやっております。 

 一方で、資料にあります数値目標達成についての数につきましては、全部網羅している

わけではなくて、リサーチアシスタント制度とイノベーションスクール生の数を集計した

ものを数として上げておりますので、数値目標の中に特専とクロスアポイントメントの数

は入っておりません。ですから、中身の特徴は19ページをみていただくとその数はわかり

ますが、人材育成の数値目標については一部がカウントされている、プラスイノベーショ

ンスクールの数がカウントされているとご理解いただきたいと思います。 

 こういうことになった理由というのは、クロスアポイントメント制度や特定集中研究員

の制度が第４期の中でいろいろなイノベーションに関する取り組みをしていく家庭でちゃ

んと制度化しまして、人数がふえたという理由もありまして、最初の数値目標の中に反映

されていないというのが現状でございます。 

 時期に関しましては、これらの特徴を生かして、人材育成に関する手法を考えていくべ

きだと考えています。よろしいでしょうか。 

○赤池委員  バイオについてなのですけれども、先ほどもお話ししましたように、東大

の先端研など、バイオハイブリッドデバイスが先導的な成果を出しているので、トップセ

ールスだけではなくて、戦略的な領域のトップ研究者に対するセールスなども試されては

いかがでしょうか。貴研究者の研究者を産総研に出せとか、連携的な基礎研究をしている

企業などのつながりをもっている事例もあるので、そういう先生方ともうちょっと密なコ

ンタクトをしてみる価値があるように思います。 



- 12 - 

 

 あるいは、バイオハイブリッドデバイスだけではないと思いますけれども、そういう研

究者を集めて、産総研としてどういう領域とか、どんなデバイスを狙っていくのかという

戦略的な意見交換の場みたいなものをテーマ領域ごとに一度地道にやって、先生方の話と

か後進の育成みたいなことも含めて意見交換されると、さまざまな体制見直しのヒントが

出てくるのかなという気がしました。 

○松本部会長  ほかいかがでしょうか。 

○中鉢理事長  おっしゃるとおりだと思います。東大、オペランドで生態をそのまま非

破壊でというか非集中で調べるというようなところは両方とも強みなのかなと。こういう

ことをもう少し発展的にやっていかなければいけないかなと思っております。 

 先ほど松岡理事がいったとおりで、連携を進めて。実際にあれはＯＩＬになっているの

かな。オペランドのもの。 

○松岡理事  オペランドのほうはなっています。生命も一部入っていますけれども。 

○中鉢理事長  そういうことをやっても、まだ基本的に点と点の接点という点ではさっ

きいったあれで、限定的にやっているところもありますので、チャンスを求めてやってい

かないと我々も生きていけないところがありまして。 

 それから、バイオそのものは農研機構と物すごく、さっきの説明にありましたようにつ

くば地区で同じだということもありまして、それから北海道も隣接しているという地の利

を生かして、連携を進めてまいりたいと思っております。 

 それから、言い忘れましたけれども、前回企業からのアプリシエーションがよくわから

ないというお話がございました。先ほど大島先生からも知的基盤に対して、我々実感とし

て捉えにくいところもあるのですけれども、前回やった後でヘビーインダストリーの企業

とレビューのミーティングが同じ日にありまして、私は先生方から受けた質問を実際にＣ

ＴＯの方にぶつけてみました。評価の委員会でアプリシエーションしているのかどうかは

っきりいっていただけないかといったら、そのＣＴＯはこうして連携をやっていることが

それに対する敬意であって、アプリシエーションだと。嫌ならやらないと。 

 それではわかりにくいということで、もっと具体的にといったら、我々２つの技術がト

ランスファーされた確認をしたのですけれども、２つに対してＣＴＯの方が会社として20

年来解決していないことが解決したということをおっしゃったのです。ぜひイノベーショ

ン推進の本部長にあれをビデオに撮ってもらってこいと。そしてどこかでいわないと、私

がいうとバイアスがかかっているのではないかということで信用できない。 
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 まだ数少のうございますが、１つ２つそういうものが耳に聞こえてまいりまして、もう

少し意見をまとめてアプリシエーションされているのか、ほどほどなのか、そういうこと

を定量的に報告申し上げたいと思っております。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 私も少し発言をさせていただければと思います。この数年、産総研は非常に大きく変わ

ってきたように思います。日本中で変わらなければいけないという意識が極めて高くなっ

てきたということもあるのですけれども、今までのそれぞれの組織の中でそれなりにやっ

ていれば何とかなるのだということではもう既になくなってしまったということが、それ

ぞれの組織の構成員にもトップにもわかっています。協同して何とかやっていこうという

ことで、例えばＯＩＬのようなものも積極的に動いていただいて、学の知恵もそこに入っ

てくるし、産の知恵も入る。ＯＩＬの中に産業界は直接入っていないかもしれないのです

けれども、むしろ産学官共同というか融合という場が本当にできるような仕組みを産総研

の中につくっていただけると、そこで大きな動きがでるのではないかと思います。 

 それからもう１つ、人材育成という観点でいいますと、日本は何となくクロスアポとは

いわれながら、何回も同じことをいっていますけれども、実際にクロスアポをやるのは難

しい制度です。楽にできるような仕組みを，産総研だけでやれというのはなかなか難しい

かもしれませんけれども、人が行ったり来たりできるような仕組みをもうちょっと楽にで

きるようにしていただけると有効かと思います。あるときは大学で活動するし、あるとき

は産総研で活動してということもできるでしょうし、多くの学生さんがそういった場で活

動できる。普通の授業はそこで受けないかもしれませんが、日本の大学は卒業研究だとか

修士の研究だとかで研究ベースで動いているところがありますので、そういったものを共

同でやれる仕組みを大きく動かしていただけるようになると思うのです。 

 そういう場に産総研の研究者だけではなくて、企業からの研究者もいて、もちろん大学

の研究者も一緒にいる。そうすると、そういう場で学生が育っていくということもあるよ

うに思っています。そんなことができるような仕組みがうまく回るようになると、大きく

人材育成という観点でも変わってくると思います。 

 それから、私がいつも感心しているのは、イノベーションスクールでポスドクの方を社

会に目をうまく向けていただいていることです。概してポスドクまで行ってしまうと、自

分がやってきた研究だけでしか生きられないような強迫観念をもっているところがあるの

ですが、あえてイノベーションスクールという仕組みを動かしていただけると、そこで自
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らの立ち位置を十分理解して、将来社会にどう適合していこうかということがわかるよう

な気がするのです。 

 そんな取り組みをきちっとするのは、本来大学の責務なのかもしれませんが、それを産

総研にやっていただいているというのは、イギリスでもトランスファラブルスキルをどう

学生に身につけさせるという議論がありますが、非常にありがたいと思います。 

 それから、さまざまなところに前向きに重点投資をしていただいているということで、

ここも重要だと思います。製薬のところでいうと、本来製薬だけがバイオではないのです

が、製薬業界がグローバル化していくと、日本に開発拠点を置かないというところがあっ

て、製薬産業の開発部隊と何かをやるというのは大分難しくなってきてしまっているとい

う現状はあるのですけれども、それだけではなくて、製薬といっても他分野との協働もあ

りますから、そういうところをうまく埋めていくような研究のやり方もあるのではないか。 

 例えばハイスループットスクリーニングの技術をたしか理研と一緒になって開発された

りしておられますよね。そういうのがもうちょっと評価されてもいいかなという気もしま

した。 

 それから、ここは産総研の評価なのですけれども、さっき農研機構との連携の話もあっ

たと思います。理研ともたくさんやっておられて、以前いたので申し上げるわけでござい

ますけれども、そういった国立研究開発法人との連携でどんな成果が上がっているかとい

うのが実は重要なマネジメントだと思うのです。そういうところをもっと評価できるよう

にしていくことは重要ではないかと思います。 

 それからもう１つ、エネルギー関係でいいますと、企業と産総研だけではやり切れない

ところもあると思いますので、もう既にそういうご意見が出ていますけれども、学のとこ

ろを発掘して、それを一緒にうまく巻き込んでいく取組みが必要と思います。それぞれの

大学ではそれなりの研究はやっていて、皆さんの意識もあるのだけれども、どうすればい

いのかよくわからないという現状があります。創薬関係で申し上げるとＰＭＤＡとレギュ

ラトリーサイエンスの観点で連携しておかないと、リード化合物を出したところが、それ

がいつ薬になるのだというところがございますよね。それこそ橋渡しだと思うのですけれ

ども、そういう観点で産総研が全体をリードしていっていただければ、もっと大きく動け

る仕組みになるのかなと思います。 

 それから、論文賞等をリストで出していただいたら、より高い評価ができるのではと申

し上げたのですが、思ったとおり数多くあって、それも高い評価をする重要なエビデンス
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になると思いますので、そのような観点も今後の評価のあり方となるかもしれませんので、

入れ込んでいただければと思います。今、私が思いつくところはそんなところでしょうか。 

 それで、須藤さん、二言ぐらいいいたそうな顔をしておられますので。 

○須藤委員  最初にエネルギー関係の話題が出ているので、少しお話ししたいと思った

のです。このペーパーを出してもらったのですけれども、横ばいというのは恐らく産業界

は今、弾をもっていない。種がない状態だと思うのです。ＮＥＤＯ、経産省、産総研でも

水素とか電池とかＣＣＳみたいな技術とかパワエレもそうですけれども、やっているので

すが、これを今のまま続けていって、2050年に80％を達成できるかというと、我々産業界

からみると難しいなと。 

 産総研も入っていただいているＣＯＣＮで議論しているのですけれども、このままだと

難しいのではないか。ではどうしようかといったとき、現状は産業界側から余り新しい種

がないのです。では大学に頼もうかといっても、申しわけないですけれども、松本先生が

いわれたのですが、2050年までに使おうとしたら、今の大学の技術だと間に合わないよう

な気がするので、我々としては産総研に期待したくなってしまうのです。産総研のエネル

ギー分野で今までＮＥＤＯとかでやってきた着実にロードマップができている技術はもち

ろんあるので、これはやらなければいけないのですけれども、それプラス何となく革新的

なものを出していかないと、本当に2050年に間に合わないのではないか。もちろん産業界

も一緒にやるつもりなのですけれども、そこのところを我々としては物ものすごく産総研

に期待しているところです。 

 今委員の立場でいっているのですけれども、産業界に戻ると我々がやらなければいけな

いのですが、全くいいアイデアが出てこない。これをうまくクリアしていかないと、もう

そろそろ間に合わないかなという危機感をもっていますので、ぜひ産総研には今までの既

存の技術は当然それなりにやってもらうのですけれども、プラス2050年に間に合うような

アイデア、新しい技術を産業界と一緒になってつくっていただきたいと思っています。 

 一時、２～３年前に地熱がいいよという話が産総研から出てきて、革新的な地熱を広く

やれば原子力発電所何個分のエネルギーが出るという発言もあったのですけれども、今の

ところ少しずつトーンダウンしているような気もしますので、ああいった話が出てくると、

まだ30年あるので何とかなるという気がしますので、ぜひよろしくお願いします。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかに。大薗先生、よろしいですか。 

○大薗委員  論文のリスト等を出していただいて、ありがとうございました。全体評価
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をつけるときに橋渡しの配分がすごく重くなっているので、そのウエートに引っ張られて

みていると、総合評価は難しい判断をなさったのだろうなという印象はあります。 

 しかしながら、もともと基礎研究中心のところに橋渡し文化をつくるということで、橋

渡しに重きを置いて、民間資金獲得を柱として重みをつけたという意図からすると、基礎

が落ちずに健全に維持かつ発展していて、しかも橋渡しがその上に構築されたということ

であれば、これは非常にポジティブに評価するべきであると思います。また、エネルギー

のように、いわゆる基礎の知識に世代交代が起きている分野は、橋渡しというのはもとも

との種がかなりできている状態で起きるわけですから、そこの入れかえ期であるというこ

とを勘案すると、分野別のライフサイクルも十分考慮されるべきではないかと思います。

評価については同意をさせていただきます。 

○松本部会長  どうぞ。 

○中鉢理事長  今までのやりとりの中でつけ加えさせていただきたいのは、話が戻りま

すけれども、人材育成のところで加藤理事から話がありましたが、一般に民間から公的機

関、あるいは大学も同じだと思います。極めて少ない。これは日本が少ないのです。大き

なあれは、日本が圧倒的にフラウンホーファーなどと比べても少ない。この原因をいろい

ろ調べていますけれども、その中にあって産総研をどのように位置づけるかといったら、

一生懸命やっているほうで、平均よりはいいのかなと。それはきちっとみなければいけま

せんけれども。 

 ＲＡなどというのは、数年前までやってはいけないということをポリシーとしてやって

いた。だからやらないことをポリシーとして。それは諸外国に比べてやはりおかしいだろ

うと。そういう門戸開放ということです。 

 それから、クロスアポについては、待遇の問題とかいろいろありまして、役所的にとい

ったらば刺激があるかもしれませんけれども、そういう処理をしますと、クロスアポをや

ってもうけてはいけないと。だけれども損しないようなことを担保しなければいけない。

そうするとインセンティブが働かないのです。普通に研究をやっていればいいのに、何で

大学と両方兼務でやらなければいけないのかと。あるいは企業と。そういう制度的な問題

が１つ立ちはだかっている。こういうことを申し上げながらやっていかなければいけない

なと思っています。 

 それから、両松本理事長、副理事長のイニシアティブで理研チャレンジというのをやっ

ていまして、これは2050年の社会課題を解決するために向けた研究をやっているというこ



- 17 - 

 

ともご紹介しておきたいと思います。 

 また、あわせて松本先生が今学長をなさっている東京理科大学とは産学の連携を今まで

かなりやっていたのですけれども、明示的に産総研と理科大との共同研究及び人材交流を

やりましょうということで、改めてまた確認をして進めているところでございます。 

 さらにまた、国立研究開発法人の一員として、ＳＤＧｓに対する貢献を産総研としても

貢献しているつもりなのですけれども、もっと国立の研究開発法人がまとまってやってい

こうということは、国立研究開発法人協議会として私が今たまたま会長をやっております

けれども、この力を束ねて、日本のＳＤＧｓの貢献の大きさをアピールしてまいりたいと

思います。 

 それから最後に、須藤委員からありました。後で小林理事に、つけ足してお話があれば。

我々は再生水素、再エネ水素を活用しようといっています。昨日、トヨタさんとか日本ガ

イシさんとかいっぱい参加しているところでお話がありました。やはり再エネは経済的に

成り立たない。結局、再エネは炭酸ガスを出すといっても同じでしょうという考え方が今

主流になっていて、水素に対する理解は正しくされておりません。これは私どもの努力が

足りないというところもあるのかもしれませんけれども、今産総研は福島の再生可能エネ

ルギー研究所で再生エネ水素ということをやって、見かけ上電気代をただにする水素でな

ければいかんだろうということで、私は世界的にトップを走っているだろうと思っていま

す。 

 一部の企業が来ていますけれども、昨日、私は産総研と一緒に未来を始めませんかと。

一人でいっても始めない。産総研と一緒にやりましょうというようにして、産総研だけが

官主導でやれといっても、民間の応援がないと我々は息が続きません。何とか一緒にやっ

ていきたいということで、東京オリンピックもそれの１つの機会としてアピールを今考え

ているところでございます。 

 小林理事、つけ足すものありますか。 

○小林理事  どうもありがとうございました。２件お答えを申し上げたいと思います。 

 まずは、委員長からご指摘がございましたエネルギーと学との連携ということでござい

ますけれども、結構やっているつもりではございます。例えば基礎、材料から見直そうと

いうことで、京都大学さんの中にエネルギーナノ材料のラボを置いたり、先生もご存じと

思いますけれども、東大の丸山先生にクロスアポでおいでいただきまして、やはりナノ材

料のエネルギー利用ということで、これもかなり力強くやっております。 
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 そのほか再エネですと九大さん、東工大さん、神戸大さんとの連携。それから、蓄電池

は京大、それから橋本先生のおられるＮＩＭＳというところともかなり連携をさせていた

だいておりますので、やはり基礎からどう展開していくかということに力を入れているつ

もりでございます。 

 それから、2050年、80％の件でございます。これは大きく２つに分けて考えておりまし

て、やはり現状技術も徐々に変わってきているのがございますし、今理事長からご説明申

し上げましたが、太陽電池の世界的な価格が急速に下がってきているということで、それ

をベースに新たな展開ができないかということで、従来技術の組み合わせではございます

けれども、コストを経済性も考えながらどういう選択肢があるかという旧来の技術の展開

として、今のところ再エネ水素を中心とするものに力を入れてございます。これは確かに

コストはかかるのですけれども、いずれ社会的にどう受け入れるかということも含めて、

対策を練っていかなければいけないかなと思ってございます。 

 もう１件は地熱の話なのですけれども、地質と組みまして、超臨界地熱、むしろ今大き

く展開を始めようとしているところでございます。２～３年前はＮＥＤＯの先導研究の段

階だったのですけれども、今本研究になりまして、我々の希望としましては、2050年に20

～30ギガワットの発電ができるところまでもっていきたい。 

 今、日本の火力発電の能力が200ギガワットですので、もちろん80％ということになる

となかなか難しいところがありますが、計画としましては2050年までに数十ギガワットま

では何とか実証したいということで、むしろ拡大で動き始めているとご理解いただきたい。

よろしくお願いいたします。 

○須藤委員  資料に全然入っていない。 

○矢野センター長  補足させていただきますと、震災以降、地熱発電についての期待は

非常に高まりました。地熱資源は地下資源ですので、従来型の地熱資源でも１地域開発す

るのに調査から始まって10年ぐらいかかるわけなのです。超臨界地熱となると非常に難し

いので、また時間がかかるということで、もう少し見守っていただければと思います。 

○大島委員  先ほど１点申し忘れたのですけれども、資料２－３の３ページの技術の橋

渡しの強化というので、イノベーションの刈り取りということで、ここに非常に具体的な

民間資金から第３期から第４期でどうしてこのようになったか。基準値の３倍に向けてと

書いてあるのですけれども、できましたら例えば組織対組織の構築で、43社の経営層と面

談といっているのですが、どの分野でこういうことをやっていて、それが矢印に従ってど
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のような変遷を受けてここに至ったかというのをできましたら分野別で示していただける

と、先ほどからありましたように、エネルギーはもしかしてここまでに乗らない、まだ基

礎研究としてシーズをきちんとやっていかないといけない。 

 一方で、例えば割と成功しているようなＡＩであったりとか材料科学は、基礎の分野が

ある程度成熟していて、なのでここを強化することによって、多分いろいろな段階があっ

て、うまくいったところが脱落という言い方はおかしいですけれども、うまくいかなくて、

だんだん絞られて、最終的に右側に行くと思いますので、せっかく数字が書いてあります

ので、これをもう一段階分析されると、どういう形で結実するかというのがもうちょっと

みえる形になるのかなと思いますので、そこも考えていただけるとありがたく思います。 

○ﾜﾀﾘ  連携を担当しておりますイノベーション推進本部のﾜﾀﾘと申します。 

 先生のご質問にありますように、まず組織対構築というところは、全体でいきまして、

今まで産総研の研究者と例えば中央研究所の研究者がつき合っておりました。そこをうち

の場合ですと理事長と企業のトップでまずお互いに共同研究しましょうとか、大きな連携

をしましょうということでコミットメントいただきます。 

 その後に、領域を中心にしまして、各研究領域のコーディネーターがおりますので、そ

こで会社が必要な、会社のリクエストに寄り添うような形で一緒にテーマをつくっていき

ます。そこで一番重要になってきますのは、例えば産総研で非常に高いレベルのＡＢＣＩ

という人工知能用のコンピューターとか、産総研がもっております、先ほど先生がいわれ

ましたような材料技術で非常にすぐれた研究者と人材がいるというところですと、そのよ

うな形でそこをコアにしまして、オール産総研でテーマアップを進めていきます。そこで

やはり企業側は管理しておりますので、全社的な課題になってきますので、いろいろな形

でオール産総研のポテンシャルを使いまして、企業さんとがっぷり組んで、特に会社の企

画部の方が中心になって、お互いにテーマを立ち上げまして、冠ラボという形で数億円レ

ベルのプロジェクトを開設するようになっています。 

 先生おっしゃいますように、冠ラボにふさわしいような研究テーマを出すときには、産

総研のテーマとか要素技術が非常にアセット化している場合ですと非常に立ちやすいです

し、特許しかないような場合ですとＦＳ研究からしていって、だんだんと産総研と企業さ

んがお互い議論することによってテーマ化していって、産総研プラスほかの大学の先生な

ども入れて冠ラボ化という形でしております。 

○大島委員  なかなか難しいことかと思います。できたらこれに成功例がどうやって通
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じていったのかというのを示していただくと、多分ほかの分野もクリティカルなポイント

があって、それを乗り越えるとこちらの右側に１つずつ進んでいくということになると思

います。 

○中鉢理事長  私、産業界側からみていて、大学も産総研もそうなのですけれども、最

大の問題はやったやった、できたできたとはいっているけれども、そのままはできません

よと。産業界では受け入れられませんと。その努力の10倍、100倍の努力が企業側でコス

トだとか品質を整えなければいけない。原理的な科学技術的な成果だけでは動きませんと

いうことで、一番の問題はいつまでにどの程度、どの程度がはっきりしない。産総研側と

か大学はできた。あとは企業次第なのですよと。企業はそういう感覚がないわけです。 

 トゥ・ホワット・エクステントといっているのだけれども、トゥ・ホワット・エクステ

ントのところをきちっと確認をしろと。それを今でいうＰＤＣＡサイクルをイベントとし

てやると。かつてはどのようにやっていたのかというと、曖昧な個人的関係でやっている

わけです。大学といっても、研究室をノックして入っていて、そこで一緒にやりましょう

と。それでやっていくという個人対個人の関係であったのが、もっと向こうの役員が出て

こなければいけませんと。役員が出てきて、こちらも私を初めとして幹部が出て、きちっ

と確認をするというイベントが組織対組織の最大のポイントだろうと思います。 

 これは全分野同じです。分野別にという調査も、恐らくプロセスとしては全部同じで、

ここまででないと引き渡せない。トランスファーのポイントをはっきりさせる。あとはＰ

ＤＣＡサイクルを回すということで、今のところ終わっているものもありますし、新しく

またやりましょうということで、全て冠のものは発展的にもっとやりましょうというのが

ありますけれども、キャンセルでこれでやめましょうというものはありません。ですから、

一応成功しているのかなという感じがして。そうでないとポートフォリオに入れられない

のです。 

 我々が今忙しくやっているときに、のんべんだらりと論文を書いて遊んでられては困る

と。私が現役のときは、産総研なんか行くなよといっていたくらいなのですから。そこの

ところが曖昧なのです。研究者の属人的な一生懸命やる人だとかやらない人はむらがあっ

て、むらをちゃんと受けとめる組織としての責任体系をやらないと、恐らく数億円をやる

側としても簡単にはイエスとはいわないだろうと思います。 

○大島委員  中鉢理事長がおっしゃったことがきちんと結実してこういう形になったと

思います。なので、ぜひそれをみえる化という言い方はちょっとおこがましいのですけれ
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ども、そういうのを共有することによって、例えば若い方でどうしたらいいかわからない

人は結構いると思います。なので、こういうところを先生がおっしゃっていたようなちゃ

んと押さえてということを戦略的にやっていく必要があって、研究者だけではなくて、そ

れをサポートする。こちらをみているとマーケティング評価の方もいらっしゃいますので、

そういう方たちもきちんと参加することによって、いわゆる一体となっていくということ

が大事だと思います。 

 それがやはりきちんとした形でこういう形になっているので、分野別といったのは、後

半が分野別になっているということだったので、それのクロスチェックをすることによっ

て、分野別なのか、それとも先ほど出ているようなエネルギーであったりとか、そこまで

いかないですよね。そういう色分けすることによって、次の戦略の形がみえるのかなと思

ったので、それで申し上げたということです。 

○松本部会長  ありがとうございました。随分白熱した議論をしていただきまして、大

分時間が過ぎてしまったのですが、あえてまだ何かご発言ございますでしょうか。あと今

後の話も出てまいりますので、ここのところはこれでということにさせていただければと

思います。 

 前回及び本日の委員会での皆様からのご意見は、事務局で取りまとめさせていただきま

して、部会長として私の責任で内容を確認して、国立研究開発法人審議会に報告させてい

ただこうと思っております。ご一任いただくということでよろしゅうございますでしょう

か。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、国立研究開発法人産業技術総合研究所の中長期目標期間終

了時における業務・組織全般の見直しについてということで、資料３を使いまして事務局

からご説明いただきたいと思います。 

○坂内産総研室長  ありがとうございます。資料３をお開きください。 

 この資料の位置づけでございます。そもそも業務、組織見直しについての位置づけでご

ざいますけれども、この審議会は産総研の評価を行うために独立行政法人通則法に基づき

まして開いているものでございますが、先ほど松本部会長からありましたとおり、今年は

４期の最終年度に当たりまして、前回と今回、４期の見込みの評価についてもご議論いた

だいております。法律上、見込みの評価を行ったときには、併せて業務の継続、または組
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織の存続の必要性、その他の業務及び組織全般にわたる検討を行うこととされております。 

 この見直しの一定程度の方針が出されて以降は、これを踏まえて今年、あるいは年度末

にかけて中期目標をこれをコアに検討していくこととなってございます。したがいまして、

本日は現時点で事務局として考えている産総研の業務、組織見直しはこういうことではな

いかというのを資料３でお示しさせていただきますので、ぜひこれについて本日ご意見を

いただければと思います。 

 それでは、資料３でございます。パワポ２枚物でございまして、１枚目の上半分、今の

産総研を取り巻く背景ということでございます。産総研のこれまでの取り組みですが、火

曜日来説明がありましたとおり、今現在、特定研究開発法人という位置づけで、世界最高

水準の成果を多々生み出しているところでございまして、なおかつ４期で民間資金獲得３

倍増を目標に設定しているということで、現時点でほぼ２倍を超える水準が達成されてい

ると。 

 一方で、右のほうに移っていただくと、日本のイノベーションを巡る状況ということで、

さまざまな政府の会合でも言われておりますけれども、世界は圧倒的な規模とスピードで

イノベーションを創出していると。新興国も台頭していて、最近ですと覇権争いが非常に

激化している。そんな中にあって、日本の競争力は相対的に非常に低下していて、研究力

も低迷傾向にあると。 

 一方で、世界的な社会課題というのは顕在化していて、先日のＧ20の場でも海洋プラス

チックごみ問題初め世界的に取り組むべき問題が世界の議論の俎上に上がっているという

ところでございます。 

 こういった状況を踏まえ、政府でさまざまな書き物が出ておりまして、統合イノベーシ

ョン戦略2019は６月に出ておりますけれども、本日も参考資料で本文と概要をおつけして

いただいておりますけれども、本日は時間の関係上飛ばさせていただきます。 

 また、これも６月に産構審のイノベーション小委員会で中間取りまとめが行われており

ます。 

 また、産総研のあり方について、さまざまな有識者の方からいろいろな意見をいただい

ておりまして、本日もございましたとおり、民間では実施困難な研究をすべきですとか、

オープンイノベーションの場の提供や充実をしていくべきとか、より事業化に近い段階へ

の支援といったような声が多々お聞かせいただいている状況でございます。 

 このような背景を受けて、業務、組織の見直しはこういう基本的考え方ではどうかとい
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うのが、下の楕円が３つ重なったような図でございまして、基本的な考え方は産総研の強

みである多様性を生かして、内外の技術を融合して以下に取り組んでいくということでご

ざいます。以下というのは逆三角形になっておりますけれども、まず世界の社会課題への

対応力を強化していくこと。２つ目が経済成長、産業競争力、暗に日本ということでござ

いますけれども、これの強化に貢献していく。一番下にございますとおり、これは産総研

が伝統的に行っている地質や計量の分野を初め、イノベーションを支える基盤整備を引き

続き着実に行っていく。この３つを柱と考えてはいかがかと。 

 実際、４期目では橋渡しということが最も重要なミッションであるということで位置づ

けられていたのですけれども、事務局としては橋渡しも１つの手段と考えれば、その先に

あるところを目指すべきだろうと。あるいは、その先に到達するためには、民間資金の獲

得以外にもさまざまなアプローチがあり得ると。なおかつ、リードタイムが５年ではおさ

まらない、さまざまな研究課題があるであろうということで、この３つのテーマの真ん中

にばらばらにさまざまな具体的なアクションということで並べておりますけれども、本日

も前のセッションでさまざまご意見をいただいておりますが、こういったことをしていく

のは、逆三角形の頂点に向けて行っていって、最終的にはその成果が正当に評価され、さ

らなる改善につながっていくような目標と評価の仕組みをつくっていくべきではないかと

考えております。 

 次のページをみていただきますと、今申し上げたような３つの点を達成していくために、

まず業務の見直しはどうあるべきかというのが左のほう、組織の見直しはどうあるべきか

というのは右のほうに書いてございます。 

 業務の見直しにつきましては、細かい各項目がありますけれども、上からいきますと社

会課題解決に資する全所的な研究戦略をつくって、それを充実させていくような取り組み

が必要ではないか。 

 国プロの推進ですとか国際共同研究の推進、今年から始まるＲＤ20と呼んでおりますけ

れども、国際的な研究機関が集まって、世界的な課題に向けて検討を深めていくような会

議が今年から始められつつありますけれども、そういった政策に基づいたさまざまな対応

に対して支援いただいて、機動的に研究を立ち上げていただくような体制。 

 ３つ目がＯＩＬや冠ラボ、これは既にある程度の実績を踏んでおりますけれども、ここ

をさらに発展していって、オープンイノベーションの場を充実させていく。 

 産総研発ベンチャー創出と支援の強化ということ。 
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 地域イノベーションの活性化。 

 マーケティング力は、既に４期で相当強化されておりますけれども、先ほど中鉢理事長

がおっしゃったようなトゥ・ホワット・エクステントのようなところまでさらに突っ込ん

だマーケティング力を発揮していただく。 

 広報も充実していく。 

 技術シーズは、当然産総研の多様化の源泉ですので、さまざまなリソース的な制約があ

るにしても、何とか頑張っていく。 

 そういったさまざまな対応を行う人材、特にイノベーションを起こしていけるような、

特に社会システムデザイン系の人材も含めた育成をしていく。 

 産業技術インテリジェンスの強化というのは、むしろ経産省のミッションではないかと

いうことで提言もなされておりますけれども、ここに産総研に全面的に支援していただく。

技術的知見をさまざま経産省にインプットしていただく。 

 あと、知財マネジメントを戦略的に講じていく。 

 標準化でございます。現在既にそうでございますけれども、戦略的な標準化というのが

日本の強みをさらに発揮していく上で非常に重要でございます。それは日本国全体でシス

テマチックに進めていくための中心的な役割を演じてほしいと。 

 最後のところでございますけれども、知的基盤は引き続きより効果的な活用方法も視野

に入れた整備をしていくといったことがほぼ既にやっていることをさらに強化していくと

いうことも多いのですけれども、５期の産総研の対応として必要なのではないかと考えて

おります。 

 また、こういう業務をしていくために組織はどうあるべきかということで、右のほうに

書いてございます。研究推進体制は、領域の皆様を主に念頭に置いたものでございますけ

れども、今７領域ある中で資金配分なり人材配置を研究テーマに応じて機動的に、柔軟に

変えていく。 

 さらに、どの研究テーマにどれだけリソースを割いていくのかというところをポートフ

ォリオマネジメントという言い方をしておりますけれども、これは既に相当やっていただ

いている中で、さらに領域横断的なところも最適化してやっていただく。 

 社会課題対応に向けて、さまざまな研究者、仮に産総研で足りない場合は外からも来て

いただいて、融合して取り組んでいくようなインクルーシブな研究チームと呼んでおりま

すが、これを機動的に設置する。 
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 あと、ＦＲＥＡを初めとして地域にさまざまなセンター、拠点を産総研はもっておりま

すので、それを積極的に活用して、既に相当やっていただいておりますけれども、より効

果的な方策をお考えいただくといったことが必要ではないか。 

 あと本部体制ということで、これはバックオフィス的なところでございますけれども、

以上申し上げたような機動的な組織づくりとか研究体制の整備といったところが行えるよ

うに、情報集約機能ですとか調整機能を強化していく。 

 さらに、外の機関とのやりとりも円滑、効果的にできるように、機動的なマネジメント

機能。特に最近ですとデータの取り扱い、あるいは知的財産の取り扱いについて、世界的

に非常に大きな動きがございますので、そういったところにも目配せしながら取り組んで

いくような、それを含んだマネジメント機能。 

 その他のオープンイノベーションの推進ですと、知財マネジメントが円滑に進むような

本部体制の整備が必要であるということでございます。 

 その他ということで書いておりますが、非常に重要な点としては、人材の育成をキャリ

アパスも含め考えていくということ。 

 あと、一番最後に書いてある評価ということでございます。これは、４期は民間資金獲

得額が非常にドミナントな評価になっておりまして、これが100％に満たないと絶対Ａ以

上はとれないということになってございます。 

 したがって、前半でご意見がありましたけれども、例えば地域での取り組みですとか、

エネルギー、環境面での息の長い取り組みについて、産総研の重要な成果として評価でき

るような多面的な評価を実施すべきというところを考えてございます。 

 以上、これにつきまして、本日はぜひ意見をいただきまして、８月中に経産省として決

定して、総務省の独法評価制度委員会にお送りすることとさせていただければと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。先ほど言い忘れたのですが、この資料３は非

公開ということにさせていただきたいと思います。 

 今の説明につきましてご意見ございましたら、どうぞよろしくお願いします。どうぞ。 

○須藤委員  ありがとうございました。２点だけあるのですけれども、特に融合という

単語が頻繁に使われていて、次のキーワードの１つなのかなという気がするのです。体制

の見直し、組織の見直しのところに、具体的にどういう体制をつくるのかというのが余り
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書かれていないので、インクルーシブな研究チームを機動的に設置するという単語が入っ

ているのですけれども、もう少し具体的に、中の融合とか外との融合というのが結構前面

にいろいろ出ているので、そこをわかるように書いたほうがいいのかなという気はしまし

た。 

 あともう一点は、地域のイノベーションの推進というのが非常に大事だと思っていまし

て、もちろん公設試を使ったり、コーディネーターの制度をつくったりして、今まででも

相当熱心に取り組んでいるということはよくわかるのですけれども、余り世に出てきてい

ないというか、どれぐらい地域に貢献したのだろうというのが余りみえないのです。なの

で、もう少しみえる形で地域イノベーションに産総研が貢献しているという姿が出るよう

な試みが必要かなと。 

 ＯＩＬについては、産総研は有名大学と結構やっているのですけれども、もしかしたら

地域は地方の大学が重要かもしれないので、大学の中にＯＩＬほど大がかりでなくても、

産総研の何らかの体制が入って、一緒になって地域の活性化に貢献しているということも

わかるような体制も必要かなという気がします。 

 以上です。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○大島委員  人材育成のことなのです。組織のところとも関連するのですけれども、イ

ノベーションスクールやデザインスクール等の充実を図り、所内外のイノベーション人材

を育成するということで、これは非常に大事だと思うのですが、研究者だけではなくて、

研究マネジメントできるような方の育成は非常に大事だと思うのです。 

 特に業務の見直しの中でベンチャーの創出や支援の強化であったりとか、地域との連携

であったりすると、もちろん研究者の研究成果も大事なのですけれども、それをこういう

形にきちんと変換する方というのは、多分研究者とは違う方だと思うのです。そういう人

材育成がなかなかされてきていないというのがあると思うのです。 

 これはキャリアパスとも関係すると思うのです。なので、博士課程である程度の高度な

専門知識も必要なのですけれども、その方々が研究者だけではなくて、高度な専門知識を

きちんと社会的な価値に変換できるような人材として養成、育成していくということは非

常に大事だと思っているので、産総研の次の時期の形として、こういう業務の見直し、組

織の見直しということで、非常に多様な観点で考えていらっしゃるので、ぜひ人材育成の

中にも今までのキャリアがどうしても研究者志向であったのを、少し違う観点も含めて、
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それこそインクルーシブな多様な人材育成を考えていただけるとありがたいかなと思って

おります。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○赤池委員  実は同じ経産省さんの補助事業で、過去２年間、国際貿易投資研究所と新

興国に対する互恵ビジネスの開発という検討会を産官学の有識者とやってきましたが、幾

つかポイントがありまして、１つは中鉢理事長がおっしゃられていた、ＳＤＧｓを達成す

る事業開発は非常に大きなテーマなのです。 

 新興国に対する互恵に限らず、経団連のソサエティー5.0ではないですけれども、産総

研版のＳＤＧｓの詳細なマップチャートをつくって、セールスツールにすると、トップセ

ールスにおいても使い勝手がいいのではないかなと思いました。 

 それと２つ目は、海外展開に注力するというお話がありました。これはまさに新興国に

対する産総研の技術リソースを使った互恵ビジネスに発展していくのかなと。 

 お話があったように、海外の研究機関との連携みたいなところは、ビジネスとしても大

きな可能性をもっていると思います。そうしたときに、ＩＳＯのお話がありましたけれど

も、まさに産総研の知財と連携する民間企業と一緒に、ルール形成戦略みたいなことをあ

わせて産総研としても考えていくようなアクションが要るのではないか。 

 今申し上げたように、ＩＳＯだけではなくて、民間企業と一緒に知財を生かした新しい

商慣習とか、新興国の中にバリューチェーンまでつくらせてしまうとか、そういうビジネ

スモデルみたいなことを検討してみたらおもしろいのではないかと思っています。 

 もう１つ、新興国に対する互恵ビジネス開発の検討会の中で、中小企業をどうしようか

という議論がありました。須藤先生のほうから地方創生、地域の企業活性というお話があ

りましたが、議論の中でも出たのですが、地方自治体が優良な中小企業をまとめ切れない

のです。それで議論の中で出てきたのは、国内の目覚めたベンチャーキャピタルとか、静

岡銀行さんみたいな地銀だとか、多摩信用金庫みたいなやる気のある信金だとか、良質な

企業の探索に金融を使っていくというのがいろいろな事例報告を聞いてみてすごく意味が

あるなと感じました。今後、こうしたワーキングを求められてくるように思います。 

 まとめますと、業務の見直しの中で戦略的なサーベイランス活動みたいなことをどんと

芽出しされたらいいのではないかなと。具体的にいいますと、例えば産総研の事業開拓検

討会みたいなものをテーマごとにやっていく。 

 １番目のテーマは、革新的なエネルギーとかバイオハイブリッドみたいなお話が既に出
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ていますけれども、革新研究テーマの探索のための検討会みたいなことを領域ごとにやっ

てみる。 

 ２点目は、社会課題解決。これは繰り返しになりますけれども、ＳＤＧｓの達成に貢献

するような領域の中でどういうものを芽出ししていけばいいのかを議論する検討会をやる。 

 ３つ目は、今お話ししましたベンチャーとか中小企業とか金融との協業のあり方みたい

な検討会をやる。 

 最後は、既にお話に出ていますけれども、研究成果と社会課題との関連づけ能力をもつ

人材を研究者、あるいは技術コーディネーターに限らず、４つ目のテーマとして、問題解

決イノベーターの育成について、それにかかわる研究者とか有識者とか民間企業をテーマ

ごとに集めて、リアルな戦略を形にしていく、すなわち事業開拓検討会みたいなものを検

討してもらえたらなということを感じました。 

○松本部会長  ありがとうございます。では、大薗先生。 

○大薗委員  では、３つほど。 

 １点目は地方イノベーションなのですけれども、多くのイノベーションは社会システム

の変革を伴うことが多いだろうと思います。あるいは、技術シードをてこに世界市場へと

いうどちらかのパターンが中心になっていくかなと感じています。 

 技術を担う地域の大学や企業、その分野に特化した人材育成を行う教育機関、それから

特区のようなことも含めた地方自治体と県、国を含めた規制の調整を担う人たち、金融機

関、例えば社会システムであれば実験に参加してくれる市民まで巻き込んだ５者ぐらいが

同じ方向性を向いて革新に取り組んで、初めて地方の社会イノベーションは起きていくの

かなと思いますので、連携のあり方もより広く、そして明確なビジョンをもって取り組ま

れることが必要になってくるのではないかというのが１点目です。 

 ２点目は、イノベーションのインフラをつくるということです。クラスターの考え方で

いえば、いきなり飛び地ではなくて、今までの強みの周辺をより強くしていくというのが

常套手段だと思います。その中でも、本日もバイオハイブリッドの話が何度も出てきます

ように、基本的な研究のアプローチがバイオやＡＩを取り込んで、いろいろな業界で変わ

っていく可能性がある中で、産総研が基本的なアプローチのインフラを、他の研究機関、

あるいは企業の研究所に提供するようなことはできないだろうか。そうすると、基本的な

方法論が転換するときの谷を乗り越える力になることができるのではないかということを

想像したりしております。 
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 ３点目がぜひ重点投資をやっていただきたいということです。産総研の特徴は幅広さで

あって、それがＳＤＧｓのような大きなイシューに対して融合することで大きな力を持ち

得るというのはもちろん大賛成であります。同時に個々の知識も深めて、あるいは次世代

のものをつくっていかないと、長期的に成り立たないわけです。企業でも成長するところ

は事業部間の予算の積み上げではなくて、強みがあって伸びるところに資源の再配分をし

ているということはわかっていますので、産総研の中でもやはり戦略的ビジョンをもって

重点領域への資源配分の集中化、あるいは移動、あるいは資源を新たにつくり出すという

こともあろうかと思いますが、ぜひ果敢に取り組んでいただければと思います。ありがと

うございます。 

○松本部会長  活発なご意見、ありがとうございます。時間がありませんので、私もい

いたいことはいっぱいあるのですが、後でまとめさせていただくということにして、今の

いろいろなご意見に対しまして、中鉢理事長からご発言いただけますでしょうか。 

○中鉢理事長  今我々もいろいろ考えているのですけれども、委員の先生方からご指摘

があったように、まず我々のステークホルダーは誰なのだということを明確にしなければ

いけないのだろうと思うのです。もちろん経産省で議論されている。 

 私は、国際も含めて社会、それから産業界、100％オーナーである国策といった政策課

題、この３つを満足しないといけないだろうと。私自身は４期においては意識してまいり

ました。ですから、５期においてそれをどのように拡大していくのかということは再定義

をきちっとしなければいけないだろうと思います。 

 それから、既に総合科学技術会議、ＣＳＴＩなどの動きをみますと、今までの産業界へ

のサービス、それから社会は盛り込まれているのですけれども、国際というキーワードが

非常に強く出されている。一方で、国際の対語ではないですけれども、地方という問題。

地方に対する貢献、それから国際に対する貢献が多分期待されているのだろうなと思って

おります。 

 それから、産総研の中で今の地方と国際というキーワードを考える上で非常にジレンマ

になるのは、成長分野に投資を特化していくという選択と集中の問題とユニバーサルなサ

ービスがあるのです。ユニバーサルなサービスのところが端的にいうと計量と地質の知的

基盤と言われているものなのです。これは政策的なといってもいいのかもしれませんけれ

ども、これまでといったほうがいいのかもしれませんけれども、企業からの共同研究とい

う点では、なかなか伸びないところではあるのです。発射台が少ないとなっていますけれ
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ども、なかなか。 

 一方で、さっきまでエネルギー環境が伸びないと心配なされているかもしれませんけれ

ども、エネルギー環境が一番多いのです。一番多額の共同研究をいまだに稼いでいるので

す。こういうところの成長分野とやらなければいけないユニバーサルなサービスというも

のもちゃんとバランスをとらなければいけないなということを感じました。 

 それから、赤池先生がおっしゃった事業開拓検討会というのは非常に興味があるので、

具体的にこういうものを進めるのは意味があることだなと思っております。 

 さらに、大薗先生がおっしゃった研究と社会、あるいは社会合意を研究でどのようにと

るかということは、実は大薗先生の一橋との大きなテーマでございまして、それを一橋の

先生方のお力をかりながらやっていきたいということは今念頭に置いてやっております。 

 細かなことですが、大島先生からお話があった研究マネジメント、今のデザインスクー

ルのＫＰＩの最大は、マネジメントの人材をどれだけ輩出できるかをＫＰＩにしておりま

して、今何人か輩出している。それを目的にしたものでございまして、表現がイノベーシ

ョン人材となると、あっちはどうしたといわれると経産省のほうで検討されていることだ

と思います。差し出がましいようですけれども、そんな感じはいたしました。 

○松本部会長  それでは、引き続きまして飯田局長からお願いいたします。 

○飯田局長  大変参考になる貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日ご説明した資料はまだ途中でございまして、現在第５期に向けて検討しております

けれども、産総研は非常に多様なシーズをもっている。多様性というのはなかなかほかに

ない特徴だと思いますし、シーズをつくるだけではなくて、産業界の実態もわかる立ち位

置にいるということで、この前申し上げましたけれども、将来に非常に不安がある中で、

産総研が力を発揮することこそが、日本の研究開発、イノベーション政策、産業政策に貢

献するものだと私は思っています。 

 今回ご説明させていただいたものは、現時点でこうしたことをやっていただくのがいい

のかなというものを書いておみせしたわけでございまして、評価は本来多様であるべきだ

と思うのです。いろいろなことをみなくてはいけない。 

 一方で、いろいろなご意見もあるとは思うのですけれども、中期目標というのは組織の

大きな方向性も決めなくてはいけない。橋渡しというのは、ある一面だけを捉えて示して

いるのですけれども、それで産総研のある部分を評価されているわけで、そういう大きな

方向性をどうするかということと、それから今いろいろご意見をいただいたそれぞれの取
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り組みへ何を新たにやったらいいかということも加えて、最後は今回もそうでございます

が、いろいろなことをやって評価すべき課題と評価そのものがどうつながるのか。我々の

問題、経産省の問題だと思いますけれども、評価の中身のつくり方が、多面的な評価と書

いてありますけれども、いろいろなことを考慮して、我々も今回しっかり説明しようと思

っています。中で議論しようと思っていますけれども、そうしたものがうまく融合したも

のを第５期でしっかりつくっていくということが課題だと思っていまして、産総研の力が

最大限発揮され、方向性が示されて、その活動がしっかり評価に返ってくるというものを

つくっていきたいと思っておりまして、本日いただいた意見も含めてしっかり検討してま

いりたいと思っています。 

○松本部会長  どうも活発なご議論ありがとうございました。国立研究開発法人産業技

術総合研究所の中長期目標期間終了時における業務・組織全般の見直し、今議論していた

だいたものですが、それにつきましては、各委員の方々からのご意見を踏まえまして、事

務局にて検討させていただくということになります。 

 当部会としての取りまとめにつきましては、取りまとめを含め今後の進め方につきまし

てはご一任いただければと思います。よろしくお願いします。 

 なお、取りまとめた意見等は、後日皆様にお送りさせていただきますので、そのときに

またみていただければと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、大分時間も過ぎてしまいましたが、白熱した議論のおかげで時間がたつのを

すっかり忘れておりました。時間になりましたので、これで審議を終了させていただきた

いと思います。 

 事務局におかれましては、今後経済産業大臣評価と業務等見直しをまとめていく際に、

本日、各委員から提起されました論点を踏まえまして進めていただければと思っておりま

す。 それでは、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○坂内産総研室長  本日は大変ありがとうございました。本日の議事録、前回も含めで

すが、今後、皆様にご確認いただいた後に取りまとめさせていただいて、経済産業省のホ

ームページで公開させていただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○松本部会長  皆様、よろしゅうございますでしょうか。 

 長い時間、どうもありがとうございました。これで終了とさせていただきます。 
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