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平成 31 年 3 月 26 日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
議事次第

日 時：平成 31 年 3 月 26 日（火）

10:30-16:30

場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所

開会挨拶
委員等紹介・資料確認

つくばセンター
第一事業所 本部・情報棟１階ネットワーク会議室

理事・評価部長
評価部評価企画室

各項目についての説明（質疑含む）

加藤 一実
仲 さやか

（議事進行：和坂 貞雄

１．企画本部（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分）
理事・企画本部長

10:30-10:35
10:35-10:40

評価委員長）
10:40-11:20
岡田 武

・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果

２．イノベーション推進本部（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分）
11:20-12:00
イノベーション推進本部長 渡利 広司
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果

３．TIA 推進センター（説明 5 分、質疑及び評価記入 5 分）
12:00-12:10
理事・TIA 推進センター長 金丸 正剛
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果

昼食・休憩（45 分）

12:10-12:55

現場見学会（70 分）
・TIA 推進センター（西事業所）

12:55-14:05

休憩（5 分）

14:05-14:10
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４．環境安全本部・情報セキュリティ部（説明 10 分、質疑及び評価記入 5 分）
14:10-14:25
理事・環境安全本部長
島田 広道
副理事長・最高情報セキュリティ責任者（CISO） 三木 幸信
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果

５．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分）
14:25-15:05
理事・総務本部長
白石 重明
・第４期中長期目標期間中に見込まれる実績・成果
・平成 30 年度の実績・成果

休憩（15 分）

15:05-15:20

総合討論・評価委員討議・講評

（議事進行：和坂 貞雄

評価委員長）

総合討論（評価対象部署への質疑を含む） （20 分）
評価委員討議（評価対象部署退席）
（35 分）
委員長講評（評価対象部署着席）
（5 分）

15:20-15:40
15:40-16:15
16:15-16:20

副理事長挨拶

副理事長

三木

幸信

16:20-16:25

閉会挨拶

理事・評価部長

加藤

一実

16:25-16:30
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評価委員
研究関連業務評価委員会
氏名

所属

役職名

元 和歌山県工業技術センター
SRCテクノ株式会社

所長
技術顧問

小山 珠美

昭和電工株式会社
先端技術ラボ

理事
所長

鈴木 直子

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

監事

藤田 正男

藤田正男公認会計士・税理士事務所

代表

山崎 晃

千葉工業大学 社会システム科学部

教授

委員長 和坂 貞雄
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

１．企画本部（見込評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(９)

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）＜一部＞

Ⅰ．１．(11) 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
＜一部＞
Ⅰ．１．(12) 追加的に措置された交付金
Ⅰ．３．(２)

組織の見直し ＜一部＞

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．２．

PDCA サイクルの徹底

Ⅱ．５．

業務の効率化

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

Ⅴ．

不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

Ⅶ．１．

広報業務の強化

Ⅶ．４

内部統制に係る体制の整備

＜一部＞
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＜一部＞

Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）
【中長期目標】
産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公設
試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡
しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。
また、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進
捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も
踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異
動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の強
化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小若
しくは廃止するものとする。
【中長期計画】
産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総研
の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全国レ
ベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公設試職
員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を推進し、
所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携して、地域
中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総研の技術ポテ
ンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するために必要な人材
の育成に取り組む。
さらに、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の
進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、
他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強するこ
とにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門
等を縮小若しくは廃止する。
【実績】
「まち・ひと・しごと創生本部」の「政府関係機関移転基本方針」に基づき、平成 28 年
4 月 1 日に、石川と福井の両県の公設試内に、連携拠点として「石川サイト」と「福井サイ
ト」を設置し、県内企業への橋渡しを推進した。具体的には、県、公設試及び産業支援機
関（地域産業振興のための公的支援機関）等との連携により、石川では 10 名（うち 7 名は
産総研イノベーションコーディネータとして委嘱した公設試等の職員）、福井では 12 名（同
8 名）のイノベーションコーディネータ等が、県内企業を訪問するなどして技術相談等を実
施した（平成 30 年度までの 3 年間で、石川では 96 社 316 回、福井では 94 社 310 回（平成
30 年 12 月 31 日現在））。つくば・各地域センターのイノベーションコーディネータや産総
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研イノベーションコーディネータが、地域企業の技術ニーズにチームで応える活動に取り
組んだ。また、平成 30 年度までの 3 年間で、サイト設置記念セミナーやサイトの活動と関
連のある産総研の技術を地域企業等に紹介する「テクノブリッジセミナー」を石川で 6 回、
福井で 6 回実施するなど、イベントを積極的に開催した。
平成 31 年度も引き続き同様の活動を継続し、更なる連携拡大を見込む。
【効果】
「石川サイト」と「福井サイト」では、公設試等と密接に連携して県内企業への「橋渡
し」を推進した結果、各地域の重点産業の発展に貢献した。つくば・各地域センターのイ
ノベーションコーディネータや産総研イノベーションコーディネータが、地域企業の技術
ニーズにチームで応える活動に取り組んだ結果、平成 30 年度までの 3 年間で、石川では 22
件、福井では 23 件の共同研究等が新規に成立した。これは、平成 25～27 年度の 3 年間に
おける新規の共同研究等の成立件数が石川では 7 件、福井では 14 件であったことと比較し
て、大幅に伸びており、北陸地域における企業の更なる競争力強化に繋がった。

【実績】
「まち・ひと・しごと創生本部」の「政府関係機関移転基本方針」に基づき、平成 28 年
4 月に、名古屋大学内に「産総研・名大

窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーショ

ンラボラトリ」（GaN-OIL）を開所した。平成 28 年度は、名古屋大学及び名古屋工業大学と
窒化ガリウム（GaN）パワー集積回路の実現に向けた MOS 技術開発、平成 29 年度はファイ
ンセラミックスセンターと、平成 30 年度は愛知工業大学との共同研究を開始した。
例えば、
名古屋大学及び名古屋工業大学と実施した、GaN パワー集積回路の実現に向けた MOS 技術開
発の共同研究では、界面欠陥を低減するプロセス開発に成功した。また、名古屋大学が事
務局となっている GaN 研究コンソーシアムの中核機関として、関係機関や企業等との連携
を図った。平成 30 年度は、独自な高指向性 LED 用の微小角錐台形成等の成果を上げた。名
古屋大学内の新施設「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設（C-TECs）」にもスペース
を確保し、同じく C-TECs に常駐する企業の中の 1 社と、先述の成果に基づき、マイクロ LED
ディスプレイに関するベンチャー起業について具体的な検討を開始した。
平成 31 年度は、愛知県が同年度より開始する「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」
へ、非接触給電技術に関する研究開発の提案をする。地元大学のほか、地元中小企業複数
社を含めた体制で提案準備中である。
一方、平成 29 年 1 月 11 日には、九州大学伊都キャンパス内に、最先端の水素材料強度
に関する研究を実施する研究連携拠点、
「産総研・九大水素材料強度ラボラトリ」
（HydroMate）
を設置した。福岡水素戦略との連携のもと、革新的耐水素材料の開発を目指して、産総研
の「橋渡し」につながる基礎研究を推進した。例として、平成 30 年度には、材料強度特性
に与える水素の影響をナノレベルからマクロレベルまで俯瞰的に捉えるマルチスケール解
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析により、従来説を覆す新たな水素脆化モデルを提唱した。平成 29 年度には水素先端世界
フォーラムを主催、平成 30 年度には日・中・韓ワ－クショップを共催した。
平成 31 年度は福岡市において水素先端世界フォーラムと日・中・韓ワ－クショップを主
催予定である。
【効果】
GaN-OIL は愛知県内の大学や企業との連携を促進し、地域・中小企業への「橋渡し」を推
進してきた。さらに平成 30 年度から、新施設「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設
（C-TECs）」を活用して、大手企業とのベンチャー立ち上げを協議中である。
HydroMate は、金属材料の世界的に類を見ないマルチスケール解析可能な拠点を整備し、
産総研の「橋渡し」につながる基礎研究を推進してきた。さらに、平成 29 年度より国際フ
ォーラムやワークショップ開催を通して、九州を中心として世界最先端の拠点形成や東ア
ジアでの連携形成の実績もあげた。
以上のように、GaN-OIL 及び HydroMate が、愛知県及び福岡県内の大学や企業と連携する
ことで、当該地域の発展のみならず日本の競争力強化に繋がった。
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Ⅰ．１．（１１）

「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入

【中長期目標】
「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることから、
「橋
渡し」研究を担う研究領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲得の増
加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究資金の配
分を厚くするなどのインセンティブを付けるものとする。但し、公的研究機関としてのバ
ランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産業
界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設けることも必要である。また、具体的
な評価方法を定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業
化に関しては大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、
研究分野毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とすることが必要である。
【中長期計画】
「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることから、
「橋渡し」研究を担う領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲得の増
加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究資金の配
分を厚くするなどのインセンティブを付ける。但し、公的研究機関としてのバランスや長
期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産業界からの資
金獲得金額や受託件数に一定の限度を設ける。また、具体的な評価方法を定めるにあたっ
ては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業化に関しては大企業以上に積
極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、研究分野毎の特性に対する考
慮などを勘案した評価方法とする。
【実績】
第 4 期中長期目標期間より民間資金獲得が最重要の目標とされたことに伴い、外部資金
獲得に応じて配分する実績評価配分（インセンティブ予算）を増額させた。その内訳とし
て、特に民間資金獲得への貢献を重視し、インセンティブの配分率を大きくした。
平成 27 年度予算は、研究予算総額に占める実績評価配分（外部資金獲得に応じて配分す
るインセンティブ予算）の割合が、これまでの 20%から 48%に一気に拡充された一方、研究
者一人当たりに配分される基礎配分の割合が 29%に減少した。平成 28 年度予算は、実績評
価配分及び基礎配分の割合が、38%及び 32%、平成 29 年度予算は、31%及び 28%、平成 30 年
度予算は、35%及び 25%となり、実績評価配分の割合が基礎配分の割合を上回るよう配分し
た。
以上の取組の結果、平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29 年度の民間資金獲得額は、それ
ぞれ 53.2 億円、73.4 億円、83.3 憶円と継続的に増加し、平成 30 年度 12 月時点における
民間資金獲得額も 83.9 億円となっており、平成 30 年度末には、平成 29 年度の実績を上回
り、目標額の 80%に迫る勢いである。その結果、民間資金獲得額は、基準年（平成 23 年度
から平成 25 年度）の平均値である 46 億円の約 2 倍となる見込みである。
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平成 31 年度予算においても上記予算配分方針を維持する見込みである。
【効果】
評価結果を予算配分に反映させることにより、第 4 期中長期目標の最重要の経営課題で
ある「橋渡し」機能強化についての研究職員の取組意識が醸成された。その結果、民間資
金獲得額は、平成 30 年度末までに基準年（平成 23 年度から平成 25 年度）の平均値である
46 億円の約 2 倍となる見込みとなっている。事業化に向けた企業のコミットメント獲得の
指標の一つである産業界からの資金獲得額の増加により、「橋渡し」機能強化が進んだ。

【実績】
平成 27 年度から第 4 期中長期目標期間を通して、各領域の評価は、各年度計画に領域ご
とに掲げた各種数値目標の達成状況に加え、具体的な研究開発成果の質的量的状況等を踏
まえて実施した。
知的基盤整備の評価は、地質図、地球科学図等の整備状況、計量標準及び標準物質の整
備状況等を指標として、国の知的基盤整備計画に基づいて着実に知的基盤の整備に取り組
んでいるか、計量法に関わる業務を着実に実施しているかを評価軸とした。
各領域予算において、外部資金獲得額等や主務大臣による領域評価を実績評価配分及び
知的基盤配分に反映させただけでなく、論文発表数、若手育成等の長期的な展望も考慮し
て予算配分を実施した。
以上の取組の結果、第 4 期中長期目標期間において難易度が高い目標として位置づけら
れている民間資金獲得額が基準年（平成 23 年度から平成 25 年度）の平均値である 46 億円
の約 2 倍以上に増加する見込みになるとともに、平成 29 年度から民間資金獲得額に並び最
も重要な目標として加えられた産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額は、
平成 29 年度は目標の 166%、平成 30 年度は目標の 276%と大幅に越えた。また、論文発表数
は、第 3 期中期目標期間では減少傾向にあったが、第 4 期中長期目標期間では、増加傾向
に転じた。
【効果】
実績評価やそれらに基づく研究資金配分が、領域の研究活動の更なる活性化及び「橋渡
し」機能の強化に結び付き、論文発表数も増加傾向に転じたことで、科学技術の発展への
貢献度が向上した。
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Ⅰ．１．（１２） 追加的に措置された交付金
【中長期計画】
平成２７年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金については、
「一億総
活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」の生産性革命の実現及び「総合的なＴＰ
Ｐ関連政策大綱」のイノベーション等による生産性向上促進のために措置されたことを認
識し、ＩｏＴ等先端技術の研究開発環境整備事業のために活用する。
平成２８年度補正予算（第２号）により追加的に措置された交付金については、「未来
への投資を実現する経済対策」の２１世紀型のインフラ整備のために措置されたことを認
識し、人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業のために活用する。
【実績】
平成 27 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された「人工知能・IoT 研究開発加
速のための環境整備事業」の一環で、人工知能・IoT 研究開発のための共用プラットフォー
ムである産総研 AI クラウド(AAIC)を開発した。AAIC は平成 29 年 6 月に公表された計算シ
ステムの電力性能ランキングである Green500 において世界第 3 位、空冷のシステムとして
は世界第 1 位を獲得した。平成 30 年 12 月時点のユーザは、民間企業や大学、国立研究機
関など約 230 ユーザである。
平成 28 年度補正予算（第 2 号）により追加的に措置された交付金については、模擬的な
医療・介護現場、住環境、工場等の実証環境における評価装置類、ナノバイオセンサ等設
計・試作・実装用装置類等の調達を通じ、人工知能（AI）技術を搭載した機器等の試作・
実証・評価環境の整備等に活用した。これによって、人工知能（AI）に関するグローバル
研究拠点として柏ハブ拠点（平成 30 年 11 月 16 日竣工）及び臨海ハブ拠点（平成 30 年 12
月 28 日竣工）を整備し、またこれらに先立ち柏ハブ拠点には、人工知能技術の普及促進の
ための AI 用クラウドサーバー（ABCI）を納入した。特に柏ハブ拠点については、東京大学、
経済産業省産業技術環境局及び産総研が締結した「グローバル AI 研究拠点」に関する協定
に基づいて東京大学の柏Ⅱキャンパス内に整備され、産総研と東京大学とが一体となって、
AI 技術と我が国の強みであるものづくり技術を融合させることにより、新たな付加価値を
企業と共に創出する研究開発の連携・協力推進を実施した。これらにともない、人間拡張
研究センターの新設（平成 30 年 11 月 1 日）と、人工知能研究センター内における「人工
知能に関するグローバル研究拠点に関する研究推進体制」の編成（平成 31 年 1 月 1 日）を、
それぞれ行った。柏ハブ拠点に整備された ABCI は、国内の産学官連携によって、平成 30
年 10 月に実施した第 2 回 ABCI グランドチャレンジにおいて、平成 30 年度の深層学習の学
習速度で世界最速を大幅に更新した。このように世界一のインフラを整備できたことは、
特に顕著な成果である。更に ABCI は、世界のスーパーコンピュータの省エネ性能ランキン
グ Green500 List の第 4 位も獲得した。
平成 31 年度には、4 月から本格稼働する柏ハブ拠点及び臨海ハブ拠点において、これま
で追加的に措置された交付金で整備したインフラをさらに活用した、人工知能に関するグ
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ローバル研究に取り組む計画である。
【効果】
AAIC を共用プラットフォームとすることで、産総研・株式会社ディジタルメディアプロ
フェッショナル（DMP）・東京大学・日本電気株式会社（NEC）による、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「IoT 推進のための横断技術開発」を始めと
する複数の公的プロジェクトの受託、NEC-産総研人工知能連携研究室の整備、パナソニッ
ク-産総研 先進型 AI 連携研究ラボの整備、その他実施中の民間企業との共同研究が実施さ
れた。また、AAIC を活用して、情報通信研究機構（NICT)が、特許庁における“次期機械翻
訳サービス”のための中核技術を開発した。このように他機関にも活用できるシステムが
構築できたことは大きな効果であり、今後も AAIC を活用したシステムが外部機関から開発
されると期待される。
平成 28 年度補正予算（第 2 号）により追加的に措置された交付金によって、柏ハブ拠点
の竣工（平成 30 年 11 月 16 日）及び臨海ハブ拠点の竣工（平成 30 年 12 月 27 日）の前か
ら、人工知能（AI）技術を搭載した機器等の試作・実証・評価環境等が本格的に整備され
ることを想定した研究活動を事前に進めることが可能となり、これらの活動によって、平
成 29 年度から柏ハブ拠点で 6 件、臨海ハブ拠点で 7 件の NEDO 次世代人工知能技術の社会
実装に関するグローバル研究開発等を進めることができた。ABCI が、平成 30 年 10 月に実
施された、第 2 回 ABCI グランドチャレンジにおいて、深層学習の学習速度の世界最速記録
を大幅に更新したことは、その後 ABCI が広く利用されていることに繋がっている。具体的
には、平成 30 年 12 月末の時点で ABCI は、「共用高性能計算機 ABCI 利用規約」に基づく約
1.38 億円分の利用（外部利用 40 件、内部利用 48 件）があった。更に宇宙航空研究開発機
構（JAXA）、国立情報学研究所（NII）、NICT との連携も調整中である。以上のように今後も
ABCI が広く利用されていくことが期待される。

Ⅰ．３．（２） 組織の見直し
【中長期目標】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり
方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋
渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築
する。
「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体
制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮できる
環境を整備するものとする。
また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見
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直すこととする。
「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把
握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の
検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するものと
する。
【中長期計画】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も
含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」
を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織をⅠ．の冒頭に示した７領域に再
編したうえで各領域を統括する領域長には「１．
『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を
課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域
長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連
携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング情
報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネー
タを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動向、
産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究ユニ
ットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡し」研
究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センター長を
中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域を超えて
必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備する。また、
研究センターにおいては、
「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につながるポテンシャ
ルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。
また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見直す。
さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための戦略予算を本部組織が領域に配
分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタスクフォ
ースを設置できるようにする。
【実績】
平成 27 年度は、研究組織を、従前の 6 分野から 7 領域に再編した。領域長に成果の実用
化や社会での活用に関する各種数値目標を課すとともに、人事、予算等に関する責任と権
限を与え、領域長が主導する研究実施体制とした。領域内には領域長の指揮の下で研究方
針、民間企業連携等運営全般に関する戦略を策定する研究戦略部を設置し、研究戦略部内
に当該領域が関係する国内外の技術動向、産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う
とともに、民間企業等への橋渡しを担うイノベーションコーディネータを配置した。また、
領域内の研究ユニットを再編し、産総研全体として、従来の 20 研究センター、22 研究部門
から、12 研究センター、27 研究部門とした（平成 27 年 3 月末時点）。このように領域長の
下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期及び技術マーケティングを一
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体的かつ連続的に行う体制を構築し、目標達成に向けた最適化を図った。
こうした制度設計に基づき、平成 27 年 5 月には海外大手企業から自然言語処理の第一人
者を研究センター長として迎え入れ、国内でいち早く人工知能の研究拠点（人工知能研究
センター）を立ち上げ、人工知能研究を強力に推進した。更に、領域や研究ユニット間の
融合化、研究プロジェクトの大型化を目的とした研究の推進を容易に展開できるよう、研
究ラボ及びプロジェクトユニットを領域長の裁量により設置及び改廃できる制度を整備し
た。この制度に基づいて設立された計算材料科学研究ラボが平成 27 年 11 月 1 日に機能材
料コンピュテーショナルデザイン研究センターに発展的に改組、また、グリーン磁性材料
研究ラボが平成 28 年 4 月に研究センターに移行するなど、新研究センター設立に機能して
いる。平成 29 年度は、人工知能研究分野および TIA 推進センターにおける、研究戦略など
企画立案機能及び総合調整機能を強化するために、情報・人間工学領域に人工知能研究戦
略部、TIA 推進センターに戦略ユニットを設置した。
平成 30 年度は、情報・人間工学領域に、サイバーフィジカルセキュリティ研究センター
及び、人間拡張研究センターを設置した。
平成 31 年度は、引き続き橋渡し機能強化のための体制整備を行う。
【効果】
領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期及び技術マーケテ
ィングを一体的かつ連続的に行う体制を構築し、「橋渡し」機能の強化に繋がった。また、
研究組織を、7 領域に再編することで、融合的研究を促進し、産業界が将来を見据えて産総
研に期待する研究ニーズに応えられるようになった。
平成 29 年度は、人工知能研究分野と TIA 推進センターにおける戦略策定機能が補強され
ることで新たな研究拠点整備事業をより強力に推進でき、産総研における「橋渡し」機能
強化に繋がった。
平成 30 年度は、サイバーフィジカルセキュリティ研究センターを設置し、ハードウェア
のセキュリティと、人工知能のセキュリティの 2 つの課題に重点的に取り組むことにより、
ハードウェアからシステム、サービスに至るバリューチェーンにおいて、セキュリティの
レベルを確認（検証）可能とすることにより、産業界全体のサイバーセキュリティの強化
を加速する。
人間拡張研究センターを設置し、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシ
ステムによって社会問題の解決を図る人間拡張技術の開発を進めることで、第 5 期科学技
術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されている「Society5.0」
の実現に資する。

【実績】
平成 27 年度は、イノベーション推進本部においては、技術マーケティング室を新設し、
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領域が主体的に行う技術マーケティングの支援及び全体調整を行う体制とした。
従前の広報担当部署を企画本部へ配置し、研究所の広報活動を戦略的に行う体制とした。
平成 28 年度は、特定国立研究開発法人法案への対応をはじめとする研究所経営の最重要
事項に対応するため、平成 28 年 4 月から研究戦略策定に関する所掌をイノベーション推進
本部から企画本部へ移管し、イノベーション推進本部の総合戦略室をイノベーション推進
企画室へ再編した。また、研究戦略・イノベーション推進戦略の基本方針を審議する研究
戦略・イノベーション連携委員会に関する事務局を企画本部総合企画室及びイノベーショ
ン推進本部イノベーション推進企画室の分掌に変更し産総研の経営戦略が反映できる体制
とした。
平成 29 年度は、産総研の「橋渡し」機能の強化を図る体制を堅持する観点から、
「OIL 室」
を企画本部に設置することによって、オープンイノーベーションラボラトリ（OIL） の活
動支援や進捗管理を行う体制を強化した。
また、「大型連携推進室」をイノベーション推進本部に設置することによって、連携研究
室/連携研究ラボ（冠ラボ）等の大型企業連携の活動支援として組織横断的な対応や調整等
を行う体制を整えた。
さらに、「業務改革推進室」を設置することによって、産総研全体について業務改革を推
進し、合理的かつ効果的な業務の遂行を実現するための体制を強化した。
平成 30 年度は、「法務部」を設置し、法務業務を行う体制を強化した。
また、「柏センター」を設置し、「Society5.0」の基盤をなす、人間拡張技術の研究を進
めるための体制を整備した。
さらに、情報セキュリティの統括部署として「情報セキュリティ部」を設置した。加え
て、情報化推進を担う部署として、
「情報システム室」を設置した。
平成 31 年度は、引き続き橋渡し機能強化のための体制整備を行う。
【効果】
平成 27 年度は、技術マーケティング室の設置により、領域単独では対応困難な大型の企
業連携や、金融機関、自治体等との包括協定締結など、産学官金との連携が加速された。
平成 29 年度は、OIL 室及び大型連携推進室の設置により、組織的に支援・管理すること
が可能となった。
具体的には、大型連携推進室では、冠ラボの設置フローの再検討、各冠ラボの年度成果
報告会の開催の一元管理、各冠ラボの研究推進・運営課題や要望の取りまとめ及び対応策
の立案・周知・運用を実施するとともに、パートナー企業や各冠ラボのニーズに応じた制
度運用の柔軟な見直しを行うことにより、業務の効率化が可能となった。
また、OIL 室では、全 OIL を対象とした定期連絡会の開催、各 OIL の現地ヒアリング等を
通して、各 OIL の研究成果の最大化、懸念事項の取りまとめ及び対策の立案・周知・運用
を実施することで、当該 OIL だけでなく、OIL 間の横展開を通じて研究活動の効率化が可能
となった。
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さらに、業務改革推進室の設置により、産総研全体の業務改善の意識向上につながった。
平成 30 年度は、法務部の設置による法務業務の体制強化により、個別事案に係る相談対
応についての迅速化や業務効率化が図られた。また、リスクの未然防止効果が期待される。
柏センターの設置によって、我が国の AI 技術に関する最先端の研究開発・社会実装の加
速化を図ると共に、「Society5.0」の実現のための研究活動が加速される。
情報セキュリティ部及び情報システム室を設置し、情報セキュリティを担う部署と情報
化推進を担う部署を明確に分けることにより、不正なアクセスへの対策を強化するととも
に、情報セキュリティリスクの低減に繋がった。

【実績】
大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎・応用研究を融合し、産業界へ研究成果の「橋
渡し」を一層推進するため、産総研の研究拠点を大学のキャンパス内等に設置する新たな
組織（オープンイノベーションラボラトリ（OIL））の整備を進めてきた。平成 28 年度には
名古屋大学、東京大学、東北大学、早稲田大学、大阪大学、東京工業大学の 6 大学に、平
成 29 年度には京都大学に設置した。また、平成 27 年 12 月 24 日閣議決定の「まち・ひと・
しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」に基づく、平成 28 年 3 月 22 日「まち・ひと・しごと
創生本部」決定の「政府関係機関移転基本方針」を踏まえ、平成 29 年１月 11 日に九州大
学にラボラトリの設置を行った。
平成 31 年度の新規 OIL 設立を目指して、平成 30 年 11 月に設立の募集をし、数案件を検
討中であり、第４期中期計画における OIL 設立目標（10 拠点）を達成する見込みである。
さらに、若手人材の教育や育成（平成 30 年 11 月時点でポストドクター62 人、OIL 設置
大学から修士学生も含むリサーチアシスタント 40 人の受入）にも注力した。成果の一例と
して、産総研・名大窒化物半導体先進デバイス OIL では、リサーチアシスタントの学生が
非破壊で GaN 結晶欠陥を検出できる技術を開発し、複数の学会表彰に至った。
産総研・東大先端オペランド計測技術 OIL の「先端オペランド計測技術シンポジウム」
（平
成 30 年度参加人数：企業から 47 名を含む 115 名）開催等、各 OIL でシンポジウムを開催
している。加えて、平成 29 及び 30 年度に産総研・九大水素材料強度ラボラトリが「水素
先端世界フォーラム」や「日・中・韓ワ－クショップ」を開催、平成 30 年度に産総研・京
大エネルギー化学材料 OIL が日独の国際シンポジウム「From Molecules to Materials」（参
加人数：100 名）を開催する等、国際的な連携の形成に繋がった。
【効果】
企画本部と OIL 室、担当領域による、大学・産業界との連携・協力推進の取り組みによ
り、第４期中長期計画における OIL 設立目標（10 拠点）を、達成する見込みである。OIL
の設置により、革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズや優秀な
研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を加速させるという目標を達成
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した。
さらに、ポスドクやリサーチアシスタント制度による若手人材の教育や育成効果も大き
く、修士学生を雇用できる例のない制度として大学側から高く評価された。
また、地域連携のみならず、国際的な連携（例：産総研・京大エネルギー化学材料 OIL
の日独国際シンポジウム、九大水素材料強度ラボラトリの「水素先端世界フォーラム」や
「日・中・韓ワ－クショップ」）の形成など、目標以上の成果も見られた。

【実績】
第 4 期中長期目標期間では、破壊的インパクトのあるイノベーションへの対応や他の研
究機関では試みられていない革新的な領域間融合等、これまで以上に真に組織として将来
に向けて重要な課題に対し、理事長の裁量のもと、理事長戦略予算として各年度 15 億円か
ら 27 億円を配分した。革新的な領域間融合に加え、平成 28 年度では、領域配分予算内で
捻出するのが困難な１億円を超える大規模な課題、タイムリーで社会的インパクトの大き
な課題、新制度の普及・浸透を加速し、組織体制や職員意識の変革を促す施策を採択した。
平成 30 年度は、民間資金獲得強化、グローバル拠点強化、地域センター機能強化、知財活
用強化、資金源多様化検討調査費に戦略予算を配分した。平成 31 年度も平成 30 年度と同
様の方針で予算配分を行う見込みである。
平成 28 年度において、IoT 環境下で、わが国製造業の国際競争力の維持・向上に向け、
産総研として果たすべき役割、技術・研究課題を明確化することを目的とした「IoT タスク
フォース」を新たに設置し、IoT 関連の国内外の動向や国際標準化の状況を中間報告として
まとめた。
【効果】
戦略予算を領域に配分することにより、領域融合の促進、大型の企業連携、民間資金獲
得強化、地域センターの機能強化が推進された。第４期中長期目標期間の実施課題により
得られた民間資金獲得額は平成 30 年度までの累計で 60 億円以上になる見込みである。ま
た、戦略予算を活用した地域センター発の橋渡しモデル作り支援策の実施により、北海道
センターを中心とした農工連携の強化・開拓に向けた取り組みなど、地域センターの連携
機能が強化された。
IoT タスクフォースが基礎となり、産官の標準化推進体制「スマートマニュファクチャリ
ング標準化対応タスクフォース」に結び付き、平成 28 年度からの経済産業省の標準化事業
の実施に繋がった。
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項
【中長期目標】
①法人の長のマネジメントの裁量の確保・尊重
法人の長が国内外の諸情勢を踏まえて法人全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す
ることが可能な体制を確保するものとする。
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す
ることが可能な体制を確保する。
・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実
施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者
や優れた技術を集結させる体制を整備する。
・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企業
等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合的に
取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。
【実績】
研究所の研究活動および運営全般に関する重要事項を審議し、研究所の進むべき方向に
ついて理事長に助言する場として、外部から各界のトップリーダーを委員とする経営戦略
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会議を設置した。平成 27 年度には 4 回、平成 28 年度には 3 回（2 回の経営戦略懇談会を含
む）、平成 29 年度には 3 回、平成 30 年度には 2 回（うち 1 回は平成 31 年 2 月開催予定）
ずつ経営戦略会議を開催した。平成 27 年度には「イノベーション・ナショナルシステムの
構築に向けた産総研の取組」、平成 28 年度には「前年度審議のとりまとめと自己評価結果
等を踏まえた今後の取組方針について」、平成 29 年度には関西センターにて「地域イノベ
ーションの取組状況について」、平成 30 年度第 1 回は「最近の取組について」を議論した。
第 2 回に「産総研の今後の方向性について」の議論を行う予定であり、平成 31 年度の第 5
期中長期目標期間の中長期計画の立案に反映する見込みである。
【効果】
外部有識者より「異分野融合の研究を戦略的に推進する」ことが重要との助言を受け、
平成 28 年度には産総研内に各領域の研究企画室のメンバーを中心とした検討チームにより
ロードマップ「2030 年に向けた産総研の研究戦略」の策定を行い、公表した。本戦略によ
り、領域横断的な研究開発の可能性を示した。また外部有識者の指摘を受け、オープンイ
ノベーションラボラトリ（OIL）の研究成果の最大化を目指して、平成 29 年度には企画本
部内に OIL 室を設置した。OIL 室の設置により各 OIL の運営ノウハウの共有化などが進み、
産総研と大学との共同研究の域を超えた「産業界への橋渡し」を強化することができた。

【実績】
第 4 期中長期目標期間では、理事長裁量の予算において、理事長戦略予算に 15 億から 27
億円、理研―産総研チャレンジ研究に 1 億円（平成 28 年度～）、チャレンジ精神旺盛な若
手に対して大胆な支援を行う産総研エッジ・ランナーズ（平成 29 年度～）に 1 億円を配分
した。
そのうち、戦略予算においては、①政策への対応や研究所経営の観点から必要とされる
機動的な大型投資、②領域融合の促進及び大型の企業連携、③民間資金獲得強化、④地域
センター機能強化、に向けた提案型課題を平成 27 年度 41 件、平成 28 年度 64 件、平成 29
年度 28 件、平成 30 年度 52 件採択した。特に、平成 30 年度は、各実施課題に担当イノベ
ーションコーディネーター（IC）を配置し、民間資金獲得に向けた活動を促進した。また、
実施課題の目標達成を確実にするため、フォローアップを随時実施した。平成 31 年度も、
引き続き民間資金獲得につながる課題への支援を強化する見込みである。
民間企業では実現が難しいハイリスク・ハイインパクトな基礎研究を若手研究者が実施
することを中長期的に支援する「産総研エッジ・ランナーズ」制度を平成 29 年度から新た
に実施した。
、平成 29 年度、平成 30 年度にそれぞれ 5 件の研究課題（予算額は 1 件あたり
1,000 万円程度/年）を理事長、副理事長の最終面接を経て採択した。エッジ・ランナーズ
制度では、年度ごとに評価を行わず最長 5 年間にわたって連続的に支援することで、長期
連続的な実施が必要な基礎研究からの技術シーズの創出を狙う。支援開始 3 年目の上半期
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に課題継続の意思を確認することになっているが、全ての課題が平成 30 年度 12 月時点で 1
〜2 年目であり、支援継続中である。
平成 31 年度には、エッジ・ランナーズ制度は採択プロセスの見直しによる挑戦的研究の掘
り起こしに加え、3 年目を迎える研究課題の評価を行う見込みである。
理研－産総研チャレンジ研究制度においては、平成 28 年に 10 件を FS 研究課題（予算額
は各機関 1 件あたり 200 万円程度/年）として採択した。さらに平成 29 年には共同研究を
より発展させるため、両理事長によるステージゲート審査会を行い、採択された 10 件の FS
研究課題のうち、有望なテーマを本格研究課題（予算額は各機関 1 件あたり 2,000 万円程
度/年）として 2 件、準本格研究課題（予算額は各機関 1 件あたり 500 万円程度/年）とし
て 6 件採択した。次に、ステージゲート審査にて FS 研究課題からステージアップした准本
格研究課題（6 件）と同年に新たに採択された FS 研究課題（7 件）のうち、書類審査を通
過した課題（7 件）について、平成 30 年に両理事長によるステージゲート審査会を開催し、
2 件を本格研究課題、3 件を准本格研究課題として採択した。また、新たな研究課題につい
て募集・審査を行い、6 件を FS 研究課題として採択し、平成 31 年 1 月より研究を開始した。
推進中の本格研究課題（平成 28 年度採択、2 件）、准本格研究課題（平成 29 年度採択、
3 件）、また、FS 研究課題（平成 30 年度採択、6 件）については、平成 31 年 7 月のステー
ジゲート審査を経て、本格研究、准本格研究等で引き続き研究を推進する見込みである。
推進中の一部の研究課題については、国プロ（JST のプロジェクト等)や科研費に採択さ
れるなど、理研－産総研の両機関において外部資金獲得実績が出つつある。
【効果】
「戦略予算」を領域へ配分することによって、領域融合の促進、大型の企業連携、民間
資金獲得が強化され、第 4 期中長期目標期間の実施課題により得られた民間資金獲得額は
これまでの累計で 60 億円以上になる見込みである。また、戦略予算を活用した地域センタ
ー発の橋渡しモデル作り支援策の実施により、北海道センターを中心とした農工連携の強
化・開拓に向けた取り組みなど、地域センターの連携機能が強化された。
「エッジ・ランナーズ」では、継続中の課題はまだ平成 30 年 12 月時点で 1 から 2 年目
であるため、この時点で評価はしないが、インパクト・ファクターが 40 を超える雑誌に論
文を発表するなどの効果が現れ始めている。一方、このような基礎研究に重点を置いた制
度を作ることで産総研に優秀な人材を集める効果も併せて期待できる。
「理研－産総研チャレンジ研究」では、2050 年の社会課題解決を目指すというコンセプ
トのもと、両機関が連携して初めて達成可能となる世界初／世界一の技術開発を実施する。
また、グローバルリーダーとなる両機関の若手人材の育成やネットワーキングを行うとと
もに、推進中の本格研究課題等を国プロ（革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）、戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）および JST や NEDO のプロジェクト等）の獲得
に繋げるなど、科学・産業技術イノベーションを強力に推進する効果が期待できる。これ
までに一部の研究課題については、戦略的創造研究推進事業（JST・CREST)、光・量子飛躍
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フラッグシッププログラム（文部科学省・Q-LEAP）、科研費（基盤 A・B、新学術領域研究）
などに採択され、外部資金獲得実績が出つつあり、今後は、論文等の成果発表も行われる
見込みである。

【実績】
平成 29 年度には、平成 28 年度補正予算（第 2 号）により、人工知能（AI）に関するグ
ローバル研究拠点として柏ハブ拠点及び臨海ハブ拠点の整備を進めた。また、柏ハブ拠点
には、AI 技術の普及促進のための AI 用クラウドサーバー（ABCI）が整備した。卓越した能
力を有する人材を確保するための取り組みとしては、AI 分野等の世界的に卓越した研究者
を英国マンチェスター大学から 2 名、オーストラリア国立大学から 1 名招へいし、国際的
な研究チームを産総研内に設置した。
平成 30 年度には、柏ハブ拠点において、平成 30 年 8 月 1 日より ABCI の運用を開始する
とともに、平成 30 年 11 月 16 日の研究棟の竣工に先立ち、平成 30 年 11 月 1 日に柏センタ
ーを設立し、組織体制を整備した。柏ハブ拠点は、東京大学、経済産業省産業技術環境局
及び産総研が締結した「グローバル AI 研究拠点」に関する協定に基づいて、東京大学の柏
Ⅱキャンパス内に整備した。ここでは、産総研と東大とが一体となって、AI 技術と我が国
の強みであるものづくり技術を融合させることにより、新たな付加価値を企業と共に創出
する研究開発の連携・協力推進が実施する。これを実現するための研究推進組織として、
人間拡張研究センターを平成 30 年 11 月 1 日に柏センターに新たに設置した。また、臨海
ハブ拠点において、平成 30 年 12 月 27 日の研究棟の竣工に先立ち、平成 30 年 11 月 16 日
に同棟の部分使用を開始し、インフラ整備を進めた。それに伴い、人工知能研究センター
内に、新たな研究推進組織として、平成 31 年 1 月 1 日にオートメーション研究チームを設
置し、既存 2 チーム（デジタルヒューマン研究チーム、オーミクス情報研究チーム）を併
せて 3 チームを編成することにより当該拠点における研究開発を推進する体制を整備した。
柏ハブ拠点に整備した ABCI は、国内の産学官連携によって、平成 30 年 10 月に実施した第
2 回 ABCI グランドチャレンジにおいて、平成 30 年度の深層学習の学習速度で世界最速、及
び世界のスーパーコンピュータの省エネ性能ランキングである Green500 List の 4 位を獲
得した。また、産総研における AI 研究の研究戦略等について、グローバルな観点からアド
バイスを受け、国際競争力向上、関連研究成果の社会実装をより一層推進することを目的
とするサイエンティフィック・アドバイザリーボード（委員長：カーネギーメロン大学 金
出武雄先生）を平成 31 年 2 月 1 日に設置・開催した。
卓越した能力を有する人材を確保するための取り組みとしては、AI 技術の安全衛生分野
への活用を研究している研究者を台湾国立精華大学から新たに招へいし、人間拡張研究分
野においても国際的な研究チームを整備した。この取り組みをきっかけに、台湾国立精華
大学と産総研の人材交流も活発化され、積極的な連携が生まれている。
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平成 31 年度には、柏ハブ拠点と臨海ハブ拠点での研究の本格的な研究活動や連携活動を
実施する。
【効果】
柏ハブ拠点では、ものづくり・サービスと人工知能（AI）の融合研究を、臨海ハブ拠点
ではロボットと AI の融合研究をそれぞれ計画しており、両拠点共に AI 研究の世界的な拠
点化が期待されている。その一環として組織される企業コンソーシアムでは、産学官が一
体となった融合研究の実施が期待される。
柏ハブ拠点に設置された ABCI が、平成 30 年 10 月に実施された、第 2 回 ABCI グランド
チャレンジにおいて、深層学習の学習速度の世界最速記録を大幅に更新したことは、その
後 ABCI が広く利用されていることにつながっている。具体的には、平成 30 年 11 月末の時
点で ABCI は、
「共用高性能計算機 ABCI 利用規約」に基づく約 1 億円分の利用（外部利用 29
件、内部利用 39 件）があった．更に宇宙航空研究開発機構（JAXA）、国立情報学研究所（NII）、
情報通信研究機構（NICT） との連携も調整中である。今後は日本の学術研究機関や企業が
必要とする機械学習をアウトソーシングする場として、AI の研究開発に必要な計算資源・
データ・人材の集積が見込まれる。
卓越研究者との共同研究は、単に産総研の研究チームが卓越した人材による研究マネジ
メント及び研究手法を間近で学ぶだけでなく、国際連携も進み、平成 31 年 1 月現在、正規
の研究職員のうち約 1/4 （22 名）を海外からの研究者が占めている。

【実績】
国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化の一環として、パートナー企業
のニーズにより特化した研究開発の実施を目指し、企業との大型研究等を行うための組織
「連携研究室／連携研究ラボ（冠ラボ）」の設置を進めた。平成 28 年度に、冠ラボ設置に
関する制度を整備し、5 件の冠ラボを設置した。平成 29 年度に 3 件、平成 30 年度には 2 件
の冠ラボを設置し、平成 30 年 12 月時点で合計 10 件となった。さらに平成 31 年 3 月に 1
件の冠ラボを設置することが決定しており、平成 30 年度末までに合計 11 件となる予定で
ある。
平成 29 年度より、冠ラボごとにパートナー企業幹部と産総研幹部による成果報告懇談会
を年 1 回の頻度で開催し、研究現場はもとより企業および産総研の経営層レベルでの進捗
状況の把握や今後の研究展開等における情報共有、運営上の課題の抽出を行った。調達請
求から納品までに長時間を要するなどの運営上の課題については、解決策の検討を行い、
調達に関する制度等の改善を行った。また、全ての冠ラボ関係者が集う冠ラボ交流会を開
催し、冠ラボ間の交流及び冠ラボと産総研幹部との交流を促進した。さらに、平成 30 年度
には、新規パートナー企業の開拓をめざして、冠ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加
を得た。
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平成 31 年度は、引き続き冠ラボの設置を推進し、第 4 期中長期目標期間末までに新規 4
件の冠ラボ設置を設置する計画である。
【効果】
これまでに無い、企業名を冠した連携研究室の制度を新たに整備し、企業ニーズへの集
中的対応を実現することで、世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実
現に向けた産業界との連携・協力が推進された。さらに、冠ラボによる平成 30 年度の民間
資金は、冠ラボ件数の増大や１件あたりの金額の大型化により、所全体の民間資金の約 15%
を占め、民間資金獲得強化にも大きく貢献した。

【実績】
大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎・応用研究を融合し、産業界へ研究成果の「橋
渡し」を一層推進するため、産総研の研究拠点を大学のキャンパス内等に設置する新たな
組織（オープンイノベーションラボラトリ（OIL））の整備を進めてきた。平成 28 年度には
7 大学に、平成 29 年度には 1 大学に設置した。
平成 31 年度中の新規 OIL 設置について検討中である。
また、平成 29 年度に企画本部に OIL 室を設置し、OIL の活動支援や進捗管理を行う体制
を強化した。平成 30 年 6 月に開催した OIL 合同シンポジウムにおいて、全 8 個の OIL の活
動を民間企業・行政機関などへ紹介し、OIL と企業や研究機関との交流を図った。
OIL の成果に関しては、平成 30 年 11 月の段階で、プレス発表 18 件、若手人材の教育（ポ
ストドクター40 人、修士学生を含むリサーチアシスタント 62 人）、インパクトファクター
付き国際誌への論文 248 報、企業との資金提供型共同研究 18 件、特許出願 4 件と続伸して
いる。優れた成果例として、産総研・京大エネルギー化学材料 OIL は、2050 年の低炭素化
未来社会の実現への貢献を目標に、多孔性金属錯体（Porous Coordination Polymer または
Metal-Organic Framework）をはじめとするサブナノ領域での構造・機能制御材料の目的基
礎研究に注力し、インパクトファクター付き国際誌 40 報発表をする等の優れた成果を出し
た。産業界への橋渡し事例では、産総研・阪大先端フォトニクス ・バイオセンシング OIL
は、新規に開発したマイクロチップ電気泳動システムにより、高速 DNA シーケンシングに
成功した。同じく橋渡し事例として、平成 30 年度に、産総研・東大先端オペランド計測技
術 OIL は「先端オペランド計測技術シンポジウム」を開催した。企業からの 47 名を含む 115
名の参加があり、分析メーカー、素材メーカー、製薬メーカー、装置メーカー等 10 社以上
と打合せや意見交換、3 社と資金提供を想定した連携の検討中と、企業連携への効果があっ
た。
【効果】
OIL 室における OIL の活動支援や進捗管理強化と、各 OIL の精力的な研究活動とによって、
大学等から生まれた優れた技術シーズの産業界への橋渡しは、論文および学会発表、企業
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との資金提供型共同研究、企業コンソーシアム形成、シンポジウム開催などの形で促進さ
れてきた。「世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、
産業界及び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。」という第 4 期中長期計画を
十分に実現した。
さらに、若手人材の育成も大きく進展した。他機関では見られない、修士学生も含めた
リサーチアシスタント雇用は、その教育効果を大学側から評価されている。一例として、
産総研・名大窒化物半導体先進デバイス OIL で、平成 30 年度に、リサーチアシスタントの
学生が非破壊で GaN 結晶欠陥を検出できる技術を開発し、学会の論文賞等を受賞した。

Ⅱ．２． ＰＤＣＡサイクルの徹底
【中長期目標】
各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行うものとする。評価に当たっ
ては、外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築するものとする。また、評
価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹底するもの
とする。
【中長期計画】
各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。評価に当たっては、外部
の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築する。
また、評価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹
底する。
【実績】
外部の専門家・有識者を委員として、外部評価を行うための 8 つの評価委員会、及び各
評価委員会の結果を踏まえて作成する自己評価の総合的な検証のための自己評価検証委員
会からなる評価制度・体制を構築した。自己評価の項目については、平成 27 年度に経済産
業大臣が定めた中長期目標の各項目に対応付けた。委員の選定に当たっては、専門性とと
もに、産業化のための経営的観点を重視した。幅広い評価、意見が得られるように、所属
や役職の検討に加え、各評価委員会に 1 名以上の女性委員を積極的に選定するなど、多様
性を考慮した。平成 29 年度には、一部の委員を新任とすることによって評価委員の固定化
を排除し、客観的な評価が維持できるように工夫をした。
毎年度、評価プロセスや評価結果を詳細に分析し、以下のような改善を行った。①平成
27 年度の評価委員会は、実施時期の制約から、年度末実績の見込みを含む評価（1 ステッ
プ）であったが、平成 28 年度以降は、年度実績確定後にその内容を評価委員に報告した上
で、年度実績評価を確定（2 ステップ）することとし、評価の確度を改良した。②前年度の
評価委員会での評価コメントのうち「改善すべき点及び助言」、自己評価検証委員会での委
員コメント及び大臣評価コメントを整理して、評価対象部署に提供した。③評価委員、評
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価対象部署及び委員会事務局の間で評価コメント・評点等を入力・共有するための仕組み
を構築・運用し、毎年度改良して作業の効率及び安全性を上げた。④主要な指標データに
ついて、定義を明確にすることや評価対象部署への提供方法等の整理を行った。⑤この他、
「産総研技術移転ベンチャーへの民間からの出資」や「民間企業から産総研への装置等の
現物提供」を橋渡し機能強化の評価指標に含める等の考え方について、主務省に対して提
案を行った。その結果、それぞれが平成 29 年度から評価指標として加えられることとなっ
た。また、主務大臣が産総研全体の総合評定を行う際に用いられる評価単位ごとの重みに
ついて、産総研の存在意義ともいえる「研究成果の最大化」の実績がより重要であること
を、自己評価検証委員会で問題提起をしたた。さらに、主務省に対し働きかけたことによ
って、平成 28 年度以降は「研究成果の最大化」の実績が、より大きい重みで評価されるよ
うになった。
評価委員に対する成果の伝え方の工夫として、評価委員会開催前に産総研の全体的なミ
ッション、評価システム、評価対象部署の実績の概要などを評価委員に説明し、あらかじ
め評価の目的と対象に対する理解を促した。また、評価委員会当日には必ず研究現場見学
を取り入れることにした。必要に応じて評価委員会を地域センターで実施し、研究現場見
学を通して、地域での活動についても委員に直接伝えることとした。
さらに、評価資料の構成の改善を継続的に行った。平成 28 年度には、橋渡し３フェーズ
（目的基礎研究、橋渡し前期研究、橋渡し後期研究）の説明方法等を領域の裁量に委ねる
ことにより柔軟に運用し、各領域の成果を示し易くした。特に、知的基盤を担う地質調査
及び計量標準の２総合センターにおいては、橋渡しと知的基盤のそれぞれの重みの違いに
も考慮した説明へと変更した。平成 29 年度には評価委員会の資料の項目を整理し、評価委
員会の資料と自己評価書の対応付けを明確化した。平成 30 年度は、年度評価に加え、見込
評価（第 4 期中長期目標期間における平成 30 年度までの実績と平成 31 年度終了時までに
見込まれる実績の評価）に向けて、評価書作成ガイドラインを整備した。ガイドラインに
は、大臣の評価コメントの分析結果や総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）が実施
する国立研究開発法人の見込評価等チェックシートの観点等を反映し、評価資料の項目ご
とにアピール力のある成果や効果的な表現の例を盛り込んだ。また、見込評価の結果は、
次期中長期目標策定のための重要な資料となることを意識しながら、見込評価の準備を進
めた。あわせて、期間実績評価（第 4 期中長期目標期間中（平成 27 年度から平成 31 年度
まで）の実績の評価）の評価書を作成する際の作業時間の短縮につながるように、見込評
価書は平成 31 年度に見込まれる実績の記載箇所が明確となる構成とした。なお、外部連携
の成果について、公表に問題ないことを連携先に確認をとること、また記述内容や図表の
全般について、著作権、未発表データなどの点で問題ないことを確認することを評価資料
作成時に徹底した。
平成 31 年度は、第 4 期中長期目標期間の最終年度として、年度評価と期間実績評価の外
部評価を実施する。評価資料の作成では、平成 30 年度までの実績に関する記載を確認する
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とともに、平成 31 年度ついては、見込の記載部分を実績の記載として確定することにより、
期間実績評価資料とする。
見込評価の主務大臣評価結果に対して、CSTI が点検を行うことから、CSTI で今後検討さ
れる、産総研の特性を踏まえた確認事項に関して、必要に応じて対応する。
【効果】
自己評価の項目と大臣が定めた評価項目とを対応させることによって、効率良くかつ効
果的な評価とすることができた。また、新たな評価制度のもとで評価を実施した結果、「橋
渡し」のために求められていること、「橋渡し」のための研究の方向性、「目的基礎研究」
の重要性などの貴重な意見が得られた。これらの意見を取組に反映することで第 4 中長期
目標の達成に活かされる。
評価コメント・評点の入力・共有の仕組みを構築・運用し、改良したことにより、評価
の入力・編集作業が効率化され、作業過程における評点や評価コメントの共有に対して機
密性を上げることができた。この結果、評価結果のとりまとめや評価対象部署との共有を
迅速かつ安全に行うことができた。評価終了後、迅速に評価結果をとりまとめ、所内に共
有し、領域及び各業務担当部署を始め、研究所経営の参考とするための取り組みを行った
ことで、今後の業務改善へ着実に結びつけることが可能になった。また、2 ステップ評価の
導入により、確定した実績値に基づく確度の高い評価結果が得られる制度となり、評価委
員からも高く評価された。
橋渡し機能強化に関する評価指標の追加によって、産総研の橋渡しのパフォーマンスを
より正確に示すことができるようになり、評価の充実につながった。また、大臣が総合評
定を行う際の評価単位ごとの重みについても、「研究成果の最大化」の重みが増したこと
は、産総研の中心の業務である「橋渡し研究」がより正しく評価され、評価の充実や研究
現場のモチベーションアップにつながった。
評価委員に対する事前説明を行ったこと、委員会当日に現場見学会を実施したこと、説
明方法の運用等を改善したことにより、研究開発と関連業務の成果やその効果が評価委員
へより明解かつ正確に伝わるようになったことが、委員会中の質疑応答や評価コメントか
ら判断できた。また、主要な指標データの定義や評価対象部署への提供方法等を検討する
ことにより、より短時間で正確な実績を示すことができるようになり、着実な評価の実施
につながった。
評価プロセスの改善の結果、資料の大幅な修正や追加資料の作成等の膨大な作業が不要
となり、評価業務にかかる作業時間が短縮され、いわゆる「評価疲れ」の軽減につながっ
た。また、ベンチマーク、アウトカム及び社会へのインパクトを明確に意識できるように
なり、目標達成に向けた PDCA サイクルの更なる推進が期待できる。さらに、アウトカムや
社会的インパクトを意識した効果的な記載を心がけることは、評価資料の質の向上のみな
らず、「橋渡し」を推進するための研究説明資料等の作成にも活かされる。
評価書作成ガイドラインを整備したことによって、効果的かつ効率的な評価の実施につ
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なげた。また、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）による特定国立研究開発法人
の見込評価等の点検時に重点が置かれる観点を意識することにより、業績内容を的確に記
載できた。
第 4 期中長期目標期間の業績評価を高い精度で実施することにより、次期中長期の課題
を明確にすることができる。また、平成 31 年度は、年度評価と期間実績評価が併せて行わ
れるが、平成 30 年度見込評価を活用して、期間実績評価資料を作成することで効率的な評
価資料作成が見込まれる。

【実績】
各領域の評価に関わる目標については、領域ごとの特性を踏まえ、理事会での審議を経
て決定した。領域ごとの研究評価委員会の評価を参考に作成した各領域の自己評価案に基
づいて、それらを産総研（組織）の自己評価結果として確定する前に、総合的・客観的・
統一的な視点で比較検証を行い、その妥当性を確認するとともに、必要に応じて適切な領
域間の評価調整を行った。目標達成に向け、PDCA サイクル（P（領域長が目標を含む領域
の年度計画を策定し理事会で決定）、D（当該計画に基づき領域長が主導して研究開発を実
施）、C（領域ごとに掲げた各種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果の質的量的達
成状況等をもとに産総研（組織）として領域を評価）、A（目標の達成状況・大臣評価結果
等を反映したインセンティブを付与した研究予算の配分、それに基づく領域の研究推進に
よる成果の最大化））を機能させた。さらに、毎月、理事長および全領域長が出席する会議
において、目標の達成状況等を報告し、各領域における目標の達成状況や目標達成に向け
た活動状況を共有できるようにした。
平成 27 年度、平成 28 年度は、PDCA サイクルを機能させることに重点的に取り組んだ。
平成 29 年度は、第 5 期に向けた次期中長期計画の立案や発表論文の量・質の向上を目指す
新たなタスクフォースを各々立ち上げた。平成 30 年度後半からは、領域毎の民間資金獲得
アクションプランを作成することで、各領域における民間資金獲得に向けたマネジメント
体制を強化することとし、年度末獲得額の見通しや、それらの背景となる交渉中案件のリ
ストを領域間で共有できるようにした。さらに、論文、特許、および民間資金獲得を中心
としたベンチマーク調査を実施した。
平成 31 年度も引き続き民間資金獲得に向けたマネジメント体制を強化していく。
【効果】
平成 27 年度、平成 28 年度において、PDCA サイクルを機能させることを徹底したことに
より、領域間の競争と協力を深めた。平成 29 年度に新たに立ち上げた発表論文の量・質の
向上を目指すタスクフォースにより、論文発表状況の見える化に取り組んだ。平成 30 年度
では、民間資金獲得アクションプランの作成により、各領域における民間資金獲得に向け
たマネジメント体制が強化され、さらに、企業との共同研究契約等締結に向けた交渉中案
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件リストの領域間での共有により、これまで領域毎に対応していた案件に全所的に対応す
ることが可能となった 。
「ベンチマーク調査」により、特許における産総研の技術的優位性が確認された。また
論文に関しては、被引用に基づくインデックスが中長期的に低下していることが明らかと
なり、今後の課題として認識された。さらに、世界を牽引するトップレベルの基礎研究を
実施していることが明らかとなり、各領域の強い研究分野が客観的に整理された。
以上のように、今後の研究戦略の策定のために必要となるデータとなる産総研が保有す
る要素技術の強み・弱みを把握した。
以上のとおり、産総研全体で PDCA サイクルの徹底に加え、各領域における民間資金獲得
見込み（予想）の見える化および共有化の促進により、民間資金獲得に向けたマネジメン
ト体制が一層強化され、民間資金獲得額が平成 27 年度から平成 31 年度まで一貫して増加
する見込みとなっている。また、論文タスクフォースによる発表論文の量・質の解析やベ
ンチマークによる産総研が保有する要素技術の強み・弱みを把握による、企画本部・イノ
ベーション推進本部・領域間で問題意識を共有し、更なる研究業務運営の改善・効率化が
見込まれる。

Ⅱ．５． 業務の効率化
【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％
以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年
4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以
上を削減するものとする。」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務費（人件費を除く。
）の合計については前年度比１．
３６％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成２７年度及び２８年度においては、
平成２７年４月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度３％以上を削減し、業務
経費は毎年度１％以上を削減するものとする。
」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
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【実績】
運営費交付金事業について、引き続き研究予算を最大限確保するため、固定的な経費は
現状維持しつつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく精査した。
具体的には、平成 27 年度及び平成 28 年度においては、一般管理費を 3%以上削減し、業
務経費を毎年度 1%以上削減した。平成 29 年度以降は一般管理費（人件費を除く）及び業務
経費（人件費を除く）の合計については前年度比 1.36%以上の効率化を達成した。
経費を削減するために、リサイクルシステムによる保有資産の有効活用や複合機の個別
契約から一括契約への変更による運用などを継続的に実施し効率化を実現した。さらに、
平成 29 年度から業務改革推進室を新たに設置し、契約職員の雇用縮減や残業等の更なる改
善を行った。
なお、平成 31 年度においても引き続き業務の効率化に向けた取組を実施するものとする。
【効果】
予算査定段階での精査や各種業務の効率化を第 4 期中長期目標期間を通じて行うことで、
コスト意識が組織全体に浸透した。

Ⅲ． 財務内容の改善に関する事項
【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、
保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必
要がなくなったものについては廃止等を行う。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年
度決算報告」
（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議
決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、
「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、
自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額
を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充
てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること
を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に
行う。
【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
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債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、翌年度の事業計画に反映させる。
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）等
既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取り組みについて、着実に実施する。特に、
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる
ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加
見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経
費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて
いることを踏まえ、経済産業省から指示された第４期中長期目標の考え方に従って、民間
企業等からの外部資金の獲得を積極的に行う。
【実績】
第 4 期中長期目標期間は、平成 28 年度に独立行政法人会計基準が改訂されたことにより
各年度の第 3 四半期末までにセグメントごとの予算を確定する必要が生じ、一層効率的な
予算執行が求められた。そこで、四半期ごとに産総研幹部に対して報告している予算執行
計画の確認、調査、点検と併せて、新たに研究領域や本部・事業組織等へ前年度の残額調
査を実施し、原因分析を踏まえ翌年度計画の収支計画や資金計画等に反映させた。
なお、平成 31 年度においても引き続き財務内容の改善に向けた取組を実施するものとす
る。
【効果】
四半期ごとに予算執行状況を幹部に報告し情報共有を図った。また新たに研究領域や本
部・事業組織等における前年度の残額調査を行ったことで、全所的に予算の効率的な執行
に対する認識が浸透した。

【実績】
過去からの予算執行状況を把握し、残額などが発生した要因を分析したうえで、次年度
へ向けた予算の方針を定めた。これにより、翌年度への繰越額の早期把握や早期執行の促
進が実現されたため、運営費交付金債務が減少し、効率的な予算執行を行うことができた。
なお、平成 31 年度においても引き続き財務内容の改善に向けた取組を実施するものとす
る。
【効果】
次年度開始以前から対応すべき事項を把握できるとともに、領域や本部・事業組織等が
予算執行の現状をあらためて認識することが可能となり、予算執行の促進に繋がった。

【実績】
各領域の評価に関わる目標は、領域毎の特性を踏まえ、理事会での審議を経て決定した。
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第 4 期中長期目標期間を通して目標達成に向けて PDCA を機能させ、目標の達成状況や達成
に向けた活動状況を共有することにより、領域間の競争と協力を深めた。平成 29 年度から
は、本部組織および各領域が民間資金獲得のためのアクションプランを策定し、随時改訂
を行いながら、それに基づく取り組みを実施した。
平成 28 年度には、企業等との連携を推進するイノベーションコーディネータ等を増員し
た。また、研究開発のみならず、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間企業出身者を
イノベーションコーディネータとして積極的に採用するとともに、マーケティング活動に
かかわる職員に対して企業連携のための現任訓練（OJT: On-the-Job Training）を実施す
る等、内部人材の育成及び登用を進めた。イノベーションコーディネータは、平成 30 年 12
月までに総勢約 180 名の体制とした。
平成 28 年度より、企業名を冠することで企業のコミットメントを明確にしつつ、「橋渡
し」研究におけるパートナー企業のニーズにより特化した研究開発を実施する、民間資金
を活用した新たな組織である「連携研究室（冠ラボ）」を設置する制度を整備した。冠ラボ
は、平成 30 年度までに全部で 11 件（平成 31 年 3 月１日設立の１件を含む）となり、企業
からの大型の資金投入による共同研究を実施した。
平成 31 年度末までには、さらに 4 件の冠ラボを設立する見込みである。
【効果】
平成 29 年度に新たに冠ラボを立ち上げた材料・化学領域、エレクトロニクス・製造領域
では、平成 29 年度の民間資金獲得額が平成 28 年度比でそれぞれ約 19％増、約 3％増とな
った。
企業ニーズを踏まえたイノベーションコーディネータからの提案型の働きかけは、企業
との共同研究 1 件あたりの資金提供額の増加をもたらした。働きかけありの場合の 1 件あ
たりの資金提供額（平均 800 万円）が働きかけ無しの場合（平均 400 万円）の約 2 倍を越
えた。
各年度の民間資金獲得額は、平成 27 年度以降、53.2 億円（前年度比約 16％増）、73.4
億円（同 38％増）、84.0 憶円（同 13％増）と着実に増加した。平成 30 年度 12 月時点にお
ける民間資金獲得額は 83.9 億円（平成 29 年度同時期比約 13%増）となり、基準年（平成
23 年度から平成 25 年度）の 46 億円/年から約 2 倍に上昇した。
平成 31 年度も引き続いて、平成 30 年度実績を上回る獲得額が見込まれる。
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Ⅴ． 重要な財産の譲渡・担保計画
【中長期計画】
関西センター尼崎支所の土地（兵庫県尼崎市、１６，９３６．４５㎡）及び建物につい
て、国庫納付に向け土壌汚染調査など所要の手続きを行う。
【実績】
平成 28 年 3 月に閉鎖した関西センター尼崎支所について、平成 28 年度から近畿財務局
と国庫納付に向けた調整を開始し、必要な措置の実施及び関係資料の提出を行った。平成
29 年度においては、土壌汚染調査の前段階となる地歴、毎木、PCB 等の調査を実施した。
平成 30 年度においては、土壌汚染調査（表層）、アスベスト調査（目視・分析）、PCB 機器
調査（近畿財務局追加指示による補完調査）及び敷地測量・地積測量図登記作業を実施し
た。また、平成 30 年 5 月に実施された近畿財務局の現地確認や随時実施した協議において
提示された補完指示事項について調査及び措置を実施した。その対応について近畿財務局
に報告を行い実施内容について適宜了承を得た。
平成 31 年度においては、表層土壌汚染調査の結果に基づき深度方向の土壌汚染調査を実
施して敷地の土壌汚染状態を明らかにし、土壌汚染対策法上の必要な措置を行う。また、
その他の準備事項についても、近畿財務局と内容を調整のうえ実施する。
また、東京本部小金井支所「次世代モバイル用表示材料共同研究センター」の施設の国
庫納付を実施した。平成 23 年度に東京農工大学との共同研究が終了した同施設につき、大
学と産総研関係者で継続的に協議を実施。平成 29 年度の一般競争入札では応札者がいなか
ったものの、平成 30 年 5 月に再度入札を行い、同大学が落札。同年 8 月に所有権の移転を
完了させ、11 月に国庫納付の手続きを完了させた。
さらに、平成 21 年度から生活支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化に取り組み、
平成 30 年 3 月に安全性試験の事業化に目途付けできたため、不要となった「つくば苅間サ
イト」の建物及び付帯設備を平成 30 年 10 月に売却した。
【効果】
関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた手続き及び準備事項について、近畿財務局と
の協議等を確実に行うことで、事業の推進に着実な進捗がみられた。
東京本部小金井支所の国庫納付により、約 1,700 万円の年間維持費の支出停止により産
総研の経済性向上に貢献した。
つくば苅間サイトにおける不要財産の売却により、国庫収入に寄与するとともに、産総
研の維持管理費の削減に寄与した。また、生活支援ロボットの安全性試験の事業化に寄与
した。
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Ⅶ．１． 広報業務の強化
【中長期目標】
産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで
ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ
り、広報業務の強化に向けた取組を行うものとする。また、
「橋渡し」のための技術シーズ
の発掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国
民等の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取組を強化するもの
とする。
【中長期計画】
産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで
ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ
り、広報業務の強化に向けた取り組みを行う。また、「橋渡し」のための技術シーズの発
掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国民等
の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取り組みを強化する。
【実績】
第 4 期中長期目標期間の平成 27 年度以降、プレス発表に関しては関係部署と連携して産
業界に対して的確にメッセージが届くよう、難解な専門用語を平易な表現に改めて情報発
信を行った。また、日刊工業新聞に連載枠を確保し、平成 27 年度以降、東北の被災地 3 県
の企業に対する技術支援の事例、全国の中堅・中小企業との共同研究事例、産総研の技術
シーズを掲載し、企業連携のきっかけづくりを行った。さらに、平成 28 年度には理事長コ
ラムを日経ビジネスオンラインへ計 24 回連載した。平成 29 年度以降は、社会的に関心の
高い「人工知能研究に関する取り組み」について記者懇談会の定期開催を開始した。
取材対応では、熊本地震発生時の急を要する取材依頼などを含め、平成 27 年度から平成
30 年度末までに計 2,955 件（平成 30 年 12 月 31 日現在）の取材に迅速に応えた。平成 30
年度には、新たな基準の決定に産総研が大きく貢献した質量の単位「キログラム」等、国
際単位系の定義が改定されることを受け、マスメディア向けの説明会及びラボツアー、「日
本国キログラム原器」の撮影会を開催し、平成 30 年 11 月 16 日の定義改定採択当日は、フ
ランスで行われた総会および投票を WEB 中継で見守るイベントを企画し、マスメディアへ
も公開した。
平成 31 年度は、引き続きプレス発表等を活用した産業界に対しての研究成果等の見える
化を中心に、効果的なメディアへの情報発信に取り組む。
【効果】
平易な表現でのプレス発表により、報道機関に取り上げられた件数は第 3 期中期目標期
間の最終年度である平成 26 年度から比べると平成 30 年度は 21％増加した（平成 30 年 12
月 31 日現在）。また国際単位系の定義改定においては、記者説明会、ラボツアー、キログ
ラム原器の撮影会、定義採択時の WEB 中継など、長期的なプロモーションを行った結果、
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新聞記事が 90 件以上、テレビ・ラジオ・雑誌等で 10 件以上（平成 30 年 12 月 31 日現在）
取り上げられ、産総研がキログラム定義改定に貢献したことを広く知っていただく機会と
なった。

【実績】
平成 27 年度は、技術の「橋渡し」を目指し、産業技術のショールームとしてリニューア
ルした常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」において、産総研の技術がどのよう
に社会に役立てられていくのか、試作品や解説動画を使ってわかりやすく紹介するなど、
展示物のアップデートに注力した。平成 28 年度には、多様な見学者が研究成果への理解を
深めるための工夫の一環として、子供向けに科学工作等を実施する特別イベントと研究機
器保存棟の特別見学ツアーを併催した。平成 29 年度は、引き続き、従来の展示テーマにつ
いても、コンテンツの充実、展示品の説明パネルの追加など内容の拡充を行った。平成 30
年度には、国際単位系の定義改定やパロを開発した研究者が Ryman Prize（高齢者の生活の
質の向上のための医療・福祉・健康分野での長年の貢献に対する世界最高峰の賞）を受賞
したことをテーマに、その時節に話題となった事案の特別展示を実施した。
また、地域住民への研究紹介と子供たちに科学の面白さを伝える機会として、つくばセ
ンター及び各地域センターにおいて、一般公開を開催し、産総研の研究成果の紹介や体験
型テーマ等に加え、近隣の高校理科クラブの発表ブースを設けるなど、毎年開催テーマに
工夫をした。平成 30 年度は、特に地域での産総研の存在をアピールするため、全国各地の
一般向け科学系イベント等へ合計 16 回の出展を行うとともに、産総研の歴史的成果物・所
蔵物 12 点を国立科学博物館の「明治 150 年記念日本を変えた千の技術博［特別展］
」に出
展した。
平成 31 年度は、引き続き常設展示施設の特別展示や特別イベントを行い、来場者の増加
に努めるとともに、地域イベントに積極的に出展する。
【効果】
常設展示施設の特別イベントと研究機器保存棟の特別見学ツアーの併催や特別展示等を
実施し、リピーターの増加と新たな来館者層の開拓につながった。結果、常設展示施設の
来場者は、34,867 名（平成 30 年 12 月 31 日現在）であり、平成 26 年度（32,721 名）と比
較して増加した。
一般公開では、一般国民等へ産総研の研究成果を紹介するとともに、地域との交流を深め
た。来場者アンケートにおいて、得られた回答のうちの 8 割以上から「また来たい」とい
う回答があり、好評であった。
以上、活動内容や研究成果等の「見える化」を図るため、常設展示施設や一般公開を通
して、また地域でのイベントへ出展することにより、産総研の知名度向上に寄与した。
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【実績】
平成 27 年度に、産総研広報誌を「産総研 LINK」としてリニューアルし、技術の「橋渡し」
の事業化モデルや産総研と企業の双方へのインタビューによる橋渡しの成功事例を中心に
産総研の活動をわかりやすく紹介し、年 5 回（7、9、11、1、3 月号）発行した。平成 28
年度には、オープンイノベーションラボラトリ（OIL）と連携研究室を新たな連携の取り組
みとして紹介し、イベントでの同誌の配布や簡易的なチラシを配布した。平成 29 年度には、
イノベーションコーディネータの活躍による中小企業との連携の成功事例として「シャー
ベット状海水氷の開発」を紹介した。平成 30 年度には、魅力的な記事としてタイムリーな
記事紹介（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長との理事長対談、連
携研究室・連携研究ラボ（冠ラボ）
、AI 橋渡しクラウド（ABCI）の稼働、国際単位系の定義
改定）を掲載した。
平成 31 年度は、引き続き分かりやすい企業連携の事例や研究活動を掲載し、新規購読者
の増加に努めるとともに、同誌の発行に合わせた産総研チャンネルの配信を活用した WEB
ページへの誘導を行い、産総研の知名度向上を図る。
【効果】
リニューアルした産総研 LINK は平成 27 年度に新規購読者として 300 件が登録され、平
成 30 年度は 574 件（平成 30 年 12 月 31 日現在）の購読者となり、平成 27 年度に比べて約
2 倍になった。また、平成 29 年度には産総研 LINK の発行案内を新聞社の WEB 版に掲載し、
平成 28 年度 3,506 回から平成 30 年度 6,127 回と 2,621 アクセス増加した。(平成 30 年 12
月 31 日現在)このように、新規購読者やアクセス数が増加することにより、産総研の知名
度向上に寄与した。

【実績】
平成 27 年度のホームページ全面改定により、デジタルコンテンツを統合・体系的に管理
する CMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入（地域センター含む）し、デザインの
統一化を図った。平成 28 年には、最近 1 年間の研究成果を分かりやすく国民に情報発信す
るため「平成 27 年研究成果ハイライト(和・英)」を作成するとともに、英語版ホームペー
ジを充実させた。平成 29 年度は、講談社と連携し、ブルーバックスでの連載を開始した。
また、研究者本人による「研究者が語る！1 分解説」を開始し、最新の成果を一般向けに解
説する動画を配信した。さらに、ホームページをスマートフォン対応とした。平成 30 年度
は、引き続きブルーバックスでの連載、「研究者が語る！1 分解説」に注力するとともに、
研究のストーリー性を持った動画作製を開始した。以上の新たな取り組みに加え、ツイッ
ターによる一般向けへの情報発信をわかりやすく行い、活動内容や研究成果等の「見える
化」を的確に図った。
平成 31 年度は、引き続きわかりやすい、魅力ある研究成果、研究活動の映像コンテン
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ツを作製し効果的な情報発信を行う。また引き続き、一般向けに情報を拡散するためにツ
イッターからの情報発信を一層強化する。
【効果】
産総研チャンネル（YouTube）に研究成果紹介動画を 207 本（第 3 期中期目標期間比 42 本
増）公開し、第 3 期中期目標期間最終年度（平成 26 年度）から総再生回数が 359 万回増加
した（総再生回数 894 万回）（平成 30 年 12 月 31 日現在）。また、ツイッターにより、一
般向けへの情報発信を強化し、公式ツイッターの登録者が 8,061 名となり第 3 期中期目標
期間より 5,151 名増加し（平成 30 年 12 月 31 日現在）、多くの者に情報が提供・拡散され
ることとなり、産総研の知名度向上に寄与した。

Ⅶ．４． 内部統制に係る体制の整備
【中長期目標】
内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つ
であることから、
「独立行政法人の業務の適性を確保するための体制等の整備」
（平成 26 年
11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、必要な取組を
推進するものとする。
【中長期計画】
内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つ
であることから、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２
６年１１月２８日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、内部
統制に係る体制の整備を進める。
【実績】
平成 27 年度は、コンプライアンス推進本部がリスク情報を収集し、それを理事長以下関
係幹部に報告することにより、迅速に対応策の検討が行える仕組みを構築した。
平成 28 年度は、理事長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を毎週開催し、リス
クの管理と危機対策が適切に行われているかチェックする体制を確立した。
平成 29 年度は、引き続きコンプライアンス推進委員会、研究戦略委員会、人事委員会等
の各委員会において、委員として担当理事を明確化して、理事長への報告及び指示を受け
る体制のもとで組織マネジメントを実施した。
平成 30 年度は、ガバナンス改革担当理事を新たに指名し、産総研のガバナンス改革に関
して、①意思決定プロセスの見直し、②適切な業務実施の徹底、③事後チェック体制の整
備、④ガバナンス上の個別懸案事項の解決、⑤意識改革等、について報告書をまとめ、経
済産業省へ報告した。特に意思決定プロセスに関しては、理事会を中心として組織ガバナ
ンスを効かせる体制を確立するため、理事会に付議する前に審議する各種会議や委員会な
どの会議体やその運用ルールを整理した。また、情報セキュリティの統括部署として「情
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報セキュリティ部」の新設、業務推進支援部に設置していた法務室を法務部に格上げする
など、産総研におけるガバナンス体制を強化した。
平成 31 年度には、平成 30 年度に整理した組織体制や会議体により、責任と権限を明確
にした体制で組織としての意思決定を効率的に行うとともに、引き続きガバナンスの強化
を進める。
【効果】
コンプライアンス推進本部等の関係部署によるこれまでの取り組みに加え、不正なアク
セス事案を契機として体制・運用等の再整理を行った結果、組織としての意思決定プロセ
スの見直し、適切な業務実施の徹底、内部監査等の組織運営を事後的にチェックする体制
の整備、個別懸案事項の解決、意識改革等を着実に実施していく体制が構築された。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

１．企画本部（年度評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(９)

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）＜一部＞

Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
＜一部＞
Ⅰ．３．(２)

組織の見直し ＜一部＞

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．２．

PDCA サイクルの徹底

Ⅱ．５．

業務の効率化

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

Ⅴ．

不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

Ⅶ．１．

広報業務の強化

Ⅶ．４

内部統制に係る体制の整備

＜一部＞
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＜一部＞

Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）
【中長期目標】
産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公設
試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡
しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。
また、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進
捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も
踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異
動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の強
化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小若
しくは廃止するものとする。
【中長期計画】
産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総研
の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全国レ
ベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公設試職
員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を推進し、
所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携して、地域
中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総研の技術ポテ
ンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するために必要な人材
の育成に取り組む。
さらに、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の
進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、
他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強するこ
とにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門
等を縮小若しくは廃止する。
【平成 30 年度計画】
・まち・ひと・しごと創生本部決定の「政府関係機関移転基本方針」を踏まえて石川県
及び福井県に整備した拠点を中心として、県及び公設試との連携により、地域中堅・
中小企業への「橋渡し」等を推進する。
【実績】
「政府関係機関移転基本方針」に基づき連携拠点として整備した「石川サイト」と「福
井サイト」を中心として、県、公設試及び産業支援機関等との連携により、地域中堅・中
小企業への「橋渡し」等を引き続き推進した。石川サイトでは 10 名（うち 7 名は産総研イ
ノベーションコーディネータとして委嘱した公設試等の職員）、福井サイトでは 12 名（同 8
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名）のイノベーションコーディネータ等が、企業と面談して技術相談等を実施した（石川
県では 31 社 59 回、福井県では 23 社 48 回（平成 30 年 12 月末時点）
）
。また、産総研の最
新のシーズや研究戦略を地域の方に広く知っていただき、県内企業の技術ニーズを把握し、
連携を構築するため、
「テクノブリッジセミナー」を石川県と福井県で各 1 回実施するなど、
イベントを積極的に開催した。
「政府関係機関移転基本方針」に基づき、名古屋大学内に開所した産総研・名大

窒化

物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ」（GaN-OIL）は、名古屋大学が
事務局となっている窒化ガリウム（GaN）研究コンソーシアムのもと、名古屋大学や参加企
業等との連携により、NEDO や文科省のプロジェクトを獲得・実施した。地元企業とは、GaN
研究コンソーシアムのもとで連携を図っており、平成 30 年度は、今後の共同研究開始に向
け検討を進めた。さらに、現在愛知県が平成 31 年度から開始する「知の拠点あいち重点研
究プロジェクト」への提案内容を検討した。本プロジェクトでは地元大学のほか、地元中
小企業複数社を含めた体制で提案する計画である。さらに、GaN-OIL は、独自な高指向性
LED 用の微小角錐台形成技術の確立と PL 発光確認の成果を上げて、企業とのマイクロ LED
のベンチャー企業立ち上げを協議中である。また、名古屋大学に新設された世界唯一の GaN
の研究拠点である「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設（C-TECs）」に入居すること
により、地元企業、その他関連企業、大学関係者との連携を強化した。
産総研・九大 水素材料強度ラボラトリ（HydroMate）については、福岡水素戦略との連
携のもと、安全性と経済性を兼ね備えた革新的水素材料の開発を目指した基礎研究を推進
した。さらに、九州地域の特色を生かした企業連携、国際連携を推進するために、九州水
素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラムを主催し、水素材料に関する日・中・
韓共同ワークショップを共催した。
【効果】
「石川サイト」「福井サイト」において、つくば・各地域センターの研究者やイノベー
ションコーディネータとともに、地域企業のニーズにオール産総研の技術シーズで応える
形の連携チームを形成して活動に取り組んだ結果、石川県では 7 件、福井県では 3 件の共
同研究等が新規に成立し、県内企業との連携を構築した。また、これら「石川サイト」「福
井サイト」の活動は、連携先である（公財）石川県産業創出支援機構と（公財）ふくい産
業支援センターが今年度、全国イノベーション推進機関ネットワークの地域産業支援プロ
グラム表彰事業において、それぞれ経済産業大臣賞と全国イノベーション推進機関ネット
ワーク会長賞を受賞する一助となった。
GaN-OIL は GaN 研究コンソーシアムのもとで、HydroMate は福岡水素戦略との連携のもと
で、第 4 期中長期目標通りに地域中堅・中小企業への「橋渡し」を推進した。さらに、地
域との連携以外にも、GaN-OIL は、最新鋭の実験施設 C-TECs を通して国内主要企業や大学
関係者との連携強化を図り、 HydroMate は、国際フォーラムやワークショップ開催を通し
て世界最先端の拠点形成や東アジアでの連携加速に関する実績を上げた。
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Ⅰ．１．（１１）

「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入

【中長期目標】
「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることから、
「橋
渡し」研究を担う研究領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲得の増
加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究資金の配
分を厚くするなどのインセンティブを付けるものとする。但し、公的研究機関としてのバ
ランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産業
界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設けることも必要である。また、具体的
な評価方法を定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業
化に関しては大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、
研究分野毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とすることが必要である。
【中長期計画】
「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることから、
「橋渡し」研究を担う領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲得の増
加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究資金の配
分を厚くするなどのインセンティブを付ける。但し、公的研究機関としてのバランスや長
期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産業界からの資
金獲得金額や受託件数に一定の限度を設ける。また、具体的な評価方法を定めるにあたっ
ては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業化に関しては大企業以上に積
極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、研究分野毎の特性に対する考
慮などを勘案した評価方法とする。
【平成 30 年度計画】
・「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか
ら、平成 30 年度も引き続き「橋渡し」研究を担う領域への研究予算は民間資金獲得
実績を最重視して行う。
・各領域の評価に際しては、数値目標を掲げた民間資金獲得額、論文発表数、論文の合
計被引用数、実施契約等件数、イノベーション人材育成人数の達成状況に加え、具体
的な研究成果や知的基盤の整備状況等、上述の評価軸、評価指標及びモニタリング指
標に基づいて行う。評価結果については平成 31 年度の研究予算の予算配分に反映さ
せる。
【実績】
領域に所属する研究を主務とする研究職員数に比例した配分額（基礎配分）を平成 29 年
度と比して約 75％に削減し、民間資金獲得額に応じて配分するインセンティブ予算（実績
評価配分）の研究予算に占める割合を平成 29 年度と比して 5％増やした。
【効果】
実績評価配分を実施することにより、第 4 期中長期目標の最重要の経営課題である「橋
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渡し」機能強化について、研究職員の取組意識が醸成された。その結果、平成 30 年度の民
間資金獲得額は 12 月時点で 83.9 億円であり、最終的に平成 29 年度実績（83.3 億円）を上
回り、90 億円超になる見込みである。

【実績】
各領域の評価は、平成 30 年度計画に領域ごとに掲げた各種数値目標の達成状況に加え、
具体的な研究開発成果の質的量的状況等を踏まえて実施した。
知的基盤整備の評価は、地質図、地球科学図等の整備状況、計量標準及び標準物質の整
備状況等を指標として、国の知的基盤整備計画に基づいて着実に知的基盤の整備に取り組
んでいるか、計量法に関わる業務を着実に実施しているかを評価軸とした。
年度計画に記載されている領域評価およびその予算配分への反映以外にも、産総研が保
有する要素技術の強み・弱みを把握するために、国内外の研究機関や世界水準と比較して
現在の技術力の分析（ベンチマーク調査）を実施した。
【効果】
平成 30 年度の各領域予算において、外部資金獲得額、知的基盤整備の評価、主務大臣に
よる領域評価を実績評価配分及び知的基盤配分に反映させただけでなく、論文発表数、若
手育成等の長期的な展望も考慮した予算配分を実施したことにより、領域の研究活動の更
なる活性化及び「橋渡し」機能の強化に繋がった。
「ベンチマーク調査」により、特許における産総研の技術的優位性が確認された。また
論文に関しては、被引用に基づくインデックスが中長期的に低下していることが明らかと
なり、今後の課題として認識された。さらに、世界を牽引するトップレベルの基礎研究を
実施していることが明らかとなり、各領域の強い研究分野が客観的に整理された。以上の
ように、今後の研究戦略の策定のために必要となるデータとなる産総研が保有する要素技
術の強み・弱みを把握した。

Ⅰ．３．（２） 組織の見直し
【中長期目標】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり
方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋
渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築
する。
「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体
制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮できる
環境を整備するものとする。
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また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見
直すこととする。
「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把
握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の
検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するものと
する。
【中長期計画】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も
含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」
を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織をⅠ．の冒頭に示した７領域に再
編したうえで各領域を統括する領域長には「１．
『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を
課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域
長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連
携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング情
報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネー
タを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動向、
産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究ユニ
ットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡し」研
究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センター長を
中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域を超えて
必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備する。また、
研究センターにおいては、
「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につながるポテンシャ
ルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。
また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見直す。
さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための戦略予算を本部組織が領域に配
分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタスクフォ
ースを設置できるようにする。
【平成 30 年度計画】
・更なる業務の適正化及び効率化を目指し、継続的に組織・制度の見直しを実施する。
研究推進組織は産業界の動向や民間企業、社会ニーズへ対応するため、柔軟な見直し
を実施する。
・さらに、革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズや優秀な研
究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を加速させるため、大学等外
部機関の構内に連携研究を行うための研究組織「オープンイノベーションラボラトリ
(OIL)」を引き続き整備する。
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・産総研全体として「橋渡し」機能の強化を図る体制を維持する観点から本部組織等に
ついて、必要に応じて柔軟に見直す。
・機動的に融合領域の研究開発を推進するための理事長戦略予算を本部組織等の決定に
基づき、領域に一定程度配分できるようにする。
【実績】
政府主導により、産業界におけるサイバーセキュリティの顕在化した脅威や潜在的な課
題の洗い出しを行っており、産総研内においても拠点化を求められたことから情報・人間
工学領域に、サイバーフィジカルセキュリティ研究センター及び、人間拡張研究センター
を平成 30 年 11 月 1 日付け設置した。
【効果】
サイバーフィジカルセキュリティ研究センターの設置し、ハードウェアのセキュリティ
と、人工知能のセキュリティ の 2 つの課題に重点的に取り組むことにより、ハードウェア
からシステム、サービスに至るバリューチェーンにおいて、セキュリティのレベルを確認
（検証）可能とし、産業界全体のサイバーセキュリティの強化を加速することが期待でき
る。
人間拡張研究センターの設置により、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ
たシステムによって社会問題の解決を図る人間拡張技術の開発を進めることで、第 5 期科
学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されている
「Society5.0」の実現に貢献した。

【実績】
平成 30 年度は、OIL 室主導で、既存の「オープンイノベーションラボラトリ（OIL）」体
制の拡充による労務管理・安全管理の徹底、論文や資金獲得等の成果のとりまとめ、橋渡
し促進のための追加予算配賦などを実施した。また、新規 OIL 設立を各領域に募集し、企
画本部で審査の結果、数件について平成 31 年度中の設立を目指して検討を開始した。さら
に、OIL を活用した「橋渡し」を実現するため、OIL 合同シンポジウムを開催し、各 OIL と
参加者間の情報交換等を行った。大学や民間企業等から 114 名の参加があった。
【効果】
平成 31 年度中に 10 拠点以上設置の第 4 期中長期目標達成へ順調な進捗がみられた。さ
らに、OIL 合同シンポジウムにおいて、大学や民間企業等から 114 名の参加があり、8 研究
拠点の認知を促進した。

【実績】
平成 30 年 10 月 1 日に法務部を設置し、法務業務を行う体制を強化した。
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また、柏センターを設置し、「Society5.0」の基盤をなす、人間拡張技術の研究を進め
るための体制を整備した。
さらに、既存の情報基盤部を廃止し、情報セキュリティの統括部署として「情報セキュ
リティ部」を新設した。加えて、情報化推進を担う部署として、環境安全本部内に「情報
システム室」を設置した。
【効果】
法務部の設置による法務業務の体制強化により、個別事案に係る相談対応についての迅
速化や業務効率化が図られる。また、個別事案に係る相談対応についての迅速化が図られ
るためリスク顕在化の未然防止効果が期待される。
柏センターの設置によって、我が国の AI 技術に関する最先端の研究開発・社会実装の加
速化を図ると共に、「Society5.0」の実現に資する。
情報セキュリティ部及び情報システム室を設置し、情報セキュリティを担う部署と情報
化推進を担う部署を明確に分けたことは、不正なアクセスへの対策を強化するとともに、
情報セキュリティリスクの低減が図られる。

【実績】
機動的に融合領域の研究開発を推進するために、民間資金獲得額強化、領域連携促進、
グローバル拠点強化、地域センター機能強化などの課題に対応するため、理事長戦略予算
（戦略予算）として、領域、地域センター、本部組織から提案された計 52 件の戦略課題へ
重点的に 15 億円を配分した。
【効果】
戦略予算を配分することにより、領域融合の促進、大型の企業連携、民間資金獲得強化、
地域センターの機能強化が推進された。平成 30 年度の実施課題により得られた民間資金獲
得額は、13 億円以上になる見込みである。また戦略予算を活用した地域センター発の橋渡
しモデル作り支援策の実施により、北海道センターを中心とした農耕連携の強化・開拓に
向けた取り組みなど、地域センターの連携機能が強化された。
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項
【中長期目標】
①法人の長のマネジメントの裁量の確保・尊重
法人の長が国内外の諸情勢を踏まえて法人全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す
ることが可能な体制を確保するものとする。
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す
ることが可能な体制を確保する。
・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実
施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者
や優れた技術を集結させる体制を整備する。
・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企業
等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合的に
取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。
【平成 30 年度計画】
・各界の有識者である外部委員で構成される経営戦略会議を開催し、会議で出された研所
の進むべき方向についての提言を、理事長による組織運営マネジメントに反映する。
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・理事長戦略予算の位置づけを明確化し、当該予算で実施する課題は、各領域、地域セ
ンターおよび本部事業組織の提案の中から、理事長、副理事長、本部長の合議で決定
する。
・パートナー企業のニーズに、より特化した研究開発の実施を目指し、企業との大型共
同研究等を行うための組織「連携研究室(冠ラボ)」の設置を進め、平成 29 年度実績
と同等以上の設置数を目標とする。
・大学等外部機関の構内に連携研究を行うための研究組織「オープンイノベーションラ
ボラトリ(OIL)」を引き続き整備する。また、橋渡しの実現に向け、シンポジウム等
の開催、担当 IC の配置、知財取扱指針の整備等、OIL 運営体制の強化を図る。
【実績】
平成 30 年度も平成 29 年度に引き続き、外部有識者で構成される経営戦略会議を開催し
た。第 1 回（平成 30 年 9 月 5 日）はつくばセンターにて開催し、「若手研究者による研究
活動紹介」、
「平成 29 年度法人評価結果報告」、
「前年度の審議内容のフォローアップ」及び
「最近の取組について（特許活動の現状と課題について、業務改革の取組状況について）」
について議論を行った。併せてつくばセンターにおける知的基盤部門（計量標準総合セン
ターならびに地質調査総合センター）の研究活動視察を行った。委員からは特許活動およ
び業務改革に関する提言があった。また第 2 回（平成 31 年 2 月 6 日）は、東京本部にて開
催し「産総研発ベンチャーの活動紹介」、
「科学技術・イノベーション政策の動向」、及び「産
総研の現状と今後の方向性について」について議論を行った。
【効果】
「研究者の知財マインド向上が必要」との委員の指摘を受け、従来実施している知的財
産・標準化セミナーを、10 月以降は開催頻度を高めて毎月開催としており、内容も実践的
な内容とするなどコンテンツの充実を図った。また、「地域産業には AI や IoT を使いこな
せる人材が少ない」との委員の指摘を受け、「AI 道場」について平成 30 年度は地域センタ
ー3 か所で公設試向けの講義を行った。「IoT 道場」についても理事長戦略予算を活用し、
地域産業等への導入を目的として地域、中小企業のニーズ調査を実施した。現在、産総研
保有技術を活かした IoT プログラムを作成中である。

【実績】
理事長裁量の予算において、戦略予算に 15 億円、理研－産総研チャレンジ研究に 1 億円、
エッジ・ランナーズに 0.9 億円を配分した。
戦略予算においては、領域融合の促進及び大型の企業連携、民間資金獲得強化、地域セ
ンター機能強化等に向けた計 52 件の提案型課題（1 件あたり 1,200-9,000 万円（調査研究：
200-1,200 万円））を採択した。中長期的な戦略策定を目的とした「サステナブル技術連携
促進シンポジウム」を戦略予算により開催した。
「物質循環技術」、
「モビリティエネルギー」、
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「インフラメンテナンス」、「ヘルスケア」をテーマに計４回開催した。本シンポジウムを
きっかけとして、産総研内の関連技術の整理を行い、持続可能な開発目標（SDGs）のため
の技術的な課題、産業技術と社会との連携についての議論をすすめ、第 5 期以降にむけた
産総研の全所的な取組みについて検討を行った。
民間企業では実現が難しいハイリスク・ハイインパクトな基礎研究を若手研究者が実施す
ることを中長期的に支援する「エッジ・ランナーズ」を平成 29 年度に引き続いて実施した。
継続課題 5 件（１件あたり平均 1,000 万円）に加え、新規課題を募集し、応募件数 8 件に
対し理事長、副理事長の最終面接を経て 5 件の研究課題（1 件あたり平均 870 万円）を採択
した。また、次年度以降の選考において、所内トップクラスの研究者による技術審査を導
入するなどの審査プロセスの整備を行った。
理化学研究所（理研）との「理研－産総研チャレンジ研究」においては、平成 29 年７月
のステージゲート審査にて FS 研究課題からステージアップした准本格研究課題（6 件）と
平成 30 年１月より進行中の FS 研究課題（7 件）のうち、書類審査を通過した課題（7 件）
について、平成 30 年 7 月に両理事長参加の下、ステージゲート審査会を開催した。その結
果、2 件を本格研究課題（各機関へ課題ごとに年間 1,500-2,000 万円を配分）
、3 件を准本
格研究課題（各機関へ課題ごとに年間 300-500 万円を配分）として採択した。
また、平成 30 年 11 月に、理研-産総研の精鋭若手・中堅研究者による「第 3 回 21 世紀
イノベーションリーダーワークショップ」
（参加者数：53 名［産総研：34 名、理研：19 名］、
開催場所：産総研つくばセンター・共用講堂）を開催し、2050 年の社会課題解決に向けた
研究課題や社会構造のシフトチェンジを起こしうる革新的な技術開発に繋がる研究課題に
ついて議論した。平成 30 年 12 月には、新たな研究課題について募集・審査を行い、応募
件数 17 件のうち 6 件を FS 研究課題（各機関へ課題ごとに年間 100-200 万円を配分）とし
て採択し、平成 31 年 1 月より研究を開始した。
【効果】
「戦略予算」を領域へ配分することによって、領域融合の促進、大型の企業連携、民間
資金獲得強化等が期待できる。「サステナブル技術連携促進シンポジウム」では、総計 700
名を超える参加者があり、目的基礎研究の展開、政策に対する取組み、企業における開発
状況等、多岐にわたる話題に関して討議が進められた。その後、産総研の研究開発技術の
整理を行い、シンポジウムにおけるコメント・意見交換を反映した中長期の研究戦略を策
定し、戦略予算への提案を行う見込みである。一部は、民間との連携に発展した。
「エッジ・ランナーズ」は、若手研究者に予算と裁量権を与え、単年度ではなく複数年
度での評価とすることによって研究の自由度を高め、若手研究者の活性化及び若手技術シ
ーズ創出力を強化した。継続中の課題はまだ平成 30 年 12 月時点で 1 から 2 年目であるた
め、この時点で個別の評価はしないことになっているが、インパクト・ファクターが 40 を
超える雑誌に論文を発表するなどの効果が現れ始めている。
「理研－産総研チャレンジ研究」では、理研と産総研の連携・協力に関する基本協定の
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もと、2050 年の社会課題解決に向けた研究（課題解決型研究）や社会構造のシフトチェン
ジを起こしうる革新的な技術構築を目指した研究（技術革新型研究）について、若手・中
堅研究者が中心となり、両機関が連携して初めて達成可能となる世界初／世界一の研究開
発を実施している。また、グローバルリーダーとなる両機関の若手人材のネットワークを
形成することによって、科学・産業技術イノベーションを強力に推進する人材育成効果が
期待できる。
なお、一部の研究課題については、戦略的創造研究推進事業（JST・CREST)、光・量子飛
躍フラッグシッププログラム（文部科学省・Q-LEAP）、科研費（基盤 A・B、新学術領域研
究）などに採択され、外部資金獲得実績が出つつある。

【実績】
平成 30 年度は、以下の連携研究室／連携研究ラボ（冠ラボ）を設置した。
・UACJ-産総研 アルミニウム先端技術連携研究ラボ
・清水建設-産総研 ゼロエミッション・水素タウン連携研究室
さらに、NEC-産総研 量子活用テクノロジー連携研究室を平成 31 年 3 月 1 日に設置するこ
とが決定し、平成 30 年 11 月に発表した。
平成 29 年度に引き続いて、各冠ラボごとの成果報告懇談会、また全ての冠ラボ関係者を
対象とする冠ラボ交流会を開催した。さらに、新規パートナー企業の開拓をめざして、平
成 30 年 10 月に冠ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加を得た。
【効果】
冠ラボ制度の運営が軌道に乗り、また所内に認知されたことにより新規設置が継続的に
行われた。冠ラボは、件数としては平成 29 年度比 3 件増、民間資金獲得額でも約 14％増と
なった。また、冠ラボシンポジウムの開催により、多くの企業に冠ラボの具体例、メリッ
トが周知され、企業 7 社と新たな連携に向けた協議が開始された。

【実績】
平成 29 年度に引き続き、企画本部に設置した OIL 室により、全 OIL を対象とした定期連
絡会開催、労務管理・安全管理の一層の改善、研究成果のとりまとめ、橋渡し促進のため
の追加予算配賦などを実施し、各 OIL の運営管理を一層強化した。平成 30 年 6 月の OIL 合
同シンポジウムにおいて、8 研究拠点の活動を民間企業・行政機関などへ紹介するとともに、
参加者との交流を図った。各 OIL においても、連携先開拓のため、シンポジウム開催、コ
ンソーシアム形成、定例勉強会開催等により、連携先の開拓に努めた。
以上の取り組みの結果、リサーチアシスタントの学生による優れた目的基礎研究成果（産
総研・名大

窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ：「次世代パワ
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ーデバイス材料の結晶欠陥を非破壊検出方法」
）が生まれ、産業界も利用可能な AI 橋渡し
クラウド（ABCI）がスパコン性能ランキング世界 5 位にランクインする（産総研・東工大 実
社会ビッグデータ活用 オープンイノベーションラボラトリが設計・開発に関わる）等、プ
レスリリース 11 件に繋がる研究成果が得られた。
【効果】
第 4 期中長期計画に沿った OIL の運営体制強化により、平成 30 年 11 月段階で、大学と
の連携体制の更なる充実（桂冠フェロー1 人、クロスアポイントメント 12 人、招聘研究員
18 人、ポストドクター40 人、リサーチアシスタント 62 人）が図られた。さらに、優れた
若手人材の育成や、大学等から生まれた優れた技術シーズの産業界への橋渡しで、過年度
以上の成果が得られた。

Ⅱ．２． ＰＤＣＡサイクルの徹底
【中長期目標】
各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行うものとする。評価に当たっ
ては、外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築するものとする。また、評
価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹底するもの
とする。
【中長期計画】
各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。評価に当たっては、外部
の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築する。
また、評価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹
底する。
【平成 30 年度計画】
・評価の実施及び評価結果の各部署へのフィードバックに当たっては、必要に応じて改善
を行い、更なる充実とともに効率化を図る。
・年度評価に加え、第 4 期中長期目標期間にかかる平成 31 年度当初の見込評価に向けて、
効果的かつ効率的な実施方法を決定し準備を進める。
・評価結果を領域への予算配分額に反映させること等を通じて産総研全体として目標を達
成するための PDCA サイクルを働かせる。
【実績】
平成 30 年度の評価の充実と効率化を図るために、評価書作成ガイドラインを整備すると
ともに、資料作成にかかる所内説明会を評価対象部署ごとに丁寧に実施した。評価書作成
ガイドラインには、評価委員会の資料の項目ごとに、平成 31 年度に作成する自己評価書に
有効活用できるような記載のポイント、アピール力のある成果及び効果的な表現の例を盛
り込んだ。そのために、平成 29 年度の大臣評価コメントで選び出された自己評価書の実績
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内容の記述及び、主務大臣に高い評価を得ている他法人の自己評価書の実績内容の記述を
分析した。さらに、平成 29 年度の評価書の初稿から最終稿までの修正の過程を再確認し、
評価書作成にあたって注意すべき点を抽出した。
また、平成 29 年度に引き続き、前年度評価委員会での評価委員（外部の専門家・有識者）
による評価コメント、自己評価検証委員会でのコメント及び大臣評価コメントを整理して、
評価対象部署に提供した。
さらに、情報セキュリティを重視し、評価委員、評価対象部署及び委員会事務局の間で
評価コメント・評点等を入力・共有するためにファイル転送システムを活用することによ
り、評価作業過程における情報伝達の安全性を厳格化した。
【効果】
評価書作成ガイドラインを整備した結果、資料修正に要する作業時間の大幅な削減が見
込まれる。また、ベンチマークやアウトカムや社会的インパクトを意識した効果的な資料
となる。さらに成果を最大限にアピールすることができるようになり、評価資料の質の向
上のみならず、「橋渡し」を推進するための研究説明資料等の作成にも活かされる。評価委
員等のコメントを整理して、評価対象部署に提供することで、現状の体制や取組の更なる
改善点の洗い出しやこれを踏まえた改善、一層の取組強化に繋がり、PDCA サイクルの更な
る推進が期待できる。また、ファイル転送システムの活用によって情報伝達の安全性を確
保した結果、引き続き、評価作業過程において評価委員、評価対象部署及び委員会事務局
の間で業績内容や評価委員コメントを深く審議検討することが可能となった。これらを通
して、評価確度の向上及び確度の高い評価結果に基づく PDCA サイクルの推進が期待される。

【実績】
平成 30 年度は、年度評価に加え、見込評価（第 4 期中長期目標期間における平成 30 年
度までの実績及び平成 31 年度終了時までに見込まれる実績の評価）に向けて、以下のとお
り柔軟に評価体制を見直し、工夫をしながら効果的かつ効率的な実施方法を決定し準備を
進めた。①既に見込評価が終了している他法人の自己評価書の調査等による情報収集を行
い、それらの結果を参考にしながら実施方法の検討を行った。また、総合科学技術・イノ
ベーション会議により実施される特定国立研究開発法人の見込評価等チェックシートも確
認し、評価書に評価の観点に対する内容が反映されるようにした。②外部の専門家・有識
者による評価委員会については、見込評価と平成 30 年度評価を同時に審議した。③見込評
価に重心をおいた評価書作成を行った。④さらに平成 32 年度に期間実績評価書を作成する
ことを考慮し見込評価書は平成 31 年度に見込まれる実績の記載箇所が明確となる構成とし
た。
【効果】
見込評価と年度評価についての同時審議を行うことにより、評価委員会開催のためのコ
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スト及び業務負担を削減することができた。また、既に見込評価を終了した他法人からの
情報収集、見込評価に重心をおいた評価書作成、平成 31 年度見込み実績の記載箇所の明確
化によって、評価資料作成にかかる時間を短縮しつつ、メリハリのついた資料作成と評価
資料の内容の充実を図ることができた。これらの効率的かつ効果的な評価の実施によって、
第 4 期中長期目標期間の取り組みの改善点などが明確となり、目標達成に寄与する。さら
に、第 4 期中長期目標期間終了後の取り組みの検討に活用できる。

【実績】
各領域の評価に関わる平成 30 年度の目標については、領域ごとの特性を踏まえ、理事会
での審議を経て決定した。目標達成に向け、PDCA サイクル（P（領域長が目標を含む領域
の年度計画を策定し理事会で決定）、D（当該計画に基づき領域長が主導して研究開発を実
施）、C（領域ごとに掲げた各種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果の質的量的達
成状況等をもとに産総研（組織）として領域を評価）、A（目標の達成状況・大臣評価結果
等を反映したインセンティブを付与した研究予算の配分、それに基づく領域の研究推進に
よる成果の最大化））を機能させた。
平成 30 年度は、通常の PDCA サイクルに加え、民間資金獲得額向上のためのアクション
プランを策定し、イノベーション推進本部や企画本部による各領域の民間資金獲得に向け
た支援を一層強化するとともに、各領域におけるベストプラクティスを共有した。さらに、
各領域の民間資金獲得に向けたマネジメント体制を強化した。具体的には、各領域の民間
資金獲得見通しの算出、また、それらの根拠となる民間との共同研究等の連携案件リスト
の作成等を実施し、それらの全所的な共有化を行った。
【効果】
毎月、理事長、全領域長及び幹部が出席する会議において、民間獲得額を始めとする各
種指標に関する目標の達成状況等を報告し、他領域における目標の達成状況や目標達成に
向けた活動状況を共有することにより、領域間の競争と協力を深めた。
各領域における民間資金獲得に向けたマネジメント体制が強化により、これまで領域ごと
に対応していた案件の全所的な対応が強化された。以上により、民間資金獲得に向けた産
総研全体の体制が強化された。

Ⅱ．５． 業務の効率化
【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％
以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年
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4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以
上を削減するものとする。」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務費（人件費を除く。
）の合計については前年度比１．
３６％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成２７年度及び２８年度においては、
平成２７年４月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度３％以上を削減し、業務
経費は毎年度１％以上を削減するものとする。
」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【平成 30 年度計画】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務費（人件費を除く。）の合計については前年度比 1.36%
以上を削減する。
【実績】
運営費交付金事業について、引き続き研究予算を最大限確保するため固定的な経費は現
状維持しつつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく精査し削減することにより、一
般管理費及び業務経費の平成 29 年度比 1.36%の削減を実施した。
また、平成 29 年度に業務改革推進室を設置し、業務フロー分析等を行いながらオール産
総研で「業務改善・効率化」を推進することで、契約職員の雇用縮減や残業縮減等の更な
る改善を成し遂げた（契約職員の雇用費や残業代は中長期計画の「人件費」に含まれない。）。
【効果】
予算査定段階での精査によって、本部・事業組織等におけるコスト意識の醸成につなが
るとともに、予算の効率的な執行の促進につながることができた。

Ⅲ． 財務内容の改善に関する事項
【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、
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保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必
要がなくなったものについては廃止等を行う。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年
度決算報告」
（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議
決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、
「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、
自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額
を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充
てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること
を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に
行う。
【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、翌年度の事業計画に反映させる。
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）等
既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取り組みについて、着実に実施する。特に、
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる
ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加
見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経
費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて
いることを踏まえ、経済産業省から指示された第４期中長期目標の考え方に従って、民間
企業等からの外部資金の獲得を積極的に行う。
【平成 30 年度計画】
・運営費交付金を充当して行う事業について、セグメント毎、ユニット毎等の執行状況を
定期的に調査し、引き続き予算の計画的・効果的な執行を促す。
・運営費交付金債務の発生要因等と分析される、各種状況変動により生じる執行残額を早
期に検知することで債務減少を図る。
・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額 を 138 億円/年以上にすることを目指
し、平成 30 年度は中長期目標策定時点から 160%増である 119.6 億円/年を産総研全体の
目標として掲げる。
【実績】
領域については研究ユニット単位、本部・事業組織等については部単位で四半期ごとの
予算執行計画を策定。理事長をはじめとする幹部が出席する会議において、総務本部担当
理事から予算執行状況を定期的に報告することによって執行状況を把握し、研究ユニット
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や各部署における早期執行を促した。
【効果】
定期的に予算執行状況を幹部に報告し情報共有を図ることで、研究領域や本部・事業組
織等の長が相対的に他部署とも比較した上で随時状況を把握することができた。そして、
当該長が所掌する組織内において予算の計画的な執行の必要性を改めて認識させることに
つながり、効率的な予算執行を継続できる効果につながった。

【実績】
平成 29 年度と同様に、経理担当部署と連携して毎月定期的に執行状況を把握し、必要に
応じて各部署の予算執行管理を徹底させた。業務状況の変化に伴い発生する不用額につい
ては早期に回収し必要な部署へ追加配分を実施しており、
特に平成 30 年度中にについては、
事前に要望調査を行った上で必要性・緊急性を考慮して更なる研究活動の推進等に資する
再配分を実施した。
【効果】
定期的な予算執行状況を見極めることで、各種状況変動により生じる執行残額の早期検
知が可能になった。これにより、研究領域や本部・事業組織等との早期調整が実現できた
ため、運営費交付金債務の減少が促進される効果につながった。

【実績】
民間資金獲得額向上のためのアクションプランを策定し、イノベーション推進本部や企
画本部による各領域への民間資金獲得に向けた支援を一層強化するとともに、各領域にお
けるベストプラクティスを共有した。また、各領域の民間資金獲得に向けたマネジメント
体制を強化した。具体的には、目標達成状況の把握のために、共同研究等の民間との連携
案件リストの作成を行い、各領域の民間資金獲得見通しを算出した。その情報は、随時更
新し、全所的な共有を行った。
平成 29 年度に引き続き「連携研究室（冠ラボ）
」の立ち上げを進め、新たに 2 つのラボ
を立ち上げて全部で 10 件（さらに 1 件を平成 31 年 3 月に設置することを決定）となった。
これらの冠ラボにおいては、企業からの大型の資金投入による共同研究を実施した。
平成 30 年度の産総研全体の民間資金獲得額は、
平成 30 年 12 月時点で 83.9 億円であり、
目標は達成できていないが、平成 29 年度同時期と比較して約 13％増と、平成 30 年度当初
から平成 29 年度を上回る伸び率で推移した。領域別では、情報・人間工学領域が 108％、
地質調査総合センターが 126％の達成率で目標を上回り、材料・化学領域、計量標準総合セ
ンターが目標を達成する見込みである。
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【効果】
平成 30 年度の民間資金獲得額は、平成 29 年度同時期と比較して約 13％増（平成 30 年
12 月時点）となり、取組の効果は着実に現れている。

Ⅴ． 重要な財産の譲渡・担保計画
【中長期計画】
関西センター尼崎支所の土地（兵庫県尼崎市、１６，９３６．４５㎡）及び建物につい
て、国庫納付に向け土壌汚染調査など所要の手続きを行う。
【平成 30 年度計画】
・関西センター尼崎支所については、引き続き自治体及び関係機関と協議を行い、国庫納
付に向けた手続きを進める。
【実績】
関西センター尼崎支所の国庫納付にあたって、土壌汚染調査（表層）、アスベスト調査（目
視・分析）、PCB 機器調査及び敷地測量・地積測量図登記作業を実施した。実施にあたって
は近畿財務局及び尼崎市等関係部局と内容について調整を行った。土壌調査については、
平成 30 年度に実施した表層調査結果に基づいて平成 31 年度以降に深度表層調査を行い、
汚染状況が確定する見込みである。また、平成 30 年 5 月に実施された近畿財務局による現
地確認及び随時行った協議において、国庫納付準備のための建物・設備・工作物に関する
補完指示事項が提示された。それらの指示事項について、資料調査、現地調査及び尼崎市
等関係機関への調査を行った。措置が必要な事項については順次対応し、調査結果及び措
置内容について近畿財務局に報告した。
また、東京本部小金井支所「次世代モバイル用表示材料共同研究センター」の施設の国
庫納付を実施した。平成 23 年度に東京農工大学との共同研究が終了した同施設につき、大
学と産総研関係者で継続的に協議を実施。平成 29 年度の一般競争入札では応札者がいなか
ったものの、平成 30 年 5 月に再度入札を行い、同大学が落札。同年 8 月に所有権の移転を
完了させ、11 月に国庫納付の手続きを完了させた。
さらに、平成 21 年度から生活支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化に取り組み、
平成 30 年 3 月に安全性試験の事業化に目途付けできたため、不要となった「つくば苅間サ
イト」の建物及び付帯設備を平成 30 年 10 月に売却した。
【効果】
関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた準備事項として必要な調査等を実施した。ま
た、近畿財務局との協議において示された補完指示事項への対応を行うなど庫納付手続き
に進捗がみられた。
東京本部小金井支所の国庫納付により、約 1,700 万円の年間維持費の支出停止により産
総研の経済性向上に貢献した。
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つくば苅間サイトにおける不要財産の売却により、国庫収入に寄与するとともに、産総
研の維持管理費の削減に寄与した。また、生活支援ロボットの安全性試験の事業化に寄与
した。

Ⅶ．１． 広報業務の強化
【中長期目標】
産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで
ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ
り、広報業務の強化に向けた取組を行うものとする。また、
「橋渡し」のための技術シーズ
の発掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国
民等の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取組を強化するもの
とする。
【中長期計画】
産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで
ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ
り、広報業務の強化に向けた取り組みを行う。また、「橋渡し」のための技術シーズの発
掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国民等
の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取り組みを強化する。
【平成 30 年度計画】
・プレス発表や取材対応などを通じ、マスメディアに対し、研究成果や組織経営に関する
情報を積極的に提供することにより、記事化および TV 報道につなげる。また、引き続き
会見による発表、記者との懇談・意見交換会の開催及び理事長からのトップメッセージ
の発信に取り組む。
・産総研の存在をアピールするため、地域の展示会、イベント等へ積極的に研究成果等を
出展する。
・一般公開では、地域住民への研究紹介に加えて子供向けの体験テーマの増強を図る。
・広報誌「産総研 LINK」では産業界にとって魅力的な記事の掲載に努めるとともに、電子
版等を活用した情報発信を行い、購読者増加の取り組みを行う。
・産総研 HP の充実を図るとともに、ソーシャルメディアネットワークを使用して、広く一
般国民へ事業概要や研究成果の情報発信を拡大する。
【実績】
研究成果や産学官連携などに関する内容で計 91 件（内訳：資料配付 78 件、会見形式 13
件）のプレス発表と 578 件の取材対応を行った（平成 30 年 12 月 31 日現在。）。
日刊工業新聞に連載枠（毎週）を確保し、研究成果、技術シーズの発信を行った。これ
らの連載については、産総研の公式ホームページへも転載し、「橋渡し」に繋がる活動内容
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や研究成果等の見える化を行った。
記者懇談会については、社会的に関心の高い「人工知能研究に関する取り組み」につい
て昨年度と同様に 4 回の記者懇談会を開催した（平成 30 年 12 月 31 日現在。）。また、新た
な基準の決定に産総研が大きく貢献した質量の単位「キログラム」等、国際単位系の定義
が改定されることを受け、マスメディア向けの説明会及びラボツアーを 8 月 21 日に開催し
（21 名参加）、普段開示することのなかった「日本国キログラム原器」の撮影会を 11 月 2
日、8 日、12 日の 3 日間開催した（計 15 のテレビ・ラジオ・新聞等のメディアが参加）。
さらに平成 30 年 11 月 16 日の定義改定採択当日は、フランスで行われた総会及び投票を WEB
中継で見守るイベントを企画し、マスメディアへも公開した。
【効果】
プレス発表の積極的な発信（平成 29 年同時期比 7 件増）及び迅速な取材対応、報道関係
者への定期的な情報提供により、マスメディアに対する研究成果等の見える化、信頼度の
向上に努めた結果、4935 件の新聞記事化及び WEB、TV 報道につながった。件数全体として
は平成 29 年度同時期より増加（平成 29 年度同時期 2,642 件）し、プレス発表については
発表した 91 件のほとんど（昨年度と同様に約 9 割）が新聞等の記事として報道された（平
成 30 年 12 月 31 日現在）。また、研究成果を会見形式で発表し、研究者自らが記者の質問
にもその場で回答することにより、1 件あたりの新聞記事の掲載数が平均 6.5 件となり、資
料配付のみの形式に比べ 4.2 件増加した（平成 30 年 12 月 31 日現在）。国際単位系の定義
改定については、一連の取り組みの結果、新聞記事で 90 件以上、TV・ラジオ・雑誌等で 10
件以上取り上げられた（平成 30 年 12 月 31 日現在）。

【実績】
地域における産総研の知名度向上を図るため、茨城県・東京都以外で開催の一般向け科
学系イベントへ積極的に協力し、7 回（平成 30 年 12 月 31 日現在）のブース出展を行った
（6 月：千葉、7 月：宮城、9 月：宮城、10 月：埼玉・三重、11 月：山梨、12 月：岐阜）。
茨城県・東京都内についても、平成 29 年度に引き続き、筑波大学、つくばエキスポセンタ
ー、つくばエクスプレス等が主催するイベントにも出展した。また、全国の学校や地方自
治体などからの依頼を受け、青少年層の科学技術への関心向上を目指す実験教室・出前講
座を 25 回（平成 30 年 12 月 31 日現在）実施した。
【効果】
全国各地の外部機関主催イベント等へ積極的に出展することで、広範囲に産総研をアピ
ールすることができた。参加者からは「とても楽しかった、産総研にも見学に行ってみた
い」との声があり、主催者からは「来年もぜひ出展してほしい」と好評であった。実験教
室・出前講座では、「実験を交えた、身近で面白い話題を多く取り入れた講義で、もっと聞
きたい」など、科学技術をわかりやすく紹介するプログラムとして好評を得た。
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【実績】
地域との交流を深めるため、つくばセンター及び各地域センターで一般公開を開催した
（中国センターは西日本豪雨の影響で中止）。つくばセンターでは、国際単位系定義改定に
関連し、特別講演やスタンプラリー等の特別企画を行い、子供向けの体験テーマを増強し、
平成 29 年度に引き続き WEB 予約をさらに充実させるなどの取組みを行った。また、内閣府
が主導する明治 150 年事業の一環として産総研の明治期の研究成果の特別展示を行った。
常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」では、国際単位系定義改定の特別展示を
行い、また過去の歴史的な研究成果の機器類と現在の研究成果見学を組み合わせた特別見
学ツアーを実施した。また、研究機器保存棟の歴史的所蔵物等 12 点を内閣府が主導する明
治 150 年事業の一環として、国立科学博物館の「明治 150 年記念日本を変えた千の技術博
［特別展］」に出展した。
【効果】
一般公開では、産総研の研究成果の紹介や体験型テーマ等に加え、近隣の高校理科クラ
ブの発表ブースを設けるなど、地域との交流を深めた。アンケートにおいて、国際単位系
定義改定の特別企画は、子供から大人まで楽しみながら国際単位系を身近に感じられたと
好評であり、
「また来年来たいですか」の質問に対し、「ぜひ来たい」が 92％であり、平成
29 年度の 89％と比較して 3％増加し、来場者の満足度向上につなげた。また、新規の来場
者を獲得するため、開催案内の配布先を拡大し、12,802 名の来場者を得た。
常設展示施設と研究機器保存棟の特別見学ツアーの併催や、特別展示では CG 動画を用い
てわかりやすく産総研の成果を紹介する工夫を行う等で、リピーターの増加と新たな来館
者層の開拓につながった。その結果、常設展示施設の来場者は、34,867 名（平成 30 年 12
月 31 日現在）であった。
（平成 29 年度同時期比 378 名増）
また、国立科学博物館の特別展に産総研の歴史的成果品を出展することで、産総研を広
く国民の目に触れることとなった。

【実績】
「産総研 LINK」(年 6 回発行の技術を社会へつなげるコミュニケーションマガジン)では、
魅力的な記事としてタイムリーな記事紹介に努めた。4 月号は、3 月のアグリテクノフェア
in 北海道に合わせて国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との理事長対談と
農業に関する研究を、7 月号では、新しい産総研との連携の例として連携研究室・連携研究
ラボ（冠ラボ）、9 月号では世界 5 位の性能を持つ AI 橋渡しクラウド（ABCI）の稼働、さら
に 11 月号では計量標準関連での定義採択に合わせて国際単位系の定義改定を特集として掲
載した。
また、産総研 LINK の公開に合わせて関連動画を WEB 配信した。
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【効果】
産総研 LINK 発行に合わせた動画公開により産総研 LINK の定期購読者が 574 件となり平
成 29 年度同時期比 72 件増加した。産総研 LINK の WEB ページへのアクセス数に関しては、
平成 29 年度同時期と比べて 1,482 アクセス増の 6,127 アクセスを得た（平成 30 年 12 月 31
日現在）。

【実績】
産総研チャンネル（YouTube）に研究成果紹介動画を 35 本公開（平成 29 年度同時期と同
じ）した。例示をすると、平成 29 年度から始めた産総研の研究成果を分かりやすく研究者
本人が説明する「研究者が語る！1 分解説」動画を 9 本、産総研 LINK のプロモーション動
画を 4 本作成した。「研究者が語る！1 分解説」動画については、より一般向けにわかりや
すい説明となるように注力した。また、WEB 上のプレスリリースに動画を組み込み、分かり
やすさを増強した（平成 30 年 12 月 31 日現在）。
講談社のブルーバックスと連携し、産総研の研究成果を分かりやすくかつ興味深く記事
化し「さがせ、おもしろ研究！ ブルーバックス探検隊が行く」として双方のホームページ
で 10 回（平成 31 年 3 月末予定）連載した。
公式ツイッターに、ニュートンのリンゴやイチョウ並木に産総研キャラクターが一緒に
写っているような親しみやすいツイートを大幅に加え情報発信した。
【効果】
上述のとおり、産総研チャンネル（YouTube）に研究成果紹介動画を公開した結果、再生
回数は平成 29 年度の 86 万回から 179 万回に増加し、108 %の増加となった（総再生回数 894
万回）。また、チャンネル登録者数は平成 29 年度の 5,210 名から 7,560 名（平成 30 年 12
月 31 日現在）となり約 45％増加した。
講談社との連携事業による産総研公式ホームページへの誘導などによりホームページア
クセスが 520 万回となり平成 29 年度同時期比 14 万回増加した（平成 30 年 12 月 31 日現在）。
ツイッターにより、一般向けへの情報発信を強化し、幅広い層に産総研の情報を拡散で
きた。公式ツイッターの登録者が 8,061 名となり平成 29 年度より 1,688 名増加した（平成
30 年 12 月 31 日現在）。（平成 29 年度登録者増加数 1,563 名に比べ、8%増加した）。
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Ⅶ．４． 内部統制に係る体制の整備
【中長期目標】
内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つ
であることから、
「独立行政法人の業務の適性を確保するための体制等の整備」
（平成 26 年
11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、必要な取組を
推進するものとする。
【中長期計画】
内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つ
であることから、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２
６年１１月２８日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、内部
統制に係る体制の整備を進める。
【平成 30 年度計画】
「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26 年 11 月 28 日付
け総務省行政管理局長通知）等で通知された事項を参考にしつつ、内部統制に係る所内体
制の整備を進める。
【実績】
平成 29 年度に発生した不正なアクセス事案を契機として、所要のガバナンス改革を進め
るために、ガバナンス改革担当理事を平成 30 年 8 月末に新たに指名し、産総研のガバナン
ス改革に関して、①意思決定プロセスの見直し、②適切な業務実施の徹底、③事後チェッ
ク体制の整備、④ガバナンス上の個別懸案事項の解決、⑤意識改革等、について報告書を
まとめ、経済産業省へ報告した。また、情報セキュリティの統括部署として「情報セキュ
リティ部」を平成 30 年 11 月 1 日付で新設した。
また、法務業務を適切に遂行することは、産総研のガバナンス上も重要であるため、業
務推進支援部に設置していた法務室を平成 30 年 10 月 1 日付けで法務部に格上げし、産総
研における法務業務の体制を強化した。
【効果】
ガバナンス担当理事の指揮のもとで、理事長が最終的な責任と権限を有することを前提
として、組織としての意思決定プロセスを組織と運営ルールの両面から整理した。具体的
には、理事会に付議する案件を事前に十分に審議する会議体や、議題設定等のルールを整
備した。また、情報セキュリティ部を環境安全本部から独立した部署として新設したこと
で、情報セキュリティを担う部署と情報化推進を担う部署を明確に分け、責任と権限を明
確にすることで組織としてのガバナンスを強化することができた。
法務室を法務部に格上げしたことで、個別事案に係る相談対応についての迅速化等が図
られるとともに、弁護士に対応を委任している事案や訴訟事案の減少等にもつながり、こ
れらに伴う費用削減等業務運営の効率化も期待される。
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【前年度の主な評価コメントへの対応】
（「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
・ 橋渡し機能強化を念頭に置いた領域の評価基準の導入：民間資金獲得実績に応じて、研
究予算の配分をすること、および研究予算にしめる割合を増加（20％→40％）させること
は、民間資金獲得へのモチベーションを向上させるうえでは意味のあることであったと言
える。一方、研究活動にその予算が有意義に利用されたかは疑問である。論文発表数が減
少傾向にあり、種々取組により平成 29 年度は前年度よりも増加はしているが、この傾向が
継続されるかは疑問である。
・ 橋渡し機能強化を念頭に置いた領域の評価基準の導入：「橋渡し」機能強化と「学術研
究」とは、必ずしも相反するものとは言い難いが、少なくとも実績として「民間資金獲得
額」と「論文数」とは比例していないように見受けられる。職員数の減少、ポスドク要員
の減少などはその要因と考えられるが、組織全体としての総論文数の減少が、産総研が日
本を代表する研究組織として在るためにどのような影響があるかも含めて、その原因究明
を行うべきであると思量する。その上で、「橋渡し」機能強化の指標として単に「論文数」
を含めることが適切であるかなども検討すべきであると考える。また、インパクトファク
ター等の投稿雑誌の影響度等もどのように評価するか検討すべきと考える。
・ 橋渡し機能強化を念頭に置いた領域の評価基準の導入：企業資金獲得額の目標額（138
億円/年）に近づきつつあり、評価に値する。しかし、このことが産業振興・企業振興およ
び社会的貢献にどの程度の影響をもたらすかまた、もたらしたかなど、その成果（アウト
カム）に関しても、今後評価・検討する仕組みを作るべきと思量する。
・ 一人当たりの論文数、特に筆頭論文の比率が長期的に低下傾向にあることは留意が必要
で、国研としての存在意義を改めて考え、地道な研究を適切に評価するようなシステムが
重要。
＜対応・反映の状況＞
民間資金獲得額は、前年度を上回る見込みであり、外部資金獲得に対するインセンティ
ブの割合を大きくしている効果が継続して現れていると考えている。一方で、領域におけ
る目的基礎研究を支えるベース配分も継続しており、外部資金獲得インセンティブと合わ
せ、それぞれの領域の戦略や特性を踏まえ、成果を最大化すべく、各領域において効果的
に配分されていると考えている。
総論文数の減少傾向は下げ止まっていると見ているが、今年度取り組んだベンチマーク
調査において、国内外の研究機関や世界水準との比較を行いつつ、論文数や質などを通し
て産総研が持つ強みや弱みの分析を実施した。ベンチマーク調査の結果は、将来の指標設
定についての考え方に反映できるものと考えている。
筆頭論文や海外共著論文に対するインセンティブ配分を継続した結果、今年度において
も論文数は下げ止まる見込み。また、質の高い論文を生み出す取組として、産総研の将来
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のシーズ創出を狙った産総研エッジ・ランナーズの採択者数を 2 倍に増やした。
（特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
経営戦略会議については、準備その他に相当な労力が使われていると思われるところ、
確かにタスクフォースの設置等形に繋がっているものはあるが、実際に実施したこと
によって得られるものを見せられると良いように感じられる。
＜対応・反映の状況＞
たとえば経営戦略会議において「地域産業には AI や IoT を使いこなせる人材や工数がな
い。産総研が積極的に支援することを期待する。
」という声を受けて AI 道場を所内で開設、
さらに公設試で出張開催を行っている。この取組を最近、経済産業省の産総研部会におい
ても紹介した。
（広報業務の強化）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
研究成果や研究活動の情報発信は、産総研の役割や活動を着実に広めてくれるものと期
待されます。専門誌だけでなく一般紙にも取り上げられる研究成果や研究活動（よりイン
パクトの大きい研究成果や研究活動）が、数多く出ることを期待します。
＜対応・反映の状況＞
平成 30 年度は、産総研の役割や活動を広く知っていただくための集中的な取組として、
産総研が大きく貢献した質量の単位「キログラム」等の国際単位系定義の改定に関連した
マスメディア向けの説明会、ラボツアー、日本国キログラム原器の撮影会を開催し、平成
30 年 11 月 16 日の定義改定決議当日は、フランスで行われた国際度量衡総会を WEB 中継で
見守るイベントを企画し、マスメディアへも公開した。本取組の結果、一般紙や TV・ラジ
オ・雑誌等で大きく取り上げられた（専門誌だけでなく一般紙にも 80 件以上、TV・ラジオ・
雑誌等 10 件以上）。
この他に、メディアに対し、ラストマイル自動走行の実証評価についての説明会や、都
市鉱山活用に向けた集中研究施設等の見学会（ラボツアー）を開催し、結果、多くの新聞
に取り上げられた。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

２．イノベーション推進本部（見込評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(４)

産総研技術移転ベンチャー支援の強化

Ⅰ．１．(５)

技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

Ⅰ．１．(６)

マーケティング力の強化

Ⅰ．１．(８)

戦略的な知的財産マネジメント

Ⅰ．１．(９)

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）＜一部＞

Ⅰ．３．(２)

組織の見直し ＜一部＞

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞
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Ⅰ．１．（４）

産総研技術移転ベンチャー支援の強化

【中長期目標】
先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャー
の創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの
出資額を評価指標として設定する。
【中長期計画】
先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャー
の創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの
出資額を評価指標として設定する。
【実績】
産総研技術移転ベンチャーの知名度向上及び販路開拓、資金調達の支援を行ったことに
より、平成 29 年度に設定された産総研技術移転ベンチャーに対するベンチャーキャピタル
等民間からの出資額目標を大幅に上回り、平成 29 年度は 5 社に対し 11.0 億円（目標額 6.6
億円）、平成 30 年度は 6 社に対し 21.6 億円（目標額 7.8 億円）
（平成 31 年 1 月 25 日現在）
となった。また、産総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的として、産総研公式ホー
ムページのベンチャー紹介コーナー（TECH Meets BUSINESS）及びパンフレットの拡充、外
部機関の開催する展示会やビジネスマッチングイベントへの出展や登壇の場を提供するな
どの支援を行った。これらの産総研による積極的な広報活動によって、産総研技術移転ベ
ンチャーが外部機関からの表彰を平成 27 年度 13 件、平成 28 年度 13 件、平成 29 年度 10
件、平成 30 年度 5 件（平成 31 年 1 月 25 日現在）受賞した。主な表彰実績として、平成 29
年度の産学官連携功労者表彰（内閣総理大臣賞：株式会社イーディーピー）や JEITA ベン
チャー賞（株式会社アプライド・ビジョン・システムズ：平成 28 年度、Hmcomm 株式会社：
平成 29 年度）、平成 30 年度の国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）大学発ベンチャ
ー表彰（新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞：株式会社ナノルクス）を受賞し
た。産総研技術移転ベンチャーに関する新聞等への掲載実績も平成 27 年度 40 件、平成 28
年度 44 件、平成 29 年度 90 件、平成 30 年度 82 件（平成 31 年 1 月 25 日現在）となった。
金融機関や事業会社等とのネットワークである「AIST スタートアップスクラブ」を活用
した連携の取組を行った。例えば、平成 29 年度から日本政策投資銀行との包括協定を活用
し、産総研技術のインキュベーション強化として産総研技術移転ベンチャーの経営者に対
する日本政策投資銀行顧問との起業家相談会の共同開催、および国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構とビジネスマッチング会「産総研発ベンチャーTODAY」の共
同開催を行った。
平成 28 年度からは、産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待される 20 社程度の企
業を「重点支援ベンチャー」として選定した。企業ごとに専任の担当者（「担当コンシェル
ジュ」と称する。）を設定し、企業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路開拓を行う
など支援活動を推進した。
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第 4 期中長期目標期間には 21 社に産総研技術移転ベンチャーの称号を付与し、累計 144
社となった（平成 31 年 1 月 25 日現在）。なお、経済産業省が実施した平成 29 年度産業技
術調査（大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査）によれば、大学発ベンチャー創出数
トップは東京大学の 245 社、第 2 位は京都大学の 140 社であるところ、産総研は 138 社（平
成 29 年度）であり、遜色ないレベルであると言える。
産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、ビジネスモデルの構築や資金調達等
のベンチャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー開発・技術移転センターの専門
人材であるスタートアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研究者が協力し、先端技
術を事業化するための「スタートアップ開発戦略タスクフォース」
（以下、タスクフォース）
を平成 27 年度から平成 30 年度までに 13 件組織した。タスクフォースの活動として、ベン
チャー創出に向けた技術開発と、ビジネスモデルの構築、AIST スタートアップスクラブの
ネットワークを活用したマーケティング、試作品の開発等の事業開発を計画に基づき実施
したことにより、タスクフォースから創出された産総研技術移転ベンチャーは 8 社（平成
31 年 1 月 25 日現在）に上る。
産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産の管理費用及び契約一時金の費用減免、
施設使用料の減額などの支援措置を実施することで、ベンチャーの成長を支援した。平成
28 年度から産総研施設の使用期間延長を可能とし、信用力向上のため産総研発ベンチャー
ロゴマークの使用を可能とする規程改正を行った。平成 30 年度にはベンチャー技術移転促
進措置実施規程を改訂し、対象となる法人等の要件を見直して支援対象を広げる一方、産
総研技術移転ベンチャー企業の倒産によるリスクを低減するため、知的財産権の持分譲渡
を廃止するなどの規程改正を行った。
平成 31 年度は、産総研主催のビジネスマッチング会の開催など、産総研技術移転ベンチ
ャー支援を継続的に行うことにより、7 社が資金調達を計画しており、さらなる出資が見込
まれる。さらに、タスクフォースからの起業も 3 社見込んでいる。
【効果】
スタートアップ開発戦略タスクフォースでは、AIST スタートアップスクラブのネットワ
ークを活用したマーケティングにおいて、事業会社等と具体的な協業を前提として連携す
ることにより、素材や装置提供にとどまらず具体的な顧客を想定したバリューチェーンを
含めたビジネスモデルを構築でき、ベンチャー創業の推進につながった。
また、産総研技術移転ベンチャーへの支援として、一般企業やベンチャーキャピタル等
を対象とした産総研主催のビジネスマッチング会を企画・開催したことや、外部機関開催
の展示会及びビジネスマッチングイベントへの出展支援を積極的に推進したことが、産総
研技術移転ベンチャーの認知度向上等につながり、ベンチャー企業への事業提携や投資に
発展した。特に、重点支援ベンチャーに担当コンシェルジュを設定し、ベンチャーの成長
に必要な支援ニーズを的確に把握したことにより、ベンチャー企業が民間から受ける出資
につながり、平成 29 年度は 5 社に対し 11.0 億円（目標額 6.6 億円）
、平成 30 年度は 6 社
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に対し 21.6 億円（目標額 7.8 億円）（平成 31 年 1 月 25 日現在）となり、目標額が設定さ
れたすべての年度で出資目標額を大幅に上回った。

Ⅰ．１（５）

技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

【中長期目標】
企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技
術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的
に推進するものとする。
【中長期計画】
企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技
術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的
に推進する。具体的には、受託研究等に加えて、産総研が有する技術の強みを活かした指
導助言等を実施する制度を拡充し、技術面からのコンサルティングを通じて適切な対価を
得つつ民間企業への「橋渡し」を支援する。これにより、研究開発から事業化に至るまで
切れ目のない連続的な技術支援に資する「橋渡し」機能の一層の強化を目指す。評価に当
たっては、コンサルティングが産総研の「橋渡し」機能の一部として重要な役割が期待さ
れることから、得られた収入は評価指標である民間資金獲得額の一部として取り扱う。
【実績】
多様な企業ニーズを受け止めて共同研究へ橋渡しすることを目的として、平成 27 年 4 月
に産総研の技術ポテンシャルを活かした有償の指導助言等を行う「技術コンサルティング
制度」を新設した。
本制度は、約款方式による契約を採用することにより、簡易・迅速な契約締結が可能と
なり、企業との調整完了からおおよそ 10 営業日での速やかな技術コンサルティングの提供
を可能とするなど、企業にとって使いやすい制度となった。この技術コンサルティングは、
企業への先端的な技術的知見の提供のみならず、企業のニーズの深堀りや技術課題の明確
化ができることで共同研究に向けた具体的な研究テーマの創出につながっており、特にこ
れまで連携テーマの設定が難しかった食品業界や精密機器業界との領域横断的な組織連携
が構築できるなど、連携研究室／連携研究ラボ（冠ラボ）を含めた大型の企業連携につな
がっている。さらに、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータ
が連携し、企業とのディスカッションを通じて研究開発戦略を策定するコンセプト共創型
の技術コンサルティングを実施したことで、複数の領域にまたがる包括的な組織的連携を
実現した。
この新制度の活用方法やメリットを所内外に広く周知するため、領域や地域センターの
職員等を対象にした個別説明会（39 件（平成 27 年度から平成 31 年度までの合計））を開催
し、技術コンサルティング制度を紹介する公式ホームページやパンフレットを作成すると
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ともに、イノベーション推進本部のイノベーションコーディネータのうち１名を同制度の
担当として、領域や企業との調整にあたらせている。
研究者と研究戦略部、イノベーション推進本部の担当者、さらにはイノベーションコー
ディネータの間で、案件ごとに技術コンサルティングの適否や制度の注意点などの確認を
行うなど事前相談を繰り返し品質向上に努めた。さらに、イノベーション推進本部では専
任の担当者を置き、運用の効率化を図った。コンサルティング終了後に利用者と所内研究
者に行う平成 30 年度の満足度のモニタリング調査において、所外回答者（104 件）
・所内回
答者（266 件）ともに約 9 割の回答者が満足と回答した。特に所外回答者においては 88％
が満足と回答した平成 29 年度の調査と比較して 94％が満足と回答し、顧客満足度を向上さ
せることができた。平成 27 年度 84 件から平成 30 年度 447 件（平成 30 年 12 月末現在）に
増加した。
以上のような取組の結果、技術コンサルティングは全ての領域で利用される汎用的な制
度となったことに加え、平成 30 年度の技術コンサルティングの実施件数が平成 27 年度か
ら 3 年で 5 倍以上（平成 30 年 12 月末現在）の伸びを示している。獲得資金においても、
平成 29 年度の 6.0 億円の収入を上回ることを目標とした平成 30 年度目標を大幅に上回る
平成 29 年度比 18%増の 7.1 億円（平成 30 年 12 月末現在）に増加した。平成 31 年度も、引
き続き技術コンサルティングの定着を図り、共創型技術コンサルティングを通じて冠ラボ
を含めた新規大型連携を構築する。
【効果】
第 4 期中長期目標期間における民間資金の獲得において、技術コンサルティングは開始
年度から約 7 倍の伸びを実現し、7.1 億円（平成 30 年 12 月末現在）を獲得するなど、民間
資金獲得額全体の約 1 割を占める制度となり、
民間資金獲得目標の達成に向けて貢献した。
技術コンサルティングにより、企業の多様なニーズに対応した共同研究等のフィージビ
リティについて研究現場と一体となった本格的な検証が可能となった。それにより、技術
コンサルティングを起点として領域を横断した冠ラボ 2 件を含む多くの大型連携につなが
るなど、企業との共同研究開発への「橋渡し」機能が強化された。国立研究開発法人と産
業界との新たな連携モデルが確立されたといえる。
また、運用の効率化と品質向上により、顧客満足度の向上につなげたことにより、技術
コンサルティングを通じて共同研究等の連携を進めるメリットが研究者と企業双方に理解
が浸透し、これまで連携実績のなかった企業との連携が広がるとともに、技術コンサルテ
ィング 1 件あたりの契約金額が開始年度の平成 27 年度 100 万円から平成 30 年度 150 万円
に増えた。
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Ⅰ．１（６）

マーケティング力の強化

【中長期目標】
橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、
技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か
らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究
後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に留意し
つつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④
保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフェーズで
のマーケティング力を強化する必要がある。
これら４フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専
門部署による取組に加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取組、さらには、
研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通しての取
組が考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取組を推進するものと
する。
【中長期計画】
橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、
技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か
らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究
後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での業からの資金獲得額の目標達成に留意しつ
つ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④保
有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフェーズでの
マーケティング力を強化する必要がある。
これら 4 フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専
門部署による取り組みに加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取り組み、さ
らには、研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通
しての取り組みが考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取り組み
を推進する。すなわち、マーケティングの中核たる研究ユニットの研究職員は、上記①～
④を念頭に置き、学会活動、各種委員会活動、展示会等あらゆる機会を捉えて技術動向、
産業動向、企業ニーズ、社会ニーズ等の情報を収集し、普段から自分自身の研究をどのよ
うに進めれば事業化に繋がるかを考えつつ研究活動を行う。さらに、マーケティングを担
う専門人材（イノベーションコーディネータ）と連携したチームを構成し、企業との意見
交換等を通じて、民間企業の個別ニーズ、世界的な技術動向や地域の産業動向などを踏ま
えた潜在ニーズ等の把握に取り組む。収集したマーケティング情報は各領域がとりまとめ、
領域の研究戦略に反映する。また、領域や地域センターを跨ぐ横断的なマーケティング活
動を行う専門部署を設置し、マーケティング情報を領域間で共有する。さらに、マーケテ
ィング情報に基づき、領域をまたぐ研究課題に関する研究戦略や連携戦略の方向性に反映
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する仕組みを構築する。加えて、産総研と民間企業の経営幹部間の意見交換を通じたマー
ケティングも行い、研究戦略の立案に役立てるととともに、包括的な契約締結等への展開
を図る。
なお、イノベーションコーディネータは研究職員のマーケティング活動に協力して、民
間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェクトの企画、調
整を行い、民間資金による研究開発事業の大型化を担う者として位置づける。マッチング
の成功率を上げるため、研究ユニットや領域といった研究推進組織内へのイノベーション
コーディネータの配置を進めるとともに、それぞれが担当する民間企業を定めて相手から
の信頼を高める。イノベーションコーディネータに要求される資質として、民間企業、外
部研究機関等の多様なステークホルダーに対応できる経験や、人的ネットワークなどを有
することが求められることから、内部人材の育成に加え、外部人材を積極的に登用して、
その専門性に適した人材の強化を図る。
【実績】
企業のイノベーション創出に貢献する連携拡大のため、産総研の複数の領域にまたがる
多様な技術シーズや研究リソースを連携させ、幅広い産業への技術の橋渡しを行った。さ
らに、企業の事業戦略等を分析し技術の事業化の可能性が高く、経済的効果の高い連携企
業を見つけ、組織的な連携体制を構築した。特に、研究に高い専門性を有するイノベーシ
ョンコーディネータを各領域や TIA 推進センターに平成 27 年度から平成 30 年度までの累
計で延べ 34 名配置し、企業専任の担当を割り当てることにより、産総研技術シーズの正確
な理解と企業ニーズのきめ細かな把握によってマッチングを効率的に行った。さらに、一
層の加速を要する領域には、イノベーション推進本部においても強化すべき分野の専門性
を有するイノベーションコーディネータを採用し、連携活動を支援した。
特に、生命工学領域においては、産総研が所有しない大学病院等の臨床機関と共同した
技術の事業化が求められたため、バイオベンチャーでの経験を有するイノベーションコー
ディネータを平成 29 年度にイノベーション推進本部で採用することで、その事業化構想を
進めることができた。また、エネルギー・環境領域においては、急速に注目の高まってい
る ESG 投資（環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮した企
業への投資）の社会的要求を踏まえ、金融業界での業務経験をもつ連携担当者を平成 29 年
度にイノベーション推進本部で採用し、環境負荷データベースをもとにした投資インデッ
クスの確立に向けた金融機関との連携等を進めた。
平成 31 年度には、上記の構想から具体的な連携にするとともに、新たな事業化に直結す
る組織的連携を増やしていく見込みである。
理事長裁量の戦略予算において、民間資金獲得強化を狙った提案を優先的に採択すると
ともに課題ごとに担当イノベーションコーディネータを配置した。これらの課題では、民
間資金獲得額目標を設定するとともに、全テーマを対象とする中間評価を実施して、民間
資金獲得状況の進捗を確認した。平成 31 年度も民間資金獲得強化を目指す。
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【効果】
領域における技術的知見と民間企業でのビジネスの経験を併せ持った人材をイノベー
ションコーディネータとして採用することで、民間企業の目線での産総研技術シーズの掘
り起こしや企業への事業化の提案が可能となった。特に、生命工学領域においては、産総
研技術の事業化を見据え橋渡しのために医療機関、さらには金融機関との調整を開始する
など、産総研の技術ポテンシャルを活かした産業界への新たな貢献のあり方を提示するこ
とができた。
戦略予算について、民間資金獲得強化の目標額を設定した課題では、課題ごとに担当イ
ノベーションコーディネータを指名したことにより、マーケティング力が強化され、順調
に民間資金獲得が進んでいる。

【実績】
異なる地域センターや領域をまたがる連携機能の充実を図るため、産総研の連携活動を
領域横断で統括するイノベーションコーディネータを平成 27 年度から平成 30 年度までの
中長期目標期間累計で延べ 24 名、また地域連携の中核機能を担うイノベーションコーディ
ネータを全国 9 つの地域センターに平成 27 年度から平成 30 年度までの中長期目標期間累
計で延べ 38 名配属した。また、技術マーケティング室や大型連携推進室が中心となって、
民間資金の獲得に向け企業ニーズに即した領域横断での実証等を支援する予算制度（カタ
パルト予算制度）の創設や、全ての領域・地域センターを対象に連携人材育成研修（2 回
78 名参加）のなかで、領域を横断した連携の立ち上げに関するケーススタディを行った。
また、領域、TIA 推進センター、地域センター及びイノベーション推進本部のイノベーショ
ンコーディネータが参画する拡大技術マーケティング会議を年 3 回程度開催し、企業連携
の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有する一方で、企画本部、イノベーション推進本
部、領域の研究戦略部の幹部による特定企業への営業戦略会議を 8 回開催した。さらに企
業からの資金提供による共創型技術コンサルティングを実施し、領域横断のテーマ創出の
加速を図るなど、全所横断的な連携活動の効率的な運用を行った。
平成 31 年度には、これまでの施策を継続するとともに、共創型技術コンサルティングの
拡大を図る。
【効果】
企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携の方法論をイノベーションコーディネー
タ等の連携担当者に浸透させることにより、技術シーズの発掘や企業ニーズの把握、提案
資料の作成といった連携担当者のマーケティングスキルが向上し、企業との大型連携の促
進につながった。また、コンセプト共創型の技術コンサルティングの活用により、産総研
の幅広い研究リソースを領域の枠に捉われずに検討できるようになり、個別の技術課題に
留まらない企業が直面する SDGs（持続可能な目標）などの社会的課題に対応した連携がで
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きるようになった。

【実績】
民間企業における事業経験を有するイノベーションコーディネータと各領域のイノベー
ションコーディネータが協力し、事業化までを視野に企業とともに連携テーマの創出を行
うコンセプト共創型の技術コンサルティングを 29 件（平成 31 年 1 月末現在）推進した。
企業の問題意識をとらえ、領域の枠にとらわれずに産総研の技術シーズを発掘し、ビジネ
スモデルを含め企業に提案することにより事業化を見据えた包括的な組織的連携につなげ
ることができた。
例えば、食品メーカーとの間でエネルギー・環境領域、生命工学領域、情報・人間工学
領域及びエレクトロニクス・製造領域にまたがる食・農業のオープンイノベーションをテ
ーマとした包括連携を平成 29 年度に構築した。
また、企業の幹部と理事長をはじめとする産総研の各領域・研究ユニットの幹部が直接
対話する機会を設けることで、組織的かつ大型の連携に繋げた。例えば、毎年開催してい
る全所的な技術展示会である産総研テクノブリッジフェア in つくばにおける延べ 37 社を
超える企業幹部と理事長との面談をはじめ、産総研の領域・研究ユニット幹部による企業
経営層との対話により、組織間での研究開発へのコミットメントを伴った大型の組織的連
携を 18 件実現した。
【効果】
個別の技術テーマにおける研究開発に留まらない、企業の中長期戦略やビジョンに紐づ
く領域横断の大型連携を提案し、企業とともに連携体制を構築していく仕組みを作ること
ができた。
共創型技術コンサルティングを活用して、企業の経営層との活発なコミュニケーション
によるニーズ把握を行って企業の事業戦略に沿った研究テーマの共創を行うことで、企業
経営の視点に即した提案ができるようになった。さらに、産総研の研究戦略だけでなく、
企業の研究戦略をも共創し組織的な連携を構築する新たな産学連携の形式を提示すること
ができた。また、これまで十分に連携が構築できていなかった産業分野との連携が拡大し、
領域を横断する大型の共同研究を成立させることができた。

【実績】
イノベーションコーディネータの採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間
企業出身者を 23 名（平成 30 年 12 月末現在）、さらにはこれまで採用実績のない金融機関
等からイノベーションコーディネータ等を 2 名（平成 30 年 12 月末現在）採用し、新たな
産業分野への橋渡しを推進する幅広い専門人材を強化した。
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イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等
を通して定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する連携主幹、連携の企画にかかわる職員には、
日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施するとともに、従来 OJT が中心であっ
た連携人材の育成において、平成 30 年度は連携人材育成研修（2 回）や企業提案の基礎力
トレーニング（5 回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携人材の育成
を進めた。その結果、民間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同
プロジェクトの企画、調整に留まらない、ビジネスモデルを含めた提案が企業に出来るよ
うになった。
平成 31 年度は、当該連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウ
と企業とのコネクションを生かした連携を成立する見込みである。
【効果】
外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディ
ネータなど「橋渡し」にかかる専門人材が強化された。、企業から提示された技術課題に対
する産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携
テーマを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た
な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。
具体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し
企業との活発な議論を通じて、食品メーカーとの間で、エネルギー・環境領域、生命工学
領域、情報・人間工学領域、エレクトロニクス・製造領域にまたがる食・農業のオープン
イノベーションをテーマとした組織的連携を構築できた。
さらに、事業化の経験を有する民間企業出身のイノベーション推進本部に所属するイノ
ベーションコーディネータにより、事業化までを視野に入れた技術戦略の策定を企業とと
もに行う共創型の技術コンサルティングを実施することができた。今後もイノベーション
推進本部、領域、TIA 推進センター、地域センターに所属するイノベーションコーディネー
タなどがそれぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新たな形での連携を期待で
きる。

Ⅰ．１（８）

戦略的な知的財産マネジメント

【中長期目標】
「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される
ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦
略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。
このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略
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的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、
「強
く広い」知財を取得するものとする。
また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として
研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分
野における独占的実施権を付与することを基本とする。なお、企業からの受託研究の成果
ではない共通基盤的な技術については非独占実施権を付与するなどにより活用を図るもの
とする。
さらに、知的財産マネジメントや知的財産権を活用した事業化に向けた体制整備等、戦
略的なマネジメントの実現に向けた組織的な取組を行うものとする。
【中長期計画】
「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される
ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦
略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。
このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略
的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、
「強
く広い」知財を取得する。
また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として
研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分
野における独占的実施権を付与することを基本とする。具体的には、民間企業等のニーズ
を踏まえて民間企業が活用したい革新的技術や産業技術基盤に資する技術を創出するため
に、マーケティングにより把握した産業動向や技術動向に加えて特許動向などの知的財産
情報を活用し、オープン＆クローズ戦略に基づいた研究の実施と研究成果の戦略的な権利
化を進める。なお、企業からの受託研究の成果ではない共通基盤的な技術については非独
占的な知的財産権の実施許諾や国際標準への組み込みによる成果普及を目指す等、知的財
産の戦略的活用を図る。
さらに、これらの取り組みのため、知的財産や標準化の知見と研究開発に関する知見の
双方を有するパテントオフィサーを、領域およびイノベーション推進本部に配置し、知的
財産活用化に向けた体制の強化を図る。パテントオフィサーは、知的財産情報の分析支援
や、それに基づく領域の知的財産戦略の策定に取り組む。また、パテントオフィサーを中
心とした会議体を設置し、知的財産の創出、活用、並びに技術移転を連続的・一体的にマ
ネジメントすることにより、民間企業への「橋渡し」の最大化を目指す。
【実績】
戦略的な知的財産マネジメント強化の取組として、平成 28 年度に、知的財産と標準化で
別々に存在していた知的財産ポリシーと工業標準化ポリシーを統合し「知的財産・標準化
ポリシー」を制定した。これに基づき、
（1）知的財産活動と標準化活動の一体的推進、
（2）
産総研の求心力としてオープンイノベーションの要となる「共通基盤領域」と、企業の特
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定事業領域において強みを発揮する「競争領域」を意識した知的財産マネジメント、（3）
公共財としての標準化と企業の市場拡大や海外展開につながる標準化の推進及び認証の枠
組み作りを推進した。
また、パテントオフィサーの配置、知的財産にかかる全所的な取組を議論する知財戦略
会議や標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化戦略会議の議論を踏まえた各種支援
等を通じて、戦略的な知的財産の創出を加速し、活用を推進した。具体的には、特許審査
委員会においては、パテントオフィサー及び技術移転に関する交渉・契約などを行う技術
移転マネージャーの知的財産に関する知見や技術移転の経験に基づいた審査を行う体制を
整備するとともに、国内審査請求・外国出願等の審査の際に、技術移転に向けた企業との
交渉など具体的な取組の明示を求める旨を審査基準の一つとして明確に加える等の取組を
実施した。
平成 31 年度は、これらの取組を着実に実行しながら、戦略的な知的財産マネジメント及
びそのための各種施策の充実化を図る。
【効果】
知的財産・標準化ポリシーの制定により、知的財産・標準化についてのスタンスを明示
したことで、知的財産関連部署と研究現場が共通認識をもって知的財産マネジメント及び
そのための各種施策に取組むことができた。
また、パテントオフィサー等の関与と特許審査委員会の審査基準で知的財産活用の観点
を明確化したことにより、技術移転を意識した「強く広い」知的財産の取得が促進された。

【実績】
戦略的な知的財産マネジメントを支える人材として、研究職員の中から 10 年程度の知的
財産業務経験を有する者を知的財産専門人材であるパテントオフィサーとして各領域に配
置した。また、民間企業で知的財産及び標準化の経験を有する者を中心とした、チーフパ
テントオフィサー及びパテントオフィサーをイノベーション推進本部に配置するとともに、
これらの人材を増強した（領域パテントオフィサー：平成 27 年度 6 名→平成 30 年 12 月現
在 8 名、イノベーション推進本部パテントオフィサー：平成 27 年度 3 名→平成 30 年 12 月
現在 6 名）。さらに、一部のイノベーション推進本部所属のパテントオフィサーは領域のパ
テントオフィサーも担当する体制とした。
これらのパテントオフィサーが参加する特許審査委員会（毎月）、パテントオフィサー等
連絡会（隔週）、イノベーション推進本部幹部及びパテントオフィサーの他、各領域のパテ
ントオフィサー等が委員として参加する知財戦略会議（平成 30 年度までで 13 回、第 4 期
中長期目標期間全体見込 17 回）などを通じて、各領域の戦略を踏まえた効果的な知的財産
の創出、活用を図る体制を整備した。企業との冠ラボや研究の芽の段階である萌芽期の知
的財産アセット構築支援（平成 27 年度開始）、特に優れた研究テーマの支援（平成 30 年度
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開始）等の重要研究テーマにおいては、パテントオフィサーが重点的に知的財産マネジメ
ントをバックアップする仕組みを整えた。
領域からパテントオフィサーの増員の要望を寄せられたことを踏まえ、パテントオフィ
サーを含む知的財産に関する高度な知見を有する所内人材の育成を図った。具体的には、
所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸成の取組の一環で開催した知的財産権研修
の修了者を対象に、On the Job Training プログラムを実施した（平成 30 年 10 月～平成
31 年 3 月、7 名）。
平成 31 年度は、引き続きパテントオフィサーを中心とした知的財産マネジメントを推進
する。
【効果】
イノベーション推進本部所属のパテントオフィサーが一部領域研究戦略部のパテントオ
フィサーを担当する、各種会議体を通じて情報共有を図る等の取組により、イノベーショ
ン推進本部と領域とが一体になり全所的に知的財産マネジメントが推進され、研究成果の
円滑な橋渡しが促進した。
また、研究現場と距離の近い領域研究戦略部にパテントオフィサーを配置し増強するこ
とで、各領域の戦略や成果の技術的特徴を踏まえたきめ細かな知的財産の創出・管理・活
用が可能となった。パテントオフィサーが中心となり、知的財産にかかる検討会の開催や
知的財産に関する研究職員への普及啓発、相談対応などを行う領域もあり、領域における
積極的な取組が促進された。

【実績】
戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組として、研究の芽の段階(萌芽期)で見出
された新発見・新原理の中から有望技術を発掘し、研究成果のパッケージとしての知的財
産アセットの構築を支援した。具体的には、「橋渡し」研究前期の研究テーマから平成 30
年度までに 34 件を選定し、特許動向調査の結果を基にした研究アプローチのアドバイスや
基本特許を確保するための方針策定など、知的財産戦略構築や知的財産強化の支援を行っ
た。
さらに、研究ユニットから推薦された、特に優れた研究テーマに対しては、研究の初期
段階から知的財産マネジメント、企業連携、技術移転等の所内専門家がチームとなり知的
財産戦略を含む出口戦略の検討をハンズオン支援する仕組みを平成 30 年度から開始した。
また、出口戦略の検討をサポートするため、発明相談の段階での先行技術調査に加えて、
平成 30 年度には新たに、研究のなるべく早い段階に先行技術調査を促す取組みと先行技術
調査結果を特許マップとして視覚的に提供する取組を開始した。
平成 31 年度は、引き続きこれらの施策を通じて知的財産アセットの構築を支援する。
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【効果】
知的財産アセット構築支援に採択した研究テーマのうち、12 件が企業連携に繋がるなど、
研究成果の橋渡しの取組が進展した。平成 30 年度から開始した各種サポートにより、平成
31 年度ではさらに効率的な連携や橋渡しに進展することが期待される。

【実績】
標準化戦略会議（平成 30 年度までに 8 回開催、第 4 期中長期目標期間全体見込 12 回）
においては、統合した知的財産・標準化ポリシーを踏まえて、標準化戦略の方針・取組の
策定を行った。標準化の実現可能性を検討する標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)（平
成 30 年度までに延べ 59 件、第 4 期中長期目標期間全体見込延べ 75 件）では、社会におい
て有効に活用される標準化提案を目指し、民間企業との連携可能性や知的財産活用との一
体的推進の可能性の観点を導入し、FS テーマの選定を行った（民間企業との連携可能性 1
件、知的財産活用との一体的推進の可能性 23 件）。
また、技術開発における知的財産と標準の効果的な活用を図り、成果普及をより一層推
進するため、標準化に関する所内の事例を調査分析し「知財活用ツールとしての標準化ガ
イド」を平成 28 年度に作成し、オープン＆クローズ戦略に基づく戦略的な標準化の方策に
ついて、所内の連携担当者や研究担当者に周知した。
平成 31 年度は、引き続き標準化戦略 FS 等を活用しながら、知的財産と標準化の一体的
推進を図る。
【効果】
知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略の方針・取組の策定により、知的財産
と標準化の一体的推進を促進した。民間企業との連携可能性や知的財産活用との一体的推
進の可能性の観点から選定した FS 案件では、実際に標準を作成することを目的とした標準
基盤研究等へ移行し国際標準化に取り組むことができた（平成 30 年度までに 7 件、第 4 期
中長期目標期間全体見込 15 件）。
また、「知財活用ツールとしての標準化ガイド」については、成功事例を所内に広く展開
することにより、知的財産と標準化の一体的推進を検討する際の重要な参考資料となり、
標準化に対する所内の理解を促進した。

【実績】
知的財産マネジメントを円滑に推進するための環境整備として、平成 28 年度から新知的
財産管理システム（2020 年 5 月稼働予定）を開発中である。
新知的財産管理システムでは、機能改善により、所内研究者及び知的財産実務担当者の
知的財産の届出・出願・維持管理に伴う知的財産管理業務を効率化するにとどまらず、現
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システムでは膨大な手作業が発生している各種データの分析が容易となる。
平成 31 年度は、2020 年 5 月の稼働に向けて、システム開発を進め、併せてシステム稼働
後の知的財産管理業務の効率化の検討を開始する。
【効果】
知的財産戦略検討の基礎となる各種データの分析が容易となることで、研究グループ、
研究ユニット、領域等の各単位において、具体的データに基づくより効果的かつ戦略的な
知的財産マネジメントが実施されることが期待される。

【実績】
所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸成の取組として、知的財産権研修（平成
30 年度実施、平成 31 年度実施予定）や知的財産・標準化セミナー等の内部セミナー（平成
30 年度までに 18 回、中長期目標期間全体見込 30 回）を実施するとともに、全職員が受講
するｅラーニング研修の中で秘密保持契約の遵守などの研究情報管理に関する研修を実施
した。研修・セミナーの実施にあたっては、営業秘密保護やライフサイエンス分野の特許
審査基準等などのトピックについて外部講師を招き、具体的な事例を多く紹介した。さら
に、グループディスカッション等を取り入れる等の工夫を行った。また、年に数回開催し
ていた知的財産・標準化セミナーについて、平成 30 年度からは所内職員の関心・課題に対
応したテーマで原則毎月開催することとした。
また、標準化については、国際標準推進戦略シンポジウム（平成 30 年度までに 4 回、第
4 期中長期目標期間全体見込 5 回）の開催や平成 28 年度に制作したパンフレット「『標準化』
で創る新しいビジネス」により、産総研の標準化への取組・実績及び標準化協力の成功事
例等について所内外への周知を図った。
平成 31 年度も、引き続き内部セミナーや国際標準推進戦略シンポジウム等を通じ、知的
財産に関する所内外の意識向上を図る。
【効果】
平成 30 年度知的財産権研修（6 日間、全 12 講座）に延べ 638 名、毎月開催とした平成
30 年 10 月以降の知的財産・標準化セミナー（3 回）に延べ 132 名が参加し、職員の知的財
産・標準化に関する意識の底上げにより知的財産マネジメントの推進に寄与した。
国際標準推進戦略シンポジウムには延べ 1,497 名が参加し、所内外に対して、産総研の
知的財産活用と標準化の一体的推進の取組等の周知を図った。

【実績】
知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報
データベースへの情報登録・提供を毎年継続（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度も継

- 78 -

続見込み）するとともに、医療品原料機器・装置展への毎年出展を 4 回（平成 31 年 1 月 31
日現在、平成 31 年度末で 5 回の見込み）実施した。また、平成 29 年度から科学技術振興
機構の新技術説明会の場を活用して、技術移転マネージャーと研究者が連携して、技術移
転に関心の高い企業に対して有望な技術シーズの紹介を、2 回（平成 31 年 1 月 31 日現在、
平成 31 年度末で 3 回の見込み）実施した。第 4 期中長期目標期間における開放特許データ
ベースへの登録特許は総数で 6,500 件（平成 1 月 31 日現在、平成 31 年度末で同等以上の
見込み）、展示会等へ出展した技術は 32 件である（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度
末で 40 件超の見込み）。
有望案件の発掘・検討については、これまでの技術移転の成功事例の特徴を明らかにし
て、効率的に有望案件を発掘することを目指した。そのために、技術移転実績データを解
析し、知的財産をプログラムの提供をするソフトウェア型、様々な産業分野でのニーズが
ある産業分野横断基盤技術型、共同研究から創出された知財が活用される共同研究由来型
などの 6 類型に分類して現状把握を行い、それぞれの類型の特徴に応じた技術移転拡大策
の検討を行った。さらに、特許調査会社が提供する商用の特許解析ツールを活用して、ス
コア化した特許の注目度や被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップも実施
した。これらの情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い技術シーズ（表面化学修飾
ナノコーティング技術等）を 17 件（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度末で 30 件前後
の見込み）選定し、実用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品製作・実証試験
を行い、前述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展後に締結した
契約は、平成 31 年 1 月 31 日現在で共同研究契約 14 件、技術コンサルティング契約 11 件、
研究試料提供契約 10 件、情報開示契約 2 件、実施許諾契約 4 件である。
平成 31 年度も開放特許情報データベースへの情報登録・提供、医療品原料機器・装置展
や新技術説明会への出展等で知的財産情報を継続して発信する。有望案件の発掘・検討に
ついても継続する。
【効果】
展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、
研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。それらの契約相手には、
それまで産総研と接触したことがない企業、展示会により産総研技術を初めて知った企業
が含まれ、技術移転の裾野を拡大することに貢献した。さらに、展示会等への出展時の来
場者との対話により、産業界への最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する
情報を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修
正にも役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析す
ることで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができ
た。さらに、技術移転マネージャーが案件ごとに技術移転の最適な方策を立案することに
より、大型の技術移転契約等の創出につながった。それらに加えて、有望技術シーズを基
にした試作品製作・実証試験を実施することにより、技術シーズを見える化することがで
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き、産業界にアピールしやすくなった。例えば、表面化学修飾ナノコーティング技術（温
和な化学反応を用いて材料表面に親水性・疎水性・低摩擦性等の機能を持たせる技術）で
は、様々な種類の試作品の製作により、研究試料提供契約 3 件、技術コンサルティング契
約 1 件、共同研究契約 3 件につながった。
出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、第 3 期末の平成 26 年度では知的財産の実
施等に係る契約件数が 940 件、技術移転収入が 3.2 億円であったが、平成 30 年 11 月 30 日
現在で、契約件数については 1,114 件と増加させることができた。平成 31 年度にはさらに
増加見込まれる。また、契約金額については、平成 29 年度では 4.2 億円と増加しており、
平成 30 年度も平成 29 年度と同等以上の収入が見込まれている。平成 31 年度についても、
それをさらに上回る額が期待できる。

Ⅰ．１（９）

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）

【中長期目標】
産総研のつくばセンター及び全国８カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公設
試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡
しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。
また、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進
捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も
踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異
動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の強
化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小若
しくは廃止するものとする。
【中長期計画】
産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総研
の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全国レ
ベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公設試職
員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を推進し、
所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携して、地域
中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総研の技術ポテ
ンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するために必要な人材
の育成に取り組む。
さらに、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の
進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、
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他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強するこ
とにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門
等を縮小若しくは廃止する。
【実績】
橋渡しを全国レベルで行う体制の整備においては人的交流が重要であり、以下のように、
地域との関係強化のため公設試等との間で出向や委嘱などを重点的に行った。
公設試への出向については、公設試の求めに応じて平成 30 年度までの 4 年間で地域セン
ター元所長等産総研職員計 10 人を 8 都県に出向させた。
産総研への受入について、地域ニーズの把握や地域中核企業の発掘等を行い、公設試と
密接に連携して地域の「橋渡し」を推進するため、公設試等職員またはその幹部経験者を
委嘱または雇用する「産総研イノベーションコーディネータ」制度を平成 27 年度に新たに
開始した。全国にわたって委嘱または雇用することで、その人数は平成 30 年度までの 4 年
間で 127 名（平成 31 年 1 月末時点）となった。
平成 31 年度には、産総研イノベーションコーディネータは 130 名を超える見込みである。
また、平成 29 年度より新たに地域イノベーションコーディネータ会議を開催した。産総
研イノベーションコーディネータが一堂に会するこの会議を活用し、各地域の連携実施例
等に関する情報を共有するとともに産総研と公設試及び公設試どうしのネットワークを強
化した。平成 30 年度までの 2 年間で計 4 回開催し、のべ 191 名程度の産総研イノベーショ
ンコーディネータが参加し、産総研のイノベーションコーディネータと産総研イノベーシ
ョンコーディネータが所在地域にこだわりなくネットワークを広げ、各地域の活動内容や
課題に関して議論を深めることができた。
以上の取組を通して、公設試等と密接に連携し、地域における橋渡しを推進した。その
結果、平成 30 年度までの 4 年間で新たに開始した各種連携研究（地域中核企業との共同研
究、受託研究、中小企業庁や NEDO 等の戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業や橋渡
し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研究や追加研究、
技術コンサルティング等）は、平成 30 年度までの 4 年間で 232 件（平成 30 年 12 月末時点）
となった。
これに加えて、公設試等との協力の下、次の 2 事業を平成 27 年度より新たに実施した。
地域中核企業へのマーケティング機能を高め、地域における技術開発ニーズと産総研技
術シーズとのマッチング機能を強化するため、各地域センターが所在する地域ごとにテク
ノブリッジクラブ（地域企業が求める産総研の技術シーズを紹介する等、地域企業と産総
研との連携を密にする活動を実施）を平成 27 年度に創設した。テクノブリッジクラブへの
参加企業数は、平成 30 年度までの 4 年間で 356 社（平成 30 年 12 月末時点）に増加した。
平成 31 年度にもテクノブリッジクラブへの参加企業数は順調に増加し、400 社に達する
見込みである。
企業との連携強化を図るため、各地域において、招待制イベントであるテクノブリッジ
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フェア（招待企業に向けて産総研の技術シーズを紹介し、企業ニーズとのマッチングを促
進するイベント）を平成 27 年度より実施してきており、平成 30 年度までの 4 年間で、特
定企業に訪問し技術紹介等を行う訪問型も含めて計 45 回行い、合計 3,501 機関を招待・訪
問した。例えば、関西センターの協力の下、計測・分析フェア in 京都（平成 30 年 1 月 23
日開催）では、各領域の計測・分析技術を専門とする研究者を一堂に集め、テーマを絞っ
た形でフェアを開催した。その結果、北海道センターの協力の下、アグリテクノフェア in
北海道（平成 30 年 3 月 12 日開催）は、農工連携に関心のある企業との新規連携を構築す
るため、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）と共同開催した。中部センターの
協力の下、フロンティア材料フェア in 中部（平成 30 年 12 月 3 日開催）では、未来のモ
ビリティ開発に向けた最先端技術の成果を紹介し、人材育成の観点から学生セミナーも実
施した。また、テクノブリッジフェア in つくば（TBFT）は、毎年 600 社前後の企業から
1,800 名前後を招待し、研究紹介パネルの展示、セミナー及び短いプレゼンテーションを行
うピッチ会の開催、企業と産総研の幹部同士の面談を実施しており、企業の開発担当者レ
ベル及び経営層レベルを通じた密なマッチング・連携相談を行った。企業への訪問型フェ
アは、平成 27 年度から平成 30 年度までの 4 年間で 12 件実施し、地域の中核企業との連携
拡大・強化のため、企業のニーズと産総研の技術シーズのマッチングを推進した。
平成 31 年度においても、引き続き企業との信頼関係の構築と強化を目指して、全国にわ
たってテクノブリッジフェアを実施する見込みである。例えば、TBFT では、産総研の技術
シーズを、特定のニーズに合わせて領域横断的に関連技術を紹介する等工夫を行う予定で
ある。
さらに、地域連携に資する機会の創出等を図るため、平成 30 年度より、ある都道府県に
対して地縁を持つ役職員等が、その知見を活用して地域連携へ貢献できるような機会の創
出を図る「産総研ふるさとサポーター」の取組を新たに開始した。平成 30 年度においては、
のべ 208 人の役職員等が産総研ふるさとサポーターとなり、計 36 件（平成 31 年 1 月末時
点）の所内外からの依頼に対応し、講演、イベント協力及び見学対応等を行った。地縁を
活かした取組により、地域のニーズを汲み上げ、産総研職員のポテンシャルで応える形で、
橋渡しを全国レベルで行う体制の一つとして機能している。
平成 31 年度も引き続き活動を展開し、活動実績は増加する見込みである。
中長期計画策定時には無かった国の新しい施策である地域未来投資促進法（平成 29 年 7
月に施行）に対応して選定された地域未来牽引企業（地域の経済成長を力強く牽引する事
業を積極的に展開すること、または、今後取り組むことが期待される企業、平成 29 年 12
月に 2,148 社、平成 30 年 12 月に 1,543 社）に訪問する形で技術相談を行った。それによ
り、今後の地域を牽引することが期待される事業を技術的に支援し、橋渡しを行った。
【効果】
産総研イノベーションコーディネータの拡充等の人事交流等を通して公設試との連携強
化に取り組んだ結果、平成 30 年度までの 4 年間で新たに開始した各種連携研究（地域中核
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企業との共同研究、受託研究、中小企業庁や NEDO 等の戦略的基盤技術高度化支援（サポイ
ン）事業や橋渡し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研
究や追加研究、技術コンサルティング等）は、平成 30 年度までの 4 年間で 232 件（平成 30
年 12 月末時点）となった。
また、自治体との連携強化の効果として、自治体との共同補助事業が埼玉県、静岡県、
香川県、佐賀県、山梨県、茨城県、石川県、福井県において新たに開始された。
これに加えて、テクノブリッジクラブをきっかけとして、地域企業と密な情報交換の実
施や、公設試を含めた地域のネットワークの活用などを継続して行ったことにより、加盟
企業との連携研究件数は、平成 30 年度までの 4 年間の目標値が 200 件のところ、207 件（平
成 30 年 12 月末時点）となった。
例えば、加盟企業である DIC 株式会社は、平成 29 年度に「DIC-産総研化学ものづくり連携
研究室」を東北センター内に設置し、集中的かつ密接的な連携を行い、実用化に向けて研
究開発を発展させている。四国センター内にも同様の連携研究室を設置した企業があり、
また、九州センターでも産総研及び大学等とのサポイン事業を通して、企業が新規の装置
を開発した事例がある。
なお、平成 31 年度には加盟企業との連携研究件数は、250 件に達する見込みである。
また、テクノブリッジクラブ参加企業向けのテクノブリッジフェアを全国の各地域セン
ターで開催するなど、地域中核企業の技術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチング
を行い、地域センターのハブ機能を利用して連携強化を図った。つくば地域においては、
過去 3 年間に TBFT に招待した企業からの資金提供型共同研究の件数及び資金提供額は順調
に増加しており、平成 30 年度においては既に 65 億円以上の資金提供を得ている。TBFT に
おける幹部面談が冠ラボ等の大型連携の契機となっている事例もあり、企業とのより密な
連携に貢献している。
さらに、産総研ふるさとサポーターの取組を行った結果、例えば、地縁を基点とした講
演依頼、寄稿等、地縁を活用したこれまでにない形での地域連携実績を創出し、地域での
産総研のプレゼンスの向上及び職員の地域貢献へのモチベーション向上に寄与した。
この他、地域未来牽引企業との連携強化を通して、平成 30 年度に新たに開始した地域未
来牽引企業との連携研究は 23 件（平成 31 年 1 月末時点）となり、当該地域の発展に貢献
した。

【実績】
研修等の実施について、産業技術連携推進会議（公設試相互及び公設試と産総研との連
携を通じて、我が国の産業発展に貢献することを目的とする組織）の技術部会ならびに地
域部会（部会数 14（分科会・研究会数 105）、機関数 108（平成 30 年 4 月 1 日時点）
）にお
いて、技術分野別、地域別に研究の進捗状況、研究成果及び企業化事例の発表並びに討論
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等の勉強会活動を展開した（平成 30 年度までの 4 年間でのべ 858 回開催（平成 31 年 3 月
末時点））。また、産総研の技術ポテンシャルとネットワークを活かした地域活性化人材育
成事業（公設試職員を一定期間産総研に招へいして研究開発を行う事業、平成 30 年度まで
の 4 年間でのべ 44 人（平成 31 年 3 月末時点）を招へい）を通して、専門技術を有する公
設試職員を対象に実地研修を行い、技術レベル向上を支援した。
これに加えて、平成 30 年度は公設試向け AI 道場（公設試職員を対象とした人工知能に
関する座学、活用のための実習講座）を新たに開催した。公設試向け AI 道場は従来取り組
んでいなかった講習型の研修で、AI 初心者を対象に、平成 30 年度に開設した柏センターに
新たに設置した世界最高水準のスーパーコンピューターABCI を活用したハンズオン研修に
より、AI 人材の裾野を広げることを図るものである。
平成 31 年度も継続して事業を実施し、特に公設試向け AI 道場については、講座内容を
見直しつつ、全国の産総研地域センターにおいて順次開催していく。また、公設試向け IoT
道場も新たに開設する見込みである。
【効果】
地域企業にも関心の高い AI 技術に関する公設試職員への講座を通して、公設試と産総研
との連携が促進されるとともに、技術の習得による多様な技術分野への活用が見込まれる
等、地域を活性化するために必要な人材の育成に寄与した。また、公設試向け AI 道場及び
IoT 道場は、公設試職員に対して広く講習を行うことで、受講者を通して、地域の公設試職
員、企業人材への技術の普及が期待される。

【実績】
地域センターの「橋渡し」機能を把握するため、平成 28 年度から平成 29 年度に地域連
携機能評価を実施した。これは、各地域センターにおける「橋渡し」機能について、外部
委員とともに連携活動状況の分析等の意見交換を通した地域連携の実績の調査・把握を行
うものである。その結果、各地域センターが地域の連携拠点としてより効果を発揮するた
め、オール産総研の研究ポテンシャルのアピール、ハブ機能の強化、既にある産学間連携
拠点等、既存のハブへの積極的関与、技術相談窓口の強化、連携成功事例のアピールを推
進・強化すべきとのコメントが得られた。これらのコメントに対して、各地域センターが
地域特性に合わせて対応した。
特に地域センター毎の将来構想策定等の地域発の企画機能に課題が見られた 3 地域セン
ター（中国、四国、九州）を対象として、平成 30 年 6 月より、関係する領域、関係する本
部組織も関与する地域センター構想検討会議を開催した（中国・九州は各 4 回、四国は 5
回）。この会議において、地域発の企画力を研究ユニット長、領域幹部及び関係する本部組
織等がサポートし、研究ポテンシャルを活かした地域ニーズ対応への展開等、地域センタ
ーごとの将来構想を策定した。
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具体的には、中国センターは理事長裁量である戦略予算を活用して瀬戸内・九州地域を
含めた地元ニーズの調査を行い、「材料診断ネットワークの構築」の看板を掲げ、中国セン
ターを中心に西日本の公設試との材料診断ネットワークを構築する等、研究内容の強化を
図った。四国センターは「ヘルスケア産業創出アイランド四国」の看板を掲げ、戦略予算
を活用して歩行計測用設備を導入する等、研究内容の強化を図った。九州センターは「ス
マート製造センシングを先導する研究開発拠点」の看板を掲げ、戦略予算を活用してミニ
マル IoT デバイス実証ラボを開設する等、研究内容の強化を図った。
平成 31 年度には中国センターにおいて有機系材料の研究拠点化を推進するため、平成 31
年 7 月に公設研、各種法人と共に材料に関する広域テクノブリッジフェア「有機材料フェ
ア（仮題）」を開催する予定である。また、その他 4 地域センター（北海道、東北、中部、
関西）についても、同様の取組みを行い、第 5 期中長期計画に向けての将来構想を策定す
る見込みである。
また、地域センターごとに「橋渡し」機能強化の進捗状況を定常的に把握するため、全
国の地域センター所長会議を毎月実施した。平成 30 年 2 月からは同会議の名称を「地域拠
点戦略会議」と変更し、地域センターにおける諸問題や連携推進に関連するテーマを設け
て意見交換を行う場と位置付けるとともに、関係する各本部組織に調整補佐役を配置して
横断的かつワンストップでサポートする体制を整えた。
平成 31 年度においても、引き続き地域拠点戦略会議を着実に実施し、地域センターにお
ける諸問題の解決や連携推進に向けて議論を行う見込みである。
【効果】
地域拠点戦略会議及び地域連携機能評価を実施した結果、各地域における課題を抽出で
きし、各地域センターが地域特性に合わせた対応ができるようになり、地域の「橋渡し」
機能の強化につながった。また、各地域の連携事例の情報共有を行うことで、橋渡し機能
強化を図ることができた。
また、地域センター構想検討会議を行った結果、地域センターに関する情報を集約でき、
中国・四国・九州センターの新たな看板を立ち上げたことで、地域の中核企業に対する顧
客吸引力の増強が見込める。北海道・東北・中部・関西センターにおいても、同様の取組
を行い、地域センターの「橋渡し」機能の強化が期待できる。次のように、一部の地域セ
ンターでは地域連携が拡大された。
例えば、九州センターのミニマルファブ実証ラボは、両肥ものづくり連携推進フェア（平
成 30 年 9 月 3 日開催）及び『ミニマル BGA パッケージング試作ライン』オープニング・ワ
ークショップ（平成 30 年 10 月 17 日開催）にのべ 87 社が参加し、地域企業より高い関心
を集め、うち数社と具体的な連携を進めている。
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Ⅰ．３（２）

組織の見直し

【中長期目標】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり
方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋
渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築
する。
「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体
制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮できる
環境を整備するものとする。
また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見
直すこととする。
「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把
握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の
検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するものと
する。
【中長期計画】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も
含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」
を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織をⅠ．の冒頭に示した７領域に再
編したうえで各領域を統括する領域長には「１．
『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を
課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域
長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連
携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング情
報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネー
タを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動向、
産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究ユニ
ットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡し」研
究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センター長を
中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域を超えて
必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備する。また、
研究センターにおいては、
「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につながるポテンシャ
ルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。
【実績】
企業のニーズにより特化した研究開発の実施を目指し、パートナー企業名を付した連携
研究室、通称「冠ラボ」制度を平成 28 年 4 月に創設した。平成 30 年 12 月時点で 10 件の
冠ラボを設立した。
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具体的には、ＮＥＣ-産総研 人工知能連携研究室（平成 28 年 6 月 1 日）
、住友電工-産総
研 サイバーセキュリティ連携研究室（平成 28 年 6 月 1 日）
、日本ゼオン-産総研 カーボン
ナノチューブ実用化連携研究ラボ（平成 28 年 7 月 1 日）、豊田自動織機-産総研 アドバン
スト・ロジスティクス連携研究室（平成 28 年 10 月 1 日）
、パナソニック-産総研 先端型 AI
連携研究ラボ（平成 29 年 2 月 1 日）
、日本特殊陶業-産総研 ヘルスケア・マテリアル連携
研究ラボ（平成 29 年 4 月 1 日）、ＴＥＬ-産総研 先端材料・プロセス開発連携研究室（平
成 29 年 5 月１1 日）、矢崎総業-産総研 次世代つなぐ技術連携研究室（平成 29 年 10 月 26
日）、ＵＡＣＪ-産総研 アルミニウム先端技術連携研究ラボ（平成 30 年 6 月 1 日）、清水建
設-産総研 ゼロエミッション・水素タウン連携研究室（平成 30 年 10 月 1 日）、ＮＥＣ-産
総研 量子活用テクノロジー連携研究室（平成 31 年 3 月 1 日（設立予定）
）を設立した。
これら冠ラボでは、企業からの人材を特定集中研究専門員として受け入れるなど、企業
の事業戦略に密着した連携を行った。これにより、通常の共同研究よりも強力に研究成果
の橋渡しを行った。各冠ラボでは、企業及び産総研の経営層が出席する成果報告会を年 1
回ずつ開催しており、研究現場だけでなく組織的な進捗状況の把握・情報共有を行うこと
で、研究開発をより効率的かつ強力に推進した。「橋渡し」の主体となる冠ラボの数は着実
に増加しており、これにより研究成果の橋渡しは計画以上に加速された。
平成 29 年度にはイノベーション推進本部内に大型連携推進室を設置し、冠ラボによる企
業連携を支援する取組を強化した。冠ラボ運営のサポートとして、大型連携推進室主導で
各冠ラボの主要メンバー（企業からの出向者含む）を対象に交流会（平成 30 年 1 月 15 日）
や意見交換会（平成 30 年 12 月 21 日）を実施し、冠ラボ同士の横の連携の促進並びに各冠
ラボの課題や悩みの抽出及びその解決を行った。さらに、大型連携推進室を中心にシンポ
ジウム（平成 30 年 10 月 5 日）や個別企業との面談（随時）など、新規パートナー企業の
開拓や大型連携の推進に向けた取組を行った。
平成 31 年度は、大型連携の推進に向けたこれらの取組を引き続き実施し、平成 31 年度
末までにさらに新規 4 件の冠ラボを設置する見込みである。
【効果】
冠ラボでは、事業の立ち上げと並行して、企業単独では取組が困難な基礎的・基盤的な
研究開発や幅広い領域の知見を活用した融合研究を進めることが可能であり、従来の連携
方法と比較してより強力な連携を促進できた。例えば、新たな物流ソリューションの事業
化など、産総研の技術ポテンシャルを活かした課題解決と研究開発の加速につながった例
を挙げることができる。冠ラボシンポジウムのパネルディスカッションにおいても、パー
トナー企業から高い評価や更なる期待の声を頂いている。大型連携推進室が積極的にかか
わり主導的に冠ラボ設立の手続きを進めることにより、冠ラボ設立に必要な調整・手続き
も効率的かつ迅速に行われるようになり、スピードを求める企業の要望に応えられた。
このように、冠ラボは、企業ニーズに即した「橋渡し」に貢献することで、通常の共同
研究では得られない効果を発揮することができた。冠ラボの数は着実に増加しており、こ
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れにより研究成果の橋渡しは計画以上に加速された。
また、産総研側の研究者にとっても企業の研究者と密に連携をすることが企業ニーズの
把握や事業化意識を醸成する貴重な機会となり、将来の産業や社会ニーズを予測した新た
な研究テーマの設定など技術マーケティングの能力を向上させることができ、将来の橋渡
し促進に貢献した。

【実績】
イノベーションコーディネータの採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間
企業出身者を 23 名（平成 30 年 12 月末現在）、さらにはこれまで採用実績のない金融機関
等からイノベーションコーディネータ等を 2 名（平成 30 年 12 月末現在）採用し、新たな
産業分野への橋渡しを推進する幅広い専門人材を強化した。
イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等
を通して定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する連携主幹、連携の企画にかかわる職員には、
日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施するとともに、従来 OJT が中心であっ
た連携人材の育成において、平成 30 年度は連携人材育成研修（2 回）や企業提案の基礎力
トレーニング（5 回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携人材の育成
を進めた。その結果、民間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同
プロジェクトの企画、調整に留まらない、ビジネスモデルを含めた提案が企業に出来るよ
うになった。
平成 31 年度は、当該連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウ
と企業とのコネクションを生かした連携を成立させる。
【効果】
外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディ
ネータなど「橋渡し」にかかる専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対
する産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携
テーマを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た
な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。
具体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し
企業との活発な議論を通じて、食品メーカーとの間で、エネルギー・環境領域、生命工学
領域、情報・人間工学領域、エレクトロニクス・製造領域にまたがる食・農業のオープン
イノベーションをテーマとした組織的連携を構築できた。
さらに、事業化の経験を有する民間企業出身のイノベーション推進本部に所属するイノ
ベーションコーディネータ により、事業化までを視野に入れた技術戦略の策定を企業とと

- 88 -

もに行う共創型の技術コンサルティングを実施することができた。今後もイノベーション
推進本部、領域、TIA、地域センターに所属するイノベーションコーディネータなどがそれ
ぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新たな形での連携を期待できる。

Ⅰ．３．（３）

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項

【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた
め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環
境を確保するための仕組みや体制を整える。
・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企
業等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合
的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。
・国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
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断的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべく、
民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。
【実績】
競争的資金等の公募情報を所内イントラへ掲載して広く周知するとともに、必要に応じ
て注意事項等を追記する等、応募作業にかかる支援強化を平成 28 年度から行った。科学研
究費補助事業（科研費）の応募に際しては、応募書類の競争力強化を目的とし、産総研内
の科研費審査員等の経験者からの講演を含めた説明会を実施した。また、科研費審査委員
等の経験者や複数回採択者のうち、研究ユニットから推薦を受けた者が「アドバイザー」
へ就任した。研究計画調書の記載内容や記述方法等の助言を行うブラッシュアップ制度並
びに過去に採択された案件の閲覧制度の積極的な活用を促し、平成 30 年 12 月末現在まで
で延べ 54 件のブラッシュアップを行うとともに、193 名（662 件）が閲覧制度を活用した。
そのほか平成 29 年度から従前、研究代表者が行っていた実績報告書（約 700 名分）にかか
る作業に関して、科研費担当が収支状況の基礎データの作成・取り纏め及び科研費システ
ムへの取り込み作業を研究代表者に代わり行った。
平成 31 年度についても本取り組みを引き続き行い応募から資金獲得後まで一貫して支援
する体制を維持していく。
【効果】
公募情報に関しては随時イントラヘ掲載し、応募手順を明瞭に示す等の支援を行った結
果、期日までに適正な書類の提出がなされている。科研費の応募に際しては、ブラッシュ
アップ制度利用者及び閲覧制度利用者の採択率はそれぞれ非利用者に比して平均 6％、10％
高いという結果となっており、本取り組みにより、一定の成果が得られ、競争力強化が図
られた。全体の科研費応募件数が年々増加している中で本取り組みは有用であり、将来的
にも採択率の向上に繋がると期待できる。実績報告書の作成支援に際しては、研究代表者
が手作業で行っていた作業を科研費担当が担うことで研究代表者の負担軽減に大きく寄与
した。また、データの作成と取り込みについてシステムを活用した自動化を進めた。これ
らの取り組みにより、人為的なミスが軽減され、研究代表者及び科研費担当の確認作業の
省力化に繋がった。

【実績】
国内機関との連携については、平成 30 年 12 月末時点で 64 件（71 機関）の包括協定を締
結している。このうち、平成 27 年 4 月以降に新規に締結した包括協定は、17 件（18 機関）
であり、相手先機関の内訳は、企業 6 機関、大学 3 機関、地方公共団体 5 機関、その他団
体 4 機関である。
企業との包括協定では、産総研の技術シーズの事業化への橋渡しが推進された。平成 29
年度に包括協定を締結した株式会社日本政策投資銀行（DBJ）とは、産総研技術移転ベンチ
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ャーへの出資や大手通信企業創業者による創業セミナーなどを通じてインキュベーション
機能の強化を推進するとともに、DBJ より地域経済の中核的役割を担う地域未来牽引企業の
紹介を受け、企業連携を新規に開始した。また、平成 30 年 9 月には、包括協定相手先のオ
ランダハイテクキャンパス（HTCE）、
DBJ 及び産総研とで連携して東京・大手町にて AIST-HTCE
セミナー/ DBJ iHub 4.0 を開催し、ハイテクキャンパスに学ぶオープンイノベーションに
よる共創をテーマに 87 名の参加があった。
大学との包括協定では、人材育成を主な目的としており、第 4 期中長期目標期間ではお
茶の水女子大学や一橋大学と包括協定を締結した。お茶の水女子大学との連携では、同大
学のキャリア副専攻（産学連携）の講座「産学連携（実践編）」の一部を産総研が担当した。
平成 29 年度は試行的な実施であったが、平成 30 年度は正式な単位認定科目となり、「イノ
ベーション」を主題としてベンチャー支援や企業連携といった産総研の具体的な事例を基
に講義を行った。また、一橋大学とは、平成 29 年度に共同で「一橋大学・産総研イノベー
ションセミナー」を開催し、企業向けに経営分析やデザイン思考等に関するワークショッ
プを実施した。その他、技術を社会へ繋げるイノベーション創出人材を育成する目的で平
成 30 年度に開講した産総研デザインスクールにおいて、一橋大学から講師招聘等の形で連
携し、文理共創を軸としたイノベーション創出人材の育成に貢献した。
この他、包括協定の内容を具体化するための新たな協定を 12 件（12 機関）締結した。こ
れらの協定の多くは、大学との間で、大学のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点
「オープンイノベーションラボラトリ」に関する事項を定めたものであり、大学と産総研
の研究成果を融合し、産業界へ技術を橋渡しする基盤とすることを目的としている。
海外機関との連携については、平成 30 年 12 月末時点で 30 機関と包括研究協力覚書（MOU）
を締結している。第 4 期中長期目標期間においては、地球温暖化対策に向けた CO2 削減など、
世界的な課題解決に向けた国際連携のパートナーとして、最先端の研究を実施している世
界トップレベルの研究機関等と新たに 5 件の MOU を締結した。そのうち、経済産業省が進
める「革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業」と連動して、ドイツ航空宇宙セ
ンター（DLR、平成 28 年度締結）と 2 テーマ、欧州委員会共同研究センター（EC-JRC、平
成 29 年度締結）と１テーマの国際共同研究を開始した。また、HTCE（平成 29 年度締結）
とは、ワークショップを 3 回実施し、共有施設運営に係るノウハウ及びスタートアップス
の創業促進に関する情報交換を行った。
その他の MOU 締結機関との連携において、ドイツ フラウンホーファー研究機構（FhG）
とは、平成 29 年度から FhG レーザー技術研究所（ILT)との国際共同研究を開始した。また、
インド バイオテクノロジー庁（DBT）とは、日印共同研究ラボラトリー（DAILAB：DBT-AIST
International Laboratory for Advanced Biomedicine）をインドやスリランカに計 7 所設
置して創薬スクリーニングや細胞イメージングなどの研究開発を進めた。平成 29 年度に
個々の DAILAB の強みを総合的に発揮できるよう国際共同体制の拡大に合意し、DAICENTER
（DBT-AIST International CENter for Translational & Environmental Research）へと
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体制を強化するために MOU を更新した。
締結された個々の MOU については、締結当時に期待されていた効果が得られているかど
うかを、期間満了の一定期間前に評価（モニタリング）し、期間満了時に更新の是非を検
討するプロセスを導入した。
平成 31 年度には、海外を含めた外部機関との連携を発展させることが産総研及び相手先
機関のメリットとなる包括協定・MOU について、戦略的かつ積極的に締結を検討していく。
また、平成 27 年度から平成 30 年度までに 12 の国・地域の 19 機関と 22 回のワークショ
ップを開催し、研究テーマのマッチングを行う等、実質的な連携構築を図った。
また、台湾・工業技術研究院（ITRI）とは、更なる研究連携の活性化を図るため、産総
研・ITRI 双方に専用の連携スペースを平成 29 年度に開設した。平成 30 年度までに両機関
を合わせて 43 名（平成 29 年度 12 名、平成 30 年度 31 名）が利用した。
【効果】
第 4 期中長期目標期間における国内機関との包括協定は、共同研究の構築という枠組に
はまらない多様な連携の実現に大きく貢献した。特に金融機関との包括協定に基づく連携
では、これまで関係の薄かった企業について金融機関から紹介を受け交流する場を得た。
このように新たな連携を模索できる仕組みを得たことは、連携推進にとって大きな駆動力
となった。また大学との連携では、人材育成を重視した交流や文理共創など、大学側の特
色を活かした連携を推進し、これからの産総研の発展に重要と考えられるパートナーシッ
プを築くことに成功した。
海外機関と締結した MOU に基づき、DLR と 2 テーマ、EC-JRC と 1 テーマの国際共同研究
が速やかに開始された。具体的な予算措置をもって、組織的な協力体制を構築し、双方の
高い研究ポテンシャルを補完して、国際共同開発を加速させる仕組みづくりができた。
また、インド DBT との MOU 及びそれに基づく DAILAB 及び DAICENTER の活動は、研究連携
にとどまらず、日印双方の幅広いステークホルダーへのアピールに繋がった。これにより、
日印の若手研究者の育成や、日印両国における産業展開を視野に入れた研究開発と人材輩
出の加速が期待できる。
また、ITRI とは、連携スペースを活用した活発な連携により、産総研の知的財産の活用
や産総研技術移転ベンチャーを交えた連携へ発展した。

【実績】
知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報
データベースへの情報登録・提供を毎年継続（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度も継
続見込み）すると共に、医療品原料機器・装置展への出展を 4 回（平成 31 年 1 月 31 日現
在、平成 31 年度末で 5 回の見込み）実施した。また、平成 29 年度から科学技術振興機構
の新技術説明会の場を活用して、技術移転マネージャーと研究者が連携して、技術移転に
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関心の高い企業に対して有望な技術シーズの紹介を 2 回実施した（平成 31 年 1 月 31 日現
在、平成 31 年度末で 3 回の見込み）
。第 4 期中長期目標期間における開放特許情報データ
ベースへの登録特許は総数で約 6,500 件（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度末で同等
以上の見込み）、展示会等へ出展した技術は 32 件である（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成
31 年度末で 40 件超の見込み）
。
有望案件の発掘・検討については、これまでの技術移転の成功事例の特徴を明らかにし
て、効率的に有望案件を発掘することを目指した。そのために、技術移転実績データを解
析し、知的財産をプログラムの提供をするソフトウェア型、様々な産業分野でのニーズが
ある産業分野横断基盤技術型、共同研究から創出された知財が活用される共同研究由来型
などの 6 類型に分類して現状把握を行い、それぞれの類型の特徴に応じた技術移転拡大策
の検討を行った。さらに、特許調査会社が提供する商用の特許解析ツールを活用して、ス
コア化した特許の注目度や被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップも実施
した。これらの情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い技術シーズ（表面化学修飾
ナノコーティング技術等）を 17 件（平成 31 年 1 月 31 日現在、平成 31 年度末で 30 件前後
の見込み）選定し、実用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品製作・実証試験
を行い、前述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展後に締結した
契約は、平成 31 年 1 月 31 日現在で共同研究契約 14 件、技術コンサルティング契約 11 件、
研究試料提供契約 10 件、情報開示契約 2 件、実施許諾契約 4 件である。
平成 31 年度も開放特許情報データベースへの情報登録・提供、医療品原料機器・装置展
や新技術説明会への出展等で知的財産情報を継続して発信する。有望案件の発掘・検討に
ついても継続する。
【効果】
展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、
研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。それらの契約相手には、
それまで産総研と接触したことがない企業、展示会により産総研技術を初めて知った企業
が含まれ、技術移転の裾野を拡大することに貢献した。さらに、展示会等への出展時の来
場者との対話により、産業界への最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する
情報を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修
正にも役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析す
ることで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができ
た。さらに、技術移転マネージャーが案件ごとに技術移転の最適な方策を立案することに
より、大型の技術移転契約等の創出につながった。それらに加えて、有望技術シーズを基
にした試作品製作・実証試験を実施することにより、技術シーズを見える化することがで
き、産業界にアピールしやすくなった。例えば、表面化学修飾ナノコーティング技術（温
和な化学反応を用いて材料表面に親水性・疎水性・低摩擦性等の機能を持たせる技術）で
は、様々な種類の試作品の製作により、研究試料提供契約 3 件、技術コンサルティング契
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約 1 件、共同研究契約 3 件につながった。
出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、第 3 期末の平成 26 年度では知的財産の実
施等に係る契約件数 940 件、技術移転収入 3.2 憶円であったが、平成 31 年 1 月 31 日現在
で、契約件数については、1,114 件と増加させることができた。平成 31 年度にはさらに増
加が見込まれる。また、契約金額については、平成 29 年度では 4.2 憶円と増加しており、
平成 30 年度も平成 29 年度と同等以上の収入が見込まれている。平成 31 年度についても、
それをさらに上回る額が期待できる。

【実績】
イノベーションコーディネータの採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間
企業出身者を 23 名（平成 30 年 12 月末現在）、さらにはこれまで採用実績のない金融機関
等からイノベーションコーディネータ等を 2 名（平成 30 年 12 月末現在）採用し、新たな
産業分野への橋渡しを推進する幅広い専門人材を強化した。
イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長への情報共有を行う月 2 回の報告会等を
通して定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する連携主幹、連携の企画にかかわる職員には、
日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施するとともに、従来 OJT が中心であっ
た連携人材の育成において、平成 30 年度は連携人材育成研修（2 回）や企業提案の基礎力
トレーニング（5 回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携人材の育成
を進めた。その結果、民間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同
プロジェクトの企画、調整に留まらない、ビジネスモデルを含めた提案が企業に出来るよ
うになった。
平成 31 年度は、当該連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウ
と企業とのコネクションを生かした連携を成立させる。
【効果】
外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディ
ネータなど「橋渡し」にかかる専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対
する産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携
テーマを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た
な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。
具体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し
企業との活発な議論を通じて、食品メーカーとの間で、エネルギー・環境領域、生命工学
領域、情報・人間工学領域、エレクトロニクス・製造領域にまたがる食・農業のオープン
イノベーションをテーマとした組織的連携を構築できた。
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さらに、事業化の経験を有する民間企業出身のイノベーション推進本部に所属するイノ
ベーションコーディネータにより、事業化までを視野に入れた技術戦略の策定を企業とと
もに行う共創型の技術コンサルティングを実施することができた。今後もイノベーション
推進本部、領域、TIA 推進センター、地域センターに所属するイノベーションコーディネー
タなどがそれぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新たな形での連携を期待で
きる。

【実績】
外部機関が提供するマーケティングデータベースやパテントデータベース、技術のニー
ズ・シーズマッチングシステムを活用して企業ニーズや中長期の事業計画、研究開発戦略・
重点分野等を分析し、オール産総研での技術コンサルティングを実施した。平成 31 年度は
これらパテントデータベース等を活用して、企業の知財戦略を端緒とした連携構築に積極
的に取り組む。
【効果】
マーケティングデータベース等を活用することで技術コンサルティングの質が向上し、
食品業界に対して、生命工学領域だけでなく、エネルギー・環境領域、エレクロトニクス・
製造領域、情報・人間工学領域まで巻き込んだ新事業創出につながる研究テーマを提案し、
包括的共同研究契約を締結するなど、これまで連携実績の少なかった業界への橋渡しが促
進された。

【実績】
国際標準化活動の体制強化を目的として、標準関連部署と知財関連部署を組織統合して
知的財産活用と標準化の一体的推進を強化するとともに、標準化戦略会議を設置した。
標準化戦略会議（平成 30 年度までに 8 回開催、第 4 期中長期目標期間全体見込 12 回）
は、平成 28 年度に制定した知的財産・標準化ポリシーを踏まえ、知的財産活用と標準化の
一体的推進を図るとともに、標準化戦略の策定、標準化専門家の活動支援及び標準化人材
の育成等、国際標準化活動を推進するための検討を行った。
標準化戦略会議での検討を踏まえて、標準化活動支援策として、標準化の実現可能性を
検討する標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)（平成 30 年度までに延べ 59 件、第 4 期
中長期目標期間全体見込延べ 75 件）や、工業標準を作成することを目的とした研究である
標準基盤研究（平成 30 年度までに延べ 63 件、第 4 期中長期目標期間全体見込延べ 73 件）、
標準化国際会議へ参加するための旅費支援（平成 30 年度までに 164 件、第 4 期中長期目標
期間全体見込 213 件）など、標準化を推進する各フェーズに応じた支援を行った。
標準化戦略 FS では、有効に活用される標準化提案を可能とすべく、民間企業との連携可
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能性や知的財産活用との一体的推進の可能性の観点を導入し、案件選定を行った（民間企
業との連携可能性 1 件、知的財産活用との一体的推進の可能性 23 件）。
また、人材育成の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成 29 年度から開始した規
格開発エキスパートへの登録を推奨し、27 人が規格開発エキスパートとして登録した。
平成 31 年度も、引き続き国際標準化活動を推進するための体制整備を行っていく。
【効果】
国際標準化活動の体制整備及び各種支援策の結果として、産総研からは平成 29 年度まで
に 78 件の国際標準化提案を行うことができた。平成 29 年度では、日本からの国際標準化
提案のうち約 7 件に 1 件は産総研によるものであり、職員の約 10 名に 1 名が国際標準化活
動に携わっており、国際標準化活動の体制整備及び各種支援策を通じて、技術を社会に普
及させる「橋渡し」役を担うことができた。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

２．イノベーション推進本部（年度評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(４)

産総研技術移転ベンチャー支援の強化

Ⅰ．１．(５)

技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

Ⅰ．１．(６)

マーケティング力の強化

Ⅰ．１．(８)

戦略的な知的財産マネジメント

Ⅰ．１．(９)

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）＜一部＞

Ⅰ．３．(２)

組織の見直し ＜一部＞

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞
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Ⅰ．１．（４）

産総研技術移転ベンチャー支援の強化

【中長期目標】
先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャー
の創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの
出資額を評価指標として設定する。
【中長期計画】
先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャー
の創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの
出資額を評価指標として設定する。
【平成 30 年度計画】
・産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、スタートアップ開発戦略タスクフォ
ース等ベンチャー創出支援事業において、事業化に向けたマーケティング活動、ビジネ
スモデル構築及びプロトタイプの開発を推進する。また、民間企業から産総研技術移転
ベンチャーへの出資を促進するため、ビジネスインキュベーション機関及びベンチャー
キャピタル等とのネットワークを活用した連携活動並びに事業計画・ビジネスプランの
ブラッシュアップ等の事業支援を強化する。
【実績】
産総研技術移転ベンチャーの知名度向上及び販路開拓、資金調達の支援を行ったことに
より、産総研技術移転ベンチャーに対するキャピタル等民間からの出資額目標を大幅に上
回り、6 社に対し 21.6 億円（目標額 7.8 億円）
（平成 31 年 1 月 25 日現在）となった。また、
産総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的として、産総研公式ホームページのベンチ
ャー紹介コーナー（TECH Meets BUSINESS）及びパンフレットの拡充、産総研技術移転ベン
チャーに対して、外部機関の開催する展示会やビジネスマッチングイベントへの出展やピ
ッチ会への登壇の場を提供するなどの支援を行った。これらの産総研による積極的な広報
活動によって産総研技術移転ベンチャーの認知度が向上し、産総研技術移転ベンチャーが
外部表彰を 5 件（平成 31 年 1 月 25 日現在）受賞したことにつながった。主な表彰実績と
して、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）大学発ベンチャー表彰（新エネルギー・
産業技術総合開発機構理事長賞：株式会社ナノルクス）を受賞した。 産総研技術移転ベン
チャーに関する新聞等への掲載実績も 82 件（平成 31 年 1 月 25 日現在）となった。
金融機関やベンチャーキャピタル、事業会社等とのネットワークである「AIST スタート
アップスクラブ」を活用した連携の取組を行った。日本政策投資銀行との包括協定を活用
し、産総研技術のインキュベーション強化として産総研技術移転ベンチャーの経営者に対
する起業家相談会の実施、および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
とビジネスマッチング会「産総研発ベンチャーTODAY」の共同開催を行った。
産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待される企業を「重点支援ベンチャー」とし
て平成 30 年度は 20 社を選定した。企業ごとに専任の担当者（「担当コンシェルジュ」と称
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する）を設定し、企業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路開拓を行うなど支援活
動を推進した。
新たに 6 社に産総研技術移転ベンチャーの称号を付与し、累計 144 社となった（平成 31
年 1 月 25 日現在）。なお、経済産業省が実施した平成 29 年度産業技術調査（大学発ベンチ
ャー・研究シーズ実態等調査）によれば、大学発ベンチャー創出数トップは東京大学の 245
社、第 2 位は京都大学の 140 社であるところ、産総研における平成 30 年度までの累計 144
社（平成 31 年 1 月 25 日現在）は、遜色ないレベルであると言える。
産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、ビジネスモデルの構築や資金調達等
のベンチャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー開発・技術移転センターの専門
人材であるスタートアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研究者が協力し、先端技
術を事業化するための「スタートアップ開発戦略タスクフォース」
（以下、タスクフォース）
を 6 件組織した（平成 31 年 1 月 25 日現在）。タスクフォースの活動として、ベンチャー創
出に向けた技術開発と、ビジネスモデルの構築、AIST スタートアップスクラブのネットワ
ークを活用したマーケティング、試作品の開発等の事業開発を実施したことにより、平成
30 年度活動中のタスクフォースから 2 社（平成 31 年 1 月 25 日現在）創業した。
産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産の管理費用及び契約一時金の費用減免、
施設使用料の減額などの支援措置を実施することで、ベンチャーの成長を支援した。また、
ベンチャー技術移転促進措置実施規程をについて、対象となる法人等の要件を見直して支
援対象を広げる改訂を行う一方、産総研技術移転ベンチャー企業の倒産によるリスクを低
減するため、知的財産権の持分譲渡を廃止するなどの規程改正を行った。
【効果】
スタートアップ開発戦略タスクフォースでは、AIST スタートアップスクラブのネットワ
ークを活用したマーケティングにおいて、事業会社等と具体的な協業を前提として連携す
ることにより、素材や装置提供にとどまらず具体的な顧客を想定したバリューチェーンを
含めたビジネスモデルを構築でき、ベンチャー創業の推進につながった。
また、産総研技術移転ベンチャーへの支援として、一般企業やベンチャーキャピタル等
を対象とした産総研主催のビジネスマッチング会を企画・開催したことや、外部機関開催
の展示会及びビジネスマッチングイベントへの出展支援を積極的に推進した。それらのこ
とが、産総研技術移転ベンチャーの認知度向上等につながり、ベンチャー企業への事業提
携や投資に発展した。特に、重点支援ベンチャーに担当コンシェルジュを設定し、ベンチ
ャーの成長に必要な支援ニーズを的確に把握した。その結果、民間企業から産総研技術移
転ベンチャーへの出資が増え、6 社に対し 21.6 億円（平成 31 年 1 月 25 日現在）となり、
出資目標額（7.8 億円）を大幅に上回った。
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Ⅰ．１（５）

技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

【中長期目標】
企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技
術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的
に推進するものとする。
【中長期計画】
企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技
術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的
に推進する。具体的には、受託研究等に加えて、産総研が有する技術の強みを活かした指
導助言等を実施する制度を拡充し、技術面からのコンサルティングを通じて適切な対価を
得つつ民間企業への「橋渡し」を支援する。これにより、研究開発から事業化に至るまで
切れ目のない連続的な技術支援に資する「橋渡し」機能の一層の強化を目指す。評価に当
たっては、コンサルティングが産総研の「橋渡し」機能の一部として重要な役割が期待さ
れることから、得られた収入は評価指標である民間資金獲得額の一部として取り扱う。
【平成 30 年度計画】
・多様な民間企業ニーズに応えるために、
「技術コンサルティング制度」を活用し、産総研
の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等を実施する。
・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の理解の促進を図ると
共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場での一層の活用を図る。さらに産総研の
総合力を活かした大型連携の構築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する
共創型技術コンサルティングを促進する。一方、技術コンサルティングの大幅な増加を
踏まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向上を図るとともに、効
率的な技術コンサルティング制度の運用のあり方を検討する。これらの取組みを通じて、
年度計画を大幅に上回った平成 29 年度技術コンサルティング収入を上回ることを目標と
する。
【実績】
多様な企業ニーズを受け止めて共同研究へ橋渡しすることを目的として、
「技術コンサル
ティング制度」（産総研の技術ポテンシャルを活かした有償の指導助言等）の積極的な利用
を促進した。
平成 30 年度の技術コンサルティングの実施件数は平成 27 年度の 84 件から 447
件（平成 30 年 12 月末現在）に増加しており、3 年で 5 倍の伸びを示している。獲得資金に
おいても、平成 29 年度の 6.0 億円の収入を上回ることを目標とした平成 30 年度目標を大
幅に上回る平成 29 年度 120%強の 7.3 億円（平成 31 年 1 月末現在）に増加した。
【効果】
技術コンサルティングは前年度を大幅に上回る 20％の伸びを実現し、7.3 億円（平成 30
年度実績）を獲得するなど、民間資金獲得額全体の約１割を占める制度となり、民間資金
獲得目標の達成に向けて貢献した。技術指導に留まらずコンサルティング会社に技術コン
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サルティングを提供するなど、さらに幅広い企業との連携を成し遂げることができた。

【実績】
技術コンサルティングの活用を全国で幅広く促すため、地域センターの職員等を対象に
した個別説明会（9 回）を開催し、技術コンサルティング制度の活用方法やメリットを周知
することで、つくばセンターのみならず地域センターにおいても技術コンサルティングの
一層の定着が図られた。
また、イノベーションコーディネータの主導による、企業とのディスカッションを通じ
て研究開発戦略を策定するコンセプト共創型の技術コンサルティングにおいて、産総研の
幹部と企業経営層との対話により、領域を跨る研究開発につなげることができた。具体的
には、平成 29 年度に連携を開始した食品メーカーに引き続き、計測・分析機器メーカーと
の間でコンセプト共創型の技術コンサルティングを開始した。その結果、全７領域を巻き
込む共創型の技術コンサルティングにより産総研の技術シーズを発掘し、ビジネスモデル
を含め企業に提案することにより事業化を見据えた大型の共同研究につながる取組みを進
めることができた。
さらに技術コンサルティングの大幅な増加を受けて、連携主幹１名を専属の担当として
配置し、より効率的な技術コンサルティングの運用を行う体制を整えた。また、研究者と
各領域の研究戦略部、イノベーション推進本部の技術コンサルティング制度の専属担当者、
さらにはイノベーションコーディネータとの間で、技術コンサルティングの適否や制度の
注意点などの確認を行うなど事前相談を繰り返し質向上に努めた。その結果、コンサルテ
ィング終了後に利用者と所内研究者に行う平成 30 年度の満足度のモニタリング調査におい
て、所外回答者（104 名）
・所内回答者（266 名）ともに約 9 割の回答者が満足と回答した。
特に所外回答者においては 88％が満足と回答した平成 29 年度の調査と比較して 94％が満
足と回答し、顧客満足度をさらに向上させることができた。また、所外回答者全体のおお
よそ半数が引き続き技術コンサルティングの利用や、共同研究への進展の予定があると回
答している。
上述の取組みにより、前年度計画を大幅に上回った平成 29 年度技術コンサルティング収
入 6.0 億円をさらに大きく超える、7.3 億円（平成 31 年 1 月末現在）を獲得することがで
きた。
【効果】
精力的な地域センターでの職員説明会により、全ての地域センターで利用される制度と
なったことに加え、平成 29 年度 411 件から平成 30 年度 482 件（平成 31 年 1 月末現在）に
増加した。
技術コンサルティングにより企業の多様なニーズに対応した共同研究等のフィージビリ
ティについて研究現場と一体となった本格的な検証が可能となったことで、技術コンサル
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ティングを起点として領域を横断した多くの大型連携につながるなど、企業との共同研究
開発への「橋渡し」機能が強化され、国立研究開発法人と産業界との新たな連携モデルが
確立された。
特に、共創型技術コンサルティングの実施により、個別の技術テーマにおける研究開発
に留まらない、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断の大型連携をイノベーショ
ンコーディネータが提案し、企業とともに連携体制を構築していく仕組みを作ることがで
きた。
また、運用の効率化と品質向上により、技術コンサルティングを通じて共同研究等の連
携を進めるメリットが研究者と企業双方に理解が浸透し、これまで連携実績のなかった企
業との連携が広がるとともに、1 件あたりの契約金額が開始年度の平成 27 年度 100 万円か
ら平成 30 年度 150 万円に増えた。今後もこれらの幅広い産業との密な連携の継続が期待さ
れ、連携件数や外部資金の増大が見込まれる。
技術コンサルティングの専属担当者の配置により迅速な技術コンサルティングの開始が
可能となり、平成 30 年度の顧客満足度のモニタリング調査において「手続きに係る時間が
少なく、スピード感を持って取り組める」、「具体的な研究課題がなくても相談でき、産総
研との連携の敷居が下がった」などの回答があり、運用の効率化と品質向上により、幅広
い企業との連携促進につながった。

Ⅰ．１（６）

マーケティング力の強化

【中長期目標】
橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、
技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か
らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究
後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に留意し
つつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④
保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフェーズで
のマーケティング力を強化する必要がある。
これら４フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専
門部署による取組に加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取組、さらには、
研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通しての取
組が考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取組を推進するものと
する。
【中長期計画】
橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、
技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か
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らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究
後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に留意し
つつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④
保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフェーズで
のマーケティング力を強化する必要がある。
これら４フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専
門部署による取り組みに加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取り組み、さ
らには、研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通
しての取り組みが考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取り組み
を推進する。すなわち、マーケティングの中核たる研究ユニットの研究職員は、上記①～
④を念頭に置き、学会活動、各種委員会活動、展示会等あらゆる機会を捉えて技術動向、
産業動向、企業ニーズ、社会ニーズ等の情報を収集し、普段から自分自身の研究をどのよ
うに進めれば事業化に繋がるかを考えつつ研究活動を行う。さらに、マーケティングを担
う専門人材（イノベーションコーディネータ）と連携したチームを構成し、企業との意見
交換等を通じて、民間企業の個別ニーズ、世界的な技術動向や地域の産業動向などを踏ま
えた潜在ニーズ等の把握に取り組む。収集したマーケティング情報は各領域がとりまとめ、
領域の研究戦略に反映する。また、領域や地域センターを跨ぐ横断的なマーケティング活
動を行う専門部署を設置し、マーケティング情報を領域間で共有する。さらに、マーケテ
ィング情報に基づき、領域をまたぐ研究課題に関する研究戦略や連携戦略の方向性に反映
する仕組みを構築する。加えて、産総研と民間企業の経営幹部間の意見交換を通じたマー
ケティングも行い、研究戦略の立案に役立てるととともに、包括的な契約締結等への展開
を図る。
なお、イノベーションコーディネータは研究職員のマーケティング活動に協力して、民
間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェクトの企画、調
整を行い、民間資金による研究開発事業の大型化を担う者として位置づける。マッチング
の成功率を上げるため、研究ユニットや領域といった研究推進組織内へのイノベーション
コーディネータの配置を進めるとともに、それぞれが担当する民間企業を定めて相手から
の信頼を高める。イノベーションコーディネータに要求される資質として、民間企業、外
部研究機関等の多様なステークホルダーに対応できる経験や、人的ネットワークなどを有
することが求められることから、内部人材の育成に加え、外部人材を積極的に登用して、
その専門性に適した人材の強化を図る。
【平成 30 年度計画】
・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動を実施する。マーケ
ティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期に追加的に措置される交付金
については、 民間資金獲得強化の方針を導入する。
・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活動を行う機能の充実及
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び効率的な運用を図る。
・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加えて、民間企業との活発
なコミュニケーションによるニーズプル型や、コンセプトを共創するマーケティングを
領域横断的な技術コンサルティングなどによって推進する。
・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを担う専門人材の強化
のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企業連携研修（年 2 回程度）等、連携ノ
ウハウを共有する場を設定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づ
いた外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり方を
検討する。
【実績】
研究に高い専門性を有するイノベーションコーディネータを各領域や TIA 推進センター
に 25 名（平成 31 年 2 月 1 日現在）配置するとともに、産総研の連携活動を領域横断で統
括するイノベーションコーディネータを 15 名（平成 30 年 12 月末現在）、また地域連携の
中核機能を担うコーディネータを全国 9 つの地域センターに 19 名（平成 31 年 2 月 1 日現
在）配属した。特に、生命工学領域においては、産総研が所有しない大学病院等の臨床機
関と共同した技術の事業化が求められていることを踏まえ、バイオベンチャーでの経験を
有するコーディネータの主導により外部の臨床機関等と連携した産総研シーズの事業化構
想を進めた。また、エネルギー・環境領域においては、急速に注目の高まっている ESG 投
資（環境（Environment）
、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮した企業への投
資）の社会的要求を踏まえ、金融業界での業務経験をもつ連携主幹が環境負荷データベー
スをもとにした投資インデックスの確立に向けた金融機関との連携等を進めた。
理事長裁量の戦略予算において、民間資金獲得強化を狙った提案を優先的に採択した。
これらの課題では、それぞれに民間資金獲得額目標を設定するとともに、全テーマを対象
とする中間評価を実施して、民間資金獲得状況の進捗を確認した。
【効果】
領域における技術的知見と民間企業でのビジネスの経験を併せ持った人材をイノベーシ
ョンコーディネータとして配置することで、民間企業の目線での産総研技術シーズの掘り
起こしや企業への事業化の提案が可能となり、特に生命工学領域においては、産総研技術
の事業化を見据え橋渡しのために医療機関、さらには金融機関との調整を開始するなど、
これまで連携テーマの設定が難しかった業界との連携を拡大させることができ、生命工学
領域において海外において費用対効果の高い治験が期待される臨床機関の開拓につながっ
た。
戦略予算について、民間資金獲得の目標額を設定した課題では、課題ごとに担当イノベ
ーションコーディネータを指名したことにより、マーケティング力が強化され、順調に民
間資金獲得が進んでいる。
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【実績】
外部専門家の指導のもと、特定企業のニーズや事業計画を踏まえて、領域横断で技術シ
ーズを融合させ、企業への提案を行う企業連携の検討会を開催するとともに、全ての領域・
地域センターを対象とした連携人材育成研修のなかで、産総研の全リソースを利用した事
業化の提案のケーススタディを行い、領域をまたがるマーケティング機能の充実を図った。
また、領域、TIA 推進センター、地域センター及びイノベーション推進本部のイノベーショ
ンコーディネータが参画する拡大技術マーケティング会議を 3 回開催し、マーケティング
活動の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有した。さらに、企業からの提供資金により
行う共創型コンサルティングにおいて、領域横断のテーマ創出を加速するなど、全所横断
的なマーケティング活動の効果的な運用を図った。
【効果】
企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携の方法論をイノベーションコーディネー
タ等の連携担当に浸透させることにより、技術シーズの発掘や企業ニーズの把握、提案資
料の作成といった連携担当者のマーケティングスキルが向上し、企業との大型連携の促進
につながった。具体的には、3,000 万円以上の大型共同研究が平成 29 年度から平成 30 年度
の間に 31 件から 35 件(平成 31 年 1 月末現在)に増加し、そのうち 1 億円以上の 11 件のう
ち 7 件においてイノベーションコーディネータが交渉に携わっていた。また、コンセプト
共創型の技術コンサルティングの活用により、産総研の幅広い研究リソースを領域の枠に
捉われずに検討できるようになり、個別の技術課題に留まらない企業が直面する SDGs（持
続可能な開発目標）などの社会的課題に対応した連携ができるようになった。

【実績】
民間企業における事業経験を有するイノベーションコーディネータと各領域のイノベー
ションコーディネータが協力し、事業化までを視野に企業とともに連携テーマの創出を行
うコンセプト共創型の技術コンサルティングを 3 件（平成 31 年 1 月末現在）推進した。企
業の問題意識をとらえ、領域の枠にとらわれずに産総研の技術シーズを発掘し、ビジネス
モデルを含め企業に提案することにより事業化を見据えた包括的な組織的連携につなげる
ことができた。具体的には、精密機器メーカーとの間で生命工学領域をはじめとする各領
域にまたがる包括的な組織連携の開始に向けた調整を行った。
また、企業の経営層と理事長をはじめとする産総研の各領域・研究ユニットの幹部が直
接対話する機会を設けることで、組織的かつ大型の連携に繋げた。例えば、産総研テクノ
ブリッジフェア 2018 in つくばにおける 12 社の企業幹部と理事長との面談をはじめ、産総
研の領域・研究ユニット幹部による企業経営層との対話により、組織間での研究開発への
コミットメントを伴った大型の組織的連携を 16 件実現した。
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【効果】
個別の技術テーマにおける研究開発に留まらない、企業の中長期戦略やビジョンに紐づ
く領域横断の大型連携を提案し、企業とともに連携体制を構築していくコーディネート活
動を加速した。
特に、共創型技術コンサルティングを活用して、企業の経営層との活発なコミュニケー
ションによるニーズ把握を行って企業の事業戦略に沿った研究テーマの共創を行うことで、
イノベーションコーディネータによる企業経営の視点に即した提案力が強化された。さら
に、共創型技術コンサルティングを通じて、産総研の研究戦略だけでなく、企業の研究戦
略をも共創し組織的な連携を構築する新たな産学連携の形式を提示することができた。ま
た、これまで十分に連携が構築できていなかった産業分野との連携が拡大し、領域を横断
する大型の共同研究を成立させることができた。

【実績】
イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等
を通してイノベーションコーディネータの定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する役職（連携主幹）に、経営や他社との契約交
渉の経験を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を企業連携において幅広く活用が
進む技術コンサルティングの専任として登用した。さらに、連携主幹、連携の企画にかか
わる職員に対しては、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施した。また、従
来 OJT が中心であった連携人材の育成において、外部講師を活用した連携人材育成研修（2
回）や企業提案の基礎力トレーニング（5 回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授
を通して連携人材の育成を進めた。
【効果】
外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディネータ
など「橋渡し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対する
産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テー
マを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産
業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具
体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し、
新たに食品メーカーや精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えて組織連携の構築に向け
た調整を進めることができた。
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Ⅰ．１（８）

戦略的な知的財産マネジメント

【中長期目標】
「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される
ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦
略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。
このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略
的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、
「強
く広い」知財を取得するものとする。
また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として
研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分
野における独占的実施権を付与することを基本とする。なお、企業からの受託研究の成果
ではない共通基盤的な技術については非独占実施権を付与するなどにより活用を図るもの
とする。
さらに、知的財産マネジメントや知的財産権を活用した事業化に向けた体制整備等、戦
略的なマネジメントの実現に向けた組織的な取組を行うものとする。
【中長期計画】
「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される
ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦
略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。
このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略
的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、
「強
く広い」知財を取得する。
また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として
研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分
野における独占的実施権を付与することを基本とする。
具体的には、民間企業等のニーズを踏まえて民間企業が活用したい革新的技術や産業技
術基盤に資する技術を創出するために、マーケティングにより把握した産業動向や技術動
向に加えて特許動向などの知的財産情報を活用し、オープン＆クローズ戦略に基づいた研
究の実施と研究成果の戦略的な権利化を進める。なお、企業からの受託研究の成果ではな
い共通基盤的な技術については非独占的な知的財産権の実施許諾や国際標準への組み込み
による成果普及を目指す等、知的財産の戦略的活用を図る。
さらに、これらの取り組みのため、知的財産や標準化の知見と研究開発に関する知見の
双方を有するパテントオフィサーを、領域およびイノベーション推進本部に配置し、知的
財産活用化に向けた体制の強化を図る。パテントオフィサーは、知的財産情報の分析支援
や、それに基づく領域の知的財産戦略の策定に取り組む。また、パテントオフィサーを中
心とした会議体を設置し、知的財産の創出、活用、並びに技術移転を連続的・一体的にマ
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ネジメントすることにより、民間企業への「橋渡し」の最大化を目指す。
【平成 30 年度計画】
・知財戦略会議を開催し、
「強く広い」知的財産権の取得等を目指した産総研全体としての
知的財産戦略の策定及び知的財産マネジメント強化策の検討を行う。
・特許審査委員会を開催し、知財戦略会議で策定された知的財産戦略を踏まえた国内外の
出願・審査請求等要否の審査を行う。
・知財戦略会議や標準化戦略会議等を活用して、知的財産活動と標準化活動との一体的推
進を図る。
・目的基礎研究や「橋渡し」研究前期の研究成果である萌芽技術について、オープン＆ク
ローズ戦略も含めた戦略的な知的財産アセット構築の支援を実施する。
・セミナー・シンポジウムの開催や普及・啓発用資料の充実化等によって、知的財産や標
準化に関する普及・啓発及び産総研内外への情報発信を図る。
・パテントオフィサー等の知的財産専門人材の育成に取り組む。
・平成３２年５月のリリースに向けて新しい知的財産管理システムの開発を継続する。
・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化するため、知的財産情
報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術移転マネージャーを中心に、研究現場
と連携した技術移転活動を強化する。
【実績】
イノベーション推進本部幹部及びパテントオフィサーの他、各領域のパテントオフィサ
ー等が委員として参加する、知的財産にかかる全所的な取組を議論する知財戦略会議（3 回）
を開催し、社会的インパクトの大きい研究成果の橋渡しを一層加速させるための知的財産
戦略及び知的財産マネジメント強化策の検討を行った。具体的には、パテントオフィサー
等の所内専門人材がチームとなり戦略策定・更新を継続的に支援する特優テーマ支援（平
成 30 年 10 月開始）、先行技術調査の結果や先行技術調査の結果をグラフや表で見える化し
た特許マップを研究者に提供する支援（平成 30 年 10 月開始）、特許審査委員会の審査基準
の明確化（平成 31 年 4 月開始予定）の新規施策等について議論した。
【効果】
知財戦略会議において全所的な視点で知的財産戦略や知的財産マネジメント強化策につ
いて議論を行ったことにより、イノベーション推進本部幹部、パテントオフィサー、領域
幹部等の関係者間の問題意識の共有と特優テーマ支援等の具体的施策に取組むことができ
た。施策のひとつである特許マップを研究者に提供する支援は、研究に関連する分野の特
許情報を分析して提供することで、研究の初期段階から研究者がより社会的インパクトの
大きい出口を見据えた活動を行うことにつながる。
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【実績】
特許審査委員会を毎月開催し、知財戦略会議で検討された知的財産の活用可能性を高め
る知的財産戦略を踏まえて、国内外の出願・審査請求等要否の審査を行った。
特許審査委員会の運営については、パテントオフィサー及び技術移転マネージャーの判
断を適切に審査に反映するための審査用の書類様式の改訂や委員の見直し、審査基準にお
ける知的財産活用の観点の明確化、開催頻度の増加（四半期ごとから毎月開催）
、手続き期
限の管理の厳格化等の改善を行った。
【効果】
特許審査委員会において、知財戦略会議で検討された戦略を踏まえた審査を行うことに
より、戦略的な知的財産の創出・活用を推進した。
また、特許審査委員会の運用改善により、効率的・効果的な審査が可能となった。特に、
パテントオフィサー等の関与や審査基準で知的財産活用の観点を明確化したことにより、
技術移転を意識した知的財産の取得が促進された。

【実績】
標準化戦略会議（平成 31 年 2 月現在 3 回）において、知的財産・標準化ポリシーを踏ま
えて、標準化戦略の方針・取組の策定を行った。標準化の実現可能性を検討する標準化戦
略フィジビリティスタディ(FS)では、社会において有効に活用される標準化提案を目指し、
民間企業との連携可能性 や知的財産活用との一体的推進の可能性 の観点を導入し、FS テ
ーマの選定（17 件中 12 件）を行った。
【効果】
知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略の方針・取組の策定により、知的財産
と標準化の一体的推進を行った。民間企業との連携可能性や知的財産活用の可能性の観点
から選定した案件では、FS から標準を作成することを目的とした標準基盤研究等へ移行し、
これ以外に選定した案件と併せて国際標準化に向けた取り組みを推進することができた。

【実績】
戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組として、研究の芽の段階(萌芽期)で見出
された新発見・新原理の中から有望技術を発掘し、知的財産アセットの構築を支援した。
具体的には、
「橋渡し」研究前期の研究テーマ(9 件)を選定し、特許動向調査の結果を基に
した研究アプローチのアドバイスや基本特許を確保するための方針策定など、知的財産戦
略構築や知的財産強化の支援を行った。また、昨年度までの支援テーマ（25 件）に対して
も、継続的にフォローアップを行い、知的財産アセット構築強化を支援した。
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【効果】
平成 27 年度以降に知的財産アセット構築支援に採択した研究テーマでは、平成 30 年度
に、知的財産アセットの強化のための特許出願等（7 件）や共同研究契約の締結（4 件）に
繋がるなど、研究成果の社会への橋渡しの取組が進展した。

【実績】
所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸成の取組として、知的財産権研修や知的
財産・標準化にかかる内部セミナー（平成 31 年 2 月現在 7 回）を実施した。また、全職員
が受講するｅラーニング制度の中で秘密保持契約の遵守などの研究情報管理に関する研修
を実施した。研修やセミナーの実施にあたっては、グループディスカッションの導入、多
くの具体例の紹介等の工夫をしたことにより、研修効果を向上させた。また、平成 30 年 10
月からは、年に数回開催していた知的財産・標準化セミナーについて、所内職員の関心・
課題に対応したテーマで原則毎月開催することとした。
また、標準化については、平成 30 年度産総研国際標準推進戦略／NEDO 出口戦略シンポジ
ウム「サービス標準と認証が拓く豊かな日本～安全・安心・信頼で繋がり合う社会に向け
て～」を開催した。
【効果】
知的財産権研修（6 日間、全 12 講座）に延べ 638 名、毎月開催とした平成 30 年 10 月以
降の知的財産・標準化セミナー（平成 31 年 2 月現在 6 回）に延べ 283 名の参加があった。
アンケートの結果では、
「知財リテラシー向上の視点ではベストに近い内容だった。
」や「知
財の基礎的な内容から・実践的な内容、グループディスカッション等、様々な講義や演習
を体験できてよかった。
」等のコメントがあり、知的財産権研修では 95％、知的財産・標準
化セミナーでは 92％有益であったとの回答を得ることができ、職員の知的財産・標準化に
関する意識向上による知的財産マネジメントの推進に寄与した。
平成 30 年度産総研国際標準推進戦略／NEDO 出口戦略シンポジウムには 320 名が 参加し、
所内外に対して、産総研の知的財産活用と標準化の一体的推進の取組等を周知した。その
結果、産総研に対し企業から標準化に関する相談があり、連携することに繋がった。

【実績】
知的財産権研修や知的財産・標準化にかかる内部セミナーに加えて、パテントオフィサ
ー及びそれに準じた知的財産に関する高度な知見を有する所内人材の育成を目的として、
知的財産権研修の修了者を対象に知的財産関連業務（特許出願、先行技術調査及び共同研
究契約・技術移転契約等）を体験しながら学ぶ On the Job Training(OJT)プログラムを初
めて実施した（7 名）。
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【効果】
OJT プログラムでは、パテントオフィサー等の知的財産専門人材として必要な知識及びス
キルを習得させた。参加者には、将来的な知的財産専門人材へのキャリアパスを視野に入
れている者もおり、将来のパテントオフィサー候補を育成できた。

【実績】
知的財産マネジメントを円滑に推進するための環境整備として、平成 32 年の稼働目指し
て新知的財産管理システムの開発を進めた。特に、システム上で知的財産管理に関する全
ての情報を取得できるよう開発を進めた。
【効果】
新システムのリリースによって、所内研究者及び知的財産実務担当者の知的財産管理業
務が効率化されることに加え、知的財産戦略検討の基礎となる各種データの分析が容易と
なり、研究グループ、研究ユニット、領域等の各単位において、より効果的かつ戦略的な
知的財産マネジメントが実施されることが期待される。

【実績】
知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報
データベースへの情報登録・提供や、医療品原料機器・装置展への出展（産総研ブースへ
の来場者 280 名、セミナーへの参加者 115 名）を継続して実施した（平成 31 年 1 月 25 日
現在）。また、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活用して、技術移転に関心の高い企
業向けに有望な技術シーズの紹介を、技術移転マネージャーと研究者が連携して実施した
（来場者 295 名）。平成 31 年 1 月 25 日現在で、開放特許情報データベースへの登録特許は
約 6,500 件、医薬品原料機器・装置展、新技術説明会へ出展した技術は 11 件である。
有望案件の発掘・検討については、商用の特許解析ツールを活用して、特許の注目度や
被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップを実施した。その情報等を活用し
ながら技術移転の可能性の高い技術シーズ（反射防止コーティング技術等）を選定し、実
用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品製作・実証試験を行い、前述の展示会
や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展後に締結した契約は、平成 31 年 1 月
25 日現在で研究試料提供契約 1 件、情報開示契約 1 件、実施許諾契約 2 件である。また交
渉中の案件が 8 件ある。
【効果】
展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、
研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。さらに、展示会等への
出展時の来場者との対話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態
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に関する情報を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やそ
の軌道修正にも役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度
を分析することで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施するこ
とができた。これに加えて、有望技術シーズを基にした試作品製作・実証試験を実施する
ことにより、技術シーズを見える化することができ、産業界にアピールしやすくなった。
出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、平成 31 年 1 月 31 日現在で、知的財産の
実施等に係る件数を 1,114 件と増加させることができた。契約金額についても平成 30 年度
も平成 29 年度と同等以上の収入が見込まれている。

Ⅰ．１（９）

地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）

【中長期目標】
産総研のつくばセンター及び全国８カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公設
試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡
しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。
また、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進
捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も
踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異
動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の強
化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小若
しくは廃止するものとする。
【中長期計画】
産総研のつくばセンター及び全国８カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連
携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総研
の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全国レ
ベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公設試職
員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を推進し、
所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携して、地域
中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総研の技術ポテ
ンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するために必要な人材
の育成に取り組む。
さらに、第４期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の
進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、
他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強するこ
とにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門
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等を縮小若しくは廃止する。
【平成 30 年度計画】
・地域における「橋渡し」の推進のため、自治体や公設試との連携関係の強化や、
「産総研
イノベーションコーディネータ」制度のさらなる拡充と活用等により、地域中核企業と
の研究連携を推進する。具体的には、地域中核企業との連携研究（共同研究、受託研究、
中小企業庁や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の戦略的
基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）及び中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業（橋渡し事業）、自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研究
や追加研究、技術コンサルティング等）を、合わせて 75 件以上行う。
・平成 27 年度に各地域センターが所在する地域ごとに創設した、地域中核企業からなる「テ
クノブリッジクラブ」を活用し、地域中核企業との連携強化を推進する。当該年度は、
「テ
クノブリッジクラブ」加盟企業が 350 社以上となるよう拡充を図るとともに、加盟企業
との 200 件以上の連携研究を行う。
・産業技術連携推進会議の技術部会と地域部会を通じて、公設試の技術レベル向上を図る
ための研究会や研修、地域経済の現状を踏まえたプロジェクトの共同提案等の取り組み
を積極的に実施する。
・地域センターごとに「橋渡し」機能の進捗状況、課題を把握し、地域センターの連携機
能強化に向けて、企画・調整を行う。
【実績】
地域での「橋渡し」を推進するため、平成 27 年度から継続して、公設試等職員又はその
幹部経験者を「産総研イノベーションコーディネータ」
（産総研 IC）として委嘱又は雇用し
て、公設試との連携強化を図り、地域ニーズの把握やグローバルニッチトップ（GNT）企業
（ニッチ分野において高い世界シェアを有し、優れた経営を行っている中堅・中小企業）
等の地域中核企業の発掘や企業面談による人脈づくりに取り組んでいる。平成 30 年度は、
産総研 IC の人数は平成 29 年度の 115 名から 127 名（平成 31 年 1 月末時点）に増加した。
うち 12 名は、全国・関東・関西の各広域圏での「橋渡し」に取り組むことで、地域的な偏
りを緩和し、産総研が全国の地域中核企業と連携を行うための素地を整えた。また、公設
試の求めに応じて平成 30 年度は 5 都県に産総研の職員を出向させるなど、人事交流を行う
ことで公設試等と密接に連携し、地域中核企業へのマーケティング活動を行った。その結
果、平成 30 年度に実施した連携研究（地域中核企業との共同研究、受託研究、中小企業庁
や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の戦略的基盤技術高度
化支援事業（サポイン事業）や橋渡し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、内部
予算を用いた予備研究や追加研究及び技術コンサルティング等）は、目標値の 75 件を大き
く上回る 87 件となった。
また、平成 29 年度に続いて、平成 30 年度は 2 回の地域イノベーションコーディネータ
会議を開催し、延べ 99 名の産総研 IC が参加した。。産総研 IC が一堂に会するこの会議を
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活用し、各地域の連携事例に関する情報を共有するとともに、産総研と公設試及び公設試
どうしのネットワークを強化した。特に 2 回目は、産総研 IC と産総研の IC 等連携人材が
魅力ある営業資料のあり方をテーマとしてグループワークを行い、地域連携の活性化に資
する有益な議論を実施することができた。
さらに、平成 30 年度より、ある都道府県に対して地縁を持つ役職員等が、その知見を活
用して地域連携へ貢献できるような機会の創出を図る「産総研ふるさとサポーター」の取
組みを新たに開始した。平成 30 年度においては、延べ 208 人（平成 31 年 1 月末時点）の
役職員等が産総研ふるさとサポーターとなり、計 36 件（平成 31 年 1 月末時点）の所内外
からの依頼に対応し、講演、イベント協力及び見学対応等を行った。
【効果】
産総研 IC の拡充並びにその認知度が向上したことにより、地域中核企業と公設試・産総
研の連携作りがより円滑に進むようになった。その結果、平成 30 年度に実施した地域中核
企業との連携研究は、目標値 75 件に対し 116%の合計 87 件となり、地域における更なる連
携拡大につながった。
地域イノベーションコーディネータ会議では、各地域の活動内容や課題に関する議論を
深めることで、産総研と公設試、自治体、地域の支援機関等がより密な連携活動を行って
いくための素地が整えられた。参加者からは、グループワークを通して各県の実状や問題
点を率直に話し合えたことは大変有意義である等のコメントがあり、この会議が地域での
より密な連携活動に有効であることが確認され、地域を超えたネットワーク強化を通じた
更なる連携拡大が期待される。
さらに、産総研ふるさとサポーターの取組みを行った結果、例えば、地縁を基点とした
講演依頼、寄稿等、地縁を活用したこれまでにない形での地域連携実績が創出されるとと
もに、地域での産総研のプレゼンスの向上及び職員の地域貢献へのモチベーション向上が
もたらされた。地縁を活かした取組により、地域のニーズを汲み上げ、産総研職員のポテ
ンシャルと知見により地域貢献を行うことで、橋渡しを全国レベルで行う体制の一つとし
て機能している。

【実績】
地域中核企業へのマーケティング機能を高め、地域における技術開発ニーズと産総研技
術シーズとのマッチング機能を強化するために、各地域センターが所在する地域ごとに設
けているテクノブリッジクラブ（地域企業が求める産総研の技術シーズを紹介する等、地
域企業と産総研との連携を密にする活動を実施）への加盟企業数は、平成 29 年度の 315 社
から 360 社（平成 31 年 1 月末時点）に増加した。また、加盟企業向けのイベント（テクノ
ブリッジフェア）を各地域センターで開催するなど、地域中核企業の技術開発ニーズと産
総研技術シーズとのマッチングを行い、連携強化を図った。その結果、加盟企業との連携
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研究件数は、目標値の 200 件を上回る 207 件となった。
テクノブリッジフェアは、産総研の技術シーズと企業のニーズとのマッチングを促進す
る場として、つくばを始め全国で実施した（つくばにおいては、平成 30 年 10 月 25 日～26
日に実施し、来場者 695 機関、1,879 名となった。訪問型や地域センター開催分と合わせて
全 12 回行い、計 1,097 機関を招待・訪問を行った（平成 31 年 2 月 21 日時点））。
さらに、マッチングを継続的に図る場として、産総研の技術シーズをウェブサイトで紹
介する「テクノブリッジ On the Web」を平成 29 年 5 月に開設し、登録数を順調に増加させ
ている（登録数 1,397 社 4,004 名。研究パネル閲覧数 5,000～10,000 強／月）
。平成 29 年
度末時点で、登録数 904 社 2,324 名、掲載パネル 1,317 枚だったものが、平成 30 年 12 月
末時点で、登録数 1,397 社 4,004 名、掲載パネル 2,057 枚まで増加した。マーケティング
活動につながる情報として、月ごとに研究パネル（約 2,000 枚）の閲覧ログを取得するシ
ステムを構築し、分析結果を領域の研究戦略部と共有した。平成 30 年度はテクノブリッジ
On the Web とテクノブリッジフェアとの連携を強化し、来場者（招待客）が興味を持つ分
野・研究課題を分析する取り組みを実施した。
【効果】
地域中核企業への訪問やイベントの開催など、連携作りのための地道な活動を積み重ね
た結果、テクノブリッジクラブへの加盟企業数は、目標値の 350 件に対し 102%の 356 社（平
成 30 年 12 月 31 日時点）に達し、地域中核企業から産総研への信頼度向上や期待感向上の
効果が現れた。これまでに目標値 200 件に対し 104%の 207 件（平成 30 年 12 月 31 日時点）
の連携研究の実施につながるなど、地域中核企業、公設試とのネットワークを活用して、
地域における「橋渡し」に寄与している。
特に、テクノブリッジ On the Web は平成 29 年度に開設以来、
登録数が平成 29 年度の 2,324
名から 4,004 名に増加（172％増）し、地域中核企業の技術開発ニーズと産総研技術シーズ
のマッチングに寄与している。これにより、産総研の研究成果の民間企業へ橋渡しにつな
がることが期待される。

【実績】
公設試の技術レベル向上を図るために、産業技術連携推進会議（公設試相互及び公設試
と産総研との連携を通じて、我が国の産業発展に貢献することを目的とする組織）の技術
部会と地域部会の各種活動を行った。活動の具体例としては、技術向上支援事業「EMI 計測
用広帯域アンテナの自己点検法の開発とラウンドロビン測定の実施」を実施し、13 公設試
とともにラウンドロビンテストや検討会を行った。また、公設試職員向け AI 道場（公設試
職員を対象とした人工知能に関する座学、活用のための実習）を開設して AI 技術習得に向
けた講習を実施（3 回実施、公設試職員 22 名参加）した。さらに、地域産業活性化人材育
成事業（公設試職員を一定期間産総研に招へいして研究開発を行う事業）により、公設試

- 115 -

職員 8 名を招へいして地域中小企業の技術課題の解決に向けて共同で研究に取り組んだ。
【効果】
技術向上支援事業等を通じて、公設試相互の連携や公設試による産総研との連携・活用
が促進された。また、地域産業活性化人材育成事業や AI 道場を通じて、公設試人材の育成
につなげることができ、地域経済及び中小企業の技術ニーズに適応した地域連携に寄与し
た。

【実績】
地域センターごとに「橋渡し」機能を把握するため、地域拠点戦略会議（平成 30 年 2 月
に名称変更）を毎月実施し、関連する本部組織に調整補佐役を配置して組織横断的かつワ
ンストップで地域拠点をサポートする体制を整えた。
地域センター毎の将来構想策定等において地域発の企画機能に特に課題が見られた 3 地
域センター（中国、四国、九州）を対象として、平成 30 年 6 月より、関係する領域、関係
する本部組織も参加する地域センター構想検討会議（中国・九州は各 4 回、四国は 5 回）
を開催した。この会議において、地域発の企画力を研究ユニット長、領域幹部及び関係す
る本部組織等によるサポートのもと、研究ポテンシャルを活かした地域ニーズ対応への展
開等、地域センターごとの将来構想を策定した。
具体的には、中国センターは理事長裁量である戦略予算を活用して瀬戸内・九州地域を
含めた地元ニーズの調査を行い、「材料診断ネットワークの構築」の看板を掲げ、中国セン
ターを中心に西日本の公設試との材料診断ネットワークを構築する等、体制強化等を通じ
て研究内容を強化した。四国センターは「ヘルスケア産業創出アイランド四国」の看板を
掲げ、戦略予算を活用して歩行計測用設備を導入する等、設備強化等を通じて研究内容を
強化した。九州センターは「スマート製造センシングを先導する研究開発拠点」の看板を
掲げ、戦略予算を活用してミニマル IoT デバイス実証ラボを開設する等、施設強化等を通
じて研究内容を強化した。
その他 4 地域センター（北海道、東北、中部、関西）についても、同様の取組みを行い、
平成 30 年度中には将来構想を策定する見込みである。
【効果】
地域拠点戦略会議では、各地域の連携事例に関する情報共有や各地域における課題を抽
出でき、各地域センターが地域特性に合わせた対応ができるようになり、地域の「橋渡し」
機能の強化につながった。
地域センター構想検討会議の開催により、地域センターの情報や関係する本部組織にお
ける関連情報等を集約し、地域研究拠点の強みを生かした今後の地域センター機能強化に
向けた活動展開を「地域センター構想」として検討・立案することで、中国・四国・九州
センターの新たな看板を立ち上げることができた。北海道・東北・中部・関西センターに
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おいても、同様の取組を行う。これらの取組により、地域センターの「橋渡し」機能の強
化が図られるとともに既に一部の地域センターでは地域連携が拡大された。
例えば、九州センターのミニマルファブ実証ラボは、両肥ものづくり連携推進フェア（平
成 30 年 9 月 3 日開催）及び『ミニマル BGA パッケージング試作ライン』オープニング・ワ
ークショップ（平成 30 年 10 月 17 日開催）に延べ 87 社が参加し、地域企業より高い関心
を集め、うち数社と具体的な連携を進めている。

Ⅰ．３（２）

組織の見直し

【中長期目標】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり
方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋
渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築
する。
「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体
制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮できる
環境を整備するものとする。
また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、
研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見
直すこととする。
「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把
握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の
検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するものと
する
【中長期計画】
上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も
含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」
を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織をⅠ．の冒頭に示した７領域に再
編したうえで各領域を統括する領域長には「１．『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標
を課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領
域長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業
連携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング
情報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネ
ータを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動向、
産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究ユニ
ットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡し」研
究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センター長を
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中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域を超えて
必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備する。また、
研究センターにおいては、「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につながるポテンシ
ャルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。
【平成 30 年度計画】
・また、パートナー企業のニーズに、より特化した研究開発の実施を目指し、企業との大
型共同研究等を行うための組織「連携研究室(冠ラボ)」の設置を進める。
・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを担う専門人材の強化
のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企業連携研修（年 2 回程度）等、連携ノ
ウハウを共有する場を設定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づ
いた外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり方を
検討する。
【実績】
「企業との大型共同研究等を行うための組織「連携研究室(冠ラボ)」の設置を進める。」
との計画に従い、平成 30 年 6 月には材料・化学領域に UACJ とのアルミニウム先端技術連
携研究ラボを、平成 30 年 10 月にはエネルギー・環境領域初となる清水建設とのゼロエミ
ッション・水素タウン連携研究室を設置した。また平成 31 年 3 月 1 日に NEC との量子活用
テクノロジー連携研究室の設置を予定している。連携研究室（冠ラボ）は、平成 29 年度と
比較して総数で 3 つ増となり、順調に拡大した。これは、企業ニーズに対して産総研リソ
ースを適切にマッチングし総合調整を行った成果だと考えている。新規パートナー企業の
開拓をめざして、平成 30 年 10 月に冠ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加を得ており、
大型連携につながると期待される。
【効果】
冠ラボの新規設置が継続的に行われ、平成 30 年度に総数で 3 つ増となった結果、冠ラボ
からの資金獲得額でも約 14％の増となり、民間資金獲得に大きく貢献した。また、冠ラボ
シンポジウムの開催により、冠ラボの具体例から冠ラボのメリットが多くの企業に周知さ
れ、冠ラボ設立に向けた新たな企業連携の協議に繋がった。平成 31 年 3 月には同じ企業か
らの 2 つめの冠ラボも設置される予定である。当該冠ラボは、企業が新たな拠点として産
総研を活用した事例としてマスコミに取り上げられ、産総研との連携や冠ラボ制度の有効
性が認知されたと考えている。こうした更なる連携作りの取り組みにより、平成 31 年度以
降も複数の新たな冠ラボの設置を望むことができる。

【実績】
イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等
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を通してイノベーションコーディネータの定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する役職（連携主幹）に、経営や他社との契約交
渉の経験を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を企業連携において幅広く活用が
進む技術コンサルティングの専任として登用した。
さらに、イノベーションコーディネータを補佐する連携主幹、連携の企画にかかわる職
員には、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施した。また、従来 OJT が中心
であった連携人材の育成において、外部講師を活用した連携人材育成研修（2 回）や企業提
案の基礎力トレーニング（5 回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携
人材の育成を進めた。
【効果】
外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディネータ
など「橋渡し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対する
産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テー
マを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産
業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具
体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し、
新たに食品メーカーや精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えて組織連携の構築に向け
た調整を進めることができた。

Ⅰ．３．（３）

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項

【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
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断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、
これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確
保するための仕組みや体制を整える。
・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及び
海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企業等
外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合的に取
り組むための企画・立案機能の強化等を図る。
・国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横断
的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべく、民
間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。
【平成 30 年度計画】
・平成 29 年度から開始した科研費の実績報告書の作成に関する当該予算の収支データの取
りまとめ作業及びその科研費電子申請システム（日本学術振興会電子申請システム）へ
の取り込み作業等を研究代表者に代わって事務局が行う取り組みを継続するとともに、
その他の外部資金の執行等に関して研究者の事務作業に係る負担を軽減するための運用
等を検討・実施する。
・外部機関との組織的連携に関する包括協定および覚書等を戦略的に締結し、橋渡しの実
現に向けた新たな大学、産業界及び海外機関等との連携・協力を推進する。また、締結
済の協定及び覚書については、連携状況の把握に努め、見直しを図る。
・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化するため、知的財産情
報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術移転マネージャーを中心に、研究現場
と連携した技術移転活動を強化する。
・企業等との研究開発プロジェクト経験や産業界・学界とのネットワークを有する人材を、
イノベーションコーディネータ等として内部登用するために、連携ノウハウを共有する
研修等の場を設定し、その参加を通じた育成を行う。さらに、企業における研究開発や
事業化経験等を有する外部人材の採用を継続する。
・技術コンサルティングや情報検索ツール等を活用して企業のニーズ分析を行い、領域や
地域センターを限定することなく産総研の総合力を発揮するための連携と研究課題の提
案を行う。
・標準化戦略会議を開催し、産総研の標準化戦略の策定を行う。
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・標準化戦略会議等を活用して、戦略的な標準化提案を促進する支援策の検討を行う。
・民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件について、標準化提案に繋がるように支
援を実施する。
・標準化活動の支援策等を通じて、標準化活動を担う人材の確保に取り組む。
【実績】
平成 29 年度に開始した科学研究費補助事業（科研費）の実績報告書の作成支援に際して
は、引き続き収支データの作成及び取り纏め並びに科研費電子申請システムへの取り込み
作業を研究者（約 700 名）に代わり科研費の事務担当が実施した。
また、受託研究等にかかる業務執行ルールに関して運用状況等を確認・検証し、より実
態に即した効率的なルールへの改善や見直し等の検討を行った。その結果、研究者が四半
期ごとに「研究進捗状況管理報告書」を作成し、ユニット長等へ報告後、産学官・国際連
携推進部へ提出していたルールを見直した。ユニット内の会議等においても定常的に研究
者から研究ユニット長に研究進捗状況の報告が行われていることが確認されたため、研究
進捗状況報告書の作成・提出を取り止めることとした。
【効果】
科研費の実績報告書の作成支援について、科研費電子申請システムに取り込むための収
支データファイルへ財務会計システムのデータを自動で反映させる等、研究者の手作業の
負担軽減に大きく寄与するとともに、人為的なミスが軽減されるため確認作業の省力化に
も繋がっている。
業務執行ルールの見直しに伴う「研究進捗状況管理報告書」については、これまで受託
研究等の計画的な遂行の促進に一定の役割を果たしてきたが、他方、作業量に比して有用
性が低いと認められるため、取り止めることで事務作業の負担軽減に繋がった。

【実績】
技術の橋渡しを促進するため、平成 30 年度は新たに 2 件の包括協定を締結した。1 件目
は、Internet of Things（IoT）を活用する先進的製造技術分野及びその関連分野の技術的
連携の促進を目的として、株式会社ジェイテクトと締結した。2 件目は地域の産業振興及び
活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的として広島県と締結した。
締結済みの協定については、更新時期に合わせて連携実績の確認を行った。
海外機関とは、ドイツ フラウンホーファー研究機構（FhG）、カナダ国立研究機関（NRC）
を含む 4 か国 5 機関とワークショップを実施し、研究テーマのマッチングを行う等により、
実質的な連携構築を図った。
台湾工業技術院（ITRI）とは、両機関のさらなる連携強化を図るため、双方に R&D 連携
スペースが開設されている。平成 30 年度は両機関合わせて 31 名が利用した。（平成 30 年
12 月 31 日現在）
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締結された個々の MOU については、締結当時に期待されていた効果が得られているかど
うかを、期間満了の一定期間前に評価（モニタリング）し、期間満了時に更新の是非を検
討するプロセスを導入した。
【効果】
株式会社ジェイテクトとの連携においては、包括協定に基づく連携協議会により、新規
課題発掘等、連携を拡大するための方策を組織横断的に協議する場を得ることができ、連
携の大型化・深化による技術の橋渡しの促進が期待される。広島県との包括協定では、県
が実施する実証事業などにおける研究協力、広島県内中小製造業の IoT 化に向けた支援、
人材交流による企業支援体制の強化を行うことにより、地域企業との連携が促進され、地
域の産業振興につながることが期待される。
海外機関とは、ワークショップ開催の成果を踏まえて具体的な連携に向けた調整を進め
ており、新たな共同研究等に結びつくことが期待される。
台湾工業技術院（ITRI）とは、連携スペースをベースとした活発な交流により、産総研
の知的財産の活用や産総研技術移転ベンチャーを交えた連携へと発展した。

【実績】
知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報
データベースへの情報登録・提供や、医療品原料機器・装置展への出展（産総研ブースへ
の来場者 280 名、セミナーへの参加者 115 名）を継続して実施した（平成 31 年 1 月 25 日
現在）。また、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活用して、技術移転マネージャーと
研究者が連携して、技術移転に関心の高い企業に対して有望な技術シーズの紹介を行った
（来場者 295 名）。平成 31 年 1 月 25 日現在で、開放特許情報データベースへの登録特許は
約 6,500 件、医薬品原料機器・装置展、新技術説明会へ出展した技術は 11 件である。
有望案件の発掘・検討については、商用の特許解析ツールを活用して、特許の注目度や
被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップを実施した。その情報等を活用し
ながら技術移転の可能性の高い技術シーズ（反射防止コーティング技術等）を選定し、実
用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品製作・実証試験を行い、前述の展示会
や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展後に締結した契約は、平成 31 年 1 月
25 日現在で研究試料提供契約 1 件、情報開示契約 1 件、実施許諾契約 2 件である。また交
渉中の案件が 8 件ある。
【効果】
展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、
研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。さらに、展示会等への
出展時の来場者との対話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態
に関する情報を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やそ
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の軌道修正にも役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度
を分析することで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施するこ
とができた。これに加えて、有望技術シーズを基にした試作品製作・実証試験を実施する
ことにより、技術シーズを見える化することができ、産業界にアピールしやすくなった。
出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、平成 31 年 1 月 31 日現在で、知的財産の
実施等に係る件数を 1,114 件と増加させることができた。契約金額についても平成 30 年度
も平成 29 年度と同等以上の収入が見込まれている。

【実績】
イノベーションコーディネータの毎月の活動報告や新任のイノベーションコーディネー
タの活動内容の確認とイノベーション推進本部長への情報共有を行う月 2 回の報告会等を
通してイノベーションコーディネータの定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。
イノベーションコーディネータを補佐する役職（連携主幹）に、経営や他社との契約交
渉の経験を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を企業連携において幅広く活用が
進む技術コンサルティングの専任として登用した。
さらに、連携主幹、連携の企画にかかわる職員に対しては、日々の業務で企業交渉に同
席させるなど OJT を実施した。また、従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、
連携人材育成研修（2 回）や企業提案の基礎力トレーニング（5 回）を開催し、外部講師に
よる知見・経験の教授を通して連携人材の育成を進めた。
【効果】
外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディネータ
など「橋渡し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対する
産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テー
マを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産
業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具
体的には、イノベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し、
新たに食品メーカーや精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えて組織連携の構築に向け
た調整を進めることができた。

【実績】
外部機関が提供するマーケティングデータベースや特許データベース、企業のニーズと
大学等の技術シーズのマッチングを行うシステムを活用して企業ニーズや中長期の事業計
画、研究開発戦略・重点分野等を分析し、オール産総研での技術コンサルティングを実施
した。
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【効果】
外部機関が提供する企業情報等を活用して企業のニーズ分析を行い、その分析結果を踏
まえた技術コンサルティングを実施することにより、企業の全社的な事業計画を視野に入
れた複数の領域に跨る研究テーマを提案することができた。今後も、連携対象となる企業
内の部署が広がることで大型の包括的共同研究の構築が期待される。

【実績】
標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化戦略会議を平成 31 年 2 月現在 3 回開催し、
国際標準化推進担当理事及び知的財産・標準推進部並びに各領域・総合センターの標準化
代表者間で産総研の標準化の方向性を共有しつつ、標準化個別テーマの審議、標準化専門
家の活動支援及び標準化人材の育成に関する検討等を行った。
【効果】
標準化戦略会議を通じて関係者間の意識共有がなされたことで、標準化の実現可能性を
検討する標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)、標準を作成することを目的とした研究
である標準基盤研究及び標準化国際会議へ参加するための旅費支援など各種支援策におい
て戦略的な取組が促進できた。

【実績】
標準化戦略会議での検討を踏まえて、戦略的な標準化提案を促進する施策として、標準
化戦略 FS（17 件）、標準基盤研究（12 件）及び旅費支援（41 件）など、標準化を推進する
各フェーズに応じた支援を行った。また、経済産業省の新市場創造型標準化制度を活用し
て、中小企業が携わる標準化を支援した。
【効果】
標準化を推進する各フェーズに応じた支援の結果、産総研が事務局を務める ISO/TC229
を介して行ったナノテクノロジーに関する「流動場分離法を用いたナノ材料分級法に係る
国際規格」の提案を含め、22 件の標準化提案を行うことができた。また、新市場創造型標
準化制度を活用した中小企業による標準化提案（3 件）に貢献し、そのうち 1 件は JIS の発
行につなげた。

【実績】
民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件が標準化提案に繋がるよう、標準化戦略
FS において、民間企業との連携可能性（1 件）や知的財産活用との一体的推進の可能性（12
件）に関する観点を導入して案件を選定し、支援を行った。
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【効果】
標準化戦略 FS の支援対象となった案件は、事前調査の段階である FS から、標準を作成
することを目的とした標準基盤研究等へ今後移行し、標準化提案に向けた取組が進展する
ことが期待できる。

【実績】
標準化戦略 FS、標準基盤研究、旅費支援等の支援を着実に実施することで、若手人材や
標準化にすでに取り組んでいる人材の活動を促し、標準化活動を担う人材の確保に努めた。
また、人材育成の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成 29 年度から開始した規格
開発エキスパートへの登録を推奨し、5 名が規格開発エキスパートの資格取得のための講座
を新規受講するとともに、平成 31 年 2 月までに 27 名の登録が得られた。
【効果】
ISO 等の国際標準化委員会の役職者やエキスパート、JIS 原案作成員会の委員等として多
くの職員が国内外の標準化活動に貢献し、延べ数では研究職員の約 10 名に 1 名が標準化活
動に携わっている。

- 125 -

【前年度の主な評価コメントへの対応】
（技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施：技術コンサルティング制度による指導
助言の件数は増加しているので、指導助言を行っている企業から産総研がお役に立てる企
業が他にないか情報を集め、更に指導助言の機会を増やして頂きたい。また、指導助言が
終わった企業に対して定期的に連絡を取り、技術上の悩みはないか等のヒアリングを行い、
関係を繋げていくことも大切だと思います（テクノブリッジフェアがそうかと思いますが）
。
そうすれば何かあった時に、「そうだ！産総研があった！」と思ってもらえるのではないか
と思います。
＜対応・反映の状況＞
共創型技術コンサルティングを起点とする組織的連携において、当該企業専任のイノベ
ーションコーディネータを配置し、緊密にコミュニケーションを取ることで、当該産業に
共通する本質的な課題を見出し、それに基づき幅広い企業に対して産総研技術を生かした
ソリューションを提案することができた。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
技術コンサルティングとしてコンセプト共創型については、優位な技術を有している中
小企業との連携を一層強化していくことが望まれる。元々付き合いのあるところからでな
いとなかなか発展できないということは十分に理解できる。他方で、その最初のとっかか
りを持たない企業を発掘することにも工夫を期待したい（確かに費用対効果の面で、制約
があることは承知）。
＜対応・反映の状況＞
技術のニーズ・シーズマッチングシステムや地域における技術展示フェア等を活用し、
地域の中小企業を幅広く発掘するとともに、新規に技術コンサルティングを利用する中小
企業には技術コンサルティング料を減額する支援を行い、これまで連携実績のなかった中
小企業との連携を促進した。
（マーケティング力の強化）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
近年、境界領域および領域をまたぐ技術開発・研究開発の必要性が出てきている。領域
横断的なプロジェクトの創成を目指すことは大変必要なことである。そのため、IC 間の連
携を図る「拡大技術マーケティング会議」は、非常に良い取り組みと考えられる。IC 相互
間の技術および企業に関する情報共有を通じて、地域連携の強化につなげてほしい。
＜対応・反映の状況＞
研究領域、TIA 推進センター、地域センター及びイノベーション推進本部のイノベーショ
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ンコーディネータが一同に参画する拡大技術マーケティング会議において情報共有を進め
るとともに、イノベーションコーディネータ等から企業への提案を行う企業連携の検討会
において、外部専門家の知見を活用し、企業経営の視点から研究領域の枠にとらわれずに
産総研の技術シーズを発掘し、全所横断的な連携を促進した。さらに、関西センター、臨
海副都心センターにおいて地域 IC 会議を開催し、全国の公設試に所属する産総研 IC を含
めた連携担当者が情報交換を行い、地域センターと中小企業との連携促進を積極的に図っ
た。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
ランキング（獲得金額、獲得件数など）は、民間企業では、特に営業部門では当たり前
のことであるし、競争意識をあおることにより業績向上につながることは間違いない。し
かし、過度な競争意識をあおることで、大型の共同研究に走りがちとなり、中小の隠れた
技術を見出すことがおろそかになる懸念がある。また、不要・不急な中小企業へのアプロ
ーチにより、産総研に対する不信感を持たれることの懸念もある。過度な競争意識をあお
るようなランキングは避けるべきである。
＜対応・反映の状況＞
中小企業との連携にあたっては、連携担当者の評価項目として企業からの獲得資金や契
約締結件数とは異なる訪問回数等の評価軸を設定し、大型化や契約締結を急かせないこと
により中小企業から不信感を持たれないように留意している。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
「マーケティング」の意味を、日本企業の目線と同じ意味で用いるべき。あるいは、産
総研にとってのマーケティングであるという意図が理解しやすいような用語を作ったほう
が良いと思われる（現状では、ほとんどの民間企業は、産総研の機能を誤解してしまうと
思われる）。
＜対応・反映の状況＞
産総研幹部によるトップ営業などを通じて、オープンイノベーションに関心のある企業
の新規発掘や産総研技術シーズの売り込みを進めるとともに、連携先企業に対しては企業
ごとに専任の IC を配置し、長期的な連携関係の継続を目指す BtoB マーケティングの取組
みを進めており、このような産総研の取り組むマーケティング活動への理解を求めている。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
産総研を大々的に利用できる大手企業は、川下の優良企業のみ、という構図にならない
工夫が必要ではないか（現状、その傾向がうかがえる）。日本の企業種構成や分布等を把握
したうえで、どの企業とどの企業を橋渡しする機能をどのように産総研が果たせば日本の
競争力強化になるかを考えた上で取り組むと成果が得られやすいのではないかと思われる。
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＜対応・反映の状況＞
株式会社日本政策投資銀行といった幅広い産業へのネットワークを有する金融機関など
と協力し、それぞれの産業プレイヤーを幅広く見渡し、効果的に複数企業との連携を構築
する方法を模索している。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
大手の材料メーカーを取り込むための施策がないように見える。日本企業における研究
開発投資に対する利益効率は、川下メーカーよりも材料メーカーの方が低い現状がある。
＜対応・反映の状況＞
材料メーカーを含め個別企業ごとの専任コーディネータを配置し、コンソーシアムのな
かで個別の連携に留まらない、川上産業から川下産業へのスムーズな材料技術の橋渡しを
目指している。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
トップマネジメントのパワーは刮目すべき点があるが、長期的な視点での継続性を持た
せる工夫も重要。
＜対応・反映の状況＞
企業トップと理事長とのコミットメントにより成立した組織的連携において、企業の経
営層と各領域幹部が同席する研究プロジェクトの成果報告会を開催するなど、イノベーシ
ョン推進本部と領域の幹部が企業の経営層と密接に連携することで、組織的連携を継続で
きる体制を整えている。
（戦略的な知的財産マネジメント）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
中長期計画や年度計画の中で、即効性のある企業支援が求められるあまり、長期的な視
野での研究活動を行うことが組織の目標としては立てづらいこととなる懸念がある。この
長期的な研究活動の中に、大学等教育機関で行う研究活動とは異なるより産業化を見据え
た研究を行うことが可能となると思量する。従って、より長期的な視野に立った国研とし
ての産総研らしい萌芽技術の知財アセット構築支援のような取り組みの一層の強化を望む。
＜対応・反映の状況＞
長期的な視野に立った取組として、萌芽技術の知財アセット構築支援に加えて、平成 30
年 10 月から、パテントオフィサー、イノベーションコーディネータ、技術移転マネージャ
ー等の専門家がチームとなり、特に優れた研究テーマに対して、戦略策定・更新を継続的
に支援する取組（特優テーマ支援）や、研究初期段階からの先行技術調査の支援を開始し
た。
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＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
知財収入の本質は、ライセンスビジネス等による継続的な資金調達にある。
＜対応・反映の状況＞
知財収入のうち、継続的な収入であるライセンス契約によるランニング実施料は、平成
28 年度が 1.58 億円、平成 29 年度が 1.98 億円であり、平成 29 年度は過去最高額であった。
平成 30 年度上期は、平成 29 年度上期と比較して、約 3,000 万円増加しており、通期にお
いても伸長することが期待できる。ランニング実施料を引き続き伸ばしていくために、有
望案件の発掘、展示会等への出展、試作品製作や実証試験、共同研究の推進等を通して、
さらなる成果普及に努めていく。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
知財アセットをどのように活用しているかについて、よりわかりやすく見せていくこと
が重要。知財の活用戦略が今一つ見えてこない。
＜対応・反映の状況＞
ある技術について知財アセットを構築した後、最初の活動は、学会発表、論文発表、プ
レスリリース、展示会への出展等を通して広くその技術の優れた点を公表・アピールする
ことである。その後、研究試料提供等によりモノに具現化された技術について企業からの
評価を受けたり、知財を取得した技術を核にした共同研究等により製品化に向けて企業と
共同開発をしたりすることになる。製品化に成功すれば、ライセンス契約に基づいて、そ
の製品の売上高に応じた実施料収入を得ることができる。
平成 29 年度は、知財収入の約 60％
が共同研究（国プロを含む）の成果によって製品化された案件からであった。また、産総
研技術移転ベンチャーも知財アセットの活用先として重要である。平成 29 年度は、知財収
入の約 10％が産総研技術移転ベンチャーからであった。
このように、知財の活用戦略には、知財アセットの構築からライセンス収入を得るまで
に必要な学会・論文発表、企業との共同研究、製品化が成功した際のライセンス契約等の
活動が含まれる。ある技術について数百万円以上の比較的まとまった額のライセンス収入
を得るには、一般的に知財アセット構築から 10 年前後の長時間がかかることから、将来ニ
ーズが高くなる技術を選定して育成することが重要になる。これらの活動の成功事例につ
いて広報誌等を通して公表しているが、それを継続・拡充していく。
（地域イノベーションの推進等）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
公設試との関係強化により、地方の技術ポテンシャルの高い中小企業との連携が強化
されていること、さらに、実際に形となって結実しているものが出てきていることは評価
できる。今後、地方在住の IC の動きをいかに一層強化していくのかがポイントか。
＜対応・反映の状況＞
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地域在住の IC 等連携人材の確保が困難であるという課題を踏まえ、地域拠点において継
続的に連携人材を外部から確保し、安定的に雇用できるよう予算枠を新たに設けた。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
深層学習のための AI 道場をオール産総研で実施、産総研内での AI 人材を養成し、あら
ゆる分野での研究への AI 活用の促進を目指したことは、評価できる。この取り組みを地方
の公設試あるいはそれに類する機関にまで範囲を広げて行う事を希望する。地方の中小企
業では、AI 人材が不足していることは周知である。地方の公設試職員が AI を習得し、地
方の中小企業に伝播させることで、ねずみ算式な効用が見込まれると思量する。
＜対応・反映の状況＞
産技連総会でも技術者養成のための公設試向け AI 道場への強い要望があったこともあり、
平成 31 年 2 月、3 月に産総研地域センター3 か所（北海道（札幌市）、関西（大阪府池田市）
および中国（広島県東広島市））で公設試及び地域センター職員向け AI 道場を実施した（平
成 31 年 3 月末時点）。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
全国の企業の 99％以上は中小・中堅企業で重要なパートナーと位置づけているにもかか
わらず、中小企業連携コーディネータの数が 10 名というのは他の IC の数で比較するとア
ンバランスと感じる。地域公設試 IC は地域の情報（シーズ・ニーズ）を持っているので、
連携・活用が欠かせない。公設試・各 IC・地域センター・つくば本部の連携・情報交換が
見えてこない。重要と言いつつ大型化を狙っているように見えるので、中小企業からする
と敷居が高くなる。一方、民間資金獲得目標金額から見ると、冠ラボなどで大型プロジェ
クト化し企業から大型資金を獲得することに注力せざるを得ない。その状況で 3 分の 1 は
中小企業から獲得という枠が存在する。向かうターゲットが違うので、手法も当然違って
くる。その手法の違い（過程）がわかると、評価の視点も違ってくると思う。
＜対応・反映の状況＞
中小企業連携コーディネータに加え、全国で 127 名の産総研 IC も活用し、地域との密な
連携に取り組んでいる。また、地域イノベーションコーディネータ会議を 1 年に 2 回実施
し、産総研 IC、各地域の IC 間の人的ネットワークを強化した。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
テクノブリッジ On the Web は、大変意義のある試み。着実に登録者数が増えているとい
うことで評価できるが、今後、これに伴う具体的成果が多く生み出されることを期待。
＜対応・反映の状況＞
テクノブリッジ On the Web は研究成果発信の他、TBF を含むイベントの窓口として活用
されている。TBF つくばでも多くのアテンド対応につながった。会員数は昨年度末の 2,324
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から 12 月現在 4,004 に増加した。
（組織の見直し）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
冠ラボについて、パートナー企業の事務面での負担が軽減されるように意識を持ってい
ることは評価される。国費を投じている以上節度を持つことは必要であるが、今後、更に
使い勝手が良くなるように工夫されたい。
＜対応・反映の状況＞
国立研究所としての矜持を維持しつつ、民間の視点を取り入れ、使いやすい組織となる
よう引き続き改善に努めている。具体的には、事務手続きの簡素化、勤務体制への柔軟な
対応等、費用対効果を意識した改善を図り、パートナー企業との連携を深めている。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
冠ラボ交流会については、産総研が、通常であればインタラクションがないような組織
同士を媒介する役割を果たすものとして評価される。短絡的なアウトプットを期待するこ
となく、長い目で育てていくことが期待される。
＜対応・反映の状況＞
冠ラボ同士の横のつながりの促進を目指し、冠ラボシンポジウムや冠ラボ交流会、意見
交換会等のイベントを継続する。これらの取組により、異分野融合の促進を図り、長期的
には新たな連携、共同研究、冠ラボ設置が進むことを期待する。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
IC 関与なしの案件が多くあるが、結果として特段の追加的な事項がないにしても、IC が
全ての案件に目を通すような仕組み作りを考えることも一案か（もちろん、費用対効果の
検討も必要で、検討の結果必要なし、ということも十分あり得る。）。
＜対応・反映の状況＞
技術コンサルティングの実施にあたっては、全ての担当領域のイノベーションコーディ
ネータ等を関与させる仕組みを構築しており、また共同研究においてもその適正化のため、
特に企業との共同研究契約にはイノベーションコーディネータ等の連携担当が関与するよ
うに積極的に推奨している。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
IC のグッドプラクティスの共有及び戦略への反映については、何等かの手段によって、
研究者にも情報がシェアされることも、研究者の橋渡しへの認識を強化する観点から意味
があると思われる（研究者の時間を過度に取ることのないような工夫も必要。既に実施さ
れているのかもしれないが。）。
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＜対応・反映の状況＞
IC 主導の共創型コンサルティングを通じて成立した食品企業との組織的連携についてプ
レスリリースを行うなど、企業との守秘に十分に配慮しつつ、可能な範囲で内外に情報提
供を行っている。また、研究現場を含め企業連携に関心のある人材を幅広く対象とした連
携人材育成研修を開催し、企業との守秘に十分に配慮しつつ、IC のグッドプラクティスに
ついて情報共有を図っている。また、産総研の職員説明会において、イノベーション推進
本部長が技術コンサルティングを含めた産総研の連携制度やマーケティング戦略について
説明を行い、研究者から質問や制度改善等の要望のフィードバックを受けるなど、技術の
橋渡しについて研究現場の意識向上に努めた。
（特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
知財収入の本質は、ライセンスビジネス等による継続的な資金調達にある。
＜対応・反映の状況＞
知財収入のうち、継続的な収入であるライセンス契約によるランニング実施料は、平成
28 年度が 1.58 億円、平成 29 年度が 1.98 億円であり、平成 29 年度は過去最高額であった。
平成 30 年度上期は、平成 29 年度上期と比較して、約 3,000 万円増加しており、通期にお
いても伸長することが期待できる。ランニング実施料を引き続き伸ばしていくために、有
望案件の発掘、展示会等への出展、試作品製作や実証試験、共同研究の推進等を通して、
さらなる成果普及に努めていく。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
知財アセットをどのように活用しているかについて、よりわかりやすく見せていくこと
が重要。知財の活用戦略が今一つ見えてこない。
＜対応・反映の状況＞
ある技術について知財アセットを構築した後、最初の活動は、学会発表、論文発表、プ
レスリリース、展示会への出展等を通して広くその技術の優れた点を公表・アピールする
ことである。その後、研究試料提供等によりモノに具現化された技術について企業からの
評価を受けたり、知財を取得した技術を核にした共同研究等により製品化に向けて企業と
共同開発をしたりすることになる。製品化に成功すれば、ライセンス契約に基づいて、そ
の製品の売上高に応じた実施料収入を得ることができる。
平成 29 年度は、知財収入の約 60％
が共同研究（国プロを含む）の成果によって製品化された案件からであった。また、産総
研技術移転ベンチャーも知財アセットの活用先として重要である。平成 29 年度は、知財収
入の約 10％が産総研技術移転ベンチャーからであった。
このように、知財の活用戦略には、知財アセットの構築からライセンス収入を得るまでに
必要な学会・論文発表、企業との共同研究、製品化が成功した際のライセンス契約等の活
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動が含まれる。ある技術について数百万円以上の比較的まとまった額のライセンス収入を
得るには、一般的に知財アセット構築から 10 年前後の長時間がかかることから、将来ニー
ズが高くなる技術を選定して育成することが重要になる。これらの活動の成功事例につい
て広報誌等を通して公表しているが、それを継続・拡充していく。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
近年、境界領域および領域をまたぐ技術開発・研究開発の必要性が出てきている。領域
横断的なプロジェクトの創成を目指すことは大変必要なことである。そのため、IC 間の連
携を図る「拡大技術マーケティング会議」は、非常に良い取り組みと考えられる。IC 相互
間の技術および企業に関する情報共有を通じて、地域連携の強化につなげてほしい。
＜対応・反映の状況＞
研究領域、TIA 推進センター、地域センター及びイノベーション推進本部のイノベーショ
ンコーディネータが一同に参画する拡大技術マーケティング会議において情報共有を進め
るとともに、イノベーションコーディネータ等から企業への提案を行う企業連携の検討会
において、外部専門家の知見を活用し、企業経営の視点から研究領域の枠にとらわれずに
産総研の技術シーズを発掘し、全所横断的な連携を促進した。さらに、関西センター、臨
海副都心センターにおいて地域 IC 会議を開催し、全国の公設試に所属する産総研 IC を含
めた連携担当者が情報交換を行い、地域センターと中小企業との連携促進を積極的に図っ
た。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
標準化の目的は、日本の競争力強化である。標準化の落としどころを誤ると、日本の足
を大いに引っ張ることもあるので、留意しながら進めていただきたい。
＜対応・反映の状況＞
引き続き我が国の競争力強化の観点にも十分に留意して標準化活動に取り組む。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
標準化の各フェーズに応じた支援策で役割を果たしていることは理解でき、評価できる
と思うが、ともすれば大企業ターゲットに見える。すべて 100％に対応する事はできないの
で分けて実施していると考えるが、資料からは見えてこない。見せ方の問題でしょうか？
＜対応・反映の状況＞
標準化における民間企業との連携に際しては、企業ニーズに踏まえて新規産業の創出又
は既存産業の発展のために、大企業に対する支援のみならず経済産業省の新市場創造型標
準化制度等を活用して中小企業の標準化活動を支援している。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

３．TIA 推進センター（見込評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(10)

世界的な産学官連携拠点の形成

Ⅱ．１．

研究施設の効果的な整備と効率的な運営
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Ⅰ．１．(10)

世界的な産学官連携拠点の形成

【中長期目標】
世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重
要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す
る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ
効率的な研究開発を推進するものとする。
特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融
合領域における取組や産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図るものとす
る。
【中長期計画】
世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重
要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す
る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ
効率的な研究開発を推進する。
特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点であるＴＩＡについては、
融合領域における取り組み、産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図る。
具体的には、①ＴＩＡでこれまでに作った技術シーズの「橋渡し」、②新たな次世代技術
シーズの創生、③オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に取
り組む。このため、他のＴＩＡ中核機関や大学等と連携して、材料研究からシステム開発
に至る総合的なナノテクノロジー研究開発プラットフォームを整備して、これを外部ユー
ザーにワンストップで提供し、拠点の利便性を向上させる。また、拠点運営機能にマーケ
ティング機能を付加し、拠点を活用する産学官連携プロジェクトや事業化開発を企画提案
することにより、研究分野間・異業種間の融合を促進してイノベーションシステムを駆動
させる。さらに、上記のプラットフォームを活用する人材育成の仕組みを強化し、これを
国内外に提供して国際的な人材流動の拠点を目指す。
【実績】
オープンイノベーションにつながる世界的な研究開発拠点を構築するため、平成 28 年度
NEDO 事業「IoT 技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業」に提案し、採択
された。これまで保有していたナノエレクトロニクス半導体研究開発プラットフォームの
機能が強化されただけでなく、新たに IoT（Internet of Things）デバイス試作機能が大き
く強化された。平成 29 年度までに IoT デバイス試作のための 3 次元積層用ウェハー接合装
置等 17 台の大規模投資を必要とする高度な半導体製造装置群を新たに整備し、平成 30 年
度にオープンイノベーション推進のためのプラットフォームとして公開した。
TIA でこれまでに作った技術シーズの橋渡し事例として、平成 29 年度には、金属原子移
動型スイッチという新原理デバイスが組み込まれた Field-Programmable Gate Array（FPGA）
製品のサンプル製造が開始された。これは、日本電気株式会社（NEC）と TIA がスーパーク
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リーンルーム（SCR）において行った実用化開発の成果をもとに NEC が事業化を進めたもの
である。平成 30 年度には宇宙航空研究開発機構が打ち上げる革新的衛星技術実証 1 号機に
この FPGA が搭載され、さらに IoT 機器への適用も進められている。この成果は、これまで
の TIA の多彩な研究成果の橋渡し事例であるパワーエレクトロニクス事業における SiC デ
バイス試作ラインの橋渡しや、平成 27 年に日本ゼオンが量産を開始したカーボンナノチュ
ーブ事業における世界初の大面積連続量産実証プラントの橋渡しに続く、半導体プラット
フォームを活用したナノエレクトロニクス事業における橋渡しの代表的事例となった。こ
れらの成果に関連し、IoT の拠点化に関してのプレス発表 1 件と CEATEC JAPAN 2016 におけ
る展示、カーボンナノチューブとナノエレクトロニクスでの TIA による橋渡しのプレス発
表それぞれ 1 件を行った。
平成 31 年度は、高機能 IoT デバイスに関する研究拠点としての施設整備や、外部ユーザ
ーへのワンストップサービスの拡充による拠点の利便性の向上により、新原理デバイスが
組み込まれた FPGA 技術の橋渡しをより一層進める。
【効果】
当初計画を上回る各種の新たな事業の実施とそれらの成果のプレス発表や展示等による
情報発信により、産総研 TIA の優れた橋渡し機能を内外に示し、イノベーションプラット
フォームとしてのプレゼンスを向上した。これにより、TIA のプラットフォームの利用がさ
らに拡大した。新たに整備され公開された高度な半導体装置群は多くの企業の関心を集め、
既に 2 社と新たな大型共同研究を開始した。

【実績】
TIA のパワーエレクトロニクスにおけるオープンイノベーション推進のためのプラット
フォーム機能を更に強化するため、TIA が推進する民活型共同研究体「つくばパワーエレク
トロニクスコンステレーション（TPEC）」において、3 インチ SiC デバイス実証試作ライン
を、平成 27 年度に 4 インチへと拡張し、試作開発能力を強化した。拠点運営機能にマーケ
ティング機能を付加するために新たに上席イノベーションコーディネータ、イノベーショ
ンコーディネータを配置し、拠点を活用する産学官連携プロジェクトや事業化開発を企画
提案した。TIA 主導で新たな企業連携制度であるテクノブリッジ型共同研究を立ち上げ、住
友電気工業株式会社との連携により、SCR 内に 6 インチの最先端 SiC パワー半導体デバイス
量産試作ラインを新たに整備した。平成 28 年より本格稼働を開始し、平成 30 年に二交代
制稼働となり、SiC デバイスの試作実績を月産 100 枚に向上した。
平成 31 年度は、SiC デバイス実証試作ラインをベースとして SiC 以外の新材料パワー半
導体の試作を開始し、総合的な研究開発プラットフォームとして整備する見込みである。
【効果】
TIA が主導したテクノブリッジ型共同研究は、これまでの産総研になかった橋渡し後期の
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新たな大型共同研究の制度であり、従来の制度にはない新たな仕組みを構築することによ
って、オープンイノベーション拠点として世界初となる 6 インチ SiC パワー半導体デバイ
スラインを構築することが可能となった。平成 28 年にプレス発表を行い、新材料パワー半
導体に対する産総研の事業の橋渡し機能を内外に示し、世界的な産学官連携拠点としての
プレゼンスを大きく向上させたことにより、TIA のプラットフォームの利用が拡大した。

【実績】
材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテクノロジー研究開発プラットフォーム
を整備しワンストップで外部ユーザーに提供するため、TIA 中核機関が連携して事業を行う
仕組みを平成 27 年度に構築した。加えて平成 28 年度から東大が新たに中核機関として参
加し連携の仕組みを 5 機関に拡張したことで連携が強化された。さらに、新たな TIA 事業
を企画・実行した。具体的には、中核 5 機関の新たな共同研究等の構築及び発展を促進し
て研究分野間・異業種間の融合を促進し、次世代技術シーズを創成する事業「TIA 連携プロ
グラム探索推進事業（通称：かけはし）」を平成 28 年度から開始した。産総研研究者が代
表の「かけはし」テーマは延べ 40 件を超え、平成 29 年度から毎年１回開催している成果
報告会では、2 回の累計で 482 名の参加があった。平成 30 年度からは更に企業からの研究
テーマを募集するとともに「かけはし」事業への参加を募り、企業提案型テーマの「かけ
はし」を 4 件開始した。
平成 31 年度は、TIA 連携探索プログラム「かけはし」事業への企業連携の仕組みをさら
に強化するとともに、TIA 中核 5 機関と企業との連携をワンストップで行える仕組みを強化
する。5 機関連携で TIA ビジョンの策定を進め、国際的な連携開発拠点としての機能強化を
図る。
【効果】
中核機関に東大が加わることによって、次世代技術シーズを創生する機能が強化された
（プレス発表 1 件）。また新たな「かけはし」事業は企業の関心を高め、成果報告会に企業
から延べ 153 名参加があっただけでなく、これまでの TIA のユーザーとは異なる分野・業
種であるバイオ系企業やファンドからの参加があった。シンポジウム・研究会など「かけ
はし」を行う研究者がこれまでに交流のなかった新たな外部研究機関と交流・連携する機
会が 35 件生み出され、そこでの連携によって公的外部資金の獲得にも繋がる（平成 28、29
年度課題の獲得額累計 約 22 億円）等、技術シーズの創成だけでなく、TIA が提供する産学
官連携機能の強化にも貢献した。

【実績】
TIA 推進センターは、拠点ユーザーの利便性向上のための組織・体制を見直した。まず平
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成 29 年度には企業等からの要望に即したデバイスの製造工程を構築する専門家であるイン
テグレーターを SCR に配置した。さらに、効率的な拠点運営のための拠点活用チームを設
置し、戦略的な組織運営を行うための戦略ユニットを新設した。また「共用施設等利用制
度」等の改定を行ったほか、平成 29 年度までに 17 台の大規模投資を必要とする高度な装
置群を新たに整備し利用可能装置の拡充等を継続的に行った。これらの活動により、プラ
ットフォーム機能としての共用施設の機能が強化された。
平成 31 年度は、TIA 参加機関間の共用施設利用の連携をさらに強化し、外部ユーザーが
ワンストップで利用できる橋渡し環境の構築を進める見込みである。
【効果】
共用施設の新規利用が確実に増加し、約款による共用利用が始まった平成 26 年度の共用
施設利用制度の約款利用契約件数が 187 件であったのに対し、平成 30 年の共用施設利用制
度の約款利用契約件数は 310 件（平成 30 年 12 月時点の平成 30 年度利用件数見込み）と、
6 割以上増加した。また、平成 30 年度は、平成 26 年度に比べ共用施設利用料収入が 2 倍以
上増加した（平成 30 年 12 月時点）。

【実績】
仏・グルノーブル市の研究開発拠点 GIANT（Grenoble Innovation for Advanced New
Technologies）と継続的に連携し、世界の主要な科学技術都市等の研究機関、企業等幹部
が一堂に会し、イノベーション・エコシステムのあり方を一大テーマとして議論を行う国
際会議であるハイレベルフォーラムに参加するともに、平成 27 年度は第 4 回「ハイレベル
フォーラム」を茨城県・つくば市・TIA 参加研究機関と共同で開催した。オランダのシリコ
ンバレーと呼ばれるアイントホーフェン市にあるオープンイノベーション拠点、ハイテク
キャンパスアイントホーフェンと平成 29 年に研究協力覚書を締結、3 回の交流会をオラン
ダと日本で交互に開催した。アジア地域との科学交流事業であるさくらサイエンスプラン
にて、4 年間で 14 名のタイ国研究者を受け入れ研究・人材育成活動を行った。平成 28 年度
に技術開発コンソーシアム「つくば応用超電導コンステレーションズ（ASCOT）」を設立し
た。超電導関係の国内外の機関との連携活動を強化するため国際超電導シンポジウムを
ASCOT 主導で平成 28 年度より毎年 1 回開催し、世界 20 か国から延べ 1,350 名の研究者が参
加した。ASCOT をコアとして超電導を技術シーズとする航空機応用研究会を立ち上げた。航
空機の燃料消費による二酸化炭素排出量を削減するため、小型化や軽量化が可能な超電導
技術が必要とされている。航空機の電動化に向けた技術交流に関する秘密保持契約を海外
航空機企業 2 社と締結した。
TIA の組織・体制の強化も随時行い、企業との連携活動を推進するイノベーションコーデ
ィネータとの連携を強化するため、企業等からの要望に即したデバイスの製造工程を構築
する専門家であるインテグレーターを平成 29 年度に新たに配置した。さらに平成 30 年 3
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月には「拠点活用推進チーム」「戦略ユニット」を新たに設置した。
平成 31 年度は、国際的な連携プロジェクトを推進するネットワークキング活動を通じて、
国際的拠点としての機能強化を図る見込みである。
【効果】
これまでオープンイノベーションハブ機能を強化してきた産総研と海外でオープンイノ
ベーションを進めている HCE との連携は、研究開発の連携先を広げるネットワークとして
内外企業からの期待を集めるとともに、産総研と直接交流がない著名な企業との連携につ
ながった。また ASCOT において新しい技術トレンドを考慮した SiC パワーエレクトロニク
スなどの産総研が得意とする新素材と超電導技術をパッケージとした技術開発についての
情報発信を行い、内外企業から高い評価を得た。様々な PR 活動や組織・体制強化を通じて
共用施設の利用が拡大した。

【実績】
平成 26 年度に採択された文部科学省の補助事業「科学技術人材の育成コンソーシアム構
築事業」「ナノテクキャリアアップアライアンス（CUPAL）」により、若手研究人材等の共同
研究プログラムや研修コース受講を通じて、キャリアアップに向けた知識獲得とスキル向
上を主とする人材育成を推進する事業を第 4 期中長期目標期間も引き続き推進し、平成 27
年度からの 4 年間で、共同研究プログラムで 8 名、研修コースで延べ 211 名以上の若手研
究者の人材育成を行った。国内外の大学・産業界の連携協力のもと、TIA の研究設備・研究
人材を活用することにより、一つの大学・研究機関だけでは到達できない高水準の教育の
実施を目的とする大学院教育インフラである TIA 連携大学院では、累計参加者 500 名を超
えるパワエレサマースクールや、平成 29 年度に新設した「TIA ナノバイオスクール」や「超
電導スクール」を合わせて累計参加者 700 名を超えるスクールを開催した。
平成 31 年度は、共同研究プログラム及び各種研修コースを実施し、TIA のプラットフォ
ームを活用する人材育成の仕組みを強化する。
【効果】
研究成果の企業等への発信を通じた新たな連携研究への展開や、TIA 連携大学院の企業参
加者が増加した。

Ⅱ．１．

研究施設の効果的な整備と効率的な運営

【中長期目標】
我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図
る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を含め戦略的に
整備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進するものとする。
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【中長期計画】
我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図
る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整
備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進する。
【実績】
平成 25 年度に立ち上げた「共用施設等利用制度」の約款や利用料を継続的に見直し、拠
点を活用するユーザーの利便性向上を図った。具体的には、ワンストップ化のための仕組
みを整備することにより、産総研の複数の共用施設を利用するときの手続の簡略化、25 枚
ウェハー同一レシピ処理に対する割引制度の導入、夜間にウェハーを自動処理するサービ
スとその割引制度の設置等を行うことにより、研究開発に多くの加工処理を希望するユー
ザーの利便性が向上した。
拠点を運営している職員の担当業務の熟練度（スキルレベル）の個人差を少なくし、全
体のスキルレベルを一定に維持する試みとして、職員の担当業務の熟練度（スキルレベル）
に関する情報を記載した「スキルシート」を導入した。これにより職員技能の可視化と業
務の最適化が実現した。まず SiC パワーデバイスの 4 インチ試作ラインから導入し、類似
業務を行うナノプロセシング施設（NPF）でもスキルシートを活用した職員技能の可視化と
業務の最適化を開始した。
平成 31 年度は、TIA の複数機関の共用施設にまたがる利用を一つの契約で可能にする仕
組みを整備する。
【効果】
利用件数が確実に増加するとともに、利用料収入も増大した。産総研における共用施設
の約款利用契約件数は約款による共用利用が始まった平成 26 年度より平成 30 年 12 月まで
の累計で 1,163 件（うち民間企業 700 件）となった。また、平成 30 年度は、平成 26 年度
に比べ共用施設利用料収入が 2 倍以上増加した（平成 30 年 12 月時点）。
また、スキルシート導入の取り組みは、職員のスキルレベルの向上に貢献するとともに、
産総研全体の業務効率化に有効な手法として産総研全体に周知された。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

３．TIA 推進センター（年度評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(10)

世界的な産学官連携拠点の形成

Ⅱ．１．

研究施設の効果的な整備と効率的な運営
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Ⅰ．１．(10)

世界的な産学官連携拠点の形成

【中長期目標】
世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重
要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す
る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ
効率的な研究開発を推進するものとする。
特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融
合領域における取組や産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図るものとす
る。
【中長期計画】
世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重
要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す
る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ
効率的な研究開発を推進する。
特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点であるＴＩＡについては、
融合領域における取り組み、産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図る。
具体的には、①ＴＩＡでこれまでに作った技術シーズの「橋渡し」、②新たな次世代技術シ
ーズの創生、③オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に取り
組む。このため、他のＴＩＡ中核機関（物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加
速器研究機構）や大学等と連携して、材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテク
ノロジー研究開発プラットフォームを整備して、これを外部ユーザにワンストップで提供
し、拠点の利便性を向上させる。また、拠点運営機能にマーケティング機能を付加し、拠
点を活用する産学官連携プロジェクトや事業化開発を企画提案することにより、研究分野
間・異業種間の融合を促進してイノベーションシステムを駆動させる。さらに、上記のプ
ラットフォームを活用する人材育成の仕組みを強化し、これを国内外に提供して国際的な
人材流動の拠点を目指す。
【平成 30 年度計画】
・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速させる世界的な産学
官連携拠点の形成を目指し、SCR 新棟建設事業を進めるとともに、老朽化が進んだ既
存 SCR の機能の見直しを図り、研究開発環境の維持と安全対策強化を行う。海外研究
拠点との連携や革新的なアイデアを持つ企業等によるオープンイノベーションが可能
となるように、SCR、NPF、MEMS ラインの連携を強化して IoT デバイスの研究開発能
力を向上させる。
・オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に資する事業の一
環として、拠点運営機能にマーケティング機能を付加し、SCR の IoT 技術開発拠点と
しての価値を向上させる施策を実施する。具体的には、中小企業やベンチャー企業な
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どの多様なニーズへ応え、さらに積極的に利用方法を提案するため、プロセスインテ
グレーターを配置する。イノベーションコーディネーター（IC）と連携して、プロセ
スインテグレーターが活動することで、SCR の利用拡大を図る。
・また、より高度な半導体製造装置等の整備を進め、量産開発に資する 6 インチ大型ウ
ェハーを用いた SiC パワーデバイス試作ラインの稼働率を向上させ、オープンイノベ
ーション拠点としての価値を一層高める。
・さらに、共用施設ステーションでは、TIA 中核他機関等との連携を強化し利便性の向
上を図る。また、IC 等によるマーケティング機能を付加することにより、共用施設
ネットワークマネージメントグループ等、構成する各マネジメントグループやステー
クホルダーグループを活用して、オープンプラットフォーム機能の強化と企業連携活
動を加速する。
・各機関の多様な技術を融合させ、複数領域での大型研究資金獲得に向けた戦略立案と
体制構築を行うため、TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」を推進する。
TIA 中核機関間の連携を促進し新たなシーズ創出を加速するだけでなく、企業発案の
課題も企画し、新しい知の創造と産業界への橋渡しに貢献する。
・ナノテクキャリアアップアライアンスや TPEC 人材育成等、今後の TIA の人材育成機
能の方向性となりうる、民間企業の人材育成に資する機能を強化する。
【実績】
オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速させる世界的な産学官
連携拠点の形成を目指し、西事業所内の既存クリーンルームに隣接させて、研究開発環境
の向上と安全対策強化を行った 2,376m2 クリーンルームを有する新棟を設計するとともに、
その建設事業に着手した。また、半導体技術の潮流である IoT デバイス技術の研究開発を、
戦略的に進めるアクションプランを策定して、SCR、NPF、MEMS ラインを利用する既存ユー
ザーや想定ユーザーに周知した。また、産総研の有する 3 か所のデバイス開発用設備（ス
ーパークリーンルーム(SCR)、ナノプロセシング施設(NPF)、Micro Electro Mechanical
System MEMS 研究開発拠点ライン(MEMS)）での相互利用を試行的に開始するとともに、外部
研究機関が SCR に持ち込んで研究開発を希望するデバイス基板の受け入れ汚染基準の緩和、
試作するウェハーに半導体プロセスを実施する手順や施す半導体プロセス自体の標準化を
行うことにより、多様なユーザーニーズに対応するための運営の改善を行った。
【効果】
IoT デバイスの研究開発拠点としての新たな研究開発戦略を、SCR、NPF、MEMS ラインを
利用する既存ユーザーや想定ユーザーに周知していくことで、新たな半導体技術の産学官
連携拠点としての認知度が向上し、また海外研究拠点との連携や革新的なアイデアを持つ
企業等との連携によるオープンイノベーションが進んでいる。
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【実績】
オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に資する事業の一環
として、拠点運営機能にマーケティング機能を付加するため、マーケティングを戦略的に
企画する戦略ユニットと、マーケティングによるニーズを拠点運営に効率的に活用するた
めの拠点活用推進チームを新設した。SCR の IoT 技術開発拠点としての価値を向上させるた
め、事務局として外部有識者によるこれまでの TIA における半導体研究開発の活動を整理
し、今後の産業界ニーズに整合した拠点構築を進めるための方策・方針を検討する委員会
を立ち上げ、高機能 IoT デバイス研究開発拠点に対する産業界・大学のニーズ調査を行っ
た。また、SCR に 3 名のプロセスインテグレータを配置して、中小企業やベンチャー企業な
どの多様なニーズを把握し、それに応えるプロセス技術メニューを開発するとともに、半
導体研究開発プラットフォームの積極的利用方法の提案を行った。特に、領域と共同で開
発したシリコンフォトニクスプロセスは世界的にも技術優位性を有している。イノベーシ
ョンコーディネータ（IC）のマーケティング活動と連携してプロセスインテグレータが活
動し、SCR の利用が拡大した。平成 30 年度の SCR の約款利用料収入は平成 29 年度と比較し
1 割以上の増加を見込んでいる。
【効果】
IC をはじめとするマーケティングチームの企業訪問や展示会での広報活動により、SCR
の認知度が向上し、利用問い合わせが増加した。またプロセスインテグレータを配置した
ことにより、ユーザーの要望をより詳細に把握することができ、それに応え得ることので
きるプロセス技術メニューの整備も進められた。平成 30 年度の利用実績の増加のみならず、
将来の利用拡大に向けた準備を進めることができた。外部有識者委員会の開催は、ユーザ
ーの要望を効率よく収集する機会となり、SCR を拡張発展させた高機能 IoT 研究開発拠点の
運営指針を検討する上で重要な情報を得ることができた。さらに、ハイテクキャンパスア
イントホーフェン（HTCE）との交流会をオランダと日本で交互に行う等、海外企業との連
携構築も積極的に行った。

【実績】
新材料パワー半導体のオープンイノベーション拠点としての価値を一層高めるため、SiC
の 4 インチラインに併設して、ワイドギャップ化合物半導体プロセスのための高度な半導
体製造装置の整備を進めた。また平成 30 年 1 月より 24 時間稼働へと移行して稼働率を高
めた 6 インチ大型ウェハーを用いた SiC パワーデバイス試作ラインでは、新たに約 5 億円
相当の成膜プロセス装置を住友電工から無償提供を受けて稼働率をさらに向上させ、月産
100 枚にまで向上した。
【効果】
6 インチ大型ウェハーを用いた SiC パワーデバイス試作ラインでは、平成 30 年 1 月より
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24 時間稼働へと移行し、平成 30 年度から試作開発の稼働が本格化した。さらに、試作期間
の短縮と運用効率化を目的として、新たに約 5 億円相当の成膜プロセス装置を住友電工か
ら無償提供を受けたことで、処理能力が月産で 100 枚を超すレベルまで向上し、原理実証
用途の目的基礎研究レベルのラインから量産基板技術を研究開発するレベルに達するとと
もに、平成 26 年度まで量産技術開発を行っていた 3 インチラインの 4 倍の SiC デバイスチ
ップを試作可能なラインとなり、量産技術開発を行っている企業のニーズに応えるレベル
にまで到達した。

【実績】
TIA の施設や装置の管理運営を推進する共用施設ネットワークマネージメントグループ
を中心として、TIA 中核機関が保有する先端的な装置等を外部機関が有料で利用可能な共用
施設等利用制度を、継続的に運用している。この共用施設によって、産業界への橋渡しや
新たなシーズ創出がさらに加速している。新たな試みとして、共用施設制度利用者の拡大
を目指し、IC との連携を強化するとともに、中小企業などのユーザーからの多様なニーズ
への対応を促進するため、SCR にあったデバイスの製造工程を構築する専門家であるプロセ
スインテグレータを配置した。
また、つくば共用研究施設データベース（つくば地区の TIA 共用施設のデータベース）
は、つくばグローバルイノベーション推進機構が管理していたが、つくば地区の連携をよ
り密接にするため、TIA のホームページに移管した。
【効果】
SCR へのプロセスインテグレータの配置や、IC と連携したマーケティング活動により、
SCR と NPF 等他の産総研共用施設の連携が推進され、ユーザーにとって共用施設の利便性が
向上した。その結果、SCR や NPF など産総研における全 7 施設の利用契約件数は延べ 303 件
（うち民間企業 179 件（平成 30 年 12 月 31 日現在））となり、新規利用 74 法人の獲得につ
ながり、利用契約件数も平成 29 年度比約 10%増加した（平成 30 年 12 月 31 日現在）。今後、
中小企業等からの更なる利用増加が見込まれる。また、つくば共用研究施設データベース
の検索から、TIA の共用施設の利用につながるなどの効果が見られる。

【実績】
TIA 中核 5 機関の研究者が組織の枠を越えて協働することにより、新たな共同研究等の構
築及び発展を促進する事業である「TIA 連携プログラム探索推進事業（通称：かけはし）」
は、平成 29 年度の成果を踏まえて第 2 回 TIA かけはし成果報告会を開催した。平成 30 年
度は、新たに企業からの招待講演を実施し、企業からの参加者 74 名を含む 226 名が参加し
た。多くの企業等関係者の参加によって活発な議論がなされたことで、新領域の開拓に向
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けた戦略立案や体制構築などを目指した「かけはし」事業の規模拡大につながった。また、
平成 30 年度は、更なる連携活動の拡大に向け、企業の要望に対して TIA5 機関がチームを
編成して実施する企業提案型テーマを開始した。企業提案型新テーマ 4 件を含め、また若
手研究者の育成を重視する課題を中心として全体で 47 件のテーマを採択し、活動を強化し
た。さらに、産業界に対する TIA かけはし事業周知活動として経団連（未来産業・技術委
員会）の見学会を開催した。13 社 18 名の参加があり、企業提案型テーマの検討につながる
など、産業界との連携が強化された。
【効果】
かけはし事業により、TIA 中核 5 機関だけでなく企業を含めた連携活動が推進された。さ
らに、成果報告会での企業講演や経団連による見学会などの周知活動、企業提案型の新テ
ーマの実施により、新たな研究領域の開拓に向けた戦略立案や体制の構築が進んだ。

【実績】
平成 26 年度に採択された文部科学省の補助事業「科学技術人材の育成コンソーシアム構
築事業」における「ナノテクキャリアアップアライアンス」形成を推進した。この事業で
は平成 29 年度に続き、若手研究人材等の共同研究プログラムや研修コース受講を通じて、
キャリアアップに向けた知識獲得とスキル向上を主とする人材育成を行った。平成 30 年度
には、産総研内に共同研究で 4 名、研修では 67 名の育成対象者を受け入れた(平成 30 年 12
月末日時点)。また、TIA 連携大学院のサマーオープンフェスティバルでは、全 5 コースを
開催し 228 名（企業等からの参加者 100 名を含む。）が参加した。そのうち、TIA の事業が
バイオ分野を中心とする新たな領域へ拡大したことを受けて平成 29 年度に新たに開設した、
糖鎖やレクチンに関する「TIA ナノバイオサマースクール」には、34 名が参加した。さら
に、平成 29 年度に比べ企業等からの参加者が 10 名増加し、企業との連携活動が強化され
た。さらに、超電導の技術開発コンソーシアム「つくば応用超電導コンステレーションズ
（Applied Superconductivity Constellations of Tsukuba (ASCOT)）」の独自事業として
超電導スクールを開催した。平成 30 年度は、国内外からの著名な講師による講義のほか、
ポスターセッションや関連施設見学会を実施した。また、関連する国際会議との連携を深
め、超電導スクールの参加を国際会議での学生奨励賞の評価項目としたことで、初めての
海外からの参加者を含めた 43 名が参加した。平成 28 年度からの延べ参加人数は 114 人に
上った。
また、島津製作所等の企業において育成対象者の研究成果発表会を実施するなど、企業
に対し TIA の人材育成事業の紹介活動を強化した。
【効果】
「科学技術人材の育成コンソーシアム構築事業」における「ナノテクキャリアアップア
ライアンス」事業、および、TIA の各種スクール事業を通じ、TIA のプラットフォームを活
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用する人材育成の仕組みが強化され、またその人材育成事業に対する企業の認知度が高ま
っており、人材育成を通じた産業界との連携強化にもつながっている。

Ⅱ．１．

研究施設の効果的な整備と効率的な運営

【中長期目標】
我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図
る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を含め戦略的に
整備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進するものとする。
【中長期計画】
我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図
る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整
備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進する。
【平成 30 年度計画】
・産学官が一体となって行う研究開発を行うため、連携先の要望に柔軟に対応できる施設・
仕組み等の整備、構築、見直しを進めるとともに、産総研の施設等を活用した共同研究
の他、企業による分析、計測等により、引き続き橋渡し機能の強化を図る。
【実績】
産総研の共用施設・装置を利用者が約款に基づく簡便な手続で利用でき、発生した知的
財産は利用者側に帰属させることができる新たな制度を平成 25 年度より運用している。現
在、スーパークリーンルーム(SCR)のほかナノプロセシング施設（NPF）、先端ナノ計測施設
（ANCF）、超伝導アナログ・デジタルデバイス開発施設（CRAVITY）、蓄電池基盤プラットフ
ォーム（BRP）及び MEMS 研究開発拠点（MEMS）、先端バイオ計測施設（Bio）を公開してい
る。平成 30 年度においては、これらの施設・装置の利用契約件数は延べ 303 件（うち民間
企業 179 件、（平成 30 年 12 月 31 日現在））にのぼった。なお、平成 29 年 12 月 31 日時点
では、延べ 131 件（うち民間企業 87 件）であった。また利用料収入として約 2 億円を得た
（平成 30 年 12 月 31 日現在）。なお、平成 29 年 12 月 31 日時点では、利用料収入は約 1.6
億円であった。また、住友電気工業株式会社とのテクノブリッジ型共同研究に基づき、SiC
デバイスの量産技術の開発などを可能とする 6 インチラインを SCR 内に設置し平成 28 年 11
月より稼働を開始した。テクノブリッジ型共同研究とは、企業が産総研においてより柔軟
性の高い研究テーマや体制で共同研究を実施できるように平成 28 年度に新たに整備された
制度である。新設の 6 インチラインは平成 30 年 1 月より 24 時間稼働へと移行し、さらに
着実に稼働実績を伸ばしている。また、4 インチラインにおいては、GaN（窒化ガリウム）
デバイスの量産に必要な研究設備の整備を完了し、研究開発を開始した。加えて、二箇所
に分離したクリーンエリア間の連結パスを設置し、運営を効率化した。
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【効果】
共用施設等利用制度では、利用件数、利用料収入共に着実に増加している。
利用契約件数は平成 29 年度比 1 割、利用料収入は年間収入として平成 29 年度比 5％程度
の増加を見込んでいる（平成 30 年 12 月 31 日現在）。また、4 インチラインでは、クリー
ンエリアの移動を円滑にすることで、ライン運営職員の 1 班が、6 名のところ 1 名減員し 5
名での運用を可能とした（3 班体制で合計 3 名減員）。これら産学官が一体となって研究開
発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整備・構築する取り組みにより、TIA の施設等が
活用され、企業等が効率的に「橋渡し」に向けた研究開発が行えるプラットフォームが一
層強化された。
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【前年度の主な評価コメントへの対応】
（世界的な産学官連携拠点の形成）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
グローバル拠点としてのますますの力量向上が望まれる。
＜対応・反映の状況＞
オープンイノベーションのグローバル拠点としての力量向上の取り組みとして、平成 30
年度には、IoT デバイス試作のための大型最先端半導体装置 17 台を外部ユーザーへ公開す
るとともに、ユーザーのニーズに細やかに対応できるプロセスインテグレータを新たに配
置する等、体制強化を行った。更に、ハイテクキャンパスアイントホーフェン（HTCE）と
の交流会をオランダと日本で交互に行う等、海外企業との連携構築も積極的に行った。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

４．環境安全本部・情報セキュリティ部（見込評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．４．

業務の電子化に関する事項

Ⅶ．３．

情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護

Ⅶ．６．

施設及び設備に関する計画
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項
【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた
め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環
境を確保するための仕組みや体制を整える。
【実績】
平成 24 年度から 20 年間の長期的な視野に立って策定された「産総研長期施設整備計画」
に基づき、5 年間の具体的なインフラ設備改修や閉鎖・解体内容等を定めた「中期施設整備
計画」、さらに各年度に行う整備内容等を定めた「施設整備計画（各年度版）」を策定し、
計画的に施設の維持・整備及び老朽化対策を実施した。また、第 4 期中長期期間中に施設
整備費補助金で予定していた老朽化対策費約 240 億円に対し、実際に交付された予算額は
約 132 億円と予算不足の状況において、本計画の策定によって、限られた予算の中で効率
的な改修工事を可能とし、平成 27 年度から平成 30 年度までに、施設整備費補助金関連工
事及び研究現場の依頼に基づく工事を含む計 196 件の改修工事を実施した。さらに、機器
の整備に際しては、部屋単位で運転管理可能な個別空調方式、トップランナー基準の高効
率変圧器、高エネルギー効率のモジュールチラー等、エネルギー効率の高い方式や機器の
採用を行い、導入費用等の経済性に配慮しながらエネルギー使用効率の向上を図った。
スペースの利活用においては、研究スペースの有効活用や、共同研究等を推進する連携
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スペースの計画的な確保等を目的とした「産総研第 4 期スペース利活用方針」及び年度毎
の「産総研スペース利活用計画」を策定し、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利
用する関連組織・施設の集約化等を行い、スペースの効率的かつ効果的な利活用を図った。
さらに、平成 28 年度からスペース移転費用や不要機器廃棄費用へ予算を充当する「スペー
ス利活用促進費」を導入し、研究推進・効率化（設備の有効利用と分散配置の解消）及び
老朽化した建物の閉鎖の促進等、合計 84 件の取り組みを実施した。また平成 30 年度にお
いては、研究所のスペース利活用に関する事項について審議する「スペース利活用推進委
員会」において、老朽化の著しいつくばセンター研究別棟のスペース縮減の必要性を議論
し、老朽化対策費及び施設維持管理費の削減を目的としたつくばセンター研究別棟のスペ
ース縮減計画の策定に着手した。
大学等のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラ
トリ（OIL）」の立ち上げに際しては、当初の施設整備計画に加えて領域等からの研究施設
の高機能化の要望に応じ、平成 28 年度にクリーン環境実験設備等設置工事（東京大学）、
平成 29 年度に実験設備（ドラフトチャンバー等）設置工事（京都大学）及び研究室内装改
修工事（東京工業大学）等、設備導入・施設整備を実施した。
以上のように、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計画に基づいた、施設及
び設備の効率的かつ効果的な維持・整備の着実な推進に加えて、当初計画にはなかったス
ペース利活用を促進する整備事業や、研究者の要望に応じた新規設備の導入を実施した。
平成 31 年度においては、交付決定された施設整備費補助金関連工事を中心とする整備内
容等を「施設整備計画（平成 31 年度版）」として策定し、施設及び設備の効率的かつ効果
的な維持・整備を実施する見込みである。さらに、平成 32 年度以降に予定されるインフラ
設備等の大規模老朽化対策工事を、効率的かつ効果的に実施するため、工事に先行して設
計業務を実施する見込みである。また、スペース利活用については、年度毎の「産総研ス
ペース利活用計画」を策定し、関連した組織・施設を集約化するとともに連携スペースを
確保し、スペース利用のさらなる効率化を図る見込みである。
【効果】
産総研施設整備計画に基づく施設整備により、
実験室の改修を行った工事（北海道 G1 棟、
つくば中央 6-13 棟）では、実験用途が限定される特殊実験室を広範なニーズに対応できる
標準実験室へ改修し、新たに約 1,300 ㎡の実験スペースを確保し、研究ユニット及び外部
共同研究機関が柔軟に利用できる環境を実現した。また、機器の整備に際してエネルギー
効率の高い方式や機器の採用等を行ったことにより、例えばつくば中央 6-13 棟においては
熱源システム改修によって改修前に比べ約 24％のエネルギー使用量削減を達成した。
平成 30 年度に実施したつくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修にお
いては、高効率変圧器への更新を行うことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約
30％削減されることが見込まれている。これらの改修工事を通して、研究計画を妨げるこ
となくピーク電力の削減と省エネルギー促進を図ることが見込まれている。
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スペースの利活用においては、「産総研スペース利活用計画」に基づく連携・橋渡し研
究等のスペースの優先的な確保、施設の仕様や研究内容に合わせたゾーニングの実施等に
より、研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。例えば、つくば東事業所・西
事業所におけるエネルギー・環境領域の研究ユニットのスペース再編や、つくば中央にお
ける動物飼育施設の集約化が促進され、研究スピードの加速、安全管理体制の強化等、効
率的な研究開発に寄与した。またこれらにより、平成 27 年度から平成 30 年度で全 59 棟（延
床面積 42,566 ㎡）の閉鎖を実現し、施設維持管理費の削減が見込まれている。
新たなオープンイノベーションラボラトリ（OIL）の研究環境の整備によって、本格的な
大学との共同研究活動が開始され、橋渡し機能強化、産学官連携の加速及び新たな分野の
研究開発が進展した。
以上のように、施設及び設備の効率的かつ効果的な整備を着実に推進したことに加えて、
限られた予算とスペースの有効活用により、当初計画にはなかった、研究スペースの柔軟
な利活用に対応できる内装改修、研究計画を妨げることなく省エネルギー推進に貢献でき
る施設・設備の導入、研究者の要望に応じた各拠点及び OIL 等における研究環境整備等を
行うことで、良好な研究環境の構築が実現された。
平成 31 年度においては、「施設整備計画（平成 31 年度版）」に基づいて先行設計業務
を実施することで、インフラ設備等の大規模な改修工事に対応し、平成 32 年度以降はより
効率的かつ効果的な施設整備が可能となる見込みである。スペース利活用においては、ス
ペース利活用促進費を有効活用して、さらなる維持管理費の削減及び研究スペースの柔軟
な利活用を推進する見込みである。

【実績】
年度毎に策定した「施設整備計画」に基づき、平成 27 年度から平成 30 年度においては、
全 59 棟（延床面積 42,566 ㎡）の閉鎖、及び全 16 棟（延床面積 7,222 ㎡）の解体撤去を行
った。
平成 31 年度においては、全 17 棟（延床面積 15,162 ㎡）の閉鎖、全 2 棟（延床面積 246
㎡）の解体撤去を予定している。
【効果】
第 4 期中長期期間においては、施設整備費補助金による新営棟建設事業により 5 年間で
延床面積 15,459 ㎡が増加した一方で、年度毎の施設整備計画の見直し及びスペース利活用
促進の取り組みによって、「施設整備計画（平成 26 年度版）」において想定していた平成
27 年度から平成 31 年度の閉鎖予定（延床面積 29,238 ㎡）に対し、平成 27 年度から平成
30 年度までに全 59 棟（延床面積 42,566 ㎡）の閉鎖を実現し、老朽化した建物の閉鎖予定
面積を大きく上回ることとなった。さらに、全 16 棟（延床面積 7,222 ㎡）の解体撤去の実
施も含めて、維持管理経費の削減を実現した。
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平成 31 年度においては、全 17 棟（延床面積 15,162 ㎡） の閉鎖を予定しており、今後
見込まれる老朽化対策費及び維持管理費のさらなる削減が期待される。

Ⅱ．４．

業務の電子化に関する事項

【中長期目標】
電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努
めることとする。また、幅広いＩＣＴ需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実
を図ることとする。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保
するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性
を確保することとする。
【中長期計画】
電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努
める。また、幅広いＩＣＴ需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実を図る。情
報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに、震災等
の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。
【実績】
財務会計システム、人事給与システム、産学官システムなど約 50 の個別業務システムは、
関連部署より法律や制度改定対応、業務効率化等を目的とした改修要望を受け、必要性、
緊急性、効率性、経済性及びセキュリティ強化を精査した上で改修等を進めた。
平成 27 年度は新たに法人文書管理システム、ライフサイエンス実験申請システムを、平
成 28 年度は化学物質や研究成果物等を所外へ提供等する場合の事務手続きのための研究成
果物・薬品提供管理システムを新たに構築し、電子処理を可能とした。
平成 29 年度は情報セキュリティ強化、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判
定結果の表示等の機能を追加した薬品・ガス管理システムの構築を開始し、平成 30 年度中
に構築を完了した。また、平成 29 年度からは、発明者からの知的財産に関する相談、届出、
決裁、権利化後の技術移転、補償金の管理等を行う知的財産管理システムと、研究所の知
的財産戦略の検討に活用するためのシステム（統合シートデータベース）を統合すること
で、研究者の利便性向上や知的財産担当者等の業務効率化を目的に、新たな知的財産管理
システムを構築している。
平成 31 年度は、新たな知的財産管理システムの構築が完了する見込みである。また業務
で使用する消耗品等をより安価に調達することを目的に新たに電子見積合せ等の機能を搭
載したネット調達システムの構築を開始し、年度内に構築が完了する見込みである。
【効果】
新たな研究成果物・薬品提供管理システムを構築することで、年間約 1,000 件の紙書類
の作成や、メールのやり取り、紙書類の回送が不要となり、申請案件の検索性が増し、申
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請の進捗状況の管理が容易となったことのみならず、知的財産未登録の研究成果物の提供
を防ぐことができるようになった。また、提供することで関連法規の違反につながるリス
クや環境への悪影響がある危険薬品等の提供・持ち出しを容易に把握することが可能とな
った。よって、リアルタイムに事業所長等及び担当者が、提供先との MTA 契約や共同研究
契約などの有無の確認が可能となり、かつ、提供した薬品等の返却状況を把握できるなど
一連の業務が効率的に行うことが可能となった。
薬品・ガス管理システムについては、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判
定結果の表示等の機能を追加することで、危険薬品数量や保管年数の把握が簡便になり、
使用期限を迎えた薬品の把握が簡便になったことのみならず、所管部署から薬品管理者へ
の資格取得義務の連絡等（年間約 800 件）の手続きを簡素化、迅速化することができた。
新たな知的財産管理システムについては、分断していた二つのシステムが統合され、知
的財産出願に係る調書作成等の業務効率の向上、検索機能の強化により戦略的な知財情報
の活用、事務手続きの簡略化及び迅速化が図られる見込みである。
ネット調達システムについては、電子見積合せ等の機能を追加することで、業務で使用
する消耗品等の価格を業者間で迅速に比較することが可能となり、より安価な調達を簡便
に行うことができる見込みである。
以上のように、個別業務システムを毎年度改善するだけにとどまらず、経営方針や研究
戦略に応じて、個別業務システムの新規構築を行うことにより、産総研の研究成果や利益
の保護のみならず、以前よりも情報セキュリティを向上させることで他の研究機関の先導
的な役割を担い、社会的な信頼性の向上につながることが期待される。

【実績】
リモートで設定変更等の制御が可能な高機能無線 LAN を、つくばセンター各事業所及び
各地域センターの共用会議室に設置し、産総研職員向け及び来客者向けの 2 種類のネット
ワークを整備した。平成 28 年度までに、第 4 期中長期目標期間中に予定していた約 110 箇
所の共用会議室への整備を完了し、産総研内情報ネットワークを充実させた。
【効果】
共用会議室に無線 LAN 環境を整備するとともに、産総研職員と来客者が使用するネット
ワークをそれぞれ用意することで、情報セキュリティを確保しつつ利便性が向上した。

【実績】
ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を徹底するとともに、内部通信監視
の体制を新たに構築するため、ファイアウォールを更新した。
平成 31 年度は、新たなファイアウォールの運用を開始し、不正アクセスに対する十分な
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強度を確保する見込みである。
【効果】
新たなファイアウォールの運用を開始することで、建物間等で不審な通信等が発生して
も、早期把握が可能となり、被害の拡大防止ができる環境となる。また、監視可能通信容
量が 10 倍になり、より詳細な通信監視、分析が可能になるとともに、Dos 攻撃（データを
大量に送り付け、ファイアウォールの正常な稼働を妨害するようなサイバー攻撃）などに
も耐えられる環境となる。

【実績】
震災等の災害時に備え、所内ネットワークやイントラ業務システム等の復旧訓練を実施
することで、業務の安全性、信頼性を確保した。
平成 31 年度は、北海道センターへ、インターネットバックアップ回線を整備する予定で
ある。
【効果】
震災等の災害時を想定した復旧訓練を行うことで、有事の際でも早急な復旧と確実な稼
働が確保できることが確認できた。
また、北海道センターへ、インターネットバックアップ回線を整備することで、震災等
でつくばセンターのインターネットアクセス回線に障害が発生した際においても、北海道
センターを通じてインターネット接続の継続が可能となる見込みである。
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Ⅶ．３．

情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護

【中長期目標】
これまでと同様に電子化による業務効率化を推進することとするが、
「サイバーセキュ
リティ戦略について」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）を踏まえ、研究情報等の重要情報を
保護する観点から、外部の専門家の知見を活用しつつ、情報セキュリティの確保のための
対策を徹底するものとする。また、営業秘密の特定及び管理を徹底するものとする。
【中長期計画】
これまでと同様に電子化による業務効率化を推進するが、研究情報等の重要情報を保護
する観点から、
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠した情報セキ
ュリティ関連規程類の改訂等を行うとともに、情報セキュリティ委員会に外部の専門家を
加えるほか、外部専門家に依頼してチェックを行うなど、情報セキュリティ対策を一層強
化する。さらに、これに関わる研修やセルフチェックを通じて情報セキュリティの確保の
ための対策を職員に徹底する。また、営業秘密の特定及び管理を徹底する。
第４期の早期に情報セキュリティ規程等に基づき情報セキュリティ対策を十分に施した
信頼性と堅牢性の高い情報システム基盤を構築し、維持・向上を図る。
【実績】
外部の専門家 2 名を情報セキュリティに関する委員会の委員として委嘱し、統合情報セ
キュリティサービス導入の検討、イントラ業務システムへのログインパスワードのルール
見直し等を実施した。
平成 30 年度には、平成 30 年 2 月に発覚した不正なアクセス事案（不正なアクセス事案）
について、外部の専門家 4 名を中心とする調査委員会を設置し、報告書及び再発防止対策
を取りまとめた。さらに、外部の専門家 1 名を、新たに産総研の最高情報セキュリティア
ドバイザーとした。
平成 31 年度は、情報セキュリティに関する委員会を数回開催し、再発防止対策の進捗報
告や情報セキュリティ対策、イントラ業務システムの更新等について、議論する予定であ
る。
【効果】
外部の専門家を情報セキュリティに関する委員会の委員とすることで、多面的に情報セ
キュリティ対策を検討、実施することができた。
不正なアクセス事案については、外部の専門家を中心とする調査委員会を設置したこと
で、客観性・中立性のある報告書を取りまとめるとともに、専門家の意見を取り入れた再
発防止対策を策定することができた。また、最高情報セキュリティアドバイザーが、再発
防止対策をチェックすることで、より一層、妥当性のあることが担保された。
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【実績】
平成 28 年度に、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（政府統一基準
群）に準拠するため、情報セキュリティ関連規程類（規程類）の全面改正を行った。また、
平成 29 年度から平成 30 年度にかけては、政府統一基準群が改定される都度、規程類の改
正を行った。
なお、平成 30 年度については、不正なアクセス事案を踏まえ、情報セキュリティ管理体
制の見直しや、新たな情報セキュリティ対策の運用を実現するため、規程類の大幅な改正
を行った。
【効果】
政府統一基準に準拠するとともに、不正なアクセス事案を踏まえた、産総研独自の取り
組みを規程類に反映することで、より一層、情報セキュリティ対策の水準が向上した。

【実績】
全役職員等を対象に情報セキュリティ研修及びセルフチェックを実施するとともに、延
べ 2,000 名に対して標的型攻撃メール訓練を行った。また、平成 28 年度から平成 29 年度
は、毎月、情報セキュリティニュースを発行した。
平成 30 年度は、毎月、産総研で発生した情報セキュリティインシデントの具体的な事例
を取りまとめ、研究ユニット等へ情報共有するとともに、規程類から、頻繁に行われる手
続きや重要な点をまとめた文書を作成し周知した。
平成 31 年度は、英語版も含めた情報セキュリティ研修資料の全面改定により、研修内容
の充実を図る予定である。
【効果】
情報セキュリティに関する脅威と対策方法を、様々な方法で繰り返し周知することで、
役職員等が不審サイトや不審メールに対して注意を払うなど、サイバー攻撃に対する対応
力等の向上に繋がった。
また、規程類を分かり易くまとめた文書を作成し、周知したことで、役職員等が、産総
研が取るべき情報セキュリティ対策を適切に理解し、実行できるようになることが見込ま
れ、情報セキュリティインシデントの発生リスクの低減が期待できる。

【実績】
毎年度、外部専門機関（情報セキュリティ監査企業）による、情報セキュリティ監査を
実施し、平成 29 年度からは、情報セキュリティ監査と保有個人情報に関する監査を統合し
て行った。
平成 30 年度は、不正なアクセス事案を踏まえ、監査の方法を見直した。具体的には、規
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程類に沿った運用状況の監査（マネジメント監査）と、サーバ等のセキュリティ診断を、
それぞれ別の契約案件として委託し実施した。さらに、イントラ業務システム等の運用管
理を委託している業者に対して、外部専門機関によるマネジメント監査を新たに実施する
とともに、これまで行っていなかった情報セキュリティ対策の履行状況の確認を行った。
セキュリティ診断については、従来の脆弱性診断に加えて、イントラ業務システムに侵
入できるかの調査（ペネトレーションテスト）も実施した。
平成 31 年度は、マネジメント監査の実施時期を早め、年度内にフォローアップ監査まで
を終えることで、監査の実効性を高める予定である。
【効果】
情報セキュリティ監査と保有個人情報に関する監査を統合し、それぞれの視点を相互補
完したことによって実効性が高まり、各部署における情報管理に対する理解度や情報セキ
ュリティ対策に関する意識が向上した。
また、外部委託業者に対して監査を実施したことで、委託先におけるパスワードの管理
方法等が改善され、情報漏えい等が起こるリスクの低減が図られた。
セキュリティ診断については、マネジメント監査とは別の契約案件として委託すること
で、より専門的かつ詳細な診断を実施することができた。さらに、ペネトレーションテス
トを新たに実施したことで、脆弱性の把握のみならず、侵入経路が存在しているのかを把
握し、対策を講じることが可能となった。
これらの各監査や診断等により、産総研内部及び委託先における情報セキュリティ対策
の水準が向上した。

【実績】
平成 29 年度に「サイバーセキュリティ戦略について」（サイバーセキュリティの基本的
な方向性を示す国家戦略として閣議決定されたもの）を踏まえ、高度サイバー攻撃に対す
る対策導入計画を策定した。
平成 30 年度には、不正なアクセス事案に対する再発防止対策を策定し、情報セキュリテ
ィ対策の強化と体制整備を進めた。
具体的には、システムの強化として、イントラ業務システムへの 2 要素認証の導入や、
メールシステムの認証方法の見直し、所内ネットワークの事務用と研究用との分離等を実
施することとした。
また、運用の見直し強化として、パスワードの設定・送付ルールや機密文書の取り扱い
方法の見直し、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告の義務化等を行った。
加えて、組織体制の見直しとして、研究ユニットに情報セキュリティを担うチームを新
設し、CSIRT（Computer Security Incident Response Team：情報セキュリティインシデン
トに対処する組織）と連携する体制を構築した。
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平成 31 年度は、システムの強化を完了させ、より情報セキュリティが確保される環境を
整備する予定である。
【効果】
イントラ業務システムへの 2 要素認証の導入や、メールシステムの認証方法の見直しに
よって、仮に本人以外の第三者が ID とパスワードを不正に入手しても、容易にログインす
ることはできなくなる。また、所内ネットワークを分離することで、仮に産総研内部に侵
入されたとしても、被害の拡大を防止できるようになる。
さらに、パスワードの設定・送付方法や機密文書の取り扱い方法に明確なルールを設け
たことで、情報漏えいのリスクが低減するとともに、営業秘密の特定及び管理の徹底が図
られた。また、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告を義務化したことで、仮に不
正にアクセスされたとしてもすぐに発見できるようになった。
加えて、研究ユニットに情報セキュリティを担うチームを新設し、CSIRT と連携すること
で、情報セキュリティインシデントへの対処が迅速に行えた。

【実績】
平成 28 年度に、ファイル転送サービスとメールセキュリティサービスを導入し、平成 29
年度には、統合情報セキュリティサービスを導入した。
平成 30 年度には、不正なアクセス事案を踏まえ、統合情報セキュリティサービスの契約
内容を見直し、通信ログの分析機能を強化した。また、情報セキュリティ対策を強化した
次期基幹業務システムハードウェアの構築を進めており、平成 31 年度に構築が完了する予
定である。
【効果】
ファイル転送サービスにより、機密性の高い情報を含むファイルやメールでの送信が困
難な大容量のファイルを、安全に受け渡すことが可能となった。また、メールセキュリテ
ィサービスは、不審メール等を検知・遮断・隔離し、役職員等に届くことを防いでいる。
統合情報セキュリティサービスについては、最新のアンチウィルスソフトウェアが産総
研の端末にインストールされるとともに、端末の 24 時間監視及び遠隔操作が可能となった。
さらに、アンチウィルスソフトウェアの情報と、ファイアウォールの通信の相関関係を監
視・分析している。加えて、契約内容の見直しにより、通信の監視と分析機能が強化され、
昨今の巧妙化されたサイバー攻撃に対応できるようになった。
サーバ仮想基盤については、標的型攻撃が困難なシステムに強化されるとともに、万が
一サイバー攻撃等による不正なシステム利用が発生したとしても、速やかな検知が可能と
なり、被害拡大のリスクを減少させることが見込まれる。
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Ⅶ．６．

施設及び設備に関する計画

【中長期計画】
下表に基づき、施設及び設備の効率的かつ効果的な維持・整備を行う。また、老朽化に
よって不要となった施設等について、閉鎖・解体を計画的に進める。
エネルギー効率の高い機器を積極的に導入するとともに、安全にも配慮して整備を進め
る。
【実績】
平成 24 年度から 20 年間の長期的な視野に立って策定された「産総研長期施設整備計画」
に基づき、5 年間の具体的なインフラ設備改修や閉鎖・解体内容等を定めた「中期施設整備
計画」、さらに各年度に行う整備内容等を定めた「施設整備計画（各年度版）」を策定し、
計画的に施設の維持・整備及び老朽化対策を実施した。また、第 4 期中長期期間中に施設
整備費補助金で予定していた老朽化対策費約 240 億円に対し、実際に交付された予算額は
約 132 億円と予算不足の状況において、本計画の策定によって、限られた予算の中で効率
的な改修工事を可能とし、平成 27 年度から平成 30 年度までに、施設整備費補助金関連工
事及び研究現場の依頼に基づく工事を含む計 196 件の改修工事を実施した。さらに、機器
の整備に際しては、部屋単位で運転管理可能な個別空調方式、トップランナー基準の高効
率変圧器、高エネルギー効率のモジュールチラー等、エネルギー効率の高い方式や機器の
採用を行い、導入費用等の経済性に配慮しながらエネルギー使用効率の向上を図った。
スペースの利活用においては、研究スペースの有効活用や、共同研究等を推進する連携
スペースの計画的な確保等を目的とした「産総研第 4 期スペース利活用方針」及び年度毎
の「産総研スペース利活用計画」を策定し、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利
用する関連組織・施設の集約化等を行い、スペースの効率的かつ効果的な利活用を図った。
さらに、平成 28 年度からスペース移転費用や不要機器廃棄費用へ予算を充当する「スペー
ス利活用促進費」を導入し、研究推進・効率化（設備の有効利用と分散配置の解消）及び
老朽化した建物の閉鎖の促進等、合計 84 件の取り組みを実施した。また平成 30 年度にお
いては、研究所のスペース利活用に関する事項について審議する「スペース利活用推進委
員会」において、老朽化の著しいつくばセンター研究別棟のスペース縮減の必要性を議論
し、老朽化対策費及び施設維持管理費の削減を目的としたつくばセンター研究別棟のスペ
ース縮減計画の策定に着手した。
大学等のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラ
トリ（OIL）」の立ち上げに際しては、当初の施設整備計画に加えて領域等からの研究施設
の高機能化の要望に応じ、平成 28 年度にクリーン環境実験設備等設置工事（東京大学）、
平成 29 年度に実験設備（ドラフトチャンバー等）設置工事（京都大学）及び研究室内装改
修工事（東京工業大学）等、設備導入・施設整備を実施した。
以上のように、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計画に基づいた、施設及
び設備の効率的かつ効果的な維持・整備の着実な推進に加えて、当初計画にはなかったス
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ペース利活用を促進する整備事業や、研究者の要望に応じた新規設備の導入を実施した。
平成 31 年度においては、交付決定された施設整備費補助金関連工事を中心とする整備内
容等を「施設整備計画（平成 31 年度版）」として策定し、施設及び設備の効率的かつ効果
的な維持・整備を実施する見込みである。さらに、平成 32 年度以降に予定されるインフラ
設備等の大規模老朽化対策工事を、効率的かつ効果的に実施するため、工事に先行して設
計業務を実施する見込みである。また、スペース利活用については、年度毎の「産総研ス
ペース利活用計画」を策定し、関連した組織・施設を集約化するとともに連携スペースを
確保し、スペース利用のさらなる効率化を図る見込みである。
【効果】
産総研施設整備計画に基づく施設整備により、
実験室の改修を行った工事（北海道 G1 棟、
つくば中央 6-13 棟）では、実験用途が限定される特殊実験室を広範なニーズに対応できる
標準実験室へ改修し、新たに約 1,300 ㎡の実験スペースを確保し、研究ユニット及び外部
共同研究機関が柔軟に利用できる環境を実現した。また、機器の整備に際してエネルギー
効率の高い方式や機器の採用等を行ったことにより、例えばつくば中央 6-13 棟においては
熱源システム改修によって改修前に比べ約 24％のエネルギー使用量削減を達成した。
平成 30 年度に実施したつくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修にお
いては、高効率変圧器への更新を行うことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約
30％削減されることが見込まれている。これらの改修工事を通して、研究計画を妨げるこ
となくピーク電力の削減と省エネルギー促進を図ることが見込まれている。
スペースの利活用においては、「産総研スペース利活用計画」に基づく連携・橋渡し研
究等のスペースの優先的な確保、施設の仕様や研究内容に合わせたゾーニングの実施等に
より、研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。例えば、つくば東事業所・西
事業所におけるエネルギー・環境領域の研究ユニットのスペース再編や、つくば中央にお
ける動物飼育施設の集約化が促進され、研究スピードの加速、安全管理体制の強化等、効
率的な研究開発に寄与した。またこれらにより、平成 27 年度から平成 30 年度で全 59 棟（延
床面積 42,566 ㎡）の閉鎖を実現し、施設維持管理費の削減が見込まれている。
新たなオープンイノベーションラボラトリ（OIL）の研究環境の整備によって、本格的な
大学との共同研究活動が開始され、橋渡し機能強化、産学官連携の加速及び新たな分野の
研究開発が進展した。
以上のように、施設及び設備の効率的かつ効果的な整備を着実に推進したことに加えて、
限られた予算とスペースの有効活用により、当初計画にはなかった、研究スペースの柔軟
な利活用に対応できる内装改修、研究計画を妨げることなく省エネルギー推進に貢献でき
る施設・設備の導入、研究者の要望に応じた各拠点及び OIL 等における研究環境整備等を
行うことで、良好な研究環境の構築が実現された。
平成 31 年度においては、
「施設整備計画（平成 31 年度版）」に基づいて先行設計業務を
実施することで、インフラ設備等の大規模な改修工事に対応し、平成 32 年度以降はより効
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率的かつ効果的な施設整備が可能となる見込みである。スペース利活用においては、スペ
ース利活用促進費を有効活用して、さらなる維持管理費の削減及び研究スペースの柔軟な
利活用を推進する見込みである。

【実績】
年度毎に策定した「施設整備計画」に基づき、平成 27 年度から平成 30 年度においては、
全 59 棟（延床面積 42,566 ㎡）の閉鎖、及び全 16 棟（延床面積 7,222 ㎡）の解体撤去を行
った。
平成 31 年度においては、全 17 棟（延床面積 15,162 ㎡）の閉鎖、全 2 棟（延床面積 246
㎡）の解体撤去を予定している。
【効果】
第 4 期中長期期間においては、施設整備費補助金による新営棟建設事業により 5 年間で
延床面積 15,459 ㎡が増加した一方で、年度毎の施設整備計画の見直し及びスペース利活用
促進の取り組みによって、「施設整備計画（平成 26 年度版）」において想定していた平成
27 年度から平成 31 年度の閉鎖予定（延床面積 29,238 ㎡）に対し、平成 27 年度から平成
30 年度までに全 59 棟（延床面積 42,566 ㎡）の閉鎖を実現し、老朽化した建物の閉鎖予定
面積を大きく上回ることとなった。さらに、全 16 棟（延床面積 7,222 ㎡）の解体撤去の実
施も含めて、維持管理経費の削減を実現した。
平成 31 年度においては、全 17 棟（延床面積 15,162 ㎡） の閉鎖を予定しており、今後
見込まれる老朽化対策費及び維持管理費のさらなる削減が期待される。

【実績】
平成 25 年度補正予算による「グローバル認証基盤整備事業（大型パワーコンディショナ）」
においては、再生可能エネルギー分野での新産業創出のための研究開発拠点として、「スマ
ートシステム棟」（平成 28 年 1 月竣工）を福島再生可能エネルギー研究所内に建設した。
平成 28 年度第 2 次補正予算による「人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業」に
おいては、AI 技術に関する最先端の研究開発と社会実装を推進する研究拠点構築のため、
「高性能クラウド型計算環境」を導入した「AI データセンター棟」（平成 30 年 1 月竣工）、
及び IoT（Internet of Things）デバイス等開発のための研究室環境と設備を導入した「社
会イノベーション棟」（平成 30 年 11 月竣工）を柏センター（東京大学柏Ⅱキャンパス）内
に建設した。さらに、研究ユニットからの要望に基づく工場やコンビニエンスストア等の
模擬環境設備を導入した「サイバーフィジカルシステム研究棟」（平成 30 年 12 月竣工）を
臨海副都心センター内に建設した。また、同補正予算による「老朽化対策事業」において、
空調設備改修としてつくばセンター及び対象地域センターの全 1,105 室にて旧型機器から
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エネルギー効率の高い機器への更新を実施し、さらに研究廃水処理設備改修としてつくば
センター西及び南研究廃水処理施設の改修を実施した。
平成 29 年度第 1 次補正予算による「高機能 IoT デバイスに関する研究拠点整備事業」に
おいては、新たに設計・開発した IoT デバイス・システムを、サンプル試作を経て量産化
に繋げるプロセスを支援するため、つくばセンター西事業所に新営棟建設を実施している。
平成 30 年度は企画・提案能力の優れた設計者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採
用して設計者を特定し、設計業務に着手・完了した。また、施工者の選定にあたっては価
格のみならず省エネルギーに関する技術提案を求める「総合評価落札方式」を採用し、施
工者を特定し建設工事に着手した。
（平成 31 年 2 月時点）。
以上のように、産総研施設整備費補助金による新営棟建設及び老朽化対策等の施設・設
備の整備事業を着実に推進することに加え、高難度の設計及び施工業務を実現する技術力
の高い業者の選定と既存設備との連携調整を両立しながら、拠点整備事業を推進した。
平成 31 年度においては、平成 29 年度第 1 次補正予算による「高機能 IoT デバイスに関
する研究拠点整備事業」における新営棟建設を着実に推進し完成する見込みである。また、
平成 30 年度第 2 次補正予算においては、北海道センター及び関西センターの災害により破
損した研究施設を早急に復旧する見込みである。さらに、平成 31 年度予算において、老朽
化した電力設備、給排水設備、空調設備、外壁・屋上防水、特殊ガス防災設備、中央監視
設備等の改修を行い、研究開発環境の維持及び安全対策の強化を図る見込みである。
【効果】
福島再生可能エネルギー研究所に建設した「スマートシステム棟」においては、先端的
研究開発及び世界最大級のパワーコンディショナーの試験評価が可能な施設として、積極
的な企業連携等に寄与している。
平成 28 年度第 2 次補正予算により新設された柏センターの「AI データセンター棟」及び
「社会イノベーション棟」、臨海副都心センターの「サイバーフィジカルシステム研究棟」
においては、これら拠点整備事業による研究環境の構築によって、AI 技術の社会実装に向
けた世界最高水準の研究開発が期待される。また、同補正予算による「老朽化対策事業」
においては、空調設備改修対象となった全 1,105 室においてエネルギー消費量平均 30％低
減が想定され、今後の地球温暖化防止への貢献が期待される。さらに、つくばセンター西
及び南研究廃水処理施設の改修によって、有害物質の流出防止等の安全性がより一層強化
されるとともに、施設統合による維持管理経費の削減が期待される。
平成 29 年度第 1 次補正予算では、特殊環境である既存棟（スーパークリーンルーム）と
の接続等の難易度の高い設計業務を、綿密な計画のもとに短期間の過密なスケジュールの
中で完了させることができた。さらに施工にあたっては、予算内で設計時よりも省エネル
ギー性能の高い内容の仕様を採用することができ、地球温暖化を考慮した先端的研究開発
拠点の構築が期待される。
以上のように、産総研施設整備費補助金による新営棟建設及び老朽化対策等の施設・設
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備の整備事業の着実な推進に加えて、限られた期間と予算の中で高エネルギー効率機器の
積極的な導入や、
「公募型プロポーザル方式」や「総合評価落札方式」等の選定方式により、
世界最高水準の研究開発と地球温暖化対策の両立につながる拠点整備事業が実現された。
平成 31 年度においては、平成 29 年度第 1 次補正予算による新営棟の完成により、高機
能 IoT デバイスの研究開発において、企業等の利活用が可能な研究用クリーンルームの構
築が実現される見込みである。平成 30 年度第 2 次補正予算及び平成 31 年度予算における、
災害復旧、老朽化対策工事では、研究開発環境の維持及び安全対策の強化を図り、大規模
停電事故、漏水等に起因した事故、その他設備老朽化による事故の未然防止が実現される
見込みである。また、電力設備の改修では、従来の最高エネルギー効率機器をもとに定め
た判断基準である「トップランナー基準」を満たす高効率変圧器への更新により、対象機
器における変換時のエネルギー損失が更新前に比べて約 30％低減されることが想定され、
今後の地球温暖化防止及び環境配慮対策への貢献が大いに期待される。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

４．環境安全本部・情報セキュリティ部（年度評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．４．

業務の電子化に関する事項

Ⅶ．３．

情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護

Ⅶ．６．

施設及び設備に関する計画
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項
【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた
め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環
境を確保するための仕組みや体制を整える。
【平成 30 年度計画】
・施設・設備の維持管理については、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計画
に基づき、老朽化対策や研究スペースの集約による効率化等を図る。
【実績】
平成 29 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、
「施設整備計画（平成 30 年度版）」を策定し、これに基づき限られた予算の中でユニット
依頼工事を含む計 34 件の改修工事を実施した。また、同計画に基づき全 25 棟（延床面積
18,875 ㎡）を閉鎖、全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去を行った。
スペースの利活用においては、「平成 30 年度産総研スペース利活用計画」を策定し、こ
れに基づき効率的な研究推進と組織運営が円滑に行えるよう、つくばセンターの事業所に
分散配置されていた、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利用する関連組織・施設
等を集約化した。また、第 4 期中長期目標期間における産総研のミッションの一つでもあ
る「橋渡し」の実現に向けて、研究・連携計画や実績等を考慮した適正なスペースの配分
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を行い、連携・橋渡し研究等に必要なスペースを計画的に確保した。また、これらの実施
のために、スペースの有効活用を推進させる「スペース利活用促進費」を活用し、研究推
進・効率化（設備の有効利用と分散配置の解消）及び老朽化した建物の閉鎖の促進等、合
計 17 件の取り組みを実施した。さらに、研究所のスペース利活用に関する事項について審
議する「スペース利活用推進委員会」において、著しく老朽化が進む研究別棟のスペース
縮減の必要性を議論し、建物の老朽化対策費及びインフラ設備等の施設維持管理費の削減
を目的としたつくばセンター研究別棟のスペース縮減計画の策定に着手した。
【効果】
「施設整備計画（平成 30 年度版）」に基づいた計画的な改修工事の実施に加えて、例え
ば、つくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修においては、高効率変圧器
への更新を行ったことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約 30％削減されること
が期待される。さらに、当初計画にはなかった研究ユニットからの設備の改修要望により、
特につくばセンターにおいて新たにドラフトチャンバー・電波暗室等の研究設備設置工事
を実施し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢献した。また、同計画に基づく全 25
棟（延床面積 18,875 ㎡）の閉鎖、及び全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去により、建
物の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持管理経費の削減が期待される。
また、「平成 30 年度産総研スペース利活用計画」に基づく連携・橋渡し研究等のスペー
スの優先的な確保、施設の仕様や研究内容に合わせたスペース配分の実施、「スペース利活
用促進費」の活用等により、研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。特に、
つくば東事業所及び西事業所に分散していた研究ユニットの居室等の集約化、臨海副都心
センターにおける連携スペースの確保等、合計 1,137 ㎡のスペースが有効活用され、安全
管理体制の強化、研究スピードの加速等、効率的な研究開発に寄与した。

Ⅱ．４．

業務の電子化に関する事項

【中長期目標】
電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努
めることとする。また、幅広いＩＣＴ需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実
を図ることとする。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保
するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性
を確保することとする。
【中長期計画】
電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努
める。また、幅広いＩＣＴ需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実を図る。情
報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに、震災等
の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。
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【平成 30 年度計画】
・ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を徹底するとともに、平成 29 年度
に導入を開始した次期ファイアウォールの運用を開始し、不正アクセスに対する十分な
強度を確保する。
・インターネットバックアップ回線、所内ネットワーク、イントラ業務システムについて、
震災等の災害時を想定した訓練を行う等、確実な稼働を確保する。
【実績】
ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を徹底するとともに、内部通信監視
の体制を新たに構築するため、ファイアウォールを更新し、つくばセンターにおいて先行
して内部通信の監視を開始した。
【効果】
つくばセンターの建物間等で不審な通信等が発生しても、早期把握と被害の拡大防止が
可能となり、これにより不正アクセスに対する十分な強度を確保できる環境となった。

【実績】
インターネットバックアップ回線、所内ネットワーク、イントラ業務システムについて、
震災等の災害時に実施する各種手順を見直すとともに、本手順に基づく対処訓練を実施し
た。
【効果】
震災等の災害時を想定した対処訓練を行うことで、有事の際における実際の体制や連絡
フロー、対応にあたる職員一人ひとりの作業内容等が明確になり、インターネットバック
アップ回線等の早急な復旧と確実な稼働が確保できることが確認できた。

【実績】
平成 30 年度は、情報セキュリティ強化、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の
判定結果の表示等の機能を追加した薬品・ガス管理システムを構築した。
発明者からの知的財産に関する相談、届出、決裁、権利化後の技術移転、補償金の管理
等を行う知的財産管理システムと、産総研の知的財産戦略の検討に活用するためのシステ
ム（統合シートデータベース）を統合することで、新たな知的財産管理システムの構築を
平成 29 年度より開始しており、平成 31 年度中の完了を目指し、現在、構築を進めている。
また、アクセス権管理機能の改善等で利便性を向上させた新たなファイル共有システム
の構築を完了し、平成 31 年 2 月より運用を開始した。
【効果】
薬品・ガス管理システムについては、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判
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定結果の表示等の機能を追加したことで、危険薬品数量や保管年数の把握が簡便になり、
使用期限を迎えた薬品の廃棄が簡便になったことのみならず、所管部署から薬品管理者へ
の資格取得義務の連絡等（年間約 800 件）の手続きを簡素化、迅速化することができた。
また、新たなファイル共有システムについては、アクセス権管理機能の改善により、ア
クセス権の設定・変更・削除等の作業時間が短縮されるとともに、不要ファイル、未参照
ファイルを検索することが可能となり削除対象ファイルの把握が容易となったことで、使
用者の利便性向上が図られた。
新たな知的財産管理システムについては、二つのシステムが統合されることで、知的財
産出願に係る調書作成等の業務効率の向上、検索機能の強化により戦略的な知財情報の活
用、事務手続きの簡略化及び迅速化が図られる見込みである。

Ⅶ．３．

情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護

【中長期目標】
これまでと同様に電子化による業務効率化を推進することとするが、
「サイバーセキュリ
ティ戦略について」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）を踏まえ、研究情報等の重要情報を保
護する観点から、外部の専門家の知見を活用しつつ、情報セキュリティの確保のための対
策を徹底するものとする。また、営業秘密の特定及び管理を徹底するものとする。
【中長期計画】
これまでと同様に電子化による業務効率化を推進するが、研究情報等の重要情報を保護
する観点から、
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠した情報セキ
ュリティ関連規程類の改訂等を行うとともに、情報セキュリティ委員会に外部の専門家を
加えるほか、外部専門家に依頼してチェックを行うなど、情報セキュリティ対策を一層強
化する。さらに、これに関わる研修やセルフチェックを通じて情報セキュリティの確保の
ための対策を職員に徹底する。また、営業秘密の特定及び管理を徹底する。
第４期の早期に情報セキュリティ規程等に基づき情報セキュリティ対策を十分に施した
信頼性と堅牢性の高い情報システム基盤を構築し、維持・向上を図る。
【平成 30 年度計画】
・外部の専門家を情報セキュリティ委員会の委員として委嘱し、その知見を活用し、情報
セキュリティ対策を検討・実施する。
・平成 30 年度に改定が予定されている「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基
準」に準拠するため、産総研情報セキュリティポリシー（情報セキュリティ関連規程類）
の改訂の準備を進める。
・全役職員等を対象として情報セキュリティ研修及び定期セルフチェックを実施し、情報
セキュリティの脅威と対策方法を周知徹底する。
・外部専門機関（情報セキュリティ監査企業）による情報セキュリティ監査を実施し、各
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部署が実施している情報セキュリティ確保のための取り組み等について改善を促す。
・平成 29 年度に策定した高度サイバー攻撃対処のための対策導入計画に基づき、情報セキ
ュリティ対策の強化と体制整備を進める。
・「サイバーセキュリティ戦略について」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）を踏まえ、次期
基幹業務システムハードウェアの構築を進める。
【実績】
平成 30 年 2 月に発覚した不正なアクセス事案（不正なアクセス事案）について、外部の
専門家 4 名を中心とする調査委員会を設置し、報告書及び再発防止対策を取りまとめた。
また、外部の専門家 1 名を、新たに産総研の最高情報セキュリティアドバイザーとした。
さらに、情報セキュリティに関する委員会の委員として、外部の専門家 3 名を委嘱し、
情報セキュリティ対策を検討、実施した。
【効果】
不正なアクセス事案について、外部の専門家を中心とする調査委員会を設置したことで、
客観性・中立性のある報告書を取りまとめるとともに、専門家の意見を取り入れた再発防
止対策を策定することができた。さらに、最高情報セキュリティアドバイザーが、再発防
止対策をチェックすることで、より一層、妥当性のあることが担保された。
また、外部の専門家を情報セキュリティに関する委員会の委員とすることで、多面的に
情報セキュリティ対策を検討、実施することができた。

【実績】
政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（政府統一基準群）に準拠する
とともに、不正なアクセス事案を踏まえた、情報セキュリティ管理体制の見直しや、新た
な情報セキュリティ対策の運用を実現するため、11 月１日付けで情報セキュリティ関連規
程類（規程類）の改正を行った。
【効果】
政府統一基準群に準拠するとともに、不正なアクセス事案を踏まえた、産総研独自の取
り組みを規程類に反映することで、より一層、情報セキュリティ対策の水準が向上した。

【実績】
情報セキュリティ管理体制の見直しや運用変更に伴い、研修資料の改定を行ったうえで
情報セキュリティ研修を実施した。
また、情報セキュリティの脅威と対策方法を周知徹底した。具体的には、毎月、産総研
で発生した情報セキュリティインシデントの具体的な事例を取りまとめ、研究ユニット等
へ情報共有するとともに、規程類から、頻繁に行われる手続きや重要な点をまとめた文書
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を作成し周知した。
【効果】
情報セキュリティに関する脅威と対策方法を、様々な方法で繰り返し周知することで、
役職員等が不審サイトや不審メールに対して注意を払うなど、サイバー攻撃に対する対応
力等の向上に繋がった。
また、規程類を分かり易くまとめた文書を作成し、周知したことで、役職員等が、産総
研が取るべき情報セキュリティ対策を適切に理解し、実行できるようになることが見込ま
れ、情報セキュリティインシデントの発生リスクの低減が期待できる。

【実績】
不正なアクセス事案を踏まえた情報セキュリティ監査を実施し、各部署が実施している
情報セキュリティ確保のための取り組み等について改善を促した。
具体的には、規程類に沿った運用状況の監査（マネジメント監査）と、サーバ等のセキ
ュリティ診断を、それぞれ別の契約案件として委託し実施した。さらに、イントラ業務シ
ステム等の運用管理を委託している業者に対して、外部専門機関によるマネジメント監査
を新たに実施するとともに、これまで行っていなかった情報セキュリティ対策の履行状況
の確認を行った。
セキュリティ診断については、従来の脆弱性診断に加えて、イントラ業務システムに侵
入できるかの調査（ペネトレーションテスト）も実施した。
【効果】
産総研の内部監査では、USB メモリ等の管理台帳の整備状況やパスワードの強度等を確認
したことで、各部署における情報セキュリティ対策の改善が図られた。
また、外部委託業者に対して監査を実施したことで、委託先におけるパスワードの管理
方法等が改善され、情報漏えい等が起こるリスクの低減が図られた。
セキュリティ診断については、マネジメント監査とは別の契約案件として委託すること
で、より専門的かつ詳細な診断を実施することができた。さらに、ペネトレーションテス
トを新たに実施したことで、脆弱性の把握のみならず、侵入経路が存在しているのかを把
握し、対策を講じることが可能となった。
これらの各監査や診断等により、産総研内部及び委託先における情報セキュリティ対策
の水準が向上した。

【実績】
高度サイバー攻撃対処のための対策導入計画に加え、不正なアクセス事案に対する再発
防止対策を策定し、情報セキュリティ対策の強化と体制整備を進めた。
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具体的には、システムの強化として、イントラ業務システムへの 2 要素認証の導入や、
メールシステムの認証方法の見直し、所内ネットワークの事務用と研究用との分離等の実
施を計画した。
また、運用の見直し強化として、パスワードの設定・送付ルールや機密文書の取り扱い
方法の見直し、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告の義務化等を行った。
加えて、組織体制の見直しとして、研究ユニットに情報セキュリティを担うチームを新
設し、CSIRT（Computer Security Incident Response Team：情報セキュリティインシデン
トに対処する組織）と連携する体制を構築した。
【効果】
イントラ業務システムへの 2 要素認証の導入や、メールシステムの認証方法の見直しに
よって、仮に本人以外の第三者が ID とパスワードを不正に入手しても、容易にログインす
ることはできなくなる。また、所内ネットワークを分離することで、仮に産総研内部に侵
入されたとしても、被害の拡大を防止できるようになる。
さらに、パスワードの設定・送付方法や機密文書の取り扱い方法に明確なルールを設け
たことで、情報漏えいのリスクが低減するとともに、営業秘密の特定及び管理の徹底が図
られた。また、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告を義務化したことで、仮に不
正にアクセスされたとしてもすぐに発見できるようになった。
加えて、研究ユニットに情報セキュリティを担うチームを新設し、CSIRT と連携すること
で、情報セキュリティインシデントへの対処が迅速に行えた。

【実績】
情報セキュリティ対策を強化した次期基幹業務システムハードウェアの構築を進めてお
り、平成 30 年度は情報セキュリティ対策を考慮した OS やミドルウェア等の基盤構築が完
了した。引き続き、次期基幹業務システムハードウェアの構築を続け、平成 31 年度には構
築が完了する見込みである。
【効果】
次期基幹業務システムハードウェアについては、ネットワークの設計や運用方針から見
直しを行い、より強固な標的型攻撃への対策を施すとともに、万が一サイバー攻撃等によ
る不正なシステム利用が発生した場合、次期基幹業務システムハードウェア用にカスタマ
イズした新しいセキュリティ対策機能の導入により速やかな検知が可能となることにより、
被害拡大のリスクを減少することが見込まれる。
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Ⅶ．６．

施設及び設備に関する計画

【中長期計画】
下表に基づき、施設及び設備の効率的かつ効果的な維持・整備を行う。また、老朽化に
よって不要となった施設等について、閉鎖・解体を計画的に進める。
エネルギー効率の高い機器を積極的に導入するとともに、安全にも配慮して整備を進め
る。
【平成 30 年度計画】
・産総研施設整備計画（平成 30 年度版）を策定し、同計画に基づき施設及び設備の整備と、
老朽化した建物の閉鎖・解体を進める。
・平成 28 年度 2 次補正予算で実施する、人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業に
おける新営棟建設（柏・臨海）及び老朽化対策（研究廃水処理施設改修・空調設備改修）
を着実に整備する。
・平成 29 年度補正予算で実施する、高機能ＩoT デバイスに関する研究拠点整備を着実に推
進する。研究拠点整備にあたっては、エネルギー効率の高い機器を積極的に採用する。
【実績】
平成 29 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、
「施設整備計画（平成 30 年度版）」を策定し、これに基づきユニット依頼工事を含む計 34
件の改修工事を実施した。さらに同計画に基づき、全 25 棟（延床面積 18,875 ㎡）を閉鎖、
全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去を行った。
【効果】
「施設整備計画（平成 30 年度版）」に基づいた計画的な改修工事の実施に加えて、例え
ばつくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修においては、高効率変圧器へ
の更新を行ったことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約 30％削減されることが
期待される。さらに、当初計画にはなかった研究ユニットからの設備の改修要望により、
特につくばセンターにおいて新たにドラフトチャンバー・電波暗室等の研究設備設置工事
を実施し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢献した。また、同計画に基づく全 25
棟（延床面積 18,875 ㎡）の閉鎖及び全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去により、建物
の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持管理費を削減が期待される。

【実績】
平成 28 年度第 2 次補正予算による「人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業」に
おいて、AI 技術に関する最先端の研究開発と社会実装を推進する研究拠点構築のため、IoT
（Internet of Things）デバイス等開発のための研究室環境と設備を導入した「社会イノ
ベーション棟」（平成 30 年 11 月竣工）を柏センター（東京大学柏Ⅱキャンパス）内に建設
した。さらに、研究ユニットからの要望に基づいた工場やコンビニエンスストア等の模擬
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環境設備を導入した、「サイバーフィジカルシステム研究棟」（平成 30 年 12 月竣工）を臨
海副都心センター内に建設した。また、同補正予算における「老朽化対策事業」において
は、つくばセンター西及び南研究廃水処理施設を改修（平成 31 年 1 月完成）し、運用を開
始した。
【効果】
平成 28 年度第 2 次補正予算により新たに建設された柏センターの「社会イノベーション
棟」、及び臨海副都心センターの「サイバーフィジカルシステム研究棟」においては、これ
ら拠点整備事業に加えて、当初計画にはなかった研究ユニットからの要望にも対応した研
究環境の構築によって、AI 技術の社会実装に向けた世界最高水準の研究開発の推進が期待
される。また、同補正予算による「老朽化対策事業」においては、つくばセンター西及び
南研究廃水処理施設の改修によって、有害物質の流出防止等の安全性が確保された。さら
に、南研究廃水処理機能の総体を、既存の北研究廃水処理施設に統合することにより、使
用電力量約 20％の低減及び維持管理費の削減が可能となった。

【実績】
平成 29 年度第 1 次補正予算による「高機能 IoT デバイスに関する研究拠点整備事業」に
おいて、IoT デバイス・システムを、サンプル試作を経て量産化に繋げる事業化プロセスを
支援するため、つくばセンター西事業所に新営棟建設を実施している。平成 30 年度は企画・
提案能力の優れた設計者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採用して設計者を特定
し、設計業務を完了した。また、施工者の選定にあたっては価格のみならず省エネルギー
に関する技術提案を求める「総合評価落札方式」を採用し、施工者を特定し建設工事に着
手した。（平成 31 年 2 月時点）
【効果】
平成 29 年度第 1 次補正予算においては、特殊環境である既存の研究棟（スーパークリー
ンルーム）からクリーン環境を維持した接続通路を設置する等、難易度の高い設計業務を
短期間の過密なスケジュールの中で完了させることができた。さらに施工者からの技術提
案によって、一段と省エネルギー性能の高いクリーン空調システムを導入する見込みとな
っており、既存設備と比較して空調熱源のエネルギー使用量を約 40％削減できる高効率な
研究開発拠点となることが期待される。
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【前年度の主な評価コメントへの対応】
（情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
情報漏えいは、大きな社会問題であり、悪意のある者に対しても万全の対応をしておか
なければならず、大変な労力を要するもの。原因究明、再発防止に向けた迅速な対応がな
されており、将来的に同様な事態が発生しないよう対応を期待したい。実施すべきこと、
できることを疎かにすることだけは決してないよう、留意されたい。
＜対応・反映の状況＞
不正なアクセス事案に対する再発防止対策として、組織体制の見直し、運用の見直し強
化、外部委託の運用改善、事業継続計画（BCP）の見直し、システムの強化を実施すること
とした。
システムの強化以外の対策は、既に新たな運用を開始した。
システムの強化についても、整備のための準備を開始しており、平成 31 年度中に完了す
る予定である。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

５．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室（見込評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
＜一部＞
Ⅰ．３．(１)

研究人材の拡充、流動化、育成

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．３．

適切な調達の実施

Ⅱ．５．

業務の効率化

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

Ⅶ．２．

業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進

Ⅶ．５．

情報公開の推進等

＜一部＞
＜一部＞
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Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
【中長期目標】
他方、研究領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で
革新的な技術シーズの創出やその磨き上げに取組む研究者と、
「橋渡し」研究後期で個別企
業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特
許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた
論文や強い知財の創出（質及び量）
、
「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）等、
「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が意
欲的に取り組めるよう、各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸の
設定等を通じてインセンティブ付与を行い、結果として、研究領域全体として効果的な「橋
渡し」が継続的に実施されるよう努めるものとする。
【中長期計画】
他方、領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で革新
的な技術シーズの創出やその磨き上げに取り組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企
業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特
許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた
論文や強い知財の創出（質及び量）、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）
等、「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者
が研究開発に必要な多様な業務に意欲的に取り組めるよう、研究職員の個人評価において
は各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸を設定して行う。こうし
た評価の結果に対しては研究職員の人事や業績手当への反映等の適正なインセンティブ付
与を行い、結果として、研究職員が互いに連携し、領域全体として効果的な「橋渡し」が
継続的に実施されるよう努める。さらに、個人の業績に加えて、研究ユニット、研究グル
ープ等に対する支援業務、他の研究職員への協力等の貢献、マーケティングに関わる貢献
も重視する。こうして領域全体として効果的な「橋渡し」が継続的に実施されるように取
り組む。
【実績】
第 4 期中長期目標期間の人事評価制度において、平成 27 年度より「橋渡し」機能強化を
念頭に置き、論文•特許等の業績と同じく、企業等との連携や「橋渡し」実現に向けた組織
的取組に対する貢献を、研究職員の重要な個人業績として位置付ける評価基準を導入した。
並びに、平成 28 年度より評価基準を職員に浸透させるため、研究職員の業績評価及び昇格
審査の評価において、「橋渡し」実現等の観点から高評価となった主な業績事例を所内イン
トラネットにおいて公表した（公表件数：平成 28 年度 14 件、平成 29 年度 14 件、平成 30
年度 11 件）。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
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【効果】
平成 28 年度からの業績事例の公表により、「橋渡し」研究後期の取組に偏ることなく、
目的基礎研究又は「橋渡し」研究前期の業績についても高く評価されていることが研究職
員に認識された。これにより、個人の年間研究・業務計画書における目標設定や昇格審査
の業績アピールに、目的基礎研究又は「橋渡し」研究前期にも言及した取組が盛り込まれ
るようになり、技術シーズの創出から橋渡し研究へと繋がる継続的な研究の推進に対する
意欲の醸成が認められた。その結果、平成 30 年度の民間資金獲得額は基準年（平成 23～25
年度）の平均 46 億円から 83.9 億円（平成 30 年 12 月時点実績）の約 2 倍となり、平成 31
年度には更に増加する見込みである。

【実績】
平成 27 年度より、目的基礎研究の段階においては優れた論文や強い知財の創出（質及び
量）、「橋渡し」研究前期の段階においては強い知財の創出（質及び量）等、「橋渡し」研究
後期の段階においては産業界からの資金獲得が、各研究段階における業績であることを基
本として、研究段階・研究特性を踏まえた適切な評価を行った。目的基礎研究、「橋渡し」
研究前期、「橋渡し」研究後期の全段階の研究も産総研の重要な研究として位置付け、各研
究段階において創出される成果を適切に評価し、評価基準を評価制度の手引きや評価結果
の公表を通じて職員へ周知した。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
研究段階・研究特性等を踏まえた評価に関する認識を研究職員と上司が共有し、適正な
評価を実施することで研究職員の更なる意欲的な取組を促した。これにより、各領域の顕
著な研究成果の創出や、企業連携の推進等に繋がった。
また、平成 29 年度及び平成 30 年度に実施した職場アンケートにおいて、職員が評価者
から適切に評価を受け、高い満足を得ていることを確認した。

【実績】
平成 27 年度より、職員のモチベーション向上に繋がるように、「橋渡し」実現等の業績
を職員の給与に一層反映させるため、賞与（業績手当）のインセンティブ部分（業績反映
部分）を拡大した。
平成 26 年度（第 3 期中長期目標期間末）：7％（業績手当における業績反映部分の割合）
平成 27 年度：15％
平成 28 年度：15％
平成 29 年度：19％
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平成 30 年度：23％
平成 31 年度（第 4 期中長期目標期間末）：23％（平成 30 年 12 月現在）
【効果】
業績手当のインセンティブ部分の拡大により、評価結果を給与へと反映する際に、評価
結果に応じてメリハリを付けた査定を行うことが可能となり、職員の意欲的な研究開発成
果の創出に資するモチベーション向上、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献した。

Ⅰ．３．(１)

研究人材の拡充、流動化、育成

【中長期目標】
上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の
養成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努めるものと
する。
第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多
様な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を
研究者として雇用するリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極的かつ効果的な活用を図
ることとする。また、現在、新規研究者採用においては、原則として任期付研究員として
採用し、一定の研究経験の後に、いわゆるテニュア審査を経て定年制研究員とするとの運
用がなされているが、採用制度の検討・見直しを行い、優秀かつ多様な若手研究者の一層
の確保・活用に向けた仕組みの構築を進めるものとする。
さらに、産総研における研究活動の活性化に資するだけでなく、民間企業等への人材供
給を目指し、実践的な博士人材等の育成に積極的に取組むものとする。具体的には、産総
研イノベーションスクールの実施やリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極活用等を通
して、産業界が関与するプロジェクト等の実践的な研究開発現場を経験させるとともに、
事業化に係る人材育成プログラムなどを活用することによって、イノベーションマインド
を有する実践的で高度な博士研究人材等の育成を進めるものとする。
第二に、特に、
「橋渡し」機能の強化に向けたマーケティング機能強化に当たっては、内
部人材の育成に加え、企業等外部人材を積極的に登用するものとする。
第三に、「橋渡し」研究能力やマーケティング能力を有する職員の重要性が増大する中、
こうした職員の将来のキャリアパス構築も重要であり、優れた「橋渡し」研究能力やマー
ケティング能力を有する職員については、60 歳を超えても大学教員になる場合と比べ遜色
なく、その能力と役割を正当に評価した上で処遇を確保する人事制度等の環境整備を進め
るものとする。
第四に、ワーク・ライフ・バランスを推進し、男女がともに育児や家事負担と研究を両
立するための具体的な方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具
体的なプログラムの策定等を行い、女性のロールモデルの確立と活用を飛躍的に増大させ
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るための環境整備に取組むものとする。
【中長期計画】
上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の
養成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努める。
第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多
様な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を
研究者として雇用するリサーチアシスタント制度の積極的かつ効果的な活用を図る。
【実績】
クロスアポイントメント制度を活用して、毎年度大学法人等から教授等の優れた研究人
材を受入れ、研究を推進した。平成 28 年度には、産総研と協定締結機関との合意に基づき
受入者に職責手当を追加支給できる制度を新設し、制度活用へのインセンティブを創出し
た。
また、平成 28 年度より産総研が基礎研究、応用研究、開発・実証を切れ目なく行うこと
のできる連携研究の場をオープンイノベーションラボラトリとして大学構内に設置し、教
授等を受け入れて目的基礎研究の強化を図った。
（クロスアポイントメント制度実績）
平成 27 年度末：19 名（産総研への受入者の所属機関：10 大学）
平成 28 年度末：33 名（産総研への受入者の所属機関：11 大学）
平成 29 年度末：42 名（産総研への受入者の所属機関：15 大学、1 民間企業）
平成 30 年 12 月時点：50 名（産総研への受入者の所属機関：18 大学、1 民間企業、1 機
関）
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
クロスアポイントメント制度の活用により、優秀な教授等の研究人材の流動化が図られ、
目的基礎研究の強化や連携研究の促進に寄与した。

【実績】
平成 27 年度から平成 30 年度は、67 件のクロスアポイントメント協定の締結を行い、大
学法人及び民間企業などからの受入者・出向者は総勢で 68 名の活用実績となった。
特に、平成 28 年度には、受入者のうちラボ長等一定以上の職責を有する者に対して産総
研業務分の給与額のほか職責手当相当額を支払った。また、平成 29 年度には、産総研から
出向する研究職員に対するインセンティブとして出向先機関より加算されて支払われた額
を連携研究手当として本人に支給できる制度を創設するなど制度活用促進を図った。
また、平成 30 年 4 月からクロスアポイントメント制度を活用した産総研から民間企業へ
の職員の出向を実現させた。
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なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
クロスアポイントメント制度の活用促進により、人材流動性を高め、産総研の橋渡し機
能を強化するための研究開発体制の構築に寄与した。

【実績】
卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新たな研究領域や技術分野等の開拓が期待で
きる研究員として、文部科学省の選考により決定された若手研究者である。平成 28 年度よ
り、新たな研究分野に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる環
境の実現を目指すとともに、多様な研究機関において活躍し得る若手研究者の新たなキャ
リアパスを開拓するため、卓越研究員制度を活用し、優れた若手研究者を採用した。
（卓越研究員採用実績）
平成 28 年度：9 名
平成 29 年度：4 名
平成 30 年度：3 名
また、従来から修士卒研究員を採用してきた計量標準総合センターに加え、平成29年度
に地質調査総合センター、平成30年度にエネルギー・環境領域及び生命工学領域において
も修士卒研究員の採用を開始した。
（修士卒研究員採用実績）
平成 27 年度：3 名
平成 28 年度：4 名
平成 29 年度：6 名
平成 30 年度：8 名
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
このような優秀な若手研究者を採用することで、産総研の研究推進で活躍し、我が国の
科学技術や学術研究、科学技術イノベーションの将来を担う優れた研究リーダーになるこ
とが期待できる。また、近年、人口減少及び大学院博士課程への進学率の低下、優秀な学
生が修士課程修了段階で民間企業や官公庁に就職する等により博士課程在籍者が減少し、
若手研究人材の獲得競争が激しくなる中、修士卒研究員の採用に向けた取組により優秀な
若手研究人材を確保することができた。

【実績】
平成 28 年度より、優秀な大学院生が学位取得のため産総研で研究活動に専念できるリサ
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ーチアシスタント制度について、より多くの大学院生が産総研で研究活動を行えるよう制
度の見直しを行った。具体的には、年度末までの従事が必要であったところを、年度内に
おける任意の期間の従事を可能としたほか、年間の総雇用日数と月あたりの勤務日数につ
いて、柔軟な設定を可能とする見直しを行った。この見直しにより、制度活用が促進され、
リサーチアシスタントの採用実績が平成 27 年度の 105 名から、平成 30 年度には約 3 倍の
329 名（平成 30 年 12 月時点）に増加した。
なお、平成 31 年度においても、引き続き現在の制度を活用し、リサーチアシスタントの
採用拡充に努める。
【効果】
リサーチアシスタント制度の柔軟化を図ったことにより、これまで以上に大学院生を若
手研究人材として産総研の研究活動に参画させることに繋がった。採用されたリサーチア
シスタントは、国際会議で最優秀論文賞を獲得した研究成果の創出や、目的基礎研究にお
ける高インパクト論文の創出へ貢献する等、産総研の研究開発力の強化に寄与した。

【実績】
平成27年度より研究職員公募選考採用においては、テニュアトラック型任期付研究員（任
期：原則5年（任期終了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない定年制の研究員とな
るための審査を受けることが可能））とテニュア研究員（任期：定めなし）のいずれかの
採用区分に限定せず広く公募を実施し、極めて高い研究業績等を有する者については、積
極的にテニュア採用とする運用を継続して実施した。
平成 27 年度から平成 30 年度までのテニュアトラック型任期付研究員採用者（内定者含
む）230 名（平成 30 年 12 月時点）のうち、極めて優れた研究業績等を示す 22 名（平成 30
年 12 月時点）（9.6%）については、一般的に設定している任期 5 年から 3 年または 4 年に
短縮して採用を行うことで、早期のテニュア化を促進した。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
採用区分を限定せず広く公募をした研究職員公募選考採用により、多様な研究経歴・業
績を有する研究人材（学生、ポストドクター（ポスドク）
、助教、教授、企業出身等）から
の応募があった。
優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期短縮での採用を行うことで、優秀な若手
研究者のより一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋渡し研究を促進する人材の
確保に寄与した。
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【実績】
① e-ラーニング
・平成 27 年度から本格的に e-ラーニング制度を導入し、全役職員が自席で都合の良い時間
に「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管理」等の職務の遂行に必要な基礎知識
（平成 30 年度時点で全 15 講座）を受講できる効率的な体制を確立した。
・平成 28 年度から所属組織の管理者に受講状況を提供し受講の徹底を図ったことに加え、
平成 30 年度はコンプライアンス推進週間において集中的に受講する取組を構築した。
・各受講終了後の理解度テストについて、平成 28 年度から合格基準（正答率 80％以上）を
設定した。
・平成 28 年度から e-ラーニングの英語版講座を整備し、外国人研究者向けの受講環境を整
備した。
なお、平成 31 年度においても、引き続き所属組織の管理者に e-ラーニングの受講状況を提
供し、受講の徹底を図るものとする。
② 階層別研修
・平成 28 年度以降、職員一人ひとりの役職や階層等に応じた研修制度の適時見直しを実施
した。具体的には、平成 30 年度に各役職において業務上専門とされるスキルの明確化を
行い、専門スキルの習得及び人間力（知的能力、対人関係力、自己制御力）の醸成の 2
つの観点を考慮したカリキュラムを構築し、研究グループ長等研修（研究職）や室長代
理等研修（事務職）をはじめとする各階層別研修に反映した。
・平成 30 年度に管理者向け研修で実施していたメンタルヘルスの研修講義について演習を
新たに取入れ、管理者が職員の行動面のサインを受け止めしっかりと対応できるよう、
カリキュラムの見直しを実施した。
・平成 30 年度の研究グループ長等研修において、従来個別に実施してきた「企業との合同
研修」を組み入れ、企業の方とともに研修を実施することで企業側の考え方を学び、企
業と連携する有効な手法の習得を目指した研修を実施した。
・平成 30 年度の中堅の研究職員を対象とした研修では、内部講師（研究戦略部長）による
対話式の講義のほか、外部講師（企業の製品・研究開発経験者）による演習を交えた研
修を実施し、研究者としての今後のキャリアパスの意識づけを行った。
＜階層別研修の受講者数＞
平成 27 年度 1,364 名
平成 28 年度

713 名

平成 29 年度

714 名

平成 30 年度

668 名

なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
③ プロフェッショナル研修
・平成 27 年度以降、産学官連携や知的財産、財務、英語プレゼンテーション等の専門知識
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の習得により、自己の職務遂行能力を高め、多様なキャリアパスの選択を支援する研修
として、プロフェッショナル研修を実施した。
・平成 27 年度の成果活用人材育成研修において、産総研の研究成果を適切に活用する知識
（企業連携、知的財産、ベンチャー、標準等）を習得させ、橋渡し（成果活用・マーケ
ティング）を実施するための人材を育成した。
（全 20 回）
・平成 30 年度の領域パテントオフィサー（知的財産専門人材）の内部人材育成に際し、職
員の知的財産リテラシー向上を目指した「知的財産権研修」を知的財産・標準化推進部
と協同で実施した。（全 7 回。平成 30 年度：677 名）
＜プロフェッショナル研修の受講者数＞
平成 27 年度

1,107 名

平成 28 年度

455 名

平成 29 年度

275 名

平成 30 年度

905 名

・平成 30 年度の海外派遣に関しては、職員が企画立案や業務運営等に係る高い知見を習得
できるよう、派遣先を従来の海外の大学教育機関から大学研究機関及び行政機関に拡充
した。
＜派遣実績数＞
平成 30 年度 派遣先：日本学術振興会（ボン研究連絡センター）事務職 1 名
派遣先：大学研究機関（ケンブリッジ大学）

研究職 1 名

・平成 30 年度より、若手の事務職員に対して、自身の視点から産総研地域センターや、地
域が抱える問題点や課題点について主体的に考える契機とするため、産総研の地域セン
ターに約 1 か月派遣する「地域センター派遣研修」を実施した。
（平成 30 年度：派遣者 5
名）
・平成 30 年度より、職員自らが企画・調整・運営を行う企画研修を公募し、特に業務上有
益な研修を採択し実施した（平成 30 年度：採択 4 件）。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
① e ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、理解度テスト（合格基準：正答率 80％以上）
の設定や、外国人研究者のための英語版教材を整備することにより、全職員が学ぶべき
基礎知識の習得と定着に寄与した。
② 階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役職に必要な専門スキルや人間力の醸成
に関する講義をより詳しく具体的に学ぶことができ、今後のキャリア開発の意識付けに
寄与した。特に、グループワーク等を通じて受講者同士の議論を充実させ、各階層が抱
える課題や問題意識を共有・認識させることで、主体的に考える人材の育成に寄与した。
③ プロフェッショナル研修は、第 4 期中長期目標期間中に必要な橋渡し人材やパテントオ
フィサー（知的財産専門人材）の内部人材育成強化に寄与した。また、派遣研修におい
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ては、主体的に物事を考える契機とするため、国内外への派遣研修先を拡大し、職員に
新たなキャリアを積ませることにより、人材の強化を図った。

【実績】
産業界を中心とした日本のオープンイノベーションを担う若手研究人材の育成に資する
ため、博士人材及び大学院生へのキャリア支援として、講義・演習、企業での研修、産総
研での研究等の様々な取組を継続的に行った。
・博士人材を対象とする「イノベーション人材育成コース」における育成数は、平成 27 年
度 14 名、平成 28 年度 18 名、平成 29 年度 15 名、平成 30 年度 15 名（第 4 期中長期目標
期間累計 62 名）である。本コースの特徴である企業研修（2 ヶ月以上）では、それぞれ
のスクール生が希望する企業で、実際の研究開発の現場を体験した。技術の橋渡しを通
じて企業との繋がりの深い産総研の特色を生かし、多様な業種の企業の協力を得ること
で実施した。また、本コース修了生の就業率は、平成 27 年度 78.6%、平成 28 年度 77.8%、
平成 29 年度 73.3%であった。なお、参考データとして文部科学省科学技術・学術政策研
究所が平成 30 年 2 月に公表した「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査（2015 年
度実績）」の結果では、国内全体でポスドクから大学教員やその他の研究開発職等に職種
変更した者の割合は、平成 27 年度で 28.5%であり、本コース修了生の就業率は高水準で
あった。
・大学院生向けのカリキュラムとして講義・演習および研究ユニットでの研究指導を行う
「研究基礎力育成コース」における育成数は、平成 27 年度 17 名、平成 28 年度 28 名、
平成 29 年度 28 名、平成 30 年度 40 名 (第 4 期中長期目標期間累計 113 名、年平均 28.3
名)であった。第 3 期中期目標期間までの年平均 7.7 名に対して著しく増加している。
・上記のスクール生以外であっても、受講意欲の高い博士人材について、講義聴講生とし
て平成 27 年度から平成 28 年度に計 7 名を受入れた。
・平成 30 年度より、特徴的なカリキュラムとして、中鉢塾（理事長講義）を開催した。講
義内容は、数か月にわたるグループワークにより課題発見とその解決のための提案を実
践するもので、企業経営者と研究組織の長を経験した理事長自らが若手人材を指導する
ことを通じて、長期的かつ俯瞰的な視野に立った決断をするための手がかりを与えるこ
とを目的としている。
・平成 29 年度には、イノベーションスクール修了生による同窓会組織「桜翔クラブ」の発
足を支援し、平成 29 年度にはスクール発足 10 周年の記念イベントや平成 30 年度には修
了生によるサマースクール（参加者 22 名）の自主開催などにも継続的に協力を行った。
なお、平成 31 年度においても、博士人材に対するキャリア支援と大学院生に対する研究
基礎力向上のための指導、修了生間の人的ネットワーク構築支援を中心に、取組を実施
する。
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【効果】
・イノベーションスクール制度発足から累計 422 名を育成し、うち 292 名（平成 30 年 3 月
末現在）の博士人材については第一線でイノベーション人材として活躍している。「イ
ノベーション人材育成コース」修了生のうち、民間企業に就職した割合は、平成 20～26
年度の 7 年間の約 39％に対して、平成 27～29 年度の 3 年間では約 60％と著しく増加し
ており、企業等からのイノベーションスクールへの期待が高まっていることを反映した
結果である。
・イノベーションスクールの発足から 10 年目に際し、イノベーションスクール事務局の支
援により、同窓会組織「桜翔クラブ」による記念イベントが自主的に開催された。異分
野・異業種で活躍する修了生ら約 100 名が一堂に会し、修了生間の縦と横の繋がりが増
すきっかけとなった。
・修了生の所属企業と産総研との共同研究や年度を超えた修了生同士の情報交換など、多
様な技術分野を持つ研究者の人的ネットワークが拡充し、産総研をハブとした新たな連
携が生まれている。

【実績】
平成 28 年度より、事務職のキャリアパスを踏まえた派遣研修として、海外でマーケティ
ング手法等を習得することを目的とした海外派遣型マーケティング人材育成事業を実施し
た。
＜派遣実績＞
平成 28～29 年度:フラウンホーファー・生産技術オートメーション研究所（IPA）（事
務職 1 名）
平成 29～30 年度:フランス国立科学研究センター（CNRS）(事務職 1 名)
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
海外の研究機関において技術マーケティングや研究連携等の業務に直接的に携わること
を通じ、外部との連携に関する知識やスキルの習得によるマーケティング人材の育成を行
うことで、産総研に必要な橋渡し人材の育成強化に寄与した。

【実績】
マーケティングを担う専門人材であるイノベーションコーディネータとして、民間企業
等外部機関から人材を積極的に採用し、イノベーション推進本部、領域等、地域センター
における多様なマーケティング活動の活発化に応じて、それぞれ適した人材を内部、外部
からさらに積極的かつ柔軟に登用した。外部人材においては、民間企業より平成 27 年度に
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5 名、平成 28 年度に 5 名、平成 29 年度に 3 名、平成 30 年度に 6 名（平成 30 年 12 月時
点）を新規に採用した。
イノベーションコーディネータは、公設試等の人材を産総研イノベーションコーディネ
ータとして招聘した者も含め、平成 27 年度の 124 名から、平成 30 年度には約 1.45 倍の 181
名の体制に強化した。
また、民間企業に雇用される者であって、当該企業への復帰を前提として産総研に在籍
出向し、産総研が特に必要と認める研究課題を推進する人材を特定集中研究専門員として
積極的に受入れた。平成 27 年度の 68 名から、平成 30 年度には 137 名（平成 31 年 2 月時
点）を受入れた。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
企業との連携経験が豊富な内部人材等に加えて、民間企業等での事業開発や地域におけ
る連携活動に高い実績を持つ外部人材をイノベーションコーディネータとして登用するこ
とにより、連携づくりを担う専門人材の大幅な拡充を行った。
また、橋渡し研究におけるパートナー企業のニーズにより特化した研究開発を実施する
ための「連携研究室または連携研究ラボ」設置の推進にあたり、当該研究課題に従事する
民間企業からの研究者を特定集中研究専門員として受入れることにより、産総研の指揮命
令が及ぶ研究開発体制が構築でき、橋渡し機能の強化に繋がった。

【実績】
第 4 期中長期目標では「男女がともに育児や家事負担と研究を両立するための具体的な
方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具体的なプログラムの策
定」が掲げられており、
「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進策」を策定し
た。それに加えて、本推進策の一環として、平成 27 年度より、育児にかかる時間的制約の
もとで働く職員の活躍を支援する新たな選択肢として、負担の大きい通勤時間をなくすこ
とのできる在宅勤務の試行的導入を実施した。在宅勤務の試行的導入を実行したことによ
り、幹部層を含め所内でその必要性が認められ、平成 28 年 10 月より、在宅勤務制度とし
ての本格的な導入を実現した。
【効果】
育児にかかる時間的制約のもとで働く職員の活躍を支援する新たな選択肢として、所内
関係部署の協力のもと、育児休業復帰後の女性研究者の実態を調査し、通勤時間をなくす
ことで十分な勤務時間及び育児時間を確保することが可能な在宅勤務の必要性を見出した。
平成 28 年 10 月より在宅勤務制度として本格的に導入し、本制度の利用者は、平成 28 年度
12 名、平成 29 年度 20 名、平成 30 年度 23 名（平成 30 年 12 月末時点）と増加傾向にある。
本制度の導入は、ワーク・ライフ・バランスの実現に貢献している。
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【実績】
第 4 期中長期目標に従い策定した「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進
策」においても挙げていなかった支援事業に新たに着手した。まず、育児・介護等に関わ
る研究職員の研究活動の障壁を解消するための真に有効な支援策を調査・検討した結果、
研究活動に時間が不足することが原因の一つであることが明らかとなった。このため、外
部資金「文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシア
ティブ（牽引型）」」を獲得し、平成 29 年度より、研究補助員の雇用費支援事業の試行を開
始した（支援対象者：平成 29 年度 12 名、平成 30 年度 11 名）。試行実施の結果、本事業の
有効性が認められた。
平成 31 年度は、内部予算により本事業を継続し、さらに、平成 32 年度以降の制度恒久
化に向けて具体的な検討に着手する見込みである。
【効果】
研究補助員の雇用費支援事業を継続して実施したことにより、支援対象の研究職員が関
わる研究業務の停滞の緩和が見られ、研究環境の改善に繋がり、男女ともに働きやすい環
境を構築することができた。特に、これまで時間制約のある傾向にあった女性職員の一層
の登用が促進されるものと期待できる。なお、支援対象者及び上長へのアンケート・ヒア
リング結果においては、本事業の支援を受けた職員のみならず、上長からも実質的な効果
があった旨のコメントを得た（下記にコメント例を示す）
。
＜上長からのコメント例＞
・今回の支援を受けて、初めて契約職員を雇用したことで、グループ員本人が業務を整理
し契約職員との業務の分担を考えるなど、業務のマネジメントが体験できた。また、研
究への向き合い方や研究者としての将来のマネジメントを熟考するきっかけとなり、良
い経験となった。

【実績】
第 4 期中長期目標に従い策定した「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進
策」の一環として、女性研究者の応募拡大に向けて、積極的な広報活動を展開した。具体
的には、女子大学院生・ポスドクの研究職就職への関心を高めるため、産総研に在職する
女性研究者と直接対話のできる懇談会や、研究現場の様子を知ることのできるラボ見学ツ
アー等のプログラムからなるイベントを実施した。本イベントの参加者は、平成 28 年度：
65 名（つくばで開催）、平成 29 年度：のべ 58 名（中部、つくばの 2 箇所で開催）、平成 30
年度：46 名（つくばで開催）であった。また、このようなイベントを定期的に開催するた
めの所内の体制を整え、平成 31 年度についても継続して実施することとなっている。
さらに、これらのイベントで蓄積された参加者情報を活用してイベント周知用のメーリ
ングリスト（平成 30 年 12 月末現在で学生等約 250 名が登録）を整備し、所内 7 領域と協
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力しつつ、学生向けのイベント等の情報を積極的に配信できる体制を構築した。平成 31 年
度は、このメーリングリストをさらに活用し、イベント情報だけではなく、産総研の情報
発信に活用する見込みである。
【効果】
女子大学院生・ポスドク向けイベントを開催した結果、参加者のインターンシップ等へ
の参加申込みや、大学側から「女性研究者を増やす取組」として大学生・院生向けに産総
研を紹介する企画の相談が寄せられるなど、産総研への関心が一層高まった。このような
イベントを通じて、次第に産総研の認知度が高まり、平成 30 年度の第 1 回産総研研究職員
公募においては、女性の応募者数が平成 29 年度に比べ約 1.8 倍に増加した。研究職採用内
定者の中には本イベント参加者もおり(平成 30 年度応募者 10 名（うち採用内定者 5 名）、
平成 29 年度応募者 4 名（うち入所者 2 名）)、イベント参加が産総研で研究することを選
ぶきっかけとなるなど、女性研究者の採用増加に繋がっている。なお、イベントの様子は、
平成 29 年度、平成 30 年度と 2 年連続で新聞に掲載され、産総研への関心を高めるきっか
けとなった。
これらの取組の結果、第 4 期中長期目標期間の累積採用者の女性研究者比率は 16.8%（平
成 30 年 12 月末現在）となり、また、平成 31 年 4 月の採用予定者の女性研究者比率が高く
なったことから、第 4 期中長期目標期間の研究職における累積採用者の女性比率を 18%以上
にするという目標に近づいた。

【実績】
第 4 期中長期目標に従い策定した「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進
策」の一環として、外国人研究者の活躍支援のための情報発信に力を入れた。具体的には、
平成 27 年度より、英語で所内業務等を紹介するセミナーの開催（年 2～3 回）やニュース
レターの配信（月 1 回程度）を行った。平成 29 年度には、外国人受入担当者からの要望を
受け、外国人の受入手続に関する説明会を地域センターにて行った（3 箇所）。また、関連
部署と協力し、イントラの英語ページの充実も図った。
平成 28 年度には、産総研公式ホームページの英語版に、産総研つくばセンターやその周
辺での生活に関するサポート等を紹介するコーナーを製作・公開し、トップページから情
報を得やすくした。
平成 31 年度には、入所間もない外国人研究者にスムーズに研究活動を開始してもらうた
め、英語で産総研での研究生活を紹介するセミナーの開催を予定している。
【効果】
外国人支援に関する取組の結果、外国人研究者や受入担当者に必要な情報が届き、セミ
ナーやニュースレター等で情報提供した内容に対する問合せが多く寄せられるようになっ
た。これまでは、英語コンテンツが不十分であり情報が不足していたために問合せすらな
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かったことから、情報が届いたことは一歩前進である。
産総研で働く外国人研究者数は年々増加しており（平成 27 年：96 名、平成 28 年：113
名、平成 29 年：126 名、平成 30 年：137 名（各年 4 月 1 日現在））、これらの取組は、日
本語を母国語としない研究者にとって働きやすい環境の整備に繋がっている。

【実績】
第 4 期中長期目標に従い策定した「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進
策」の一環として、所内にとどまらず他機関との連携も踏まえ、女性活躍推進をはじめと
するダイバーシティ推進の活動を展開した。
特筆すべき実績については、以下のとおりである。
・平成 27 年度には、産総研における女性研究者採用の更なる拡大を目指した所内イベント
（ラボツアーや懇談会等）の実施、また、第 3 期中期目標期間までの期間及び平成 27 年
度に取り組んだ全国複数の研究教育機関が参加するダイバーシティ推進ネットワーク構
築等が主に評価され、ワーキングウーマン・パワーアップ会議が主催する「女性活躍パ
ワーアップ大賞」奨励賞を受賞した。
・平成 28 年度には、女性活躍推進の取組と実績が認められ、公的研究機関で初めて、女性
活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」（最上位の認定）を取得した。
・平成 28 年度に筑波大学及び日本アイ・ビー・エム株式会社とともに共同実施機関として
採択された、文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成補助事業「ダイバーシティ研究環
境実現イニシアティブ（牽引型）」
（実施期間 6 カ年）の外部資金を活用し、女性活躍推
進法に則った活動として、育休等からの研究活動再開支援（育休からの復帰者面談、育
児に関わる情報交換会、研究補助員の雇用費支援事業等）
、次世代キャリア支援（女子大
学院生・ポスドク向けイベント等）
、及び、女性職員を中心としたキャリア形成支援（エ
ンカレッジ研修ならびに研修後の個別カウンセリング等）等を実施した。
・平成 30 年度には、所内のダイバーシティ推進のため、有識者である内永ゆか子氏（産総
研経営戦略会議委員、NPO 法人 J-Win（ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネット
ワーク）理事長）によるダイバーシティ・マネジメントに関する講演会を開催した。
【効果】
文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成補助事業「ダイバーシティ研究環境実績イニシ
アティブ（牽引型）」の外部資金獲得により、第 4 期中長期目標では「第 4 期中長期目標期
間におけるダイバーシティ推進策」を策定し、策定した項目の実施（女子大学院生・ポス
ドク向けイベント等）に取り組んだ。さらには、策定していない項目の実施（研究補助員
の雇用費支援事業等）にも繋がり、当初の計画以上にダイバーシティの推進を実現した。
また、内永ゆか子氏の講演会には、女性職員のみならず、男性職員、グループリーダー
や管理職など 300 名を超える職員が出席し、女性活躍推進を含めた真のダイバーシティ・
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マネジメントの必要性の理解と意識改革に繋がった。また、内永氏の依頼により、産総研
理事長が産業界の次期女性リーダー候補に向けて、産総研のダイバーシティ推進に関する
取組について講演する機会が設けられ、産総研の存在感を高めることに繋がった。
外部機関に認められる女性活躍推進の取組により、一般に長時間労働が難しいとされる
中堅女性職員を中心とする支援が実現した。また、講演会等の実施により女性の登用促進
に関して職員の意識啓発が図られた結果、中堅女性職員が管理職として働きやすい職場環
境が整備された。管理職に占める女性比率は 6.3%（平成 30 年 12 月現在）となり、第 4 期
中長期目標期間中に管理職に占める女性比率を 5%以上とし、次世代の女性管理職を育成す
るという目標の達成に近づいた。

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項

【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実
施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者
や優れた技術を集結させる体制を整備する。
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、
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これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確
保するための仕組みや体制を整える。
国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適
切な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により
社会に発信する。
【実績】
従来の年俸制の給与では、理事又は研究ユニット長の平均年収を上限としていたが、「国
際的に卓越した能力を有する人材」の採用においては、年俸額の上限を引き上げて、領域
長の一定の裁量の下、他機関に対して競争力のある年俸を提示して職員を採用できる制度
を設けた。また、それに基づき、国際的に卓越した能力を有する人材を確保した。平成29
年度から情報・人間工学領域で1名採用している。
【効果】
情報・人間工学領域において、「国際的に卓越した能力を有する人材」を登用し、英知
の集結及び世界水準の研究開発拠点形成を目指し、国内外の人工知能に関する研究者を採
用した。その結果、人工知能分野の国際競争力が強化された。平成31年度以降、人工知能
分野における象徴としての役割を果たすことが期待される。

【実績】
研究現場における優秀なテクニカルスタッフの人材流出防止等を図る観点から、テクニ
カルスタッフ制度を平成 29 年度に一部見直した。具体的には、平成 29 年度より研究現場
のニーズを踏まえ、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や同一研究ユニット内にお
ける別グループへの所属変更と、外部資金プロジェクトに専従しているテクニカルスタッ
フであっても、当初契約の最長雇用期間の範囲内においては業務を変更することを可能と
した。
制度利用件数
平成 29 年度：106 件
平成 30 年度：74 件
また、平成 30 年度には定年退職者の再雇用制度について、本部・事業組織等に限定して
いた業務を多様化し、研究推進組織において薬品管理・安全管理業務、論文校閲業務など
を行えるよう見直しを行った。
平成 31 年度より、見直し後の定年退職者の再雇用制度の運用を開始することとした。
【効果】
テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める制度へ見直したことにより、熟練した技
術を持つテクニカルスタッフを適切に処遇することが可能となり、研究現場を支えている
優秀な研究支援人材の流出防止を通じて、研究現場の安定的な研究環境の整備に寄与した。
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また、研究者として豊富な経験を持った定年退職後の再雇用者が研究現場に入ることで、
より充実した研究支援が期待される。

【実績】
＜調達に関するガバナンスの徹底及び特例随意契約の導入＞
第 4 期中長期目標期間中の各年度、調達等合理化計画において「調達に関するガバナン
スの徹底」を策定し、不祥事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。具体的には、毎
年度、全職員を対象とした研修（e-ラーニング）において「調達制度」及び「外部研究資
金等の適正執行」を設定し、全職員への調達ルールの周知・浸透を図った。
公開見積競争を原則とする新たな随意契約方式「特例随意契約」を他機関に先駆けて導
入し、平成 29 年 10 月 1 日から運用を開始した。特例随意契約の導入により、調達の競争
性及び透明性を確保しつつ、調達請求から契約締結までの期間を約 40 日から約 20 日に短
縮した。また、研究者が作成する調達事前調査票を省略することにより、研究者の調達請
求にかかる負担を軽減した。
特例随意契約の実績は、平成 29 年度 891 件、平成 30 年度 1,030 件（平成 30 年 12 月末
時点）であった。
平成 31 年度も引き続き、調達等合理化計画において「調達に関するガバナンスの徹底」
を策定し、適切に調達を実施する。
【効果】
全職員が研修（e-ラーニング）を受講したことにより、研究資金の不正使用となる事案
は発生しなかった。
特例随意契約の導入にともなう契約締結までの期間短縮による効果は、平成 29 年 10 月
から平成 30 年 12 月までで延べ約 38,420 日（契約件数 1,921 件×約 20 日）となり、研究
開発の促進に寄与した。また、調達事前調査票の作成省略は、1 件あたり 1 時間の作業時間
削減となり、平成 29 年 10 月から平成 30 年 12 月までで約 1,921 時間（契約件数 1,921 件
×1 時間）の研究者の事務作業にかかる負担が大幅に軽減された。
平成 31 年度も引き続き、研修（e-ラーニング）を実施し、全職員への調達ルールの周知・
浸透を図ることとする。また、特例随意契約については平成 30 年度と同等の件数（約 1,030
件）の実施により、研究者の事務作業にかかる負担が軽減される見込みである。

【実績】
＜調達制度改善に向けた取組＞
平成 30 年度に内閣府に対して、特例随意契約の導入にあたり求められるガバナンスの徹
底の状況について、詳細に報告した。あわせて、契約金額の分布比較を行い、導入効果に
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ついて意見交換を行った。さらに、特例随意契約の上限額を現在の 500 万円から 1,000 万
円に引き上げるよう制度改善の要望を行った。
平成 31 年度も引き続き、特例随意契約の上限額の引き上げ等、制度改善に向けた取組を
実施する。
【効果】
関係省庁で、特例随意契約の上限額の引き上げについて検討の動きがみられ、今後改善
が図られることが期待される。これにより特例随意契約の対象案件がさらに拡大すること
で、契約締結までの期間短縮による迅速な調達の実現に繋がり、研究成果の早期発現が見
込まれる。

【実績】
平成 26 年度に策定された「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
（文部科学省）を踏まえ、平成 27 年度に産総研の研究不正への対応に関する規程を改正し
た。具体的には、研究者倫理統括者の役割及び責任を明確化するとともに、特定不正行為
（ねつ造、改ざん、盗用）等の疑惑が生じたときの調査手続き及び方法を整備した。改正
した規程はホームページにて公開するとともに、平成 28 年度からは、産総研の広報誌「産
総研レポート社会・環境報告」において、産総研におけるコンプライアンスの推進及び研
究活動における不正行為防止のための取組を紹介する等、産総研の体制及び取組を積極的
に社会に発信した。
平成 30 年度には、研究公正に関する情報共有及び意見交換等を目的とし、内閣府におい
て新設された「研究公正関係府省会議」の「国立研究開発法人部会」に参加し、産総研に
おける研究公正に関する取組み等について、情報提供を積極的に行う等、行政機関による
研究公正に係る取組に協力した。
平成 31 年度には、研究不正への対応に関する規程を再度改正し、特定不正行為以外の研
究倫理から逸脱した行為（不適切なオーサーシップ等）への対応及び研究倫理教育の受講
義務を明記する予定である。
【効果】
国のガイドラインを踏まえ、研究不正への対応に関する規程を整備したことにより、適
正な研究開発の実施が確保された。また、不正行為防止のための取組等を社会に向けて積
極的に発信することにより、産総研の研究活動・成果の透明性及び信頼性が確保された。
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Ⅱ．３．

適切な調達の実施

【中長期目標】
調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札を
原則としつつも、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を
確保しつつ、合理的な調達を実施するものとする。
【中長期計画】
調達案件については、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の
ない随意契約は含まない。）について、真に競争性が確保されているか、主務大臣や契約監
視委員会によるチェックの下、契約の適正化を推進する。
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成２５年１２月２４日閣議決定）を踏
まえ、一般競争入札を原則としつつも、研究開発型の法人としての特性を踏まえ、契約の
相手方が特定される場合など、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、公正
性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施する。
第３期から継続して契約審査体制のより一層の厳格化を図るため、産総研外から採用す
る技術の専門家を契約審査に関与させ、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段につい
ての技術的妥当性を引き続き検討するとともに、契約審査の対象範囲の拡大に向けた取り
組みを行う。
【実績】
＜契約監視委員会による事後点検の実施、随意契約の妥当性の確保＞
第 4 期中長期目標期間中の各年度において、外部有識者等による契約監視委員会を開催
し、「調達等合理化計画」の策定に係る審議をするとともに、一者応札となった一般競争入
札等のほか、第 4 期中長期目標期間に予定していなかった実績として、競争性のない随意
契約及び特例随意契約（平成 29 年度から）の妥当性についても事後点検を実施した。
また、産総研の研究開発業務を考慮し、公正性・透明性を確保した合理的な調達を可能
とする「随意契約によることができる事由（19 項目）」を、平成 27 年 10 月 1 日付で規定化
した。
随意契約件数は、規定化前の平成 26 年度件数 69 件に対し、規定化後は、平成 27 年度 320
件、平成 28 年度 794 件、平成 29 年度 860 件、平成 30 年度 536 件（平成 30 年 12 月時点）
であった。
平成 31 年度も引き続き、「調達等合理化計画」での適切な調達手続きに関する取組の策
定と契約監視委員会での随意契約の妥当性等に関する事後点検を実施する。
【効果】
各年度、契約監視委員会委員より、一者応札となった一般競争入札等のほか、第 4 期中
長期目標期間に予定していなかった競争性のない随意契約及び特例随意契約の全案件につ
いても、「妥当である。」との判断が示された。特に、競争性のない随意契約については、
平成 27 年 10 月の規定化後、随意契約の事由が新たに 19 項目追加されたことにともない、
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随意契約とした理由が新たな事由に合致しているかをより厳正に点検した結果、随意契約
の妥当性について契約監視委員会での担保を得たことにより、産総研の随意契約の公正
性・透明性を社会に対して示すことができた。
また、毎年度、契約監視委員会の点検による意見・指導等を、所内の全国会計担当者連
絡会議において調達担当者に周知し、各担当者の理解を深化させたことで、適正かつ着実
な調達業務の実施及び調達業務の合理化（競争性確保のため数件に分けていた入札を競争
性を確保しつつ一本化）が図られた。
随意契約によることができる事由（19 項目）の規定化により、従来の公募随意契約によ
り要していた公募期間（約 20 日）が不要になり、調達請求から契約までの期間短縮（約 30
日→約 10 日）が図られた。
平成 31 年度も、引き続き、委員会点検による意見・指導等を全国会計担当者連絡会議に
て周知し、着実な調達を実施する。

【実績】
＜契約審査役による審査の強化、契約審査の対象範囲の拡大＞
産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合理性を確保するため、民間企業の調達等
について専門的な知見を有する契約審査役を雇用（平成 27 年度から平成 29 年度までは各
年度 5 名、平成 30 年度からは各年度 3 名）し、質の高い発注仕様や、妥当な選定理由及び
調達手段となっているか等の契約審査を行った。
また、調達業務遂行能力の向上を目的に、全事業所等の調達担当等を対象に、契約審査
役による契約審査の着眼点や適正な仕様書作成ノウハウについて伝授・指導する講習会を
毎年度実施した。
さらに、地域センターにおいては、つくばセンター各事業所と比較して高額な調達案件
が少ない傾向にあり、契約審査役の契約審査を受ける機会が少ないことから、更なる契約
事務の適正化のため、毎年度、地域センターの契約審査の対象範囲を拡大して、契約審査
役による指導・助言を行った。
平成 31 年度も引き続き、契約審査役を 3 名雇用し、契約審査、講習会及び地域センター
の契約審査の拡大を実施する。
【効果】
調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な審査・点検を
行うことによって、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達が実施できた。
さらに、地域センターにおいては、契約審査役による契約審査の対象範囲を拡大するこ
とにより、より多くの指導・助言を受けることで、公正性・透明性を確保しつつ、合理的
な調達が実施できた。
また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培ってきた経験やノウハウを全事業所・
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地域センターの調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導することにより、質の高い
仕様書や選定理由書の作成方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選択判断など
の事例が広く伝搬され、調達業務の適正化が図られた。
平成 31 年度も、引き続き、契約審査役による審査・点検及び講習会を実施することによ
り、調達業務の適正化を図ることとする。

【実績】
＜新たなインターネット調達システムの導入を決定＞
第 4 期中長期目標期間に予定していなかった実績として、公正性・透明性を確保しつつ
調達業務の効率化・迅速化の推進を実現するため、瞬時に価格比較が可能な新たなインタ
ーネット調達システムの導入を平成 29 年度に決定した。本システムは、平成 32 年 2 月の
導入を予定している。
【効果】
調達ルールに則した価格比較機能を有する新たなインターネット調達システムを導入す
ることにより、注文までに要する時間が、現在のインターネット調達の約 5 分から約 1 分
となる見込みである。平成 29 年度のインターネット調達件数の実績 61,378 件で比較する
と、年間 245,512 分（約 4,100 時間）の短縮が図られ、研究者の事務作業にかかる負担が
軽減される見込みである。

Ⅱ．５．

業務の効率化

【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％
以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年
4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以
上を削減するものとする。」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務費（人件費を除く。
）の合計については前年度比１．
３６％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成２７年度及び２８年度においては、
平成２７年４月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度３％以上を削減し、業務
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経費は毎年度１％以上を削減するものとする。
」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【実績】
毎年度、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程（俸給表を含む）、職員給与及び総人件
費の状況等について、
「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等に
ついて（ガイドライン）
」（平成 15 年 9 月 9 日付け総務大臣）に基づき、公式ホームページ
に公表した。
（ラスパイレス指数）
平成 26 年度（平成 27 年度公表） 研究職員：103.0 事務職員：104.5
平成 27 年度（平成 28 年度公表） 研究職員：103.1 事務職員：104.2
平成 28 年度（平成 29 年度公表） 研究職員：103.3 事務職員：102.6
平成 29 年度（平成 30 年度公表） 研究職員：102.5 事務職員：101.4
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【効果】
役職員の給与水準を公表することにより、産総研の運営の透明性を確保し、国民に対す
る説明責任を果たした。

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、
保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必
要がなくなったものについては廃止等を行う。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年
度決算報告」
（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議
決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、
「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、
自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額
を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充
てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること
を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に
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行う。
【中長期計画】
目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表に
セグメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を
明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。
保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判断
したものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成
２５年度決算検査報告」（平成２６年１１月７日）会計検査院）の指摘を踏まえ、関連規
程の見直し、研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フ
ォローアップを実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。
【実績】
＜セグメント情報の開示＞
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）及び「独
立行政法人会計基準」（平成 27 年 1 月 17 日改訂）に従い、セグメント区分を第 4 期中長期
計画における事業等のまとまりごとに見直した。見直し後のセグメント情報については、
平成 27 年度の財務諸表より開示するとともに、決算報告書においても予算計画及び執行実
績に反映し、正確に公表した。
また、独立行政法人会計基準の改訂を踏まえ、平成 28 年度より、運営費交付金の収益化
基準を「費用進行基準」から、原則「業務達成基準」に、管理部署については「期間進行
基準」に変更することにより、業務と予算の対応関係を明確にした。
平成 31 年度も引き続き、見直し後のセグメント情報について財務諸表で開示するととも
に、決算報告書においても予算計画及び執行実績に反映し、正確に公表する。
【効果】
見直し後のセグメント情報に基づき、運営費交付金の執行状況を定期的に調査し、早期
執行を促すため、各年度において四半期ごとの予算執行計画を策定し、理事長以下幹部が
出席する会議に報告した。これにより、各種状況変化にともない発生する不用額を早期に
検知し、領域等への適正な追加配分の実施が可能となることで、効率的かつ効果的な予算
執行に繋がった。
また、セグメント情報の開示及び決算報告書については、第 4 期中長期計画における事
業等のまとまりごとに区分し、わかりやすい形で適切に情報開示することにより、透明性
を向上させた。
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【実績】
＜不用資産の有効活用及び適正な会計処理の推進＞
資産使用者及び資産管理者が使用しないと判断した資産の利活用促進のため、不用備品
有効活用システム（通称：「リサイクル掲示板」
）を第 4 期中長期目標期間中に毎年度継続
して運用した。さらに新たな取組として、資産の有効利用を推進するため、平成 27 年度か
ら産総研公式ホームページを活用し所外に向けリユース先を募集する「外部需要調査」を
開始した。また、再利用先がなかった資産については速やかに除却等の措置をとるととも
に、建物等の重要な資産については減損の兆候の把握や減損の認識に努め、財務諸表に注
記する等、適切な会計処理を行った。
平成 31 年度も引き続き保有資産の有効活用推進に取り組み、適切な会計処理を行う。
【効果】
不用備品リユースの取組により、第 4 期中長期目標期間中、以下の資産等の有効活用が
図られた。
・所内リユース数：2,069 件（平成 30 年 12 月現在）
・所内リユースによる経費削減額※：約 1,003,816 千円（平成 30 年 12 月現在）
・所外リユース数：162 件（平成 30 年 12 月現在）
・所外リユースによる売却額：15,713 千円（平成 30 年 12 月現在）
※所内リユースをせず新たに購入した場合を想定した額を経費削減額として積算した。

【実績】
＜研究用備品等の適正な管理の推進＞
研究用備品等の管理の適正化を図るために平成 26 年度から平成 27 年度にかけて整備し
た制度・体制「資産の定期的な棚卸の適切な実施」、「職員に対する研修等の実施」、「不用
資産の外部譲渡の検討を行う仕組みの整備」のフォローアップとして、第 4 期中長期目標
期間中に次の取組を実施し、一部見直し等を行った。
資産の棚卸については、産総研が保有する研究用備品等に電子タグを貼付し、毎年度、
事務担当者がハンディーリーダー（電子タグ読み取り機）による読み取りを行うことで、
13 から 15 万点に及ぶ膨大な資産等の棚卸作業を実施した。管理が適正でなかった研究用備
品等については、その原因究明や所在不明物品の追跡調査を実施する等のフォローアップ
を適時適切に行った。
平成 30 年度には、棚卸業務全体の作業負荷低減を目的として、取得から 10 年以上経過
し耐用年数も経過した資産等のうち、再利用できない不用資産は、廃棄にかかる手続きの
一部を簡略化するなど、不用資産の廃棄を促進する不用資産削減キャンペーンを実施し、
棚卸対象資産の件数を削減した。また、従来の事務担当者による確認方法（電子タグ読み
取り）に加え、事務担当者以外でも簡易読み取りが可能な軽量・小型の読み取り機による
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バーコード読み取り方法の導入、棚卸開始時期の見直し（約 1.5 ヶ月の繰り上げ）を行っ
た。
研究用備品等の適正管理を目的として、毎年度、全職員を対象とした「資産の管理・使
用について」の研修（e-ラーニング）を実施した。加えて平成 30 年度には、事務担当者を
対象とした「資産管理に関する勉強会」（参加者 73 名）を開催した。
不用資産の外部譲渡の検討を行う仕組みとして、平成 27 年度から産総研公式ホームペー
ジを活用し所外に向けリユース先を募集する「外部需要調査」を開始し、資産有効利用を
推進した（再掲）。
平成 28 年度には、他機関から借り受けている研究用備品等の管理ルールを策定するとと
もに、所内一斉調査により管理台帳を整備し、適切な管理体制を構築した。平成 29 年度に
は、他機関、特に国の委託事業で取得した研究用備品等を一元管理する「借受情報管理シ
ステム」を新たに構築し、借り受け等の各種手続の進捗状況が共有できる環境を整備して
平成 30 年度から本格的に運用を開始した。
また、減価償却計算における償却可能限度額を「取得価額の 95％相当額」としてきたが、
民間企業及び多くの独立行政法人と同一基準である「残存価額 1 円」までの償却とすべく、
会計監査人との協議を重ね、承認を得ることができた。これにより平成 29 年度より有形固
定資産等管理要領を改正した。
平成 31 年度も引き続き適正な資産管理を確保するための取組を推進する。
【効果】
毎年度の資産の棚卸や研修等を通して、研究用備品等の適正管理にかかる使用者の意識
が向上するとともに、管理の適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映させるこ
とができた。
平成 29 年度には、有形固定資産の残存価額を 1 円とする減価償却計算を用いることによ
り、民間企業及び多くの独立行政法人が適用している計算基準に合わせて、財務諸表上の
資産総額を明らかにし、国民に対してより適切な情報開示に基づく説明責任を果たすこと
ができた。
また、平成 30 年度に実施した不用資産削減キャンペーンによる 2,000 点以上の保有資産
の軽減と、新たな棚卸方法の導入、棚卸開始時期の繰り上げを行ったことにより、棚卸業
務全体の作業負荷低減に繋がった。
さらに国の委託事業で取得した研究用備品を一元管理・情報共有する「借受情報管理シ
ステム」の構築・運用により、管理体制が強化され、関係部署間の情報の行き違いによる
各種手続きのミスの発生や二度手間の防止に繋がった。
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Ⅶ．２．

業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進

【中長期目標】
産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、
研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ
の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお
いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの
周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率
的・効果的に実施するものとする。
また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の
円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急
速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部
長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一
層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進するものとする。
さらに、
「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企
業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性
が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築すると
ともに、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図るものとする。
【中長期計画】
産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、
研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ
の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお
いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの
周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率
的・効果的に実施する。
また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の
円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急
速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部
長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一
層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。
さらに、
「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企
業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性
が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築する。
加えて、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図る。具体的に
は次の措置を講ずるとともに、必要に応じて不断の見直しを行う。
業務執行については、調達・資産管理、委託研究、共同研究、旅費に係るルールを平成
２６年度に厳格化したところ、毎年度、そのルールを全職員に対し周知徹底する。また、
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研究ユニットにおける事務手続に対応する支援事務職員を配置する等のサポート体制を維
持するとともに、毎年度、その執行状況をチェックする。
同時に、内部監査においても、テーマごとの監査に加え、研究ユニットごとの包括的監
査を実施する。
また、研究不正の防止のための研修を毎年度実施するとともに、研究記録の作成、その
定期的な確認及びその保存を確実に行う。
【実績】
平成 26 年度から「コンプライアンス推進委員会」（委員長：理事長）を毎週開催し、所
内で発生したリスク事案を報告するとともに対応方針を決定し、関係部署に対して再発防
止策の策定や関係機関への対応等具体的な指示を出すことにより、リスク事案の迅速な解
決に努めた。加えて、平成 30 年度からは監査室と連携して、内部監査における指摘事項に
ついても同委員会で報告するとともに、当該指摘事項について、その後の改善状況等を確
認する等、リスク管理の更なる強化に努めた。
第 4 期中長期目標期間中に同委員会へ報告したリスク事案のうち特に重大な事案である
として、産総研公式 HP において公表した「外部資金等における不適切な経理処理（公表日：
平成 27 年 6 月 26 日）」及び「研究費の不正使用（公表日：平成 28 年 6 月 10 日）」につい
ては、不正の疑惑が生じた段階で、直ちに調査委員会を設置し、事実の全容解明に努める
とともに、資金提供元等関係各機関への報告、関係者の処分及び公表等、一連の手続きに
ついて、適切かつ迅速な対応を行った。
また、同様の事案が発生しないよう職員へ周知徹底を図るとともに、不正使用の事例を
具体的に盛り込んだ研修の実施、外部研究資金の適正執行に係る説明会の開催、調達手続
きに係るマニュアルの充実及び研究費の使用に関する相談窓口の設置等、徹底した再発防
止に努めた。
平成 28 年度には、コンプライアンス意識向上のための普及啓発活動の一環として、コン
プライアンス推進本部の職員が産総研内の各事業所や地域センター等に出向き、コンプラ
イアンスの基本やコンプライアンス違反事例について紹介する研修（出張研修）を開始す
るとともに、業務の適正性を確保するために、お助け隊（研究費の使用に関して、研究者
が気軽に相談できる体制）を産総研内の各事業所及び地域センター等に整備した。
平成 29 年度には、国立研究開発法人のリスク管理機能を向上させること等を目的として、
「国立研究開発法人協議会」（国研協）に「コンプライアンス専門部会」を新設することを
主導し、実現させるとともに、専門部会長及び事務局を担い、国立研究開発法人全体のコ
ンプライアンス推進に貢献した。
平成 30 年度には、役職員等のコンプライアンス意識の更なる向上等を目的として、「コ
ンプライアンス推進週間」を設定し、コンプライアンスの 3 要素等を記載したコンプライ
アンスカード及びコンプライアンス違反事例等を分かりやすく紹介したハンドブックを作
成・配布するとともに、幹部・管理者向けの特別研修を実施した。さらに、部署毎に主体
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的な取組事項を決定して実施し、実施内容を理事長に報告するとともにイントラネットに
て公開し、全部署にて共有した。
また、国研協コンプライアンス専門部会において、「コンプライアンス推進週間」を合同
で実施した。
平成 31 年度には、コンプライアンス研修を義務化し、役職員等のコンプライアンス意識
の更なる向上等を図る予定である。
【効果】
毎週開催している「コンプライアンス推進委員会」において決定されたリスク事案の対
応方針を踏まえ、関係部署へ適切な指示を行うことにより、関係部署での対応が迅速かつ
適正に行われるようになるとともに、平成 30 年度（11 月末時点）のリスク事案の 1 件当た
りの平均処理時間は、平成 27 年度と比べて約 1 か月短縮された。
また、研究費の不正使用の再発防止策、普及啓発活動、業務の適正性確保のための体制
整備及び「コンプライアンス推進週間」の設定により、一人ひとりがコンプライアンスに
ついて考える機会が増え、役職員等のコンプライアンス意識の向上に繋がった。
さらに、産総研主導の下、国研協に「コンプライアンス専門部会」が新設されたことに
より、国立研究開発法人全体のリスク管理機能の更なる向上及びコンプライアンスの推進
が期待できる。

【実績】
平成 26 年度から実施している研究者倫理に関する e-ラーニングを継続して実施した。
平成 27 年度には、産総研における研究の真正性を確保するため、全研究職員等に対する
研究記録の義務化、上長による各年度四半期毎の検認等、新たな研究記録制度を整備して
導入した。
また、研究論文の不正行為（剽窃、盗用等）の防止策として、剽窃探知オンラインツー
ルを導入した。
平成 28 年度には、出張研修において、研究不正防止に関する教育を役職員等に対して行
った。また、研究ノートの情報を研究所全体で効率的かつ厳重に管理するため、一括管理
する台帳を研究ノート記録システムとして稼働させるとともに、イントラ上のマニュアル
や FAQ を整備、更新する等により当該制度の周知、徹底を図った。これにより、上長によ
る研究記録の検認の確実な実施と、研究ノートの紛失及び消失の防止に繋げた。
平成 29 年度には、これまで紙若しくは電子媒体とされていた研究情報の記録媒体を、電
子媒体に一元化するとともに、研究の進捗に応じた適切な確認時期を設定する等、研究記
録制度の見直しを実施し、研究記録制度をより適正かつ効率的に運用した。
平成 30 年度には、「コンプライアンス推進週間」の取組の一環として、幹部を対象とし
た研修（題目：「史上空前の論文捏造」は私たちに何を問いかけているのか？、講師：村松
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秀氏（NHK チーフ・プロデューサー））及び研究推進組織の管理職を対象とした研修（題目：
みんなで考える研究者倫理、講師：研究倫理・規範政策担当理事）を実施し、研究倫理に
ついて考える機会を設けた。また、研究記録制度については、研究ノート記録システム上
においてログインシステムやパスワードの発給方法を変更する等セキュリティ強化を図る
とともに、イントラの英語ページの拡充、表示方法を見直しする等による産総研に在籍す
る外国人研究者に対する理解と利便性向上を図った。
平成 31 年度には、職員等の研究活動における倫理観を高めるための研究公正ハンドブッ
クを作成して配布する予定である。また、研究記録については、研究ノートに記載された
知的財産権に係る情報を保全するという観点から、引き続き、研究ノート記録システムの
セキュリティ強化に努めるとともに、研究現場の要望等を踏まえ、イントラ上のマニュア
ルや FAQ を随時見直しする等により、当該制度の適正かつ安定的な普及と浸透を図る予定
である。
【効果】
研究者倫理に関する e-ラーニングの継続実施及び研究推進組織の管理職を対象とした特
別研修の実施等を通じ、職員の研究不正に対する意識が維持・向上に繋がった。また、研
究記録制度の整備・見直し及び剽窃探知オンラインツールの導入により、研究記録の改ざ
ん、自己剽窃及び引用元の不明記等を防ぐことによって、産総研が発信する研究成果の信
頼性が向上した。さらに、共同研究相手等の研究パートナーからの信頼獲得に繋がること
が期待される。

【実績】
産総研全体の業務改革を推進し、合理的かつ効果的な業務遂行を実現するため、「業務
改革推進室」を平成 29 年 6 月 1 日付けで設置した。同室が業務改善・効率化に向けた産総
研全体の業務改革に関するプロジェクトの工程を一元的に管理する体制を構築し、平成 29
年度より、業務改革に関する 87 のプロジェクト（平成 30 年 12 月末現在）に着手し、うち
54 プロジェクトを完遂した。
平成 29 年度及び平成 30 年度には、業務フローの見直しや IT ツールの活用といった業務
そのものの改善・効率化に注力してきた。なお、平成 31 年度においては、組織や人員体制
の見直しにつながる業務の改革も検討する。
これまでの特筆すべき改善事例については以下のとおりである。
【事例 1】平成 29 年度より、各部署での業務改善・効率化への取組状況を毎週幹部層へ報
告するとともに、定期的に理事長と各部署の現場担当者による業務改革に関する勉強会を
開催する等、幹部層から指示を仰ぐ機会を積極的に設け、トップダウンでの取組を実施し
た。また、全ての職員を対象とした「業務改革に関する提案募集」を開始し、採用年次や
職種の垣根を超えたニーズや要望等を踏まえながら、業務フローの分析等を通じた業務改
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善・効率化に取り組んだ。
効果：全所的に業務改善・効率化に取り組むことで、幹部を含めた全職員の改善意識の醸
成が図られた。
【事例 2】平成 29 年 8 月より、各部署にて職場改善会議を開始し、各職場単位で少なくと
も月 1 回の改善活動を行うこととし、職場単位での業務平準化や改善活動を促進した。
効果：各職場単位での業務平準化や改善活動の実施状況について、毎月、業務改革推進室
に報告させたうえで、同室から所内に共有を図ることにより、各職場単位での改善の促進
につなげた。なお、職場改善会議の開始以降、現時点では全部署の約 53％（平成 30 年 12
月時点）が毎月当該会議を実施するなど、職場単位での改善活動が普及しつつあることを
確認した。
【事例 3】平成 29 年度より定型業務を自動化するソフトウェアである RPA（Robotic Process
Automation）の業務適用検証を行った。さらに、平成 30 年度に RPA や Microsoft Excel の
マクロ機能等のソフトウェアを活用して、ほぼ毎日発生する予算化通知書作成業務をはじ
めとした定型業務を自動化し、計 5 業務の業務負担の軽減を実現した。
効果：ソフトウェアを活用した業務の自動化によって、1 年間あたり約 1,300 時間（平成
31 年 3 月時点）の業務時間を削減した。さらに、業務の自動化により事務ミスの撲滅、属
人化からの開放といった、担当者によらない作業の同一品質が確保され、研究支援業務の
品質が向上した。
【事例 4】平成 30 年 11 月より、2 つの事業所を実証フィールドとして選定し、外部のコン
サルティングファームに委託して業務の棚卸しを実施した。ユニット支援業務や安全管理
業務、庶務、会計業務中から 10 業務のフロー分析を行い、改善施策を実施した。
効果：第三者による専門的な知見を活用し、業務上の課題を抽出・整理した。また、改善
施策については、改善施策の効果を測定するための適切な重要業績評価指標（KPI：Key
Performance Indicator）を設定することにより、他部署への施策の横展開を速やかに実施
することを可能とした。
【事例 5】平成 29 年度より、本部・事業組織全部署（51 部署）で退庁時間申告制度（退庁
時間の見える化）を実施し、効率的な業務遂行を促すことによる、時間外労働時間の削減
を図った。
効果：退庁時間申告制度の実施部署において、早期に退庁しやすい雰囲気が醸成され、実
施部署より「各職員の当日の業務量が把握でき、それを考慮して業務を依頼するようにな
った」といったコメントが寄せられるなど、定性的な効果も確認でき、時間管理、業務の
優先順位付け、効率化に対する意識が向上した。
【事例 6】平成 30 年度より、産総研職員の業務改革に係る士気高揚を図るため、理事長表
彰に業務改革への貢献に係る基準を追加した。
効果：業務改革への貢献を理事長表彰の対象に加えたことにより、改善活動に対するイン
センティブを付与することができるようになったほか、業務改革に対する職員の理解を増
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進し、各現場での改善活動が一層促進した。
【効果】
第 4 期中長期目標の達成に向けて共同研究数や獲得資金額が増加するに伴い、事務職員
の業務量も比例して増大している。そうした中で、本部・事業組織では業務改革推進室を
中心に 87 の業務改善プロジェクトを実施し、年間 83,500 時間（本部組織・事業組織全職
員の約 3％（45 人分）の労働時間に相当※見込みを含む）を削減することができた。

【実績】
休暇等取得の推進、適切な労務管理実現のための取組に注力してきた。
なお、これまでの特筆すべき事例については以下のとおりである。
【事例 1】早期退庁及び長期休暇取得の励行等
役員・幹部職員による指導の下「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年末年始におけ
る年次有給休暇取得の促進」について、ポスター掲示や所内放送等を行うなどにより組織
的に励行した。
＜職員及び契約職員の夏季における 9 日以上の長期休暇取得割合の推移＞
・平成 28 年度：26.5％
・平成 29 年度：26.8％
・平成 30 年度：30.4％
※年次有給休暇の取得促進は平成 28 年度より開始
【事例 2】職場アンケートの実施
平成 29 年度から、職場アンケートを実施して、引き続き平成 30 年度においても、職場
や組織に対する職員の意識調査を行った。アンケート結果として、回答者の約 8 割の職員
が産総研で働いていることに満足している、約 7 割の職員が自分の仕事が社会のためにな
っていると実感していることが分かった。一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹部
の意思決定に対して納得感がない、といった課題も得られた。これらのアンケートの調査
結果については、各領域・本部組織で結果を分析するとともに、所全体の課題については
イントラネット上にて公開し、職員へのフィードバックを行った。
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【事例 3】在宅勤務制度の利用促進
平成 28 年 10 月 1 日に育児支援策としての「在宅勤務制度」を制度化し、毎年度利用促進
のため周知に努めた。
＜在宅勤務制度利用者数の推移＞
・平成 28 年度 12 名（男性 2 名、女性 10 名）
・平成 29 年度 20 名（男性 5 名、女性 15 名）
・平成 30 年度 23 名（男性 5 名、女性 18 名）
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なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【事例 4】テレワーク・デイズの実施
国のテレワーク・デイズの取組を契機に、産総研の在宅勤務制度の拡充を検討するため、
平成 30 年度にテレワーク・デイズを試行的に実施した。
試行日：平成 30 年 7 月 24 日及び 7 月 25 日
対象者：管理監督者等
勤務場所：自宅
実施率：13.2％
なお、平成 31 年度においても、引き続き上記の取組を実施するものとする。
【事例 5】労務管理の徹底
平成 29 年度から、適切な労務管理の徹底に向けた取組を開始した。具体的には、①制度
上管理の行いづらいフレックスタイム制職員の時間外労働時間について、管理方法を提案、
②36 協定遵守のため、労使協定上の上限が近づいた際に、事前に注意喚起のメールを発出、
③標準時間制職員の

休日振替を同一週内のみ可能としていたところを、条件付で同一月

内で行えるよう弾力化の 3 点を実施した。また、平成 30 年度の取組としては、
「打刻修正
をする場合の申請承認手続きの導入」を実施した。
なお、平成 31 年度においても、引き続き全ての取組を実施する見込みである。
【効果】
早期退庁及び長期休暇取得を組織的に励行した結果、夏季における 9 日以上の長期休暇
を取得した者の数が、平成 30 年度は、平成 28 年度と比較して約 3.9 ポイント増加した。
職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織に対する意識や課題が各職員間で共有
された。今後、職場アンケートを継続して実施していくことにより、経年変化の傾向をつ
かみ、更なる職場環境改善への取組に繋がることが期待される。
在宅勤務制度の利用促進の周知により、毎年度利用者が増加する傾向となった。制度利
用により時間的な余裕が生じ、業務にメリハリが持て、仕事と生活の質が良くなるなど、
職員の心身の健全化と生産性向上に繋がる。
テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅勤務制度と同様の効果が得られたが、
試行実施後のアンケートにおいて、課題が抽出されたため、平成 31 年度の取組に活かすこ
ととする。
休日振替の弾力化により労働時間管理に柔軟性を持たせるとともに、適切な労務管理の
徹底に向けた取組について、様々な所内会議において年数回にわたり周知を行うことによ
り、管理者及び職員等に適切に労務管理を行う必要性を意識させ、36 協定遵守などの適切
な労務管理を実現した。
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【実績】
産学官連携活動等に係る利益相反マネージメントについては、毎年度、役職員等を対象
に利益相反定期自己申告を実施し、平成 24 年度以降、継続して申告率 100％を達成した。
申告の結果、特に利益相反が懸念される者に対しては、利益相反カウンセラーによるヒア
リング及びアドバイスを行い、連携活動等の相手先に対する個人的利益の申告があった者
に対しては、当該活動を行う上での注意事項を通知した。
なお、平成 29 年度以降、公式ホームページ上で利益相反マネージメントの実施状況を公
表することにより、産総研の産学官連携活動における透明性及び公正性をより一層高めた。
平成 31 年度も引き続き利益相反定期自己申告の実施を予定しており、申告率 100％の継
続を目指している。
臨床研究に係る利益相反マネージメントについては、文部科学省及び厚生労働省からの
要請に基づき、臨床研究に係る信頼性の確保のため、平成 28 年度より、臨床研究に係る利
益相反マネージメント制度を導入した。具体的には、利益相反ありとの申告があった実験
計画書について審査を行い、研究対象者への対応や研究成果発表時の注意事項等、必要な
措置について申告者本人に通知する、というマネージメントを実施した。
平成 31 年度も引き続き当該マネージメントの実施を予定している。
組織としての利益相反マネージメントについては、研究成果の活用法人に対する現金出
資制度（平成 31 年度導入予定）や連携研究ラボの設置など、産総研が行う産学官連携活動
の深化に対応するため、平成 29 年度に実施した国内外の公的機関等のヒアリング調査や文
献調査をもとに、平成 30 年度に「組織としての利益相反マネージメント」制度を構築した。
平成 31 年度より、「組織としての利益相反マネージメント」制度を試行的に運用開始する
見込みである。
【効果】
利益相反マネージメントの実施により、利益相反の顕在化を未然に防ぎ、役職員等が社
会的な信頼を失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取り組むことができる環境
の整備に貢献した。
臨床研究に係る利益相反マネージメントの実施により、研究成果にバイアスがかかる可
能性やその疑念が抱かれることがないよう臨床研究の透明性及び信頼性を確保するととも
に、特定臨床研究が適正に行われるような体制が整備された。
組織としての利益相反マネージメントの実施体制、手法等の構築により、社会から産総
研が果たすべき公的責任よりも産総研が得る利益を優先させているのではないかという疑
念を抱かれることなく、適正かつ透明性の高い産学官連携活動の実施及び持続的発展に貢
献することが期待される。

- 210 -

【実績】
産総研のガバナンス上重要である法務業務の適切な遂行を実現するため、業務推進支援
部に設置されていた法務室を平成 30 年 10 月１日付で「法務部」に格上げし、法務部長と
して、適任者を外部から招聘するなど、法務業務の体制を強化した。これにあわせ、訴訟
事案を所掌する「訟務室」を法務部に設置することにより、組織としての対応や対外的な
明確化を図った。
法務部設置後は、規程類に定める権限等の再点検、共同研究契約書の事前審査の強化、
法律事務所との顧問契約の拡充による法律相談強化等の取組を行った。
平成 31 年度も、強化された体制にて共同研究契約書のリーガルチェックや法律相談等を
実施する予定である。
【効果】
法務業務の体制を強化したことで、個別事案に係る相談対応の迅速化、業務運営上の課
題等に対する法的支援の強化及びリスク顕在化の未然防止など、産総研のガバナンス強化
に資する様々な効果が期待される。

【実績】
平成 26 年度から開始した 3 年間ですべての研究推進組織を一巡する包括的な監査につい
ては、平成 27 年度は 17 研究ユニット、平成 28 年度は 19 研究ユニット、二巡目である平
成 29 年度は 10 研究ユニット、平成 30 年度は 17 研究ユニットについて、調達・資産管理、
研究情報管理、労務管理、安全管理等の観点で監査を実施した。監査の実施にあたっては、
書面監査の他、研究ユニット長を始めとする関係する各研究者とも直接相対して監査を行
い、監査で確認されたリスク事案等については単に指摘するのみではなく、改善提案を行
う等の課題解決型の監査に努めた。
平成 31 年度は二巡目の最終年度として、15 研究ユニットを対象として同様の観点で監査
を実施する予定である。
なお、平成 30 年度より、監査で確認されたリスク事案について、個別の監査が終了した
時点で、速やかにコンプライアンス推進委員会へ報告するとともに、被監査部署等への改
善等の対応を指示した。また、理事長等への報告は、それまでの年 1 回の報告であったも
のを各年度四半期に 1 回程度に改めた。これらの取組については、平成 31 年度においても
引き続き実施する。
個別業務に着目した監査については、平成 27 年度はつくばイノベーションアリーナパワ
ーエレクトロニクス拠点における 24 時間交替制勤務の管理状況、平成 28 年度は産学官連
携共同施設（OSL）の利用状況、平成 29 年度はオープンイノベーションラボラトリ（OIL）
の運営状況、平成 30 年度は連携研究室・連携研究ラボの運営状況など、それぞれの業務の
特殊性等を踏まえ、監査を実施した。
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平成 31 年度においても、必要に応じて、個別業務に着目した監査を実施する。
組織の横断的な監査については、平成 29 年度より内容的に密接不可分である情報セキュ
リティと保有個人情報について一体的な監査を実施した。
平成 30 年度は、平成 30 年 2 月に発生した不正なアクセスを踏まえ、新たに、産総研か
ら情報システム業務を委託している事業者への監査も加えて実施した。
平成 31 年度においても、重点化すべき事項を踏まえ監査を実施する。
【効果】
研究推進組織への包括的な監査の実施に当たっては、単に指摘するのみではなく、特に
労務管理面などにおいて一巡目での監査時の状況と今回の監査時の状況を比較した情報を
監査対象部署に提供するなど、改善に繋げるための工夫を行った。また、制度そのものに
ついての改善が必要である場合などは、制度所管部署へ提案し、業務の性質に即した産総
研特別研究員への裁量労働制適用や、適正に始業・終業打刻を行うための出勤簿システム
の改修に繋げた。
平成 30 年度から開始した監査で確認されたリスク事案のコンプライアンス推進委員会へ
の適時の報告については、リスクを一元的に集約化することによる速やかな情報共有と被
監査部署等への対応指示により、それまで、次年度に行っていたフォローアップが適時に
行われることとなり、早期改善が図られ、リスクの軽減に繋がった。
個別業務に着目した監査については、時宜に適ったテーマを選定し監査を実施している
ことから、何か問題等が確認された場合においても、早い段階で軌道修正等に繋げたり、
個別業務を所管する部署に監査結果を共有したりすることにより、改善への後押しに寄与
した。
平成 29 年度からの情報セキュリティと保有個人情報に係る監査の一体的実施については、
研究ユニットの負担が軽減されるとともに、保有個人情報の監査については被監査部署数
の増加に繋がり、より効果的なものとなった。また、平成 30 年度には新たに外部委託業者
への監査も開始するなど、必要に応じて監査方法等を見直すことにより、より実効性のあ
る監査となった。

【実績】
研究推進組織、本部組織、事業組織及び特別の組織への監事監査において、監事から依
頼される監査対象組織への多種かつ広範囲な監査資料の提出依頼、取りまとめ、日程管理
や監事に随行し監査内容の記録を行う等の支援を行った。特に、内部監査を実施した組織
については、内部監査での情報等を共有する等の工夫を行った。
平成 31 年度においては、例年の監事監査支援の他、独立行政法人・特殊法人等監事連絡
会の全体世話人及び同連絡会第７部会の部会世話人を務める産総研の監事の補佐を行う。
会計検査については、平成 27 年度 7 回（5 拠点）、平成 28 年度 5 回（3 拠点）、平成 29

- 212 -

年度 5 回（4 拠点）、平成 30 年度 5 回（4 拠点）の実地検査に対応するとともに、随時書面
にて行われる特別検査に対して、所内制度所管部署と連携し、適切に対応した。また、会
計検査院が開催する決算検査報告説明会において説明のあった他機関で発生した不適切な
事案については、監事を含む幹部に対し、幹部連絡会議等で情報の共有を図ったほか、イ
ントラに掲載し全職員に注意喚起を促すとともに、それらの事案に関連する業務を所掌す
る部署に対して個別に説明を行った。
平成 31 年度においても、所内各部署と連携し、会計検査に適切に対応する。
【効果】
内部監査を実施した組織について、内部監査の状況やリスク情報等を監事に共有するこ
とにより、監事がリスク情報等をあらかじめ把握した上で監査に臨むことができ、より効
率的かつ効果的な監事監査に繋がった。
平成 31 年度においては、独立行政法人・特殊法人等監事連絡会の全体世話人及び同連絡
会第 7 部会の部会世話人となる産総研の監事を補佐することで、同連絡会の円滑な運営、
ひいては参加する機関全体の監事業務の推進に貢献する見込みである。
監事を含む幹部に対する情報共有および関連部署への説明等については、他機関で発生し
た不適切な事案について、産総研においても同様の事案が発生し得ないかを考えてもらう
上で、有効なものとなった。

Ⅶ．５．

情報公開の推進等

【中長期目標】
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行
うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的には、
「独立
行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」
（平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号）及び
「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、適切に対
応するとともに、職員への周知徹底を行うものとする。
【中長期計画】
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行
うとともに、個人情報の適切な保護を図る取り組みを推進する。具体的には、「独立行政
法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年１２月５日法律第１４０号）及
び「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律第５７号）に基づき、適
切に対応するとともに、職員への周知徹底を行う。
【実績】
情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求の対応にあたっては、毎年度、期限内
に適切に開示決定等を実施するとともに、開示請求者からの制度内容や申請方法等に関す
る問合せに親切丁寧に対応し、開示請求の手続きを遅滞なく円滑に実施した。
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第 4 期中長期目標期間の各年度の法人文書の開示請求件数、保有個人情報の開示請求及び
開示請求に至らない公表済み情報の提供依頼件数は以下のとおり。
・平成 27 年度：法人文書開示請求 5 件、保有個人情報開示請求 1 件、情報提供 2 件
・平成 28 年度：法人文書開示請求 3 件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 4 件
・平成 29 年度：法人文書開示請求 5 件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 2 件
・平成 30 年度：法人文書開示請求 3 件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 2 件（平成
30 年 12 月 25 日現在）
平成 31 年度においても、引き続き期限内に適切に開示決定等を実施するものとする。
情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通則法、閣議決定等に基づく国民への情報提
供について、当該情報を所管している関係部署と密な連携を図り、各年度四半期毎等のタ
イミングで、正確かつ最新の情報をホームページで公開した。
平成 28 年度には、外部から容易に公開情報に到達できるように、ホームページのトップペ
ージから公開情報までを 3 クリック以内で到達できるよう階層構造を見直した。これによ
り、トップページから公開情報まで極めて容易に辿りつくことが可能となった。
平成 29 年度より、国民への確実な情報提供を目的として、関係法令及び閣議決定等に基づ
き公表すべき項目について、次回更新日等が容易に把握できるチェックリストを新たに作
成した上で、当該情報を所管している関係部署と密に連携を図った。これにより、公式ホ
ームページで計画的に正確かつ最新の情報を公開することが可能となった。
平成 31 年度においても、引き続き正確かつ最新の情報をホームページで公開する予定で
ある。
任意事項の情報公開の推進については、業務運営の透明性を向上させる観点から、毎年
度、全ての所内規程類を公式ホームページで公開し、規程類の制定・改正の都度、速やか
に改訂した。これにより、産総研の規程類について外部から常に最新の情報が確認できる
ようになり、産総研の各種制度や業務運営等に対する信頼性の向上に寄与した。また、外
部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームページで公開し、
企業等との間における取組方針 を示すことにより、連携推進の基盤を形成した。
平成 31 年度においても、
引き続き規程類等の任意事項の情報公開の推進を図るものとする。
平成 29 年度より、開示請求への対応を円滑に実施するため、情報公開・個人情報保護推進
室の公式ホームページを新設し、開示請求の手続方法及び個人情報保護について、フロー
図等を用いながら、開示請求のしくみや産総研の取組を分かりやすく紹介した。
平成 31 年度においても、引き続き公式ホームページを通じて、開示請求の手続方法及び個
人情報保護の取組を分かりやすく紹介するものとする。
法人文書の適切な管理の推進については、毎年度、所内全部署にて法人文書の管理状況
に関する自主点検を実施した。自主点検の実施にあたっては、毎年度、最新かつ重要な事
項が点検項目に反映するよう点検様式を見直した上で、効率的かつ実効的に実施した。平
成 29 年度より、職員が法人文書管理の制度内容や重要事項等を容易に確認できるよう、解
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説付きのチェックシートを新たに作成した上で、自主点検を行い、適宜、文書管理者等へ
の指導・助言を実施した。
平成 31 年度においても、引き続き所内全部署にて法人文書の管理状況に関する自主点検
を適切に実施するものとする。
平成 28 年度より、法人文書の登録・管理機能を一層充実化するため、新たな法人文書管
理システムの運用を開始し、平成 29 年度には、運用開始後のフォローアップとして、更に
操作性を高めるためにシステム改修を実施した。また、平成 29 年度より、職員等から問合
せが多いシステムの操作方法等についての FAQ を作成した上で、所内イントラに掲載する
等により職員等に周知した。
平成 31 年度においても、引き続きシステムを用いた適切な法人文書管理を実施するもの
とする。
平成 29 年度より、文書保存期間等の基本事項を定めた法人文書分類基準表のひな
型を新たに作成した上で、所内全部署の基準表の一斉更新を実施するとともに、更新後の
基準表をイントラに掲載し、法人文書を適切に管理するための基本情報として職員等に周
知することとした。
加えて、平成 30 年度には、新たに所内全部署の基準表を公式ホームページで公開するこ
ととしたことで、産総研の業務運営の透明性の向上に寄与した。
平成 31 年度においても、引き続き所内全部署の基準表の更新を行い、それをイントラに
て周知するとともに、公式ホームページにて公開するものとする。
平成 29 年度には、法人文書の適切な管理の一環として、全ての公印（106 個）の管理・
使用状況に関する調査を実施した。調査結果を踏まえ、平成 29 年度より、各公印の使用範
囲を明確化し、各公印が適正に使用されるよう、所内周知を徹底した。
平成 31 年度においても、引き続き各公印が適正に使用されるよう、所内周知の徹底を図
るものとする。
平成 29 年度及び平成 30 年度には、行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正を
受け、文書管理・決裁規程を適切に改正し、文書管理者等の理解を徹底するため、文書管
理者等向けに説明会（平成 29 年度 1 回、平成 30 年度 1 回）を開催した。
また、平成 30 年度には、平成 30 年 2 月に発生した不正なアクセスの再発防止策の一環
として、秘密文書の運用方法の見直しを行い、秘密文書として取り扱うべき文書の範囲を
明確化し、文書管理者等向けに説明会を開催し、理解の増進を行った。
平成 31 年度においても、規程改正や運用方法の見直し等を行う場合には、引き続き文書
管理者等向けに説明会を開催する等により、周知徹底を図るものとする。
平成 30 年度より、法人文書の適切な管理について、職員等の認識、理解を増進させるた
め、全職員等を対象にｅ-ラーニングによる研修を実施した。これにより、適正な文書管理
の推進及び産総研の信頼性の向上に寄与した。
平成 31 年度においても、引き続き全職員等を対象にｅ-ラーニングによる研修を実施す
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るものとする。
【効果】
情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求について、期限内に適切に開示決定等
を実施した。法令等に基づく情報公開について、正確かつ最新の情報を公開することによ
り、業務運営の透明性を確保した。また、任意事項の情報公開について、全ての所内規程
類を公開することにより、業務運営の透明性を向上させたほか、外部連携の軸となる共同
研究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームページで公開し、企業等との間における
取組方針を示すことにより、連携推進の基盤を形成した。
法人文書の管理状況に関する自主点検、文書保存期間等の基本事項を定めた法人文書分
類基準表の公表及び法人文書管理に関する e-ラーニングの導入等により、産総研における
法人文書の適切な管理を一層推進した。また、適正な文書管理の推進により、産総研の適
正かつ効率的な運営に資するとともに、産総研の活動に係る対外的な説明責任を果たすこ
とにより、産総研の対外的な信頼性向上に寄与した。

【実績】
個人情報保護の点検の推進については、毎年度、所内全部署にて保有個人情報の管理状
況に関する自主点検を適切に実施した。
平成 29 年度には、自主点検の方法について、効率性及び実効性を向上させる観点から他
機関（理化学研究所、物質・材料研究機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、情報
処理推進機構）との比較調査を行い、自主点検項目の重点化及び管理区分（個人情報の重
要度の区分）の簡略化を実施した。
平成 30 年度より、保有個人情報の取得先や提供先等を正確に把握し、個人情報の利用目
的に即した管理が徹底できるよう、点検項目にそれらの情報の記載を必須とするなどの見
直しを行い、所内全部署にて自主点検を実施した。
平成 31 年度においても、引き続き所内全部署にて保有個人情報の管理状況に関する自主
点検を適切に実施するものとする。
平成 29 年度より、保有する個人情報が多い部署（平成 29 年度 5 部署、平成 30 年度 7 部
署）に対して、個人情報の管理状況等の現場調査を行い、適宜、指摘・助言等を実施した。
また、現場調査時における指摘事項が適切に改善されたことを確認するためのフォローア
ップを実施した。
平成 31 年度においても、
個人情報の管理状況等の現場調査を適切に実施するものとする。
情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の実施については、平成 28 年度より、保有
個人情報の適切な管理を一層推進するため、保有個人情報の監査体制を強化した。
平成 28 年度には監査室による内部監査として位置付けて適切に監査を実施し、平成 29
年度以降は、情報セキュリティと保有個人情報のそれぞれの視点を取り入れた外部の専門
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家による統合監査を実施した。
これまでの監査実施部署数は以下のとおり。
・平成 28 年度：19 部署
・平成 29 年度：70 部署
・平成 30 年度：82 部署
平成 31 年度においても、引き続き情報セキュリティと保有個人情報の統合監査を実施す
るものとする。
【効果】
保有個人情報の自主点検について、点検項目の重点化及び管理区分（個人情報の重要度
の区分）の簡略化を行ったことにより、各部署が確認すべきポイントが明確になったほか、
点検作業の効率性と実効性が飛躍的に向上し、これまで以上に点検作業を効率的に実施す
ることが可能となった。また、保有個人情報の取得先及び提供先等の状況が適切に確認で
きるよう、自主点検項目を最適化したことにより、個人情報の利用目的に即した管理が一
層徹底されることとなった。
情報セキュリティと保有個人情報の統合監査について、個人情報と密接不可分にある情
報セキュリティの視点や外部の専門家の視点を取り入れることで、監査の実効性を確保し
た。また、監査対象部署の拡大を図られたことで、より個人情報の適切な管理の推進に繋
がった。

【実績】
個人情報保護の普及・啓発について、マイナンバーを含む個人情報保護について、職員
等の認識、理解を増進させるため、毎年度、全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を
実施した。また、毎年度、規程や制度の改正等に合わせて研修資料の見直しを行うことで、
研修内容の充実化を図るとともに、平成 29 年度より e-ラーニングのテスト問題を導入し、
職員等の理解度を確認した。
平成 31 年度においても、引き続き全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施する
ものとする。
個人情報保護等を含めた情報の適切な管理についての意識啓発及び理解度の確認のため、
毎年度、全職員及び外部人材を対象に情報セキュリティ及び個人情報保護に関するセルフ
チェックを実施した。
平成 31 年度においても、引き続き全職員及び外部人材を対象にセルフチェックを実施す
るものとする。
【効果】
e-ラーニング及びセルフチェックの実施を通じて、個人情報保護に関する職員等の理解
が向上したことにより、従来看過されてきた可能性のある軽微なインシデントについても

- 217 -

迅速なインシデント報告を提出することが浸透するとともに、個人情報の適切な管理が徹
底され、重大な情報インシデントの発生件数の抑制に繋がった。
平成 27 年度：インシデント件数 9 件、うち重大な事案数 0 件
平成 28 年度：インシデント件数 23 件、うち重大な事案数 2 件
平成 29 年度：インシデント件数 14 件、うち重大な事案数 1 件
平成 30 年度：インシデント件数 15 件、うち重大な事案数 0 件（平成 30 年 12 月 25 日現
在）
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 平成 30 年度 研究関連業務評価委員会
評価資料（実績と効果）

５．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室（年度評価）
中長期計画項目番号

Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
＜一部＞
Ⅰ．３．(１)

研究人材の拡充、流動化、育成

Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞

Ⅱ．３．

適切な調達の実施

Ⅱ．５．

業務の効率化

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

Ⅶ．２．

業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進

Ⅶ．５．

情報公開の推進等

＜一部＞
＜一部＞
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Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入
【中長期目標】
他方、研究領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で
革新的な技術シーズの創出やその磨き上げに取組む研究者と、
「橋渡し」研究後期で個別企
業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特
許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた
論文や強い知財の創出（質及び量）
、
「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）等、
「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が意
欲的に取り組めるよう、各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸の
設定等を通じてインセンティブ付与を行い、結果として、研究領域全体として効果的な「橋
渡し」が継続的に実施されるよう努めるものとする。
【中長期計画】
他方、領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で革新
的な技術シーズの創出やその磨き上げに取り組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企
業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特
許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた
論文や強い知財の創出（質及び量）、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）
等、「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者
が研究開発に必要な多様な業務に意欲的に取り組めるよう、研究職員の個人評価において
は各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸を設定して行う。こうし
た評価の結果に対しては研究職員の人事や業績手当への反映等の適正なインセンティブ付
与を行い、結果として、研究職員が互いに連携し、領域全体として効果的な「橋渡し」が
継続的に実施されるよう努める。さらに、個人の業績に加えて、研究ユニット、研究グル
ープ等に対する支援業務、他の研究職員への協力等の貢献、マーケティングに関わる貢献
も重視する。こうして領域全体として効果的な「橋渡し」が継続的に実施されるように取
り組む。
【平成 30 年度計画】
・人事評価制度について、引き続き、以下の取り組みを実施する。
1） 「橋渡し」への貢献に対する具体的な評価事例を、職員に公表する。
2）

平成 30 年度は 3 年に 1 回開催している評価者研修を実施する。

【実績】
1）第 4 期中長期目標期間の人事評価制度として、平成 27 年度より、「橋渡し」機能強化
を念頭に置き、論文・特許等の業績と同じく、企業等との連携や「橋渡し」実現に向けた
組織的取組に対する貢献を、研究職員の重要な個人業績として位置付ける評価基準を導入
した。
当該評価基準を職員に浸透させるため、平成 29 年度に引き続き、平成 30 年度における研
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究職員の業績評価及び昇格審査の評価において、「橋渡し」実現等の観点から高評価となっ
た主な業績事例を、所内イントラネットで公表した（公表件数：11 件）。
（主な評価事例）
・産学連携研究コンソーシアムにおいて、実験の立ち上げから企業への橋渡しまでを主体
的に進め、合計 11 社から 1 億円を超える企業資金を獲得した。また、自身の基礎研究を立
ち上げ、英語論文を投稿、発表した。
・製造現場の技術的課題に対して、有効に利用できる手法を実証した。その結果、企業か
ら信頼を得て、大型共同研究資金を獲得して橋渡しに貢献した。
2）平成 30 年度計画として、個人評価制度に関する評価者の理解を再確認し、適切な評価
制度を運用するための評価者研修を予定していた。しかし、平成 30 年度の当初において、
論文等研究業績の一層の創出促進を図るため、数値化が可能な場合は個人の年度目標に数
値目標を明記させるよう、産総研全体の方針が変更となった。これにより、目標設定期間
中における評価者研修の開催が困難となったことから、座学による評価者研修の開催をや
め、評価者への個別説明を実施した。さらに、評価の手引きを改定し、職員への周知・浸
透を図った。
3）平成 29 年度に引き続き、職員のモチベーション向上に資する評価制度（業績手当の査
定分の拡大）となるよう、「橋渡し」実現等の業績を職員の給与に一層反映させるため、賞
与（業績手当）のインセンティブ部分（業績反映分）を平成 29 年度の 19％から平成 30 年
度は 23％に拡充した。
【効果】
1）所内イントラネットでの業績事例の公表により、「橋渡し」研究後期の取組に偏ること
なく、目的基礎研究又は「橋渡し」研究前期の業績についても高く評価されていることが
研究職員に認識された。研究職員が評価基準を認識したことにより、個人の年間研究・業
務計画書における目標設定や昇格審査の業績アピールに、目的基礎研究又は「橋渡し」研
究前期にも言及した取組が盛り込まれるようになり、技術シーズの創出から橋渡し研究へ
と繋がる継続的な研究の推進に対する意欲の醸成が認められた。その結果、平成 30 年度の
民間資金獲得額は、83.9 億円（平成 30 年 12 月時点）となっており、平成 29 年度実績（83.3
億円）を上回った。
2）評価制度の周知・浸透により、年間計画の目標設定において、研究開発成果の論文投稿
件数や、国内外会議での発表件数などの具体的な数値目標を盛り込む研究職員が多く認め
られた。 研究職員個人の数値目標設定の明示により、研究ユニット・領域の組織目標達成
に向けて、PDCA サイクルが加速し、より一層の研究成果の創出が期待される。
3）業績手当の査定財源拡充により、評価結果を給与へと反映する際に、評価結果に応じて
メリハリを付けた査定を行うことが可能となり、職員の意欲的な研究開発成果の創出に資
するモチベーション向上、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献した。
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Ⅰ．３．(１)

研究人材の拡充、流動化、育成

【中長期目標】
上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の
養成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努めるものと
する。
第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多
様な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を
研究者として雇用するリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極的かつ効果的な活用を図
ることとする。また、現在、新規研究者採用においては、原則として任期付研究員として
採用し、一定の研究経験の後に、いわゆるテニュア審査を経て定年制研究員とするとの運
用がなされているが、採用制度の検討・見直しを行い、優秀かつ多様な若手研究者の一層
の確保・活用に向けた仕組みの構築を進めるものとする。
さらに、産総研における研究活動の活性化に資するだけでなく、民間企業等への人材供給
を目指し、実践的な博士人材等の育成に積極的に取組むものとする。具体的には、産総研
イノベーションスクールの実施やリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極活用等を通し
て、産業界が関与するプロジェクト等の実践的な研究開発現場を経験させるとともに、事
業化に係る人材育成プログラムなどを活用することによって、イノベーションマインドを
有する実践的で高度な博士研究人材等の育成を進めるものとする。
第二に、特に、
「橋渡し」機能の強化に向けたマーケティング機能強化に当たっては、内部
人材の育成に加え、企業等外部人材を積極的に登用するものとする。
第三に、
「橋渡し」研究能力やマーケティング能力を有する職員の重要性が増大する中、こ
うした職員の将来のキャリアパス構築も重要であり、優れた「橋渡し」研究能力やマーケ
ティング能力を有する職員については、60 歳を超えても大学教員になる場合と比べ遜色な
く、その能力と役割を正当に評価した上で処遇を確保する人事制度等の環境整備を進める
ものとする。
第四に、ワーク・ライフ・バランスを推進し、男女がともに育児や家事負担と研究を両立
するための具体的な方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具体
的なプログラムの策定等を行い、女性のロールモデルの確立と活用を飛躍的に増大させる
ための環境整備に取組むものとする。
【中長期計画】
上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の
養成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努める。
第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多様
な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を研
究者として雇用するリサーチアシスタント制度の積極的かつ効果的な活用を図る。
【平成 30 年度計画】
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・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進めるとともに、制度の
一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。
1)

クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人材の受け入れと

同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組織の枠組みを超えた研究体制を積
極的に活用する。
2)

リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者に
ついては、テニュア化までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積
極的に適用する。
・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年度実績と同等以上の人
数の受け入れ・出向を目標とするとともに、本制度を活用した民間企業への職員出向の
実施を目標とする。
・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。
1） 職員が研究者倫理、コンプライアンス、安全管理などの必要な基礎知識を習得する
よう、e-ラーニング等の研修を引き続き徹底させるとともに、必要に応じて受講内容等
について見直しを図る。
2） 研究職員の研究能力及びマネジメント能力向上を研修により支援する。特にユニッ
ト長等研修をはじめとする階層別研修について見直しを実施し、職責により求められる
マネジメントや人材育成の能力の向上を図る。
・産業界のニーズや社会情勢を踏まえ、研修内容を見直しつつ、研究職員の多様なキャリ
アパス形成を支援する研修を実施する。また、パテントオフィサー人材育成に向けた研
修を実施する。
・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティブな若手博士研究者
等を輩出することを目的とし、若手博士人材および大学院生等を対象に、講義・演習と
産総研における研究実践、長期企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワ
ーク構築を継続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講義聴
講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げる。
・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケティング人材育成事業
等の研修を実施し、内部人材を育成する。
・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行う。
・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管理マネジメント能力
等を有する定年後の職員について、その能力等に応じた適切な処遇のもと、必要な人材
の登用を引き続き行う。
・多様な属性を持つ人材のポテンシャルを生かし、個人の能力を存分に発揮できる環境を
実現させて産総研の研究開発力強化や「橋渡し」機能の充実を目指すため、産総研「第 4
期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策」に基づくアクションプランや、産
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総研「女性活躍推進法行動計画」に基づく取り組みを継続して推進する。
・男女が共に育児等と仕事とを両立することができ、ライフイベントに左右されずに高い
業務パフォーマンスを発揮できるような、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、
産総研「次世代育成支援行動計画」に基づく取り組みを推進する。
【実績】
平成 29 年度に引き続き、平成 30 年度はクロスアポイントメント制度を活用し、大学法
人等の教授等から新たに 11 名（平成 30 年度末合計 50 名、平成 29 年度比約 23％増）の優
れた研究人材を受入れ、研究を推進した。
＜クロスアポイントメント制度による研究人材受入れ状況＞
平成 30 年度末合計 50 名[新規受入れ 11 名（教授 8 名、准教授 2 名、助教 1 名）]
平成 29 年度末合計 42 名[新規受入れ 11 名（教授 6 名、准教授 3 名、助教 1 名、シニ
アフェロー1 名）]
【効果】
クロスアポイントメント制度の活用により、優秀な教授、准教授等の研究人材の流動化
が図られ、目的基礎研究が強化された。

【実績】
優秀な大学院生が学位取得のため産総研で研究活動に専念できるリサーチアシスタント
制度を平成 29 年度に引き続き活用し、平成 30 年度は 329 名の優れた大学院生が産総研の
研究開発業務に従事した。大学での学業を行うため産総研に長期滞在することが困難な学
生でも、学生の事情に応じて雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あたりの勤務日数
について、柔軟な設定を可能とする運用を継続して実施した。その結果、制度活用が促進
され、リサーチアシスタントの採用実績が約 23%（採用総数平成 29 年度比）増加した。
＜リサーチアシスタント採用実績＞
平成 30 年度：（修士）232 名、（博士）97 名

：

計 329 名

平成 29 年度：（修士）197 名、（博士）71 名

：

計 268 名

【効果】
リサーチアシスタント制度の活用により、多くの優秀な大学院生が産総研の研究拠点で
実施されている国の研究開発プロジェクトや民間企業との共同研究プロジェクト等へ参画
することが可能となり、産総研の研究開発力の強化及び大学院生の研究人材としての育成
が促された。

【実績】
卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新たな研究領域や技術分野等の開拓が期待で
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きる研究員として文部科学省の選考により決定された若手研究者である。新たな研究分野
に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる環境の実現を目指すと
ともに、多様な研究機関において活躍し得る若手研究者の新たなキャリアパスを開拓する
ため、卓越研究員制度を平成 29 年度に引き続き活用し、平成 30 年度は 3 名の優れた若手
研究者を採用した。
また、従来から修士卒研究員を採用してきた計量標準総合センター及び地質調査総合セ
ンターに加え、平成 30 年度にエネルギー・環境領域及び生命工学領域においても修士卒研
究員の採用を開始し、平成 30 年度は 8 名を採用した。
【効果】
こういった優秀な若手研究者を採用することで、産総研の研究推進で活躍し、我が国の
科学技術や学術研究、科学技術イノベーションの将来を担う優れた研究リーダーになるこ
とが期待できる。また、近年、人口減少及び大学院博士課程への進学率の低下により博士
課程在籍者が減少し、若手研究人材の獲得競争が激しくなる中、修士卒研究員の採用を行
うことで、優秀な若手研究人材を確保することができた。

【実績】
研究職員公募選考採用においては、テニュアトラック型任期付研究員（任期：原則 5 年
（任期終了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない定年制の研究員となるための審
査を受けることが可能）とテニュア研究員（任期：定めなし）のいずれかの採用区分に限
定せず公募を行い、極めて高い研究業績等を有する者に関しては積極的にテニュア採用と
する運用を継続して実施した。
テニュアトラック型任期付研究員採用内定者 50 名のうち、特に優れた研究業績等を示す
8 名（16%）については、任期を通常の 5 年から 3 年または 4 年に短縮して採用を行うこと
で、早期のテニュア化を促進した。
【効果】
研究職員公募選考採用に、多様な研究経歴・業績を有する研究人材（学生、ポストドク
ター（ポスドク）、助教、教授、企業出身等）からの応募があった。
優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期短縮での採用を行うことで、優秀な若手
研究者のより一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋渡し研究の更なる強化に寄
与した。

【実績】
平成 30 年度は、新規に 17 件（平成 30 年 12 月時点）のクロスアポイントメント協定の
締結を行い、大学法人及び民間企業との間の受入者・出向者は総勢 68 名の活用実績となっ

- 225 -

た。
また、平成 30 年 4 月からクロスアポイントメント制度を活用した産総研から民間企業へ
の出向を実現させた。
＜クロスアポイントメント制度の実績（平成 30 年 12 月 1 日時点）＞
受入：50 名

18 大学、1 民間企業、1 機関

出向：18 名 9 大学、1 民間企業、3 機関
合計：68 名
【効果】
研究者等が二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理のもとで、それぞれ
の機関における役割に応じて研究・開発又は教育に従事することが可能となるクロスアポ
イントメント制度の活用促進により、人材流動性を高め、産総研の橋渡し機能を強化する
ための研究開発体制の構築に寄与した。

【実績】
「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管理」等の職員の職務遂行に必要な基礎知
識に関する受講カリキュラムの見直しを行うとともに、平成 30 年度には「法人文書管理」
の講座を新規に追加し、全 15 項目の e-ラーニングとして実施した。また、e-ラーニングの
受講促進を図るため、所内全体への周知、受講未了者への催促を実施したほか、特にコン
プライアンス推進週間においては、集中的に受講を進める取組も行い、受講率を 76.7％（平
成 31 年 1 月時点）とした（平成 29 年度受講率：68.5％）。
また、職員に必要な基礎知識の理解をより一層深めるため、平成 30 年度も受講終了後の
理解度テストに合格基準（正答率 80%）を設定し、理解度テストに合格しない場合は受講が
完了しないこととした。さらに、e-ラーニング受講後においても職員の基礎知識の確認が
容易にできるよう、e-ラーニング資料を所内イントラネットに公開し、理解定着に繋げた。
【効果】
e-ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、平成 29 年度に引き続き、理解度テスト（合
格基準：正答率 80％以上）を設定することで、職員の職務遂行に必要な基礎知識の習得と
定着が促された。

【実績】
役職ごとに求められる専門スキルや人間力 （知的能力、対人関係力、自己制御力）の向
上を目的として、従前から行ってきた階層別研修（全 17 種類）にグループワークを導入す
るなど研修内容を充実させ、総受講者数 668 名に研修を実施した。管理者向け研修で実施
していたメンタルヘルスの研修講義については演習を新たに取り入れ、管理者が職員の行
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動面のサインを受け止めしっかりと対応できるよう、カリキュラムの見直しを行った。さ
らに研究グループ長等研修では、従来個別に実施してきた「企業との合同研修」を組み入
れ、企業側の考え方を学び、企業と連携する有効な手法の習得を目指した。また、中堅の
研究職員を対象とした研修では、内部講師（研究戦略部長）による対話式の講義のほか、
外部講師（企業の製品・研究開発経験者）による演習を交えた研修を実施し、研究者とし
ての今後のキャリアパスへの意識づけを行うなど、役職ごとの研修を適宜見直した上で実
施した。
【効果】
階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役職に必要な専門スキルや人間力の醸成
に関して講義をより詳しく具体的に学ぶことができ、今後のキャリア開発の意識付けに寄
与した。特に、グループワーク等を通じて受講者同士の議論を充実させることにより、各
階層が抱える課題や問題意識を共有・認識させることで、主体的に考える機会を設けるこ
とができた。

【実績】
専門知識の習得はもとより、自己の職務遂行能力の向上や、多様なキャリアパスの実現
を支援するため、財務会計研修や英語プレゼンテーション研修などのプロフェッショナル
研修を実施した（全 10 講座、総受講者数 905 名）
。特に、橋渡し人材の中核となる領域パ
テントオフィサーの育成及び職員の知的財産に関する基礎能力向上を目指した「知的財産
権研修」（全 7 回）を実施した。また、海外派遣に関しては、職員が企画立案や業務運営等
に係る高い知見を習得できるよう、派遣先を従来の海外の大学教育機関から大学研究機関
及び行政機関に拡充し、平成 30 年度は大学研究機関（ケンブリッジ大学）に研究職 1 名を、
日本学術振興会（ボン研究連絡センター）に事務職 1 名を派遣した。さらに、行政機関（OECD;
経済協力開発機構）への平成 31 年度派遣に向け、当該機関との調整を進めた。若手の事務
職員に対して、自身の視点から産総研地域センターや、地域が抱える問題点や課題点につ
いて主体的に考える契機とするため、産総研の地域センターに約 1 か月派遣する「地域セ
ンター派遣研修」を実施し、5 名を派遣した。また、職員自らが企画・調整・運営を行う企
画研修を公募し、特に業務上有益な研修を 4 件採択し実施した。
【効果】
プロフェッショナル研修においては、専門技能の習得に係る多彩な研修プログラムを用
意することで、内部の人材育成強化に寄与した。また、海外派遣制度に関しては、被派遣
者がグローバルかつ高い知見を有することで、後に続く若手職員の手本となることが期待
できる。
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【実績】
博士人材を対象としたコース「イノベーション人材育成コース」においては、若手博士
人材 15 名を対象に人材育成プログラムを実施した。また、本コースの特徴である長期企業
研修では、それぞれのスクール生が希望する企業現場で、産業界で活躍するために必要な
スキルを学んだ。技術の橋渡しを通じて企業との繋がりの深い産総研の特色を生かし、多
様な業種の企業の協力を得ることで実施した。
大学院生向けコース「研究基礎力育成コース」については、産総研の研究への参加と優秀
なイノベーションスクール生の応募を促進するため、産総研の特徴を活かしかつ大学院生
のニーズに合わせた講義演習を実施し、40 名（平成 29 年度 28 名）を育成した。
また、聴講を希望する大学院生 3 名に対し講義への参加による人材育成を行った。
社会が求めるイノベーティブな人材の育成を目指す特徴的なカリキュラムとして、数か
月にわたるグループワークにより課題解決のための提案を実践する「中鉢塾」（理事長によ
る講義）を開催した。企業経営者と研究組織の長を経験した理事長自ら、若手人材の育成
に取り組み、長期的かつ俯瞰的な視野に立った決断力を養成することを目的としている。
他の人材育成制度とも連携を深めるため、JST 人材育成事業ナノテクキャリアアップアライ
アンス（CUPAL）と合同で、企業活動で求められる転用・応用可能なスキルであるトランス
ファラブルスキル強化を目指したサマースクールを今年度初めて開催した。22 名の若手研
究者のスキルアップを支援した。
修了生の人的ネットワーク化の推進については、平成 20 年のイノベーションスクール発
足以来全コース合わせて 422 名（博士人材のみでは 292 名）にものぼる修了生の同窓会組
織「桜翔クラブ」を継続的に支援した。この中で、修了生による初の試みとしてイノベー
ションサマースクールの自主開催などにも協力を行った。
【効果】
博士人材向けコース「イノベーション人材育成コース」については、将来的に研究を主
導することで産業技術力の強化に貢献が期待される博士人材を社会に多数輩出しているこ
とから、産業界から新規事業開拓分野を中心にスクール生の企業研修への受入れに高い期
待が寄せられた。その結果、全員が希望する企業で研修を受けることができた。
大学院生向けコース「研究基礎力育成コース」についても、大学等の人材育成部門の担
当者等に好評で、制度説明の依頼も多く、その結果受講生数 40 名(前年度 28 名)と著しく
増加した。
異分野交流の実践の場として、つくばサイエンス・アカデミー主催の SAT テクノロジー・
ショーケース 2019 に参加し、総合得点賞を筆頭に 5 名のスクール生が受賞した。
修了生の同窓会組織「桜翔クラブ」への支援を通じて、産総研をハブとする人的ネット
ワークが充実し、後輩となる修了生の研修受け入れや産総研との間での共同研究に発展し
たものもある。
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【実績】
海外派遣型マーケティング人材育成事業として、平成 29 年 11 月から 1 年間、フランス
国立科学研究センター（CNRS）のイノベーション・事業連携部へ事務職員 1 名を派遣し、
フランスの大学・企業と産総研との連携に繋がる新たな共同研究の発掘や、共同研究に基
づく技術移転の推進などの業務を通じて、技術マーケティング手法等を習得させた。さら
に、CNRS との一層の連携強化や連携構築の具体化に向けて、当初 1 年間を予定していた派
遣期間を 1 年延長し、被派遣者が海外機関において新たな知見やスキルを身に付ける機会
の拡大に繋げた。
【効果】
海外の研究機関において技術マーケティングや研究連携等の業務に直接的に携わること
を通じ、事務職員のマーケティング能力に磨きをかける機会が拡大され、産総研の橋渡し
人材の育成が推進された。

【実績】
民間企業に雇用される者であって、当該企業への復帰を前提として産総研に在籍出向し、
産総研が特に必要と認める研究課題を推進する人材を受入れる特定集中研究専門員制度の
活用により、平成 30 年度は民間企業から新規に 32 名を受入れ、51 の企業から、年度累積
合計 137 名を受入れた（平成 31 年 2 月時点）
。また、マーケティング業務を推進する人材
（上席イノベーションコーディネータ等）として、平成 30 年度は、民間企業等から新たに
6 名（平成 31 年 2 月時点）を受入れた。
【効果】
特定の研究課題に従事する者を特定集中研究専門員として受入れることにより、産総研
の指揮命令が及ぶ研究開発体制を構築することによって橋渡し機能の強化に繋がった。ま
た、マーケティング業務を推進する人材を民間企業等から受入れることにより、新たな共
同研究契約等の締結に繋げるなど、外部研究資金の獲得に寄与した。

【実績】
定年後の職員のうち、優れた研究能力、マーケティング能力又はマネジメント能力等を
有する者を、引き続き研究現場等に配属したほか、能力等に応じて 13 名を上席イノベーシ
ョンコーディネータ、イノベーションコーディネータ、事業所長、パテントオフィサー等
として内部登用した。
定年後の職員の内部登用のほか、今後の自己キャリアの可能性に関する意識を高めるこ
とを目的としたセカンドキャリア研修を実施するとともに、産総研職員が外部に新たな活
躍の場を発見するための再就職支援策に取り組んだ。具体的には、再就職希望で長年勤務
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した応募者のうち一定条件を満たした者を認定し、認定者に対して再就職先のマッチング
を行う再就職支援事業を創設した。平成 30 年度においては、セカンドキャリア研修に 14
名が参加、あわせて導入した早期退職募集制度への応募者が 4 名あり、当該 4 名を再就職
支援者として認定した。
【効果】
定年後の職員の能力等に応じた適切な内部登用により、研究ユニットの運営・管理、橋
渡し研究の推進、研究所の適切な統括管理等の業務の推進がもたらされるとともに、OJT 等
を通じた現役職員の育成に効果があった。
職員の高年齢化が起きている状況下において、セカンドキャリア研修は職員自身の最適
なキャリア意識の醸成に寄与するとともに、今後本取組みを継続することにより再就職を
促進し、人材の流動化に繋がると期待される。

【実績】
育児・介護等で時間制約がある研究職員の研究活動の障壁を解消・低減するため、平成
29 年度に試行的に実施した研究補助員雇用支援事業を平成 30 年度も継続して実施し（育児
支援対象者：11 名）、研究活動に有効となる研究補助員の雇用条件について支援内容の検討
を進めた。本事業の実施状況と、支援対象者及び上長へのアンケート・ヒアリング結果に
基づく本事業の有効性を所内会議にて報告し、当初計画になかった平成 31 年度における本
事業の内部予算による運用が認められるに至った。
研究所で働くすべての役職員、特に研究グループ長以上の管理職の意識改革を目指し、
職場におけるダイバーシティ推進やダイバーシティ・マネジメントについて、真の必要性
を理解していくために、年度当初計画になかった新たな試みとして有識者である内永ゆか
子氏（産総研経営戦略会議委員、NPO 法人 J-Win（ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・
ネットワーク）理事長）を招いて講演会を開催した（参加者 339 名、外部機関からの参加
者 18 名も含む）。
女子大学院生・ポスドクを対象に、懇談会及びラボ見学等を行うイベントを引き続き開催
した。全国より 46 名の女子学生・ポスドク（外国籍含む）の参加があり、将来の職業選択
の一助となるような活動を行うことができた。また、イノベーション推進本部及び中部セ
ンターが主催した「フロンティア材料フェア in 中部」において、学生セミナーを計画し
て実施した。本セミナーでは産総研の各種受入制度及び材料研究に関する紹介を行い、産
総研に在職する女性研究者を中心とした職員と学生との交流の場を設けたほか、ダイバー
シティ・女性活躍推進担当理事（以下「理事」という。）の講演、及び学生と理事長との懇
談会を実施した（参加者 36 名）。
所内 4 領域（エネルギー・環境、材料・化学、エレクトロニクス・製造、計量標準）の
提案を受けて、当初計画にはなかった新たな取組として、個人会員数 20,000 名を超える大
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規模な学会である応用物理学会の学会誌に産総研紹介の記事広告を掲載した。本記事広告
の掲載にあたっては、ダイバーシティ推進室が「女子大学院生とポスドク対象イベントの
紹介」の取材対応を行った。また、4 領域に所属する女性研究者等と理事との座談会の調整
に全面的に協力し、将来、産総研での研究職を目指す世代に向けて、産総研におけるダイ
バーシティ推進に関する事例を積極的に紹介した。さらに、応用物理学会春期学術講演会
において、理事による基調講演で、産総研におけるダイバーシティ推進の取組を紹介し、
産総研が魅力溢れる職場であること、活発な研究活動を展開している状況などを紹介した。
全国の 20 の研究教育機関をメンバーとするダイバーシティ・サポート・オフィス（DSO）
において、平成 30 年度の会長職に理事が選任された。産総研が中心となり、DSO 参加機関
への情報発信やセミナー参加の呼びかけを行うとともに、DSO 参加機関間による情報交換等
を積極的に実施し、DSO 参加機関におけるダイバーシティ推進を牽引した。
外国人研究者に対してイントラ英語ページに関するアンケートやヒアリングを実施し、
所内業務を行う上でニーズの高い項目である旅費システム等を中心に担当部署に働きかけ、
英語ページの充実を図った。
「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策」及び「女性活躍推進法行動
計画」に掲げた、「研究職における計画期間累積採用者の女性比率を 18%以上にする」及び
「管理職に占める女性比率を 5%以上とし、次世代の女性管理職を育成する」という 2 つの
数値目標について、平成 30 年度については研究職における採用者の女性比率 16.8%(平成
30 年 12 月末日時点)、管理職に占める女性比率 6.3％(平成 30 年 12 月末日時点)となって
おり、第４期中長期目標期間における目標はいずれも達成に近づいた。
【効果】
研究補助員雇用支援事業を継続したことにより、支援対象とした研究職員が関わる研究
業務の停滞が緩和し、研究環境の改善に貢献した。支援を受けた研究職員はもとより、上
長からも本支援事業による研究活動への実質的な効果があった旨のコメントを得た。本支
援策を含め、所内の育児・介護支援制度の充実を図ることは、男女ともに働きやすい環境
の実現と若手職員の経験を後押しする次世代育成にとどまらず、特に、これまで時間制約
のある傾向にあった女性職員の登用促進に繋がることが期待できる。
＜上長からのコメント例＞
・今回の支援を受けて、初めて契約職員を雇用したことで、グループ員本人が業務を整理
し契約職員との業務の分担を考えるなど、業務のマネジメントを体験させることができ
た。また、研究への向き合い方や研究者としての将来のマネジメントを熟考するきっか
けとなり、良い経験となったことを見受けた。
ダイバーシティ・マネジメントについての講演会には、女性職員のみならず、男性職員、
グループリーダーやさらに管理職など 300 名を超える職員が出席し、女性活躍推進を含め
た真のダイバーシティ・マネジメントの必要性の理解と意識改革に繋がった。また、内永
氏の依頼により、産総研理事長が産総研のダイバーシティ・マネジメントについて産業界
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の次期女性リーダー候補に向けて講演・紹介する機会が設けられ、所内のダイバーシティ
推進に関する取組と風土醸成に向けての事例が広く紹介されるなど、産総研の存在感を高
めることに繋がった。
産総研に在職する女性研究者と直接対話のできる懇談会や、研究現場の様子を知ること
のできるラボ見学ツアー等のプログラムからなるイベントを実施した結果、イベント参加
者からのラボ見学及び産総研の研究についての問合せや、大学側から「女性研究者を増や
す取組」として大学生・院生向けに産総研を紹介する計画の相談が寄せられるなど、産総
研への関心が高まった。平成 28 年度より継続して実施している本イベントにより次第に産
総研の認知度が高まり、平成 30 年度、第 1 回産総研研究職員公募への女性の応募者数が、
平成 29 年度に比べ約 1.8 倍に増加した。さらに、研究職採用内定者の中には本イベント参
加者もおり、イベント参加が産総研で研究することを選ぶきっかけとなるなど、女性研究
者の採用増加に繋がっている。本イベントは大学からの関心も高く、継続的な実施をうけ
て、大学関係者から本イベントに参加する学生に対し旅費の支援を検討する旨の積極的な
コメントが寄せられたほか、イベントの様子が茨城新聞（平成 30 年 11 月 20 日）に掲載さ
れたことで、地域社会においても産総研のダイバーシティ推進に向けた取組への関心を高
めるきっかけとなった。
応用物理学会誌に産総研紹介の記事広告及び女性職員を中心とする座談会記事を掲載し、
女性研究者の働く場としての産総研の研究活動を周知することが、産総研の認知度の向上
に繋がった。学会誌は直接手にしてもらう機会も多く、就職を考える大学生・大学院生並
びに指導教員等にもアピールする場として最適であり、産総研を研究の場として希望する
女子学生の増加に繋がると期待している。さらに、応用物理学会春期学術講演会において、
理事による基調講演の際に、産総研ダイバーシティ推進の取組を紹介したことで、産総研
の良さをアピールできた。これにより、本講演会の開催時期に発行された学会誌の広告記
事と合わせて、特に女子学生の研究職採用公募への応募増につながる可能性が期待される。
DSO の平成 30 年度会長職に産総研の理事が選任され、産総研が中心となって、DSO にお
けるダイバーシティ推進を牽引した結果、産総研のダイバーシティ推進の取組や成果を DSO
参加機関へアピールすることに繋がり、DSO 参加機関によるダイバーシティ推進をさらに刺
激することとなった。また、他の参加機関において効果的であった在宅勤務の拡大や海外
赴任時の配偶者同行制度などの取組を参考にすることで、産総研におけるダイバーシティ
推進の取組をより強力に推し進めることができると期待される。
外国人職員と日本語のみのシステムを利用する際の工夫等の意見交換から寄せられた要
望に対して、関係部署に働きかけた結果、英語マニュアルが作成され、業務支援に繋がっ
た。
以上に掲げた取組等の成果が現れ、産総研が男女を問わず働きやすい職場環境となるこ
とで、女性研究者及び女性管理職の比率が更に上昇することが期待でき、産総研が女性活
躍推進に積極的に取り組んでいることを内外にアピールでき、組織としての注目度が高ま
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り、研究・教育機関連携のネットワークの牽引役としての期待が寄せられている。

【実績】
育児・介護等で時間制約がある研究職員の研究活動の障壁を解消・低減するために、研
究補助員雇用支援事業を平成 29 年度に引き続き実施し（育児支援対象者：11 名）、真に研
究活動に有効となる支援内容の検討を進めた。
次世代育成支援行動計画に基づき、育児・介護等に関する制度紹介や情報発信のための
ランチ会を開催した（3 回、平成 30 年 12 月末現在）。特に、平成 30 年度には、新たに外国
人研究者向けの英語でのセミナーや、男性職員の配偶者出産時の対応等に関する制度紹介
を加えた。また、育児休業からの復帰者への個別面談（6 名、平成 30 年 12 月末現在）を実
施し、育児支援に関する制度等の情報発信及び情報共有を行った。
【効果】
研究補助員雇用支援事業を継続して実施したことにより、当該研究職員が関わる研究業
務の停滞が抑制され、円滑な研究業務の遂行と研究環境の改善が促された。本支援事業の
研究活動への実質的な効果として、上長からは、本制度が導入されたことにより支援を受
けている本人に時間的に少し余裕ができ、データ整理等の作業が進んでいる様子がうかが
えた等、前向きなコメントが寄せられた。加えて、当該支援を受けたことで時間的な余裕
が生じ、今までできなかったことができるようになった、子供の急病で突然職場を離れな
ければならない場合の負担が軽減したなどの感想も寄せられた。さらに、当該支援の対象
者を育児・介護としたことから、介護と仕事の両立に苦慮している職員への支援の選択肢
を広げることに繋がり、両立の負担軽減に対する期待が寄せられている。当該支援策を含
め、所内の育児・介護支援制度の充実を図ることは、男女ともに働きやすい環境を整備し、
ワーク・ライフ・バランスを実現するための支援策として機能していることが確認できた。
また、男性職員や外国人職員に向けたランチ会を行うことで、これまでランチ会に参加
していなかった職員等がランチ会に足を運ぶことに繋がり、広く所内で情報が共有された。
これらの取組は、女性職員だけでなく、男性職員や外国人職員にも働きやすい環境整備に
努めることの必要性を職員等が実感することを通じて、働き方改革の一助になることも期
待できる。
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Ⅰ．３．(３)

特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項

【中長期目標】
②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制
○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発
を担う体制を整備するものとする。
○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、
研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。
○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化
世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及
び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技
術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす
る。
○国際標準化活動を積極的に推進するための体制
技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横
断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整
備するものとする。
【中長期計画】
・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制
特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実
施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者
や優れた技術を集結させる体制を整備する。
・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制
研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、
これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確
保するための仕組みや体制を整える。
国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適
切な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により
社会に発信する。
【平成 30 年度計画】
・優れた研究実績を有する、又は高いマネジメント能力を有する国際的に卓越した研究
人材の確保・育成を引き続き目指す。
・研究者が研究に専念できる環境を整備するため、研究支援人材の確保に向けた施策を
検討する。
・特例随意契約については、「特定国立研究開発法人の調達に係る事務について」
（平成
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29 年 3 月 10 日内閣総理大臣決定、総務大臣決定）に基づき、研究資金の不正使用防
止のためのガバナンスを徹底し、適切な調達を実施する。
・ また、国の調達制度改革に向けた取り組みを踏まえ、より迅速かつ効果的な調達を実
現するため、調達実績の把握・分析等を行い、制度改善に向けた取り組みを推進す
る。
・ 文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏ま
え、研究倫理教育の実施を通じて産総研の研究成果の信頼をより高め、法令順守・リ
スク管理に取り組む。
【実績】
研究プロジェクト（磁気記録と気候変動研究における機械学習方法の開発）を実施する
ため、古地磁気学・環境岩石学の国際的リーダーであり、気候変動研究の論文を多数公表
するなど国際的に卓越した研究者であるオーストラリア国立大学の教授を招聘した。
【効果】
国際的に卓越した研究者を招聘することで、古環境解析からの未来地球環境予測という
社会的に重要な課題解決に挑戦し、招聘者との共同開発により、過去に例のない気候・環
境解析技術の確立を実現することが期待される。
今後、産総研から多くの世界最先端の論文公表が見込まれ、機械学習を用いた磁気シグ
ナル解析の一大拠点として、産総研のプレゼンス向上が期待される。

【実績】
研究現場における優秀なテクニカルスタッフの人材流出防止等を図る観点から、平成 29
年度に見直したテクニカルスタッフ制度の運用を引き続き実施した。具体的には、研究現
場のニーズを踏まえ、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や同一研究ユニット内に
おける別グループへの所属変更及び、外部資金プロジェクトに専従しているテクニカルス
タッフであっても、当初契約の最長雇用期間の範囲内においては業務を変更することを可
能とする運用を実施した。それにより平成 30 年度の制度利用件数は 74 件となり、人材流
出防止と、研究開発等を効率的・効果的に実施するための支援人材の確保に努めた。
また、平成 30 年度に、定年退職者の再雇用制度について、本部・事業組織等に限定して
いた配属先を拡大し、研究推進組織において薬品管理・安全管理業務、論文校閲業務など
に従事できるように見直しを行い、平成 31 年度より運用を開始することとした。
【効果】
テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める制度へ変更したことにより、熟練した技
術を持つテクニカルスタッフを適切に処遇することが可能となり、研究現場を支えている
優秀な研究支援人材の流出防止を通じて、安定的な研究環境の維持が期待される。
また、研究者として豊富な経験を持った定年退職後の再雇用者が研究現場に入ることで、
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より充実した研究支援が期待される。

【実績】
公開見積競争を原則とする新たな随意契約方式「特例随意契約」を唯一導入している国
立研究開発法人として、調達の競争性及び透明性を確保しつつ、調達請求から契約締結ま
での期間を約 40 日から約 20 日に短縮した。
また、研究者が作成する調達事前調査票を省略することにより、研究者の調達請求にか
かる負担を軽減した。
さらに、平成 30 年度調達等合理化計画において「調達に関するガバナンスの徹底」を策
定し、不祥事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。具体的には、全職員を対象とし
た研修（e-ラーニング）において「調達制度」及び「外部研究資金等の適正執行」を設定
し、全職員への調達ルールの周知・浸透を図った。さらに、全事業所等の調達担当者を対
象にしたワークショップ形式の研修会「調達事務におけるコンプライアンスの徹底につい
て」（参加者 35 名）を実施した。
【効果】
特例随意契約の導入にともなう契約締結までの期間短縮による効果は、平成 30 年 4 月か
ら 12 月までで延べ約 20,600 日（契約件数 1,030 件×約 20 日）となり、研究開発の促進に
寄与した。また、調達事前調査票の作成省略は、1 件あたり 1 時間の作業時間削減となり、
平成 30 年 4 月から平成 30 年 12 月までで約 1,030 時間（契約件数 1,030 件×1 時間）の研
究者の事務作業にかかる負担が大幅に軽減された。
全職員を対象とした研修（e-ラーニング）の受講により、研究資金の不正使用となる事
案は発生しなかった。また、調達担当者向けの研修会により、調達担当者のコンプライア
ンスに対する意識が向上し、適切な調達業務を実施した。

【実績】
内閣府に対して、特例随意契約の導入にあたり求められるガバナンスの徹底の状況につ
いて、詳細に報告した。あわせて、契約金額の分布比較を行い、導入効果について意見交
換を行った。さらに、特例随意契約の上限額を現在の 500 万円から 1,000 万円に引き上げ
るよう制度改善の要望を行った。
【効果】
関係省庁で、特例随意契約の上限額の引き上げについて検討の動きがみられ、今後改善
が図られることが期待される。これにより特例随意契約の対象案件が更に拡大することで、
契約締結までの期間短縮による迅速な調達の実現に繋がり、研究成果の早期発現が見込ま
れる。
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【実績】
職員の研究倫理教育として、研究倫理に関する e-ラーニング研修を継続的に実施すると
ともに、役職員等のコンプライアンス意識の向上等のため、平成 30 年度に新たに設定した
「コンプライアンス推進週間」の取組みの一環として、研究推進組織の管理職を対象とし
た研修（講師：研究倫理担当理事）を実施し、研究倫理について考える機会を設けた。
なお、平成 29 年度後半に明らかとなった産総研の情報システムに対する不正なアクセス
によるシステムの停止により、平成 29 年度分の e-ラーニング研修を受講できなかった職員
等に対しては、特設ページを開設して受講を促し、平成 30 年 8 月までに受講を完了させた。
【効果】
研究倫理教育の着実な実施により、研究活動における法令順守・リスク管理に関する一
人ひとりの意識の向上に繋がった。また、管理職を対象とした研修の実施により、管理職
が研究倫理について考える機会を得たことで、部下への適切な指導がなされ、産総研全体
の研究成果がより信頼できるものとなることが期待できる。

Ⅱ．３．

適切な調達の実施

【中長期目標】
調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札を
原則としつつも、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を
確保しつつ、合理的な調達を実施するものとする。
【中長期計画】
調達案件については、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の
ない随意契約は含まない。）について、真に競争性が確保されているか、主務大臣や契約監
視委員会によるチェックの下、契約の適正化を推進する。
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成２５年１２月２４日閣議決定）を踏ま
え、一般競争入札を原則としつつも、研究開発型の法人としての特性を踏まえ、契約の相
手方が特定される場合など、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、公正性・
透明性を確保しつつ合理的な調達を実施する。
第３期から継続して契約審査体制のより一層の厳格化を図るため、産総研外から採用す
る技術の専門家を契約審査に関与させ、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段につい
ての技術的妥当性を引き続き検討するとともに、契約審査の対象範囲の拡大に向けた取り
組みを行う。
【平成 30 年度計画】
・契約監視委員会を開催し、一般競争入札に係る一者応札・応募状況等の点検のほか、
「平
成 30 年度調達等合理化計画」の策定並びに「特例随意契約」の点検を行う。また、委員
会点検による意見・指導等については、全国会計担当者会議等において共有し、改善に
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向けた取り組みを行う。
・
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、
一般競争入札を原則としつつも、特定国立研究開発法人としての特性を考慮し、契約事
務取扱要領の「随意契約によることができる場合」に基づき、適切かつ合理的な調達を
実施する。
・民間企業での技術的な専門知識を有する契約審査役を引き続き雇用し、政府調達基準額
以上の調達請求にかかる仕様内容や調達手段について、審査を実施する。
・地域センターの契約案件については、前年度の競争入札等手続きによる契約のうち、契
約額が上位から数えて 10%にあたる契約案件の契約額を、平成 30 年度の契約審査役が行
う審査の基準額とする。
【実績】
＜契約監視委員会による事後点検の実施及び意見・指導等の共有、実務への反映＞
平成 30 年度も引き続き、外部有識者等による契約監視委員会を開催し、「調達等合理化
計画」の策定に係る審議、「随意契約」の妥当性に関する事後点検、一者応札となった「一
般競争」及び「特例随意契約」の競争性の確保に関する事後点検を実施した。
委員会の点検では、効果的で質の高い点検作業を行うため、平成 30 年度上期の点検対象
1,616 件のうち、契約方式及び内容別の件数分布等を考慮するとともに、特に高額な契約案
件から抽出して点検対象の重点化を図った（点検実施件数：競争性のない随意契約（32 件）、
一者応札となった一般競争入札等（30 件）、特例随意契約（30 件）
（平成 31 年 2 月末時点））。
また、委員会の点検による意見・指導等の内容は、「全国会計担当者連絡会議」を通じて
全事業所の調達担当者に情報（知識）の共有を図った。
＜適切な公告期間の設定＞
入札参加者の拡大に向けて、平成 30 年度も引き続き、調達の迅速化を考慮しつつ、事
業者が契約内容を検討するのに必要な期間（公告日から入札日までおおよそ 20 日以上）を
確保した。
【効果】
契約監視委員会の開催を通じて、調達等合理化計画、競争性のない随意契約、一者応札・
応募となった一般競争入札、特例随意契約等の妥当性が担保された。
また、委員会の点検による意見・指導等を、全国会計担当者連絡会議において全国の調
達担当者に周知し、各担当者の理解を深化させたことで、適正かつ着実な調達事務を実施
した。
入札参加者の拡大に向けて、事業者が契約内容の検討に十分な期間を確保したことによ
り、「検討する期間、必要書類作成の期間が短いために入札に参加できない。」旨の苦情等
は一切発生しなかった。
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【実績】
＜随意契約の妥当性の確保＞
平成 30 年度においても、適切かつ合理的な調達を実施するため、「随意契約によること
ができる事由（19 項目、平成 27 年 10 月制定）」に合致し相手方が特定される場合は、適用
条件や具体的な選定理由について、調達担当部署（調達担当者、会計グループ長、契約担
当職）と契約審査役による厳重な二重チェックを行った。また、選定理由の事例集を所内
イントラネットに公開した。
平成 30 年度の「競争性のない随意契約」の実績は 536 件（平成 30 年 4 月～平成 30 年 12
月）であり、平成 29 年度の契約実績 525 件（平成 29 年 12 月）と比較して増加した。
【効果】
「競争性のない随意契約」方式の運用に当たっては、あらかじめ産総研の事務・事業の
特性を踏まえた随意契約によることができる事由を契約事務取扱要領において明確化し、
二重チェックを行うことで公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施した。
また、選定理由の事例集を公開することにより、調達時の当該理由書の作成及び審査業
務の効率化が図られた。
この「競争性のない随意契約」方式の導入により、「公募随意契約」方式の場合の公募
期間（約 20 日）が不要になったため、調達請求から発注までに要する期間の大幅短縮（随
意契約件数 536 件×20 日＝10,720 日）が図られた。

【実績】
＜民間企業での技術的な専門知識を有する契約審査役による審査の強化＞
産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合理性を確保するため、民間企業の調達等
について専門的な知見を有する契約審査役を引き続き 3 名雇用した。契約審査役により、
仕様書の適正性、妥当な選定理由及び適切な調達手段であるか等の契約審査（393 件（平成
30 年 12 月時点）を行った。
また、調達業務遂行能力の向上を目的に、全事業所等の調達担当者等を対象に、契約審
査役による契約審査の着眼点や適正な仕様書作成ノウハウについて伝授・指導する講習会
（参加者 128 名）、ワークショップ形式による研修会「調達事務におけるコンプライアンス
の徹底について」（参加者 35 名）、監事による「監事監査から見えた調達手続きに潜むリス
ク」及び顧問弁護士による「請負契約と委託契約の使い分け」の講義を開催（参加者 136
名）し、調達担当者等の知識向上に取り組んだ。
さらに、契約審査役のノウハウを取り入れた仕様書作成マニュアルの改訂、検収ルール
のさらなる周知浸透を図るため検収事務マニュアルを改訂したほか、調達べからず集を新
たに作成した。
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【効果】
調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な審査・点検を
行うことによって公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達が実施できた。
また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培ってきた経験やノウハウを全事業所・
地域センターの調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導することにより、質の高い
仕様書や選定理由書の作成方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選択判断など
の事例が広く伝搬された。さらに、ワークショップ形式の研修会において、調達手続きの
リスク事案の実例をもとにしたグループ討議の実施、監事及び顧問弁護士の講義により、
コンプライアンスに対する意識向上と調達業務の更なる適正化が図られた。

【実績】
＜契約審査役が行う契約審査の対象範囲の拡大＞
地域センターにおいては、つくばセンター各事業所と比較して高額な調達案件が少ない
傾向にあり、契約審査役の契約審査を受ける機会が少ないことから、更なる契約事務の適
正化のため、平成 30 年度も引き続き、地域センターの契約審査の対象範囲を拡大して、契
約審査役による指導・助言を行った。
平成 30 年度の審査実績としては、つくばセンターの基準額を適用すると、地域センター
全体で 28 件（平成 30 年 12 月）が対象となるところ、対象範囲を拡大したことにより 69
件（平成 30 年 12 月）の審査実績となった。
【効果】
地域センターにおいても、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審
査役が厳重な審査・点検をより多く行うことによって、公正性・透明性を確保しつつ、合
理的な調達が実施できた。

Ⅱ．５．

業務の効率化

【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％
以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年
4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以
上を削減するものとする。」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
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【中長期計画】
運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、
一般管理費（人件費を除く。）及び業務費（人件費を除く。
）の合計については前年度比１．
３６％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成２７年度及び２８年度においては、
平成２７年４月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度３％以上を削減し、業務
経費は毎年度１％以上を削減するものとする。
」に基づく。
なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。
給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公
表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。
【平成 30 年度計画】
・給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を
公表し、国民に対する説明責任を果たす。
【実績】
平成 29 年度実績に基づくラスパイレス指数、役員報酬、給与規程（俸給表を含む）、職
員給与及び総人件費の状況等について、
「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水
準の公表方法等について（ガイドライン）」（平成 15 年 9 月 9 日付け総務大臣）に基づき、
公式ホームページに平成 30 年 6 月 30 日に公表した。
（ラスパイレス指数）研究職員：102.5 事務職員：101.4
【効果】
役職員の給与水準を公表することにより、産総研の運営の透明性を確保し、国民に対す
る説明責任を果たした。

Ⅲ.

財務内容の改善に関する事項

【中長期目標】
運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中
長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金
債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、
保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必
要がなくなったものについては廃止等を行う。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年
度決算報告」
（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議
決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、
「独
立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、
自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額
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を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充
てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること
を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に
行う。
【中長期計画】
目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表に
セグメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を
明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。
保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判断
したものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。
さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成
２５年度決算検査報告」（平成２６年１１月７日）会計検査院）の指摘を踏まえ、関連規
程の見直し、研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フ
ォローアップを実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。
【平成 30 年度計画】
・財務諸表において、5 領域、2 総合センター、その他本部機能、法人共通の区分でセグメ
ント情報を開示する。また、セグメントごとに予算計画及び執行実績を明らかにし、著
しい乖離がある場合にはその理由を決算報告書により説明する。
・不用となった資産については、所内及び他機関に対し情報を開示し、有効活用を図る。
また適時適切に減損・除却等の会計処理を行う。
・適正な研究用備品等の管理制度・体制を継続するとともに、必要に応じ見直しを行う。
また、国等の委託事業で取得した研究用備品に関し、適正な資産管理を行う。
【実績】
平成 30 年度も引き続き、財務諸表の開示すべきセグメント情報を事業等のまとまりごと
の区分とし、セグメント情報を産総研の公式ホームページで正確に公表した。また、決算
報告書においても事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を明らかにし、産総研の
公式ホームページで正確に公表した。
【効果】
セグメント情報に基づき、財務諸表及び決算報告書で正確に会計情報を開示することに
より、国民その他の利害関係者に対し適正に説明責任を果たすことができた。

【実績】
資産使用者及び資産管理者が、自らは使用しないと判断した資産について、平成 30 年度
も引き続き、不用備品有効活用システム（通称：「リサイクル掲示板」）を運用して所内備
品類の有効活用を図った。
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この結果、平成 30 年度の所内リユース数は 433 件（平成 30 年 12 月現在）であった。
さらに、所内において利用希望がなかった不用資産については、産総研の公式ホームペ
ージを活用した外部需要調査を実施して有効活用を図り、平成 30 年度の所外リユース数は
81 件（平成 30 年 12 月現在）であった。
また、所内関係部署による連携及び情報共有を図り、老朽化が顕著な建物等のうち、使
用しないと組織決定された建物等については、固定資産に減損が生じている可能性を示す
事象があるものとして減損の兆候を認識し、減損の兆候に該当する建物等を閉鎖したこと
が確認された場合には、当該固定資産の減損を認識する等の状況把握に努め財務諸表に反
映することで、適切な会計処理を行った。
【効果】
不用備品のリユースにより、以下の資産等の有効活用が図られた。
・所内リユースによる経費削減額※：約 191,182 千円（平成 30 年 12 月現在）
・所外リユースによる売却額：約 9,226 千円（平成 30 年 12 月現在）
※所内リユースをせず新たに購入した場合を想定した額を経費削減額として積算した。

【実績】
平成 26 年度に研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制のフォロー
アップとして、平成 30 年度も引き続き、研究用備品等全件（約 15 万 5 千件）の棚卸を実
施し、管理状況の確認を行った。
加えて、不用資産削減キャンペーンの実施による棚卸対象資産件数の削減、従来の事務
担当者のみによる確認方法（電子タグの読み取り）に加え、事務担当者以外でも簡易読み
取りが可能な軽量・小型の読み取り機によるバーコード読み取り方法を導入するとともに、
作業負荷の集中を解消するため約 1.5 ヶ月の棚卸開始時期の繰り上げを行い、スケジュー
ル調整時の幅を広げた。
経済産業省をはじめとする国からの委託費で取得した研究用備品等の借受に関する国と
の各種手続きにあたっては、平成 29 年度に構築した「借受情報管理システム」による管理
を徹底した。
さらに、研究用備品等の適正管理を目的として、全職員を対象とした「資産の管理・使
用について」の研修（e-ラーニング）や、事務担当者を対象とした「資産管理に関する勉
強会」（参加者 73 名）を開催した。
【効果】
棚卸や研修・勉強会等を通して職員等の研究用備品等の適正管理の意識が向上するとと
もに、管理の適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映させることができた。
不用資産削減キャンペーンの実施による 2,000 点以上の保有資産の削減と、新たな棚卸
方法の導入、棚卸開始時期の繰り上げを行ったことにより、棚卸業務全体の作業負荷低減
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に繋がった。
国の委託事業で取得した研究用備品に関しては、「借受情報管理システム」による一元
管理及び関係部署間の共有により管理体制が強化され、ミスの防止や手続き漏れを防止す
ることができた。

Ⅶ．２．

業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進

【中長期目標】
産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、
研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ
の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお
いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの
周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率
的・効果的に実施するものとする。
また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の
円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急
速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部
長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一
層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進するものとする。
さらに、
「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企
業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性
が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築すると
ともに、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図るものとする。
【中長期計画】
産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、
研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ
の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお
いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの
周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率
的・効果的に実施する。
また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の
円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急
速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部
長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一
層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。
さらに、
「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企
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業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性
が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築する。
加えて、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図る。具体的に
は次の措置を講ずるとともに、必要に応じて不断の見直しを行う。
業務執行については、調達・資産管理、委託研究、共同研究、旅費に係るルールを平成
２６年度に厳格化したところ、毎年度、そのルールを全職員に対し周知徹底する。また、
研究ユニットにおける事務手続に対応する支援事務職員を配置する等のサポート体制を維
持するとともに、毎年度、その執行状況をチェックする。
同時に、内部監査においても、テーマごとの監査に加え、研究ユニットごとの包括的監
査を実施する。
また、研究不正の防止のための研修を毎年度実施するとともに、研究記録の作成、その
定期的な確認及びその保存を確実に行う。
【平成 30 年度計画】
・リスク情報を迅速に現場から収集し、迅速かつ着実なリスク管理及びコンプライアンス
推進の取組みを実施する。
・e-ラーニング研修を着実に実施し、組織文化を一層強化することに重点を置いた研修を
開催する他、
「コンプライアンス推進週間」を新たに設け、組織一体となった取組みを実
施する。
・国立研究開発法人協議会に参加する 27 法人におけるリスク管理機能を向上させること等
を目的として、平成 29 年度に設置された「コンプライアンス専門部会」の事務局を担い、
コンプライアンスに関する情報交換及び課題の検討等を実施する。
・剽窃探知オンラインツールの利用促進の他、研修等での研究不正に係る事例紹介を通し
て、研究不正の防止を図る。
・所内のニーズを踏まえた業務改善・効率化に取り組む。また、業務フロー分析等を基に
した全所的な業務改革に取り組む。
・役職員が「橋渡し」となる産学官連携活動等を適切に推進するため、個人としての利益
相反マネージメント及び臨床研究に係る利益相反マネージメントを確実に実施するとと
もに、当該実施にあたっては、国、他機関の動向を把握しつつ、効率的かつ効果的な実
施を目指す。また、出資制度や連携研究ラボ等産学官連携制度の多様化に対応するため、
組織の利益相反マネージメントについての制度化に着手する。
・ 内部監査として、研究ユニットごとの包括的な監査及び個別業務等に着目したテーマご
との監査を効率的・効果的に実施する。
・監事監査が効率的・効果的に行えるよう監事への情報の提供等必要な支援を行う。
・平成 29 年度から見直された研究記録制度の実施状況を把握するとともに、確実で安定な
運用を図る。また、不断に制度の改善・見直しを講じる。
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【実績】
「コンプライアンス推進委員会」（委員長：理事長）を引き続き毎週開催し、所内で発生
したリスク事案を報告するとともに対応方針を決定し、関係部署に対して再発防止策の策
定や関係機関への対応等具体的な指示を出すことにより、リスク事案の迅速な解決に努め
た。加えて、平成 30 年度からは監査室と連携して、内部監査における指摘事項についても
同委員会で報告するとともに、当該指摘事項について、その後の改善状況等を確認する等、
リスク管理の更なる強化に努めた。
また、月単位で取りまとめたリスク事案を役員等が出席する定例会議において報告する
ことにより、幹部への情報共有を図った。
【効果】
「コンプライアンス推進委員会」で決定された対応方針を踏まえた関係部署への適切な
指示及びフォローアップ並びに役員等への定期的なリスク事案の情報共有により、平成 30
年度（11 月末時点）のリスク事案の 1 件当たりの平均処理期間は、平成 27 年度と比べて約
1 か月短縮された。

【実績】
産総研全体のコンプライアンスに関する意識を維持するため、全職員を対象とした「eラーニング研修」及びコンプライアンス推進本部の職員が産総研内の各事業所及び地域セ
ンターに出向き、コンプライアンスの基本やコンプライアンス違反事例について紹介する
研修「出張研修」を引き続き実施した。また、更なるコンプライアンスに関する意識向上
を目指し、産総研初の取組として「コンプライアンス推進週間（平成 30 年 12 月 3 日－12
月 7 日）」を設定し、①コンプライアンスに関する意識啓発のためのハンドブック及び携帯
用カードの作成・全員への配布、②幹部及び管理職を対象とした特別研修の実施、③部署
毎に主体的な取組事項を決定・実施し全部署での共有等を行った。
【効果】
「コンプライアンス推進週間」における各領域等の取組等を通じ、職員一人ひとりが、
より主体的にコンプライアンスについて考えることができ、産総研全体のコンプライアン
ス意識の向上に繋がった。また、同週間終了後には、職員から以下のような感想が寄せら
れた。
＜職員からの感想＞
・「事前に組織単位での実施計画や取組方針を周知したことにより、コンプライアンスが
他人事ではなく、自ら意識して行動すべきことの動機付けとなった。」
・「定期的に行っている情報共有体制を強化できた。」
・「期間中に安全会議を各部署で開き、具体的な事故やヒヤリハットの事例を紹介したこ
とでリスク回避に効果があった。」

等
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【実績】
「国立研究開発法人協議会」（国研協）に産総研の主導により設置された「コンプライア
ンス専門部会」（以下、
「専門部会」という。）の専門部会長及び事務局を担い、平成 30 年
度に専門部会を 3 回開催し、コンプライアンスに関する情報共有を図るとともに、共通課
題について意見交換等を行った。
また、産総研における新たな取組である「コンプライアンス推進週間」を合同で実施す
ることを提案し、国研協統一ポスターを作成するとともに、参加法人の幹部及び管理職を
対象とした研修を実施した。
さらに、専門部会に経済産業省安全保障貿易管理課長を招き、安全保障に関する最新の
国際情勢、経済産業省の取組み及び違反事例等に関する勉強会を開催した。
【効果】
産総研の主導により、国立研究開発法人による「コンプライアンス推進週間」が実現さ
れ、国立研究開発法人全体のコンプライアンス推進に大きく貢献した。
また、専門部会での安全保障貿易管理に関する勉強会の開催は、経済産業省が目指して
いる研究機関における安全保障貿易管理実務担当者ネットワークの構築に繋がるものであ
る。

【実績】
「コンプライアンス推進週間」の取組の一環として、剽窃探知オンラインツールの利用
促進を図った。利用件数は平成 29 年度と比較して 308 件増加した（利用件数：平成 28 年
度 725 件→平成 29 年度 900 件→平成 30 年度 1,208 件（平成 31 年 3 月 22 日現在））
。
また、コンプライアンス推進本部の職員が、産総研内の各事業所及び地域センターに出
向いて研修を行う「出張研修」において、過去の研究不正申立て事案の背景及び原因等を
説明するとともに、最近の研究不正事案を紹介した。
【効果】
剽窃探知オンラインツール利用件数増加により、自己剽窃や共著論文の剽窃の有無を確
認する機会が増え、研究不正防止に繋がることが期待できる。
また、最近の研究不正事案を紹介すること等により、研究不正防止に対する意識の向上
に繋がった。

【実績】
引き続き、業務改革推進室が、業務改善・効率化へ向けた産総研全体の業務改革に関す
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るプロジェクトの工程を一元的に管理する体制の下、業務フローの整理と業務の簡素化に
よる業務時間の削減を推進した。各部署の業務改善・効率化への取組状況を毎週幹部層へ
報告し意見交換を実施するとともに、本部・事業組織の各部署単位で業務改善等を推進す
る「職場改善会議」の活動を継続する等、全所的な業務改善・効率化への取組を実施した。
平成 30 年度における特筆すべき実績・効果については以下のとおり。
【事例 1】経理部から各部署に送付する予算化通知書の作成や物品リサイクル申請の成立・
未成立通知に係る定型業務に対してロボットによる業務自動化を目指したソフトウェアで
あるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA：Robotic Process Automation）や
Microsoft Excel のマクロ機能等のソフトウェアの活用によって業務を自動化し、計 5 業務
の作業負担の縮減を実現した。
効果：ソフトウェアを活用した業務の自動化によって、年間約 1,300 時間の業務時間を削
減し、作業の同一品質確保を実現した。
【事例 2】2 つの事業所を実証フィールドとして選定し、外部事業者を活用して業務の棚卸
しを実施した。10 業務のフロー分析を行い、分析を行った全ての業務について改善施策を
実施した。
効果：第三者による専門的な知見を活用し、業務上の課題を抽出・整理した。例えば調達
に係る各種情報やノウハウが事業所内で共有されておらず、調達に時間がかかったり、装
置の届け出漏れが生じたりといった課題が生じていたが、調達実績台帳を整備し、研究者
調達担当者に共有することで調達仕様書の品質向上や見積取得の効率化が期待される。ま
た、改善施策の効果を測定するための適切な重要業績指標（KPI：Key Performance Indicator）
を設定することで改善目標が明確化され、他部署への施策の横展開を速やかに実施するこ
とを可能とした。
【事例 3】研究者が事務作業にかけているコストを分析して可視化するため、計 28 名の研
究者（7 領域の研究ユニット長、研究グループ長、主任研究員、研究員の 4 階層）に対して、
研究業務の実態調査を行った。この結果、各研究者が仕様書の作成に労力が割かれている
ことが判明したため、事務職員が過去の調達実績から類似仕様書を探し、提供するといっ
た支援を行った。
効果：研究者に対する事務職員による類似仕様書の提供等の支援により、年間約 180 時間
（見込み）の仕様書の作成に係る業務時間の削減に繋がった。また、研究者の事務作業に
かける時間や労力が可視化されたことで、若手ほど一定の研究時間は確保できている実態
を確認するとともに、事務作業において更なる改善の余地もある等の気づきを得ることが
できた。
【事例 4】研究装置購入に係る事業所長審査手続きについて、書式の統一や工数の削減によ
り業務の簡素化を実現するとともに、所内の各事業所へ横展開した。
効果：1 事業所あたり年間 65 時間の削減（見込み）を実現した。また、研究現場にとって
もわかりやすい書式に統一したことで手続き漏れを防止し、リスク低減に寄与した。
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【事例 5】平成 29 年度に、業務推進支援部にて退庁時間申告制度（退庁時間の見える化）
を実施し、効率的な業務実施を促すことで時間外労働時間の削減を図ったところ、早期退
庁し易い雰囲気が醸成された。これを受け、平成 30 年 11 月より、当該制度を本部・事業
組織全 51 部署に対しても導入した。
効果：当該制度の導入部署から「各職員の当日の業務量が把握でき、それを考慮して業務
を依頼するようになった」等のコメントが寄せられ、時間管理、業務の優先順位付けや効
率化に対する意識が向上する等の効果が確認できるなど、定性的な効果が得られた。
【事例 6】産総研職員の業務改革にかかる士気の高揚を図るため、理事長表彰に業務改革へ
の貢献に係る基準を平成 30 年度に新たに追加した。さらに、理事長を交えた職員参加型の
改善事例発表会を開催し、参加者から様々な視点でフィードバックをもらうことで、更な
る業務改善に繋げた。
効果：業務改革への貢献を理事長表彰の対象に加えたことにより、改善活動に対するイン
センティブを付与することができるようになったほか、業務改革に対する職員の理解を増
進し、各現場での改善活動が一層促進した。
【事例 7】各部署における業務改善・改革活動をさらに加速させるべく、平成 30 年 10 月よ
り「業務改革マイスター制度」を創設した。本部組織・事業組織各部署の若手を中心とす
る職員（27 部署 30 名）を業務改革の推進役（業務改革マイスター）に認定した。また、業
務改革マイスターには、所内の改善活動の活発化・高度化に向け、業務改革推進室が主催
する研修・勉強会（各 2 回）への参加やオフィス改革の先進的な取組を実施している官庁・
企業への訪問の機会（計 3 回）を設けた。
効果：各部署の業務改革マイスターに、業務改善・改革に関するノウハウやスキルを習得
させたことにより、各部署における改善活動の更なる活発化・高度化に貢献した。
【事例 8】業務改革に関する所内外のトピックスを、ニュースとして年間 9 号発行し、改善
活動の普及・啓発を図った。
効果：所内で実施されている改善活動や業務改善に係るノウハウや知識を定期的に発信す
ることで、各部署における改善活動の更なる活発化・高度化を図ることができた。
【事例 9】TIA 推進センターにおいて、スキルシートの導入により共用研究施設のオペレー
タの技能を項目化し、それぞれのレベルを可視化して集中的な指導を可能にしたことによ
り OJT の効率化と最適化を行った。
効果：新人職員等がオペレータとして自立して作業できるまでの所要日数を、6 ヶ月から 4
ヶ月に 2 か月短縮した。新人のみならず、指導側の経験者の熟練度についても大きく改善
された。さらに、オペレータの熟練度の向上及び作業ミスの低減を実現したことにより、
多品種少量で作業難易度も高い実証試作依頼品に関して、遅延なく計画を達成することが
できた。
【事例 10】第二事業所研究業務推進部では、研究室における薬品やガス、設備等の使用状
況を確認する「部屋使用状況等チェックシート」の記入項目を、産総研独自の環境安全マ
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ネジメントシステムを達成するためのプログラムシート（以下、ESMP という。）の項目に一
部一致させた。
効果：部屋使用状況等チェックシートの見直しにより、研究現場と研究ユニット長及び研
究業務推進部とのコミュニケーションツールとして機能改善が図られ、設備の不具合に対
して、早期に確実な対応ができるようになった。また、ESMP のシート入力作業の手間や各
種調査に要する時間を省く等、年間 822 時間の業務時間を削減した。
【事例 11】全領域及び報道室でプレスリリースに係る原稿提出までの期限を早め、査読フ
ローを見直した。また、研究の成果をアピールするターゲットを明確にするためにチェッ
クリストを導入した。
効果：チェックリストの導入により研究成果をアピールするターゲットの明確化を図り、
発表者による原稿作成、領域研究企画室による確認、報道室による査読の際に的確な表現
を用いることが可能となることで、プレスリリース資料の品質が向上した。また、投稿締
切を早め、関係者の意識合わせの機会を設けることで、査読作業の手戻りの軽減が認めら
れた。これらの取組（見直し）については、イントラや各領域から周知したことで、発表
者のプレスリリースに対する締切厳守の意識や活用意識も向上した。
【事例 12】人員数が比較的少ない事業所・地域センターの業務は特定の人にしかやり方が
分からない状態になりやすく、1 名減員するだけで業務の停滞や過重労働が起きる等の課題
があった。しかしつくばセンターの複数の事業所で、管理業務、会計業務、研究支援業務
といった複数の作業工程を遂行できる多能工化を前提とした職員相互支援体制を構築し、
これらの課題を解消した。また、人事部では、実務を担当する研究ユニット契約職員を対
象とした受入れ時研修を整備し、業務の迅速な立ち上げを支援した。
効果：当該事業所において、多能工化した業務の割合は 109 項目中 61 項目（55％）であ
った。職員相互支援体制の構築により、1 名減員となった繁忙期も、過重労働者はゼロで
あった。契約職員の多能工化の効果として、例えば立替払業務では、年間約 300 時間の効
率化の効果があった。さらに、若手事務職の多能工化により、調達手続き（100 万円以上 5
件）で約 100 時間、資産等棚卸しで約 30 時間の効率化の効果があった。若手事務職員が
他の業務を経験することで、モチベーション向上にも繋がった。また、人事部による契約
職員の受入れ時研修の受講者満足度は 98％であり、研修の項目の一つである調達事務につ
いて試算したところ、業務の手戻りや問い合わせ件数の減少により、年間 407 時間の削減
が見込まれる。

【実績】
早期退庁・長期休暇・在宅勤務等を推進し、メリハリのある柔軟な職場環境実現のため
の取組に注力してきた。
なお、これまでの特筆すべき事項については、以下のとおりである。
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【事例 1】役員・幹部職員による指導の下「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年
末年始における年次有給休暇取得の促進」を励行した。
【事例 2】平成 29 年度から、職場アンケートを実施し、平成 30 年度においても職場や組織
に対する職員の意識調査を行った。アンケート結果として、回答者の約 8 割の職員が産総
研で働いていることに満足している、約 7 割の職員が自分の仕事が社会のためになってい
ると実感していることが分かった。一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹部の意思
決定に対して納得感がない、といった課題も得られた。これらのアンケートの調査結果は、
各領域・本部組織で分析するとともに、所全体の課題についてイントラネット上にて公開
し、職員へのフィードバックを行った。
【事例 3】出勤簿の打刻修正をする場合の申請承認手続きを導入した。
【事例 4】平成 29 年度に引き続き、平成 28 年度に制度化した育児支援策としての「在
宅勤務制度」の利用促進の周知に努めた。
【事例 5】国のテレワーク・デイズの取組を契機に、産総研の在宅勤務制度の拡充を検討す
るため、平成 30 年 7 月 24 日及び 7 月 25 日にテレワーク・デイズを試行的に実施した。
（実
施率：13.2％）
【効果】
夏季における 9 日以上の長期休暇を取得した者の数が、平成 29 年度の 26.8％から平成
30 年度は 30.4％となり、約 3.9 ポイント増加した。業務と私生活のメリハリのある職場環
境の実現に寄与した。また、出勤簿の打刻修正をする場合の申請承認手続きの導入により、
職員自らが労働時間を適切に管理することの意識が向上した。
職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織に対する意識や課題が各職員間で共有
され、職場環境の改善に向けた取組に繋がった。今後、職場アンケートを継続して実施し
ていくことにより、経年変化の傾向をつかみ、更なる職場環境改善への取組に繋がること
が期待される。
在宅勤務制度の利用促進の周知により、本制度の利用者が平成 29 年度 20 名（男性 5 名、
女性 15 名）から平成 30 年度 23 名（男性 5 名、女性 18 名）に増加した。利用者へのアン
ケート等によると、本制度を利用することで時間的な余裕が生じ、業務にメリハリが持て、
仕事と生活の質が良くなるなど、職員の心身の健全化と生産性向上に繋がった。
テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅勤務制度と同様の効果が得られた。

【実績】
産学官連携活動等に関する利益相反マネージメントについて、平成 30 年度の定期自己申
告では申告対象者 3,392 名全員から申告があった。この申告内容を踏まえ、産学官連携活
動等の相手先に対する個人的利益の申告があった 274 名に対して、当該活動を行う上での
注意事項を通知した。また、特に利益相反が懸念される 6 名に対しては、所外の利益相反
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カウンセラーによるヒアリングを実施し、専門的見地からアドバイスを行った。
臨床研究に係る利益相反マネージメントについては、利益相反ありとの申告があった 3
件の計画書について審査を行い、研究対象者への対応や成果発表時の注意事項等、必要な
措置について申告者本人に通知を行った。
組織としての利益相反マネージメントについては、研究成果を活用する法人に対する現
金出資制度（平成 31 年度導入予定）や連携研究ラボの設置など、産総研が行う産学官連携
活動の深化に対応するため、「組織としての利益相反マネージメント」制度を構築した（平
成 31 年度より試行的に運用開始予定）。
【効果】
利益相反マネージメントの実施により、利益相反の顕在化を未然に防ぎ、役職員等が社
会的な信頼を失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取り組むことができる環境
の整備に貢献した。
臨床研究に係る利益相反マネージメントの実施により、研究成果にバイアスがかかる
可能性やその疑念が抱かれることがないよう臨床研究の透明性及び信頼性が確保されると
ともに、特定臨床研究が適正に行われるような体制づくりが促進された。
組織としての利益相反マネージメントの実施体制、手法等の構築により、産総研が果た
すべき公的責任よりも産総研が得る利益を優先させているのではないかという疑念を社会
から抱かれることなく、適正かつ透明性の高い産学官連携活動の実施及びその持続的発展
が期待される。

【実績】
・法務業務体制の強化
産総研のガバナンス上重要である法務業務の適切な遂行を実現するため、業務推進支援
部に設置されていた法務室を平成 30 年 10 月１日付で「法務部」に格上げし、法務部長と
して、適任者を外部から招聘するなど、法務業務の体制を強化した。これにあわせ、訴訟
事案を所掌する「訟務室」を法務部に設置することにより、組織としての対応や対外的な
明確化を図った。
法務部設置後は、規程類に定める権限等の再点検、共同研究契約書の事前審査、法律事
務所との顧問契約の拡充による法律相談強化等の取組を行った。
【効果】
法務業務の体制が強化されることで、個別事案に係る相談対応の迅速化、業務運営上の
課題等に対する法的支援強化及びリスク顕在化の未然防止といった、産総研のガバナンス
強化に資する様々な効果が期待される。
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【実績】
引き続き、情報セキュリティと保有個人情報に係る監査を一体的に実施した。また、平
成 30 年度は、昨年 2 月に発生した不正なアクセスを踏まえ、新たに、当所が情報システム
の構築・保守・運用管理等を委託している事業者（以下「外部委託先」）に対しても監査を
実施した。
平成 29 年度末までに新設された 8 つの連携研究室・連携研究ラボ（以下「冠ラボ」）及
び 17 の研究推進組織を対象（3 年間で全ての研究推進組織を一巡する監査であり、平成 30
年度は二巡目の 2 年目）として、労務管理、調達・資産管理、研究情報管理、安全管理等
の業務全般に関する監査を実施した。
これまでは、監査で確認されたリスク事案について、全ての監査終了後、年 1 回、理事
長へ報告するとともに、幹部連絡会議等において情報共有をしていたが、平成 30 年度にお
いては、個別の監査が終了した時点で、速やかにコンプライアンス推進委員会へ報告する
とともに被監査部署等への改善等の対応を指示した。また、理事長への報告を、年 1 回か
ら各年度四半期に 1 回程度に改めた。
平成 29 年度の内部監査で確認されたリスク事案に係る 11 研究ユニットへの改善提案（計
41 件）について、各研究ユニットにおける実施状況の確認を行った。
【効果】
外部委託先についても監査対象に加えたことにより、不正なアクセスへの対策の一つと
して、より実効性のある監査とすることができた。
監査で確認されたリスク事案について、速やかにコンプライアンス推進委員会に報告す
ることにより、当所のリスクが同委員会に一元的に集約化され、速やかな情報共有が可能
となった。また、リスク事案に係る被監査部署等への対応指示について、これまでは監査
の次年度において、対応状況のフォローアップを行っていたが、平成 30 年度は監査終了後
速やかに実施することにより、早期のリスク軽減に繋がった。
リスク事案が確認された 11 研究ユニットの全てにおいて、改善提案の内容が実施された
ことを確認し、監査の有効性を示すことができた。

【実績】
研究推進組織、本部組織、事業組織及び特別の組織への監事監査において、監事から依
頼される監査対象組織への多種かつ広範囲な監査資料の提出依頼、取りまとめ、日程管理
や監事に随行し監査内容の記録を行う等の支援を行った。
特に、監事監査より先に内部監査を実施した部署については、内部監査での状況等を監
事に共有する等の工夫を行った。
会計検査院による決算検査報告説明会において説明のあった他機関で発生した不適切な
事案について、監事を含む幹部に対し、幹部連絡会議等で情報共有を図った。また、当該
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事案の情報をイントラに掲載して全職員に注意喚起を行うとともに、当該事案に関連する
業務を所掌する部署に対して、個別に説明を行った。
【効果】
内部監査を実施した組織について、内部監査での状況やリスク情報等を監事に共有する
ことにより、監事がリスク情報等を予め把握した上で監査に臨むことができ、より効率的
かつ効果的な監事監査に繋がった。
他機関で発生した不適切な事案について、監事を含む幹部への情報共有に加え、イント
ラ掲載による全職員への注意喚起、関連部署への個別説明等を実施することにより、産総
研においても同様の事案が発生し得ないかを考えてもらう上で、有効なものとなった。

【実績】
平成 27 年度から導入した研究記録制度の見直しとして、研究現場の要望や運用上の課題
等を踏まえ、適正かつ効率的な運用となるよう、制度の見直しと研究ノート記録システム
の改修を実施した。具体的には、平成 29 年 2 月に発生した情報インシデントに伴い、研究
ノート記録システムのログイン方法を変更するとともに、研究ノートのパスワード発給方
法を変更し、セキュリティを強化した。
研究記録制度の普及・啓発としては、産総研に在籍する外国人研究者に対する研究記録
制度への理解と利便性向上のため、イントラの英語ページの拡充、表示方法の見直し、掲
載資料の修正等を実施した。また、退職予定者を対象とした研究記録制度の説明会を開催
やイントラの手続き案内ページの充実によって、退職時における研究ノートの取扱方法や
注意事項等を周知し、当該制度の普及・啓発とともに、研究成果のトレーサビリティの確
保を図った。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の要請に基づき、
産総研の研究記録制度を紹介し、制度の最適な運用に関する意見交換を実施した。
【効果】
研究ノート記録システムのログイン方法の変更及び研究ノートのパスワード発給方法の
変更により、研究記録のセキュリティレベルが大幅に向上し、イントラ業務システムと同
程度のセキュリティレベルを確保することができた。また、研究人材の国際化・流動化が
進む中で対応件数が増加している外国人材と退職予定者に対して、イントラページを充実
することにより、様々な立場で研究に携わる研究者が自ら、必要な時に研究記録の運用方
法等の最新情報を容易に認識・理解できるようになった。退職予定者については、さらに
管理部署からの働きかけとして説明会を開催したことで、研究ノートの終了手続きと写し
持出し申請についての認識が浸透した。研究ノートの使用においては、「検認期限」「検
認手続き」「写し持出し申請」など、理解すべき産総研独自のルールとして研究游記録の
運用方法等が定められている。これらを理解していない場合、意図せずにルール違反を犯
し、研究の真正性の確保を難しくする可能性がある。制度の認識・理解の促進によって、
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コンプライアンス違反の予防と知財の保護をより確実なものとすることができた。

Ⅶ．５．

情報公開の推進等

【中長期目標】
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行
うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的には、
「独立
行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」
（平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号）及び
「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、適切に対
応するとともに、職員への周知徹底を行うものとする。
【中長期計画】
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行
うとともに、個人情報の適切な保護を図る取り組みを推進する。具体的には、「独立行政
法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年１２月５日法律第１４０号）及
び「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律第５７号）に基づき、適
切に対応するとともに、職員への周知徹底を行う。
【平成 30 年度計画】
・法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情報公開を適切かつ円滑に実施する。

ま

た、法人文書の適切な管理を推進するため、部門等に対する点検等を効果的に実施する。
・個人情報の適切な取扱いを確保するため、部門等に対する点検及び監査を実効的かつ効
率的に実施する。
・個人情報保護に関する職員の理解を増進するため、セルフチェック及び e-ラーニング等
を活用した周知徹底を行う。
【実績】
平成 30 年度は、情報公開法に基づく法人文書の開示請求 3 件及び開示請求に至らない公
表済み情報の提供依頼 2 件に対応した。いずれも、期限内に適切に開示決定等を実施した。
情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通則法及び閣議決定等に基づく国民への情
報提供として、公表すべき 95 件の項目について、次回更新日等が容易に把握できるチェッ
クリストを用いて、当該情報を所管している関係部署と密に連携を図り、正確かつ最新の
情報を四半期毎等に公式ホームページで公開した。
任意事項の情報公開の推進については、開示請求を円滑に実施するため、引き続き、開
示請求の手続き方法及び個人情報保護の取組について、一連の手続きの流れをフロー図で
解説する等、分かりやすい解説を公式ホームページで紹介した。
業務運営の透明性を向上させる観点から、引き続き、全ての所内規程類（89 件）を公式
ホームページで公開するとともに、規程類の制定・改正の都度、速やかに公開した。
引き続き、外部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームペ
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ージで公開した。
法人文書の適切な管理の推進については、行政文書の管理に関するガイドラインの一部
改正を受け、文書管理・決裁規程を速やかに改正し、改正概要が容易に理解できる説明資
料を作成したうえで、文書管理者等向けに説明会を開催した（参加者 284 名（平成 30 年度））
。
法人文書管理の重要事項とその解説を示したチェックシートを用いて、引き続き、所内
全部署（90 部署（平成 30 年 3 月 31 日時点））にて法人文書の管理状況に関する自主点検を
実施した。点検結果に基づき、適宜、文書管理者等への指導・助言を実施した。
引き続き、所内全部署（90 部署（平成 30 年 3 月 31 日時点））の文書の分類及び保存期間
等の基本事項を定めた法人文書分類基準表の更新を実施するとともに、更新後の基準表を
イントラに掲載し、法人文書を適切に管理するための基本情報として職員等に周知した。
また、業務運営の透明性を向上させる観点から、新たに所内全部署の基準表を公式ホーム
ページで公開した。
法人文書の適切な管理について、職員等の認識、理解を増進させるため、平成 30 年度よ
り新たに全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施した。
受講者数は、受講対象者 6,191 名中 3,633 名（役職員 1,701 名、契約職員 1,932 名）（平
成 30 年 12 月 27 日現在）。受講率は約 58.7％であった。
平成 30 年 2 月に発生した不正なアクセスの再発防止策の一環として、秘密文書の運用方
法の見直しを行い、秘密文書として取り扱うべき文書の範囲を明確化した。また、本見直
しを踏まえ、秘密文書の具体例や管理方法等が容易に理解できる説明資料を作成したうえ
で、文書管理者等向けに説明会を開催した（参加者数 236 名）。
引き続き、全ての公印（107 個）が適正に使用されるよう、使用範囲を明記した公印管理
簿及び公印の管理方法等を示した公印管理マニュアルをイントラに掲載し、職員等に周知
した。
【効果】
法令等に基づく情報公開について、正確かつ最新の情報を公開することにより、業務運
営の透明性を確保できた。また、外部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文
解説を公式ホームページで公開することで、共同研究等に係る企業等との間における取組
方針を示し、連携推進を図る基盤を形成することができた。
法人文書の管理状況に関する自主点検、文書保存期間等の基本事項を定めた法人文書分
類基準表の公表及び法人文書管理に関する e-ラーニングの導入等により、産総研における
法人文書の適切な管理を一層推進した。また、適正な文書管理の推進により、産総研の適
正かつ効率的な運営に資するとともに、産総研の活動に係る対外的な説明責任を果たすこ
とが、より確実に行われるようになった。さらに、秘密文書の運用方法の見直しについて、
分かりやすい説明資料、説明会の開催等により、職員等の理解の促進とともに、適正な管
理が推進され、ひいては、産総研の対外的な信頼性の向上が期待される。
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【実績】
個人情報保護の点検の推進における、保有個人情報の自主点検について、独法等個人情
報保護法の改正を踏まえ、保有個人情報の取得先や提供先等が適切に確認できるよう、第
三者から提供を受けた場合の提供元の名称等を自主点検項目に追加し、引き続き、所内全
部署（90 部署（平成 30 年 3 月 31 日時点））において、保有個人情報（2,426 件）の自主点
検を実施した。
保有する個人情報が多い部署（7 部署（昨年度 5 部署））に対して、管理状況等の現場調
査を行い、適宜、指摘・助言等を実施した。また、指摘事項が適切に改善されたことを確
認するためのフォローアップを引き続き実施した。
情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の実施において、情報セキュリティと保有
個人情報のそれぞれの視点を取り入れた外部の専門家による統合監査を引き続き実施した
（平成 30 年度 82 部署（平成 29 年度 70 部署））
。また、今年度からは不正アクセス事案を
踏まえて、研究ユニット等 32 組織に重点を置いて外部専門家及び所内担当者による実地監
査を行い、その他 50 組織は書面監査としたことで、監査業務に係る業務負担が軽減され、
効率的に実施することが可能となった。
【効果】
1 個人情報保護の点検の推進
保有個人情報の自主点検について、自主点検項目の一部見直しにより、各部署が確認す
べきポイントの明確化が図られ、個人情報の適切な管理が一層浸透したほか、点検に係る
業務負担が軽減し、点検作業を効率的に実施することが可能になった。
2 情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の実施
情報セキュリティと保有個人情報の統合監査について、個人情報と密接不可分にある情
報セキュリティの視点や外部の専門家の視点を取り入れることで、監査の実効性を確保し
つつ、実地と書面のそれぞれで監査を行うことで、重点化しながら効率的な監査が可能と
なり、個人情報の適切な管理の推進に繋がることとなった。

【実績】
1 個人情報保護の普及・啓発
マイナンバーを含む個人情報保護について、職員等の認識、理解を増進させるため、引
き続き、全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施した。また、平成 30 年度は個人
情報の定義等に関する研修内容を充実化したほか、e-ラーニングのテスト問題を見直し、
職員等の理解度を高めた。
平成 30 年度は、受講対象者 6,191 名中 3,872 名（役職員：1,801 名、契約職員 2,071 名）
（平成 30 年 12 月 27 日現在）が受講した。受講率は約 62.5%であった（平成 29 年度 74.9%）。
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個人情報の適切な管理の一環として、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部の業者に
委託する場合には、契約金額の多寡に関わらず、仕様書に個人情報の取扱いに関する付帯
事項を記載するとともに、事業者に対して、責任者及び業務従事者の管理を定めた実施体
制の提出を義務付けるためのルールを整備した。
【効果】
個人情報保護に関する職員等の理解が向上したことにより、個人情報の適切な管理が徹
底され、個人情報を含む重大な情報インシデントの発生件数の抑制に繋がり、産総研への
信頼度が向上した。
平成 29 年度：インシデント 14 件中、重大な事案 1 件
平成 30 年度：インシデント 15 件中、重大な事案 0 件（平成 30 年 12 月 25 日現在）
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【前年度の主な評価コメントへの対応】
（「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成する為の体制：高額の年俸制職員およ
び卓越研究者の招聘に関しては、今後の展開に期待したいが、それら職員や研究者の実績
評価を客観的に行う体制も必要と考えられる。通常研究者の実績評価とは、異なった評価
軸が必要になると思われる。
＜対応・反映の状況＞
高額の年俸制職員および卓越研究者の評価に対する対応について
通常研究者の評価は、単年度毎に研究者本人が作成した年度目標に対する達成度を評価
しているが、卓越した能力を有する人材として採用した研究者は、特定の研究プロジェク
ト期間を通じて与えられるミッションの完了や研究課題の解決を目標とし、プロジェクト
に対する貢献度合いを実績評価している。また、通常研究者の実績評価では、所属部署の
上長が達成度を評価しているが、卓越した能力を有する研究者については、所属部署の枠
を超えた役職員で構成された審査体制において、客観的な評価を実施している。今後も、
それぞれの研究者の採用形態に応じた適切な評価を実施するとともに、審査プロセスの作
業効率化を目指す。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
一人当たりの論文数、特に筆頭論文の比率が長期的に低下傾向にあることは留意が必要
で、国研としての存在意義を改めて考え、地道な研究を適切に評価するようなシステムが
重要。
＜対応・反映の状況＞
論文執筆あるいはそれに匹敵する業務の活発化の目的で、年間研究・業務計画書におい
て、領域ごとの特性に配慮した上で、以下に挙げる研究実績の数値目標を研究職員が明記
する制度を構築した。また、目標が複数年にまたがる場合は、複数年に亘り研究成果を評
価できるよう評価制度を運用している。
（研究における実績例）
・論文や学会発表等の研究成果の公表
・計量標準や地質等、知的基盤に関連する成果の創出
・分析・計測等による研究支援
・外部資金の獲得（民間／公的の区分も明記）
（研究人材の拡充、流動化、育成）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
研究人材の拡充、流動化、育成：研究職員の教育はもちろん、事務職員の教育も同じよ
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うに力を掛けて行う必要があると思います。研究職員と事務職員の両輪がうまく回ってい
くことが、研究成果の最大化に繋がってきます。この点に現在行っている活動を説明でき
ると良いと思います。
＜対応・反映の状況＞
平成 30 年度は、産総研と大学・企業とをつなぐ連携人材の育成を強化するため、事務職
員に対して海外研究機関における長期派遣研修（海外派遣型マーケティング人材育成事業）
を実施した。さらに、国内においては、入所 3～5 年目の若手事務職員に対して、自身の視
点から産総研地域センターや、当該地域が抱える問題点などについて主体的に考える契機
を設けるため、約 1 カ月間にわたる地域センター派遣研修を実施した。
さらに、事務職員に限らず研究職員を含め、産総研職員一人ひとりの役職や階層等に応
じた研修制度の抜本的見直しを行った。具体的には、各役職において業務上専門とされる
スキルを明確化し、これらスキルの習得と、人間力（知的能力、対人関係力、自己制御力）
の醸成の 2 つの観点を考慮したカリキュラムを構築し、研究グループ長等研修（研究職）
や室長代理等研修（事務職）をはじめとする各階層別研修に反映させるなど、研究職員と
事務職員の両輪がうまく回るよう研修を適時に見直し、人材育成に努めた。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
民間との人事交流をもっと積極的にすることが望まれる。それにより委託研究にもつな
がる。
＜対応・反映の状況＞
民間との人材交流については、クロスアポイントメント制度を活用して産総研の研究者
が民間企業に出向（平成 30 年度 2 名）し、他方、特定集中研究専門員制度を活用して、民
間企業の研究者等を転籍出向者として受入れる（平成 30 年度 137 名受入れ）など、民間と
の人材交流に努めている。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
また、組織改革や人材の育成・活用の観点から、リサーチアシスタント（RA）制度やク
ロスアポイント制度のさらなる活用も含めた組織内外の若手雇用・育成と、シニア世代の
能力・経験の最大活用が必要。
＜対応・反映の状況＞
リサーチアシスタント（RA）制度の活用、クロスアポイントメント制度を活用した人材
育成、人事交流を積極的に行い人材の多様化を進めている。また、定年後の職員（シニア
スタッフ）の再雇用の配属先をこれまで本部・事業組織に限定していたところ、配属先に
研究推進組織を加え、シニア世代の能力・経験を有効に活用するとともに多様な活躍の場
の提供を行うため制度見直しを実施した。
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＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
桜翔クラブのような組織は、長い時間をかけて芽吹いていくものであり、将来に向けて
育てていくことが大事。
＜対応・反映の状況＞
イノベーションスクール修了生により発足した同窓会組織「桜翔クラブ」について、継
続的活動を支援した。その結果、産総研をハブとした新たな連携が生まれている。
（適切な調達の実施）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
引き続き適切な調達の実施等を進めるとともに、民間資金獲得額の目標値達成に向
けた効率的な業務運営体制の整備を今後も行っていくことが重要。
＜対応・反映の状況＞
平成 30 年度調達等合理化計画において、①適切な随意契約に向けた取組、②一者応札・
応募の低減に向けた取組、③人材育成・情報の共有等、④調達に関するガバナンスの徹底、
を策定し、PDCA サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的な調達
の合理化に取り組み、適切な調達を実施した。
（業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進）
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
組織満足度が高いアンケート結果は素晴らしいものとは思う。しかし、何に満足してい
るのかという情報が明示されておらず、正しく評価しにくい。今回の資料には残念ながら
提示されなかった詳細情報は、組織課題の宝庫であるはずだ。（組織の変革には痛みが伴
う事が多い。組織変革の過渡期にある産総研への満足度は低くなるのが当然かと思われる
が、にもかかわらず満足度が高いとなると、逆に心配にもなる）。次回はぜひ詳細情報と
解析結果をセットで示されたい。
＜対応・反映の状況＞
平成 29 年度の職場アンケートでは、30 代の事務職員の仕事に対するモチベーションが他
の年代と比較して低いなどの課題も認識された。これは事務職員としてのキャリアパスの
イメージが描けていないことに起因するとの分析から、キャリアパスのイメージの付きや
すそうな先輩職員のロールモデルを紹介するとともに「若手事務職員キャリアパス講座」
を平成 30 年 6 月に開催し、ロールモデルとなる先輩職員とのディスカッションを行うなど、
若手のモチベーションアップを目的とした取組を実施した。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
業務の効率化：今後、更に労働者不足となることが予想されることから、組織における
働き方・業務改革は今まで以上に重要になってくると考えられます。職員が長く働くこと
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ができる環境整備についても考慮し、柔軟な職場環境を整えていって頂きたい。
＜対応・反映の状況＞
「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年末年始における年次有給休暇取得の促進」
の励行等により、職員等が自ら労働時間を適切に管理することを意識させる取組を通して、
業務と私生活のメリハリある職場環境作りを進めた。
＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞
できることはまだあるのではないかと思われるので、現場の声を聴きながら、地道に改
善を継続していくことを期待。
＜対応・反映の状況＞
コンサルティングファームを活用し、第三者の専門的な知見も踏まえながら現場の意見
を吸い上げるとともに、業務フローの見直しをベースとした業務改善施策の検討・実施を
行っている。また、平成 29 年度に引き続き各部署の業務改善・効率化への取組状況を毎週
幹部層へ報告し意見交換を実施するとともに、本部・事業組織の各部署単位で業務改善等
を推進する「職場改善会議」の活動を継続する等、全所的な業務改善・効率化への取組を
実施している。
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ᕝᮏ ⿱Ꮚ

᪩✄⏣ᏛᏛ㝔⤒Ⴀ⟶⌮◊✲⛉ ᩍᤵ

⚄ ┿

ᮾிᏛ ⥲㛗

ᴬཎ ᐃᚁ

ᮾ䝺ᰴᘧ♫ ≉ู㢳ၥ

ᒣᾏ அ

⟃ἼᏛ䝅䝇䝔䝮ሗ⣔ ᩍᤵ

㻖



➨㻝ᅇ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻥᭶㻡᪥䠅㆟㢟
䛂≉チάື䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䛃䛺䛹
 ➨㻞ᅇ䠄ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻞᭶㻢᪥㻕㆟㢟
䛂⏘⥲◊䛾⌧≧䛸ᚋ䛾᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶䛃䛺䛹

ጤဨ䛛䜙䛾
䛺ຓゝ

ᡤᒓ

⏣ᓥ ⍞ஓ

䝇䝍䝑䜽㟁Ꮚᰴᘧ♫ ྡ㛗

୰チ ᫀ⨾

㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ ⌮㛗

㔝㊰ ᅧኵ

䝁䝬䝒 ྲྀ⥾ᙺ㛗

ᯇᑿ Ύ୍

ᅜ❧ᏛἲேྡྂᒇᏛ⥲㛗
㻖

ᒣす୍㑻

୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫ ≉ู㢳ၥ
㻖㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ᪂௵

 ▱㈈䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸◊✲⪅䛾▱㈈䝬䜲䞁䝗䜢㧗䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
 ᆅᇦ⏘ᴗ䜈䛾$,䜔,R7ᢏ⾡⯆䜈䛾㈉⊩䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹

䞉▱ⓗ㈈⏘䞉ᶆ‽䝉䝭䝘䞊䜢᭶㻝ᅇ䜎䛷㢖ᗘ䜢ୖ䛢䛶䚸ෆᐜ䜢䜘䜚ᐇ㊶ⓗ䛻䛧䛶㛤ദ䚹

ຠᯝ

䞉ᆅᇦ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛔䛶䛂㻭㻵㐨ሙ䛃䜢බタヨ➼䛾⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ䚹
Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯
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◊✲ᡤࡢ⤒Ⴀ㸦◊✲άືཬࡧ㐠Ⴀ⯡㸧ࡢ㔜せ㡯ࢆ㆟ㄽࡋࠊ⌮㛗ࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿ⤒Ⴀ㝕ᑐࡋ࡚ຓゝࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊእ㒊ពぢࢆ⤒Ⴀᫎࡍࡿࠋ

ᐇ⦼

ᖹᡂᖺᗘࡼࡾࠊ㐠Ⴀㅎၥ㆟ࢆᘬ⥅ࡂ⤒Ⴀᡓ␎㆟ࢆⓎ㊊
ጤဨ䛛䜙䛾䛺ຓゝ
ᖺᗘ
Ϯϴᖺ

ຓゝ
ຠᯝ
◚ቯⓗ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᢏ⾡䜢 䛂ϮϬϯϬᖺ䛻ྥ䛡䛯⏘⥲◊䛾◊✲ᡓ␎䛃䜢⟇ᐃ䛧䛯䚹
䝧䞊䝇䛸䛧䛯ᑗ᮶䛾䝅䝘䝸䜸䜢⪃䛘䚸␗ศ㔝⼥ྜ䛾◊
✲䜢ᡓ␎ⓗ䛻᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛿䛺䛔䛛䚹

Ϯϵᖺ

㛗ᮇⓗ䛺ど㔝䛻❧䛳䛯䚸◚ቯⓗ䛺◊✲䝅䞊䝈䛾᥈⣴ ⏘⥲◊䜶䝑䝆䝷䞁䝘䞊䝈ไᗘ䜢㛤ጞ䚹ϰϬṓ௨ୗ䛾ⱝ
ᡭ◊✲ဨ䛻ᖺ㛫ϭϬϬϬ䚹
䛜㔜せ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
ᖹᡂϯϬᖺᗘ䜎䛷䛻ϭϬྡ᥇⏝䚹
⌮ᕤ⣔ศ㔝䛾ዪᛶ◊✲⪅䜢ቑ䜔䛩䛯䜑䛾⟇䜢ᮇᚅ ዪᏊᏛ㝔⏕ྥ䛡䜲䝧䞁䝖䠄䝷䝪ぢᏛ䞉᠓ㄯ䠅䜢䛴
䛧䛯䛔䚹
䛟䜀䛸୰㒊䝉䞁䝍䞊䛷㛤ദ䚹䛚Ⲕ䛾ỈዪᏊᏛ䛸䚸
䛂ᐇ㊶ⓗ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ዪᛶேᮦ䛃䛾㍮ฟ䛻ྥ䛡䛯ໟ
ᣓ༠ᐃ䜢⥾⤖䚹
➨㻠ᮇ䛾ዪᛶ◊✲⪅䛾᥇⏝⋡㻞㻜㻑䜢㐩ᡂ㻚䚹
ಶே䛛䜙䝧䞁䝏䝱䞊ᴗ䜈䛾ᢞ㈨䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸 ⏘⥲◊䛷䛿䚸ᢞ㈨ᆺ䛾䜽䝷䜴䝗䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䛷䛿䛺
䜽䝷䜴䝗䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䛾䜘䛖䛺⤌䜏䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸 䛔䛜䚸ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛡䜛ᆅ㉁ᶆᮏ㤋
䜢᳨ウ䛧䛶䛿䛹䛖䛛䚹
➼䛾㐠Ⴀ㈝䛾୍㒊䜢ເ䜛䛯䜑䚸Ꮫ⾡⣔䜽䝷䜴䝗䝣䜯
䞁䝕䜱䞁䜾䝃䜲䝖䜢㏻䛨䛶䚸ᐤᆺ䛾䜽䝷䜴䝗䝣䜯䞁
䝕䜱䞁䜾䛾‽ഛ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

Ϯϵᖺ

ϯϬᖺ

ຠᯝ

䞉䛂㻞㻜㻟㻜ᖺ䛻ྥ䛡䛯⏘⥲◊䛾◊✲ᡓ␎䛃䛾⟇ᐃ䜔䜶䝑䝆䝷䞁䝘䞊䝈ไᗘ䛾タ䚸䜽
䝷䜴䝗䝣䜯䜲䞁䝕䜱䞁䜾䜢㛤ጞ䛧䛯䚹
Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯
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ᐇ⦼

࣭ࡘࡃࡤⱉ㛫ࢧࢺࡢᅜᗜ⣡ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭ᮾிᮏ㒊ᑠ㔠ᨭᡤࠕḟୡ௦ࣔࣂࣝ⏝⾲♧ᮦᩱඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ㸦ᮾி㒔ᑠ㔠ᕷࠊᘏ
ᗋ㠃✚⣙੍ࠊᘓ⠏㠃✚⣙੍㸧ࡢᅜᗜ⣡ࢆᐇࡍࡿࠋ

ᑠ㔠ᨭᡤ

ᅜᗜ⣡䠖ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻥᭶㻝㻟᪥

ᖹᡂᖺᗘࡽ㎰ᕤཬࡧẸ㛫ᴗ༷ࡢㄪᩚࢆ㛤ጞࡋࠊᖹᡂᖺ
ᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁ⏘⥲◊࣭㎰ᕤ᪉ᖿ㒊ࡼࡿㄪᩚࢆ⥅⥆ࠋᖹᡂᖺᗘ
ࡣ୍⯡➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࡶᛂᮐ⪅࡞ࡋࠋᖹᡂᖺᗘ ୍⯡➇தධᮐ
ࡢ⤖ᯝࠊ㎰ᕤࡀⴠᮐࠋ
ͤᖹᡂᖺᗘ༷ࡀ
ࡘࡃࡤⱉ㛫ࢧࢺ ᅜᗜ⣡䠖ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻝᭶㻞㻝᪥

ḟୡ௦䝰䝞䜲䝹⏝⾲♧ᮦ
ᩱඹྠ◊✲䝉䞁䝍䞊
䠄ᑠ㔠ᨭᡤ䠅

ᖹᡂᖺᗘࡽ⏕άᨭࣟ࣎ࢵࢺࡢᏳ᳨ドᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ᶆ‽ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᖹᡂᖺᗘᮎᏳᛶヨ㦂ࡢᴗ
┠㏵ࡅ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊせ࡞ࡗࡓࠕࡘࡃࡤⱉ㛫ࢧ
ࢺࠖࡢᘓ≀ཬࡧᖏタഛࢆᖹᡂᖺᗘ༷ࡋࡓࠋ
ⱉ㛫䝃䜲䝖ᘓ≀䛾እほ

ຠᯝ

䞉ᖺ㛫⥔ᣢ㈝䠄⣙ϯ͕ϯϬϬ䠅䛾ᨭฟ๐ῶ䚹
Ϭ㸬 㔜せ࡞㈈⏘ࡢㆡΏ࣭ᢸಖィ⏬
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࣭㛵すࢭࣥࢱ࣮ᑽᓮᨭᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ⮬యཬࡧ㛵ಀᶵ㛵༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᅜᗜ⣡ྥࡅࡓ
ᡭ⥆ࡁࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㛵すࢭࣥࢱ࣮ᑽᓮᨭᡤ

ᖹᡂᖺ᭶㛢㙐ࡋࡓ㛵すࢭࣥࢱ࣮ᑽᓮᨭᡤࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂᖺᗘࡽ㏆␥㈈ົᒁ
ᅜᗜ⣡ྥࡅࡓᡭ⥆ࡁࢆ㛤ጞ
࣭ᖹᡂᖺᗘࠊ㏆␥㈈ົᒁᅜᗜ⣡ྥࡅࡓㄪᩚࢆ㛤ጞࡋᚲせ࡞ᥐ⨨ཬࡧ㛵ಀ㈨ᩱ
ࡢᥦฟࢆᐇࠋ
࣭ᖹᡂᖺᗘࠊ㛢㙐タ⨨ࡋࡓධ㜵Ṇᥐ⨨ࡢⅬ᳨ཬࡧᕠᅇࢆᐃᮇⓗᐇࠋ
࣭ᖹᡂᖺᗘࠊᣦ♧㡯䛾ᅵተởᰁㄪᰝࡢ๓ẁ㝵࡞ࡿᆅṔࠊẖᮌࠊ3&%➼ࡢㄪᰝ➼
ࢆᐇࠋ
࣭ᖹᡂᖺᗘࠊᣦ♧㡯䛾ᅵተởᰁㄪᰝࠊࢫ࣋ࢫࢺㄪᰝࠊᩜᆅ 㔞࣭ᆅ✚ 㔞ᅗⓏ
グసᴗ➼ࢆᐇࠋ
㏆␥㈈ົᒁ⟶㈈㒊䛸༠㆟䜢ᐇ䛧䚸ᅜᗜ⣡䛻
ྥ䛡䛯ᣦ♧㡯䛻ᑐᛂ䚹
ຠᯝ ࣭ᖹᡂᖺࡽᅜᗜ⣡ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡋࠊ
ᣦ♧㡯㡯┠ࡢෆ㡯┠ࡀࡋࠊᡭ⥆ࡁࡀ
㐍ᒎࠋ
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䠐䠊ᗈሗ
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࣐ࢫ࣓ࢹᑐࡋࠊ◊✲ᡂᯝࡸ⤌⧊⤒Ⴀ㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊグ࠾ࡼࡧ79
ሗ㐨ࡘ࡞ࡆࡿࠋ

ᐇ⦼

䜻䝻䜾䝷䝮ᐃ⩏ᨵᐃ 䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁άື

䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇

㻗

グ⪅ㄝ᫂

ᙳ

࣐ࢫ࣓ࢹྥࡅࡢ๓ㄝ᫂ࢆ㛤ദ㸦♫ྡཧຍ㸧
㺀᪥ᮏᅜ࢟ࣟࢢ࣒ࣛཎჾ㺁ࡢᙳࢆ㛤ദ ♫ཧຍ
䛂㉁㔞䛾༢䛂䜻䝻䜾䝷䝮䛃䛾
᪂䛯䛺ᇶ‽䛸䛺䜛䝥䝷䞁䜽ᐃᩘ䛾Ỵᐃ䛻㈉⊩䛃

㻗

㻗

䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾ⤂
䛂⏘⥲◊䝏䝱䞁䝛䝹䛃䛻䛶
◊✲ᡂᯝ䜢ື⏬䛷⤂

ከᩘ䛾䝯䝕䜱䜰ሗ㐨➼
㻥㻜௳䜢㉸䛘䜛᪂⪺ᥖ㍕䚸
㻺㻴㻷䛂䝏䝁䛱䜓䜣䛻 ྏ䜙䜜䜛䛃䚸䛂䝃䝷䝯䝅䛃ฟ₇䚸
㼀㼂㻘䝷䝆䜸㻘㞧ㄅ䛻㻝㻜௳௨ୖྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛯

ㅮㄯ♫䝤䝹䞊䝞䝑䜽䝇䛸䛾㐃㍕

ຠᯝ

௳௨ୖࡢ᪂⪺グ㸦ࢇࡀ୍⯡⣬㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀࠊ79࣭ࣛࢪ࣭࢜㞧ㄅ➼࡛ࡶᩘከ
ࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡞ࠊ⏘⥲◊ࡢ▱ྡᗘྥୖᐤࡋࡓࠋ
Ϯ ᗈሗᴗົࡢᙉ
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ࡼࡾࠊグ࠾ࡼࡧ79ሗ㐨ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
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 䝬䝇䝯䝕䜱䜰䛻ᑐ䛧䚸ㄝ᫂䚸䝷䝪䝒䜰䞊䜢㛤ദ
 䛂◊✲⪅䛜ㄒ䜛䟿ศゎㄝ䛃ື⏬䜢<RXWXEH䛷㓄ಙ
 ᗈሗㄅ䜢䛂⏘⥲◊/,1.䛃䛸䛧䛶䝸䝙䝳䞊䜰䝹

ᆅ㉁ᶆᮏ㤋ࡢෆぴ

ᴗ䛸䛾㐃ᦠ䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟⤂

 ᖖタᒎ♧タࠕࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢫࢡ࢚ ࡘࡃࡤࠖ
ࢆࣜࢽ࣮ࣗࣝ
 ㅮㄯ♫䛸㐃ᦠ䛧䚸䛂䛥䛜䛫䚸䛚䜒䛧䜝◊✲䟿 䝤䝹䞊
䝞䝑䜽䝇᥈᳨㝲䛜⾜䛟䛃䛸䛧䛶䠤䠬䛷ሗⓎಙ

➨䠏ᮇ

➨䠐ᮇ
ᖹᡂϮϲᖺᗘ

ᖹᡂϮϴᖺᗘ

ᖹᡂϮϵᖺᗘ

ᖹᡂϯϬᖺᗘΎϭ

䠄ᖹᡂϮϲᖺᗘẚ䠅

ϰ͕Ϭϲϰ

ϯ͕ϵϵϯ

ϰ͕Ϭϳϵ

ϰ͕ϴϬϲ

ϰ͕ϳϱϱ

ϭϭϳй

ϱ͕ϯϰϵ͕ϭϮϰ

ϱ͕ϴϵϬ͕ϱϬϬ

ϲ͕Ϯϴϴ͕ϯϲϬ

ϳ͕ϭϰϲ͕ϮϬϱ

ϴ͕ϵϬϮ͕ϴϲϱ

ϭϲϲй

ϯϬϬ

ϰϰϮ

ϱϮϯ

ϱϲϳ

ϭϴϵйΎϮ

⏘⥲◊>/E<㟁Ꮚ∧䜰䜽䝉䝇ᩘ

ᖹᡂϮϳᖺᗘⓎ
⾜䛾䛯䜑䝕䞊䝍
↓䛧

Ϯ͕ϱϭϭ

ϯ͕ϱϬϲ

ϲ͕ϬϴϬ

ϱ͕ϴϳϬ

ϮϯϯйΎϮ

䝃䜲䜶䞁䝇䞉䝇䜽䜶䜰᮶ሙ⪅ᩘ

ϯϮ͕ϳϮϭ

ϯϳ͕ϱϬϮ

ϯϲ͕ϱϰϯ

ϰϬ͕Ϯϲϯ

ϯϰ͕ϴϲϳ

ϭϬϳй

ሗ㐨௳ᩘ
⏘⥲◊zŽƵƚƵďĞ⥲⏕ᅇᩘ
⏘⥲◊>/E<ᐃᮇ㉎ㄞ⪅ᩘ
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ᖹᡂϮϳᖺᗘ

ٮਛফাৎਡदभৰౚ ٮਛফ২ૻ

࣭➨ᮇẚ࡚➨ᮇࡣࠊሗ㐨௳ᩘࡀ㸣ࠊ<RXWXEH⥲⏕ᅇᩘࡀ㸣ࠊࢧ࢚ࣥ
ࢫ࣭ࢫࢡ࢚᮶ሙ⪅ࡀ㸣ࠊ/,1.㉎ㄞ⪅ᩘࡀ㸣ࠊ㟁Ꮚ∧ࢡࢭࢫᩘࡀ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
Ϯ ᗈሗᴗົࡢᙉ
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◊✲ᡂᯝࡸ◊✲άືࡢሗⓎಙ
ホ౯䝁䝯䞁䝖

◊✲ᡂᯝ䜔◊✲άື䛾ሗⓎಙ䛿䚸⏘⥲◊䛾ᙺ䜔άື䜢╔ᐇ䛻ᗈ䜑䛶䛟䜜䜛䜒䛾䛸
ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹ᑓ㛛ㄅ䛰䛡䛷䛺䛟୍⯡⣬䛻䜒ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛◊✲ᡂᯝ䜔◊✲άື䠄䜘䜚䜲䞁
䝟䜽䝖䛾䛝䛔◊✲ᡂᯝ䜔◊✲άື䠅䛜䚸ᩘከ䛟ฟ䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹

ᑐᛂ䞉ᫎ≧ἣ

䝬䝇䝯䝕䜱䜰䛻ᑐ䛧䚸◊✲ᡂᯝ䜔άື䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䜒䜙䛖ᶵ䛸䛧䛶䚸ㄝ᫂䚸 䝷䝪䝒䜰䞊䜢㛤ദ

䜻䝻䜾䝷䝮ཎჾᙳ

⮬ື㉮⾜䛾䝯䝕䜱䜰ྥ䛡ㄝ᫂㛤ദ

᪂⪺ᥖ㍕ᩘ䝖䝑䝥䛿䛔䛪䜜䜒グ⪅ぢ➼䜢⾜䛳䛯௳

㒔ᕷ㖔ᒣ◊✲タ➼ࡢぢᏛ
㸦ࣛ࣎ࢶ࣮㸧

㻝䠊㻥㻜♫ᥖ㍕䠖䜻䝻䜾䝷䝮ᐃ⩏ᨵᐃ
㻞䠊㻞㻢♫ᥖ㍕䠖䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛾ᐇドホ౯䠄Ọᖹᑎ⏫䠅䛻ಀ䜛᪂䛯䛺ᐇド䜢㛤ጞ
㻟䠊㻝㻤♫ᥖ㍕䠖㒔ᕷ㖔ᒣά⏝䛻ྥ䛡䛯㞟୰◊✲タ䛂ศ㞳ᢏ⾡㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛃䜢㛤タ
㻠䠊㻝㻣♫ᥖ㍕䠖㐠㌿䛾ᴦ䛧䛥䜢⛉Ꮫⓗ䛻᥎ᐃ䛩䜛ᢏ⾡䛷䚸㇏䛛䛷㐀ⓗ䛺⮬ື㌴♫䛾ᐇ⌧
䛻㈉⊩
㻡䠊㻝㻡♫ᥖ㍕䠖ᮌᮦ䛾ᡂศ䜢⏝䛔䛯⮬ື㌴ෆእ㒊ရ䛾ᐇ㌴ᦚ㍕ヨ㦂䜢㛤ጞ
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ேᕤ▱⬟㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬ
ホ౯䝁䝯䞁䝖

ேᕤ▱⬟㛵㐃ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ௦ࡢὶࢀࡗࡓࢱ࣒࣮ࣜ࡞
タ࡛࠶ࡾࠊᚋ࠸ࢯࣇࢺࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡢ┿౯ࢆၥࢃࢀࡿࡇ
࡞ࡿࠋ௦ࡢඛࢆㄞࡳࠊࡲࡉࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᣐⅬ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࠋ

ᑐᛂ䞉ᫎ≧ἣ

ேᕤ▱⬟㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬ㸦᯽ࢭࣥࢱ࣮㸧
ே㛫ᣑᙇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
$%&,ؚॖঀঋش३ঙথ؞
ইॕشঝॻقฃभ୴كभણ৷

য؞୭ੑ
उेल१شঅ५৫
যষੑ

95१شঅ५୭
३গঞॱش

ஂ૧টॵॺ৫

যੵਞ

ே㛫䞉⎔ቃィ ᢏ⾡䜢䝁䜰䛻䛧䛯/䝃䞊䝡䝇ᢏ⾡ฟ䛸ே㛫⬟ຊᣑᙇ◊✲
,R7७থ१ॹ؞ংॖ५৫

উজথॸॵॻ
ইঞय़३ঈঝ७থ१

0(06
ਗ਼ॸय़५ॱॖঝಉ

䝣䝺䜻䝅䝤䝹䝉䞁䝃䚸DD^ᢏ⾡䜢᰾䛸䛧
䛯/Žd䝉䞁䝃䚸䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䛸䚸䛭䜜䜙䜢
ά⏝䛧䛯/ᛂ⏝◊✲

ᮾ䛸䛾㐃ᦠ䜢᥎㐍䛧䛺䛜䜙$,ᛂ⏝䞉⼥ྜ◊✲䠄$,
䛻䜘䜛ே㛫ᣑᙇ䚸$,䛸䝉䞁䝃䝕䝞䜲䝇䛾⼥ྜ䛺䛹䠅
䜢᥎㐍䛩䜛䚹

¾ 䝕䞊䝍ྲྀᚓ⎔ቃ䛸䛧䛶ά⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚸ᶍᨃ⎔ቃ䠄ㆤタ䚸ఫᒃ䛺䛹䠅䜔᯽䛾ⴥ䜻䝱䞁䝟䝇
䜶䝸䜰䜢ά⏝䛧䛶䚸ᴗ㐃ᦠ䚸ேᮦ⫱ᡂ䚸䝧䞁䝏䝱䞊ฟ䜢┠ᣦ䛩⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᣐⅬ䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䛟
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ேᕤ▱⬟㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬ㸦⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮㸧

⮫ᾏࣁࣈᣐⅬ㸦⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮ෆ㸧ປാ⏕⏘ேཱྀపୗ䛷ᙳ㡪䜢䛝䛟ཷ䛡䜛ປാ㞟⣙ᆺ䛾
⏘ᴗ䛷䛒䜛䛂ᕤሙ䛃䛂≀ὶ䛃䛂⸆䛃䛾䠏䛴䛾⎔ቃ䛾ᶍᨃ⎔ቃ䜢䝃䜲䝞䞊䝣䜱䝆䜹䝹䝅䝇䝔䝮䛸䛧䛶ᵓ⠏䛧䚸
䛣䛾ᶍᨃ⎔ቃ䛛䜙$,䛾Ꮫ⩦䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
৵ਲ਼ெᇍ୭
৵৬ଲୗ
ெᇍ୭
ংॖड़ଢ଼ெᇍ୭
$,টॵॺংॖड़१ॖग़থॸॕ५ॺ৫पेॉ
ఇଢ଼েਓਙभ॑ৰ

$,[টॵॺपेॊ
ঐॸজ॔ঝঁথॻজ
থॢ॑ৰ

৬ଲୗছॖথ॑৵৲खथ
$,दਈి౪

$,पेॉളਯभੈ৹॑ৰਠ

ਃ༊ਸੵੵৃெᇍ୭

ੵৃभেਓছॖথ॑ெᇍखؚ$,ૼ॑৷ःथ৴भষங॑رऩ
টॵॺ॑৴औचथؚঔঀधੲਾभৢभਤঔॹঝ॑ৰ

َणऩऋॊੵৃُ
भਫ਼॑
૭ચधघॊ

ਸੵقශऑؚજచಉك

ঐॽআগঞش३ঙথ
ੌقয়ؚআॵय़থॢكৢؚ

টॵॺੴચ
ध৴౪

Ҧऋবુથभॸ५ॺ
ঋॵॻҧ

¾ ᚋᶍᨃ⎔ቃ䜢䝔䝇䝖䝧䝑䝖䛸䛧䛶ά⏝䛧䚸䛣䛣䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯⤌䜏䜢ᐇ㝿䛾⌧ሙ䜈ᒎ㛤䛧䛶䛔䛟
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বয়ଢ଼৫১য ਓૼ়ଢ଼ਚ
ਛফ২ ଢ଼ঢ়৴ਜ௬৩ভ
௬ৱમقହৱમك
ॖঀঋش३ঙথਤম
ਛফা

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ
ॖঀঋش३ঙথਤমশ
நਹ ઁఘ


ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ᮏ㒊ࡢᴫせ

ᮏ㒊㛗
ᮏ㒊㛗
ᮏ㒊ᑂ㆟ᙺ

ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍⏬ᐊ
ᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᐊ
ᆺ㐃ᦠ᥎㐍ᐊ

ୖᖍ,&
,&
ࢳ࣮ࣇ32
32

㸸㸶ྡ
㸸㸴ྡ
㸸㸯ྡ
㸸㸵ྡ

ͤ,& ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ
32 ࣃࢸࣥࢺ࢜ࣇࢧ࣮

࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㛤Ⓨ࣭ᢏ⾡⛣㌿ࢭࣥࢱ࣮

▱ⓗ㈈⏘࣭ᶆ‽᥎㐍㒊
⏘Ꮫᐁ࣭ᅜ㝿㐃ᦠ᥎㐍㒊
ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍㒊

◊✲ᡤࡢ㐃ᦠᡓ␎ࡢ⟇ᐃࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓ⟇ࡢ⏬࣭❧ࢆ⾜࠺ࠋ
ᢏ⾡࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㛤Ⓨࠊฟ㈨ࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢ☜❧ࠊᅜ㝿ᶆ‽ࠊእ㒊ᶵ㛵ࡢ
㐃ᦠࠊᅜ㝿㐃ᦠࠊᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ⫱ᡂ➼㛵ࡍࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
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ぢ㎸ホ౯

ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢไᗘࡢタࡼࡾࠊᴗࡢඹྠ◊✲ࡢࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࢆᙉ
z ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࡣᛴ㏿ᬑཬࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ཷࡅ─
z ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䛾ᥦ౪䜔㐃ᦠ䝔䞊䝬䛾ᵓ⠏䚸ලయⓗㄢ㢟䛜ぢ䛘䛺䛔ẁ㝵䛛䜙䛾㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛻
ᴗࡢ㐃ᦠࡢࢫࢸࢵࣉලయⓗ࡞ไᗘ
ձᢏ⾡┦ㄯ

ղᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝ

ճඹྠཷク◊✲

࣭ᢏ⾡ⓗၥྜࡏࡢ㟁ヰ࣭࣓࣮࣮ࣝ࣋
ࢫࡢ↓ᩱ┦ㄯ㸦ᅇ⛬ᗘ㸧

࣭⏘⥲◊ࡢᢏ⾡࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆά⏝ࡋࡓ᭷ൾࡢ
ᢏ⾡ⓗ▱ぢࡢᥦ౪

࣭ᇶ♏◊✲ࡽᐇドࡲ࡛ࢽ࣮ࢬᛂࡌ
ࡓከᵝ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍



㸦ᴗࡽࡢᖺ㛫┦ㄯ㸧
⣙

௳

௳ 㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧

 ௳

㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧

ᖹᡂᖺᗘࡣ๓ᖺᗘࢆ
ୖᅇࡿධࢆ┠ᣦࡍ
࣭ᅇ⛬ᗘࡢ↓ᩱ┦ㄯ࡛ࡣࠊ㐃ᦠࢸ࣮࣐ࡢ῝
ᇼࡾࡀ㞴ࡋࡃࠊᆺ㐃ᦠ⤖ࡧࡁࡃ࠸
࣭ᩘከ࠸ᴗࡽࡢ┦ㄯࠊᘬྜ࠸ࠊ◊✲
⪅ࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࡀࡁࡃࡃࠊᢳ㇟ⓗ࡞ၥ
㢟ព㆑ࡸ」㞧࡞◊✲ㄢ㢟ᑐᛂࡋ࡙ࡽ࠸

㸦ᴗࡽࡢ㈨㔠
ᥦ౪ᆺඹྠ◊✲㸧
⣙

௳

࣭ࢥ
ࢥࣥࢭࣉࢺඹᆺࢥࣥࢧࣝࡼࡾࠊᴗࢽ࣮
ࢬࢆ῝ᇼࡾࡋࠊ㐃
㐃ᦠࢸ࣮࣐ࢆඹࠋ

࣭ࣇ࣮ࢪࣅࣜࢸࡀ᫂☜࡞ẁ㝵࡛ᴗ
ࡀඹྠ◊✲ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࡳ࡙ࡽ࠸ࠋ

࣭࠾ヨࡋヨ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ᢏ⾡ㄢ㢟ࢆ᫂☜ࠋ

࣭ᴗࡢ▱㈈ࡢዎ⣙ㄪᩚࡢࡓࡵࠊ◊✲㛤
ጞࡲ࡛༙ᖺ௨ୖࡢ㛫ࡀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ

࣭▱
▱㈈᮲㡯࡞ࡋࡢ⣙Ḱ࡛ࠊ㎿㏿࡞ዎ⣙ྍ⬟ࠋ
㸦᭱▷Ⴀᴗ᪥࡛ࢫࢱ࣮ࢺ㸧

ᶫΏࡋࢆᙉຊ᥎㐍
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ࢥࣥࢧࣝ㛤ጞࡽᶫΏࡋࡲ࡛,&➼ࡢᡭཌ࠸㛵ࡼࡾ㧗࠸㢳ᐈ‶㊊ᗘእ㒊㈨㔠ࢆ⋓ᚓ
ձࢥࣥࢧࣝ㛤ጞ๓

ղࢥࣥࢧࣝᐇ

 ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮࣭ᴗᡤ
࠾࠸࡚ಶูㄝ᫂ࢆ㛤ദ
 ௳ᩘࡢᖜቑᑐᛂࡋࡓຠ
⋡ⓗ࡞ዎ⣙యไࡢᵓ⠏
 ᑓ௵ᢸᙜ⪅ࢆ⨨ࡁࠊᢏ⾡ࢥ
ࣥࢧࣝࡢ㐺ྰࡸὀពⅬ࡞
ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺๓┦ㄯࢆᚭ
ᗏ

 ᖺᗘ┠ᶆࢆᖜୖᅇࡿᖹᡂᖺᗘ ௳ࠊ
൨㸦ᖺ࡛ಸ㸧

ճࢥࣥࢧࣝ⤊ᚋ

 ⏘⥲◊య࡛ᐇࡍࡿỗ⏝ⓗไᗘ
䠄௳䠅

䠄ⓒ䠅

ϭ͕ϬϬϬ

ϰϭϭ௳

ϰϰϳ௳

ϴϬϬ

ϰϬϬ
Ϯϳϱ௳

ϲϬϬ

ϯϬϬ

ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ

ϱϬϬ

 ࢥࣥࢭࣉࢺඹᆺࢥࣥࢧࣝࡼ
ࡿᆺ㐃ᦠࡢᶫΏࡋ
 ᡤෆ࣭ᡤእࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࢆ⥅
⥆ࠊᡤእ‶㊊ᗘࡀ㸣ྥୖ
㸦+)<㸧

ϲϬϮ

ϴϰ௳

ϳϮϴ

ϭϬϬ

ϯϱϯ

ϭϬϮ

)<

)<

ϮϬϬ

)<

)<

ィ

ᶵჾᴗ⏺ࡢ⤌⧊㐃ᦠࡢ
ᶫΏࡋࡀᡂຌ㸦ᆺ㐃ᦠ㸧

Ϭ

᭶⌧ᅾ

㢳 ᐈ ‶ ㊊ ᗘ ㄪ ᰝ ࢹ ࣮ ࢱ
ձዎ⣙ᡭ⥆ࡁࡢࢫࣆ࣮ࢻ

ճዎ⣙⤊ᚋࡢ㐃ᦠ≧ἣ

ղᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࡢ⥲ྜⓗ‶㊊ᗘ
ਂ؞
नठैधु ृृਂ
इऩः  ٫
٫

ਂਂृृ؞
٫
नठैधु
इऩः
٫

ଌृृ؞ଌ
٫

ણ৷ऩख؞
जभ
٫

ਫ਼ୈর
٫

ଌृृ؞ଌ
٫

ૼ॥থ१ঝृ
ુଢ଼ष
ষ؞ઐ௱র

٫

پফাଜऽदभਗਹ৷षभ৹ਪટ؛௦ਯ భस੯



Ϩ  ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

ぢ㎸ホ౯

㡿ᇦᶓ᩿ࡢᆺ⤌⧊㐃ᦠࡀᖜቑ
 ᴗࡢㄢ㢟⏘⥲◊ࡢᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ➨ᮇࡢྲྀ⤌ࡳࢆᅵྎࠊ
ࢺࢵࣉᑟࡼࡿᆺ⤌⧊㐃ᦠࡢᵓ⠏ࢆᙉຊ᥎㐍

➨ᮇ ++

➨ᮇ ++

࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣁࣈ
ᶵ⬟ࡢᙉ
z ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᆺඹྠ◊✲
z ேᮦ⛣⡠ᆺࠊ◊✲⨨➼ᥦ౪ᆺࡢඹྠ◊✲
z ㄢ㢟ࢽ࣮ࢬᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢྥୖ
㸦ከ㠃ⓗᴗᒎ㛤ࢆࡍࡿᴗᑐࡋ」ᩘศ
㔝ࡢ,&ࡼࡿࢳ࣮࣒ไࠊᴗᢸᙜ,&ࡢ㓄⨨㸧

Ẹ㛫ᴗࡢᶫΏࡋᶵ⬟ࡢᙉ
z ᴗ⤒Ⴀᒙ⏘⥲◊ᖿ㒊ࡼࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
㸦ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙㸦7%)㸧࡛ࡢ⌮㛗㠃ㄯ௳㸧
z ᴗࡲ࡛ࢆど㔝ᴗࡶᢏ⾡ᡓ␎ࡢ⟇ᐃࢆ
⾜࠺ࠕඹᆺࢥࣥࢧࣝࠖ
z Ẹ㛫࡛ࡢࣅࢪࢿࢫ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ,&ࡢ᥇⏝㸦ᘏ
ྡ㸧
ࢺࢵࣉࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡼࡾ㡿ᇦࢆ㊬ࡿ
⤌⧊㐃ᦠࢆ᥎㐍

ᴗࡀ༢⊂࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟
ࢆᢏ⾡⤌ྜࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡾゎỴ

ᖹᡂᖺᗘᮎ

➨ᮇᮎ

൨

Ẹ㛫䛛䜙䛾⋓ᚓ㈨㔠

൨

௳

ᆺඹྠ◊✲䠄㻟༓௨ୖ䠅

௳

♫

ᆺ⤌⧊ⓗ㐃ᦠ䠄ෙ䝷䝪➼䠅

♫
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ᖹᡂᖺᗘᮎ

᭦࡞ࡿẸ㛫㈨
㔠ࡢ⋓ᚓࠊ
ᆺ㐃ᦠᵓ⠏ࢆ
┠ᣦࡍ㸦᪂つ
ෙࣛ࣎௳➼㸧

Ϩ  ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

ᖺᗘホ౯

࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊᙉࡼࡿ
ᆺ㐃ᦠࡢ᥎㐍
 ࣋ࣥࢺ࡛ࡢ㢳ᐈࢽ࣮ࢬⓎ᥀ࠊࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫࡼࡿ⤌⧊ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
 ,&ᑟࡢඹᆺࢥࣥࢧ࡛ࣝ㐃ᦠࡢᆺ
ᴗࡽࡢඹྠ◊✲㈨㔠ࡢᐇ⦼

ᆺ㐃ᦠࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάື
࣋ࣥࢺ➼ࢆ㏻ࡌࡓ㢳ᐈࡢⓎ᥀





➨ᮇᮎ㸦+ᖺᗘ㸧ࡽ➨ᮇࡅ࡚ࠊ
ᆺ㐃ᦠࢩࣇࢺ

⤒ᅋ㐃➼ࡢᴗ⏺ᅋయࡢぢᏛ
ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙LQࡘࡃࡤ 7%)7 
ෙࣛ࣎ࢩ࣏ࣥࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭ࣑
ࢼ࣮
㔠⼥ᶵ㛵ࡸᢏ⾡௰ᴗ⪅㸦࣮ࣜࣥ࢝ࢬ➼㸧ࢆ
ά⏝ࡋࡓᴗⓎ᥀

㸦ⓒ㸧

㈨㔠ᖏࡈࡢඹྠ◊✲㈝ᥦ౪㢠⣼ィ

ϯ͕ϬϬϬ

㸺7%)7㸼

Ϯ͕ϱϬϬ
 ᖿ㒊ࡼࡿࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫ



Ϯ͕ϬϬϬ

⤒Ⴀ⪅㛫࡛ࡢ⤌⧊ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢᐇ⌧
7%)7♫ࡢ⌮㛗㠃ㄯࢆጞࡵࠊᅜࡢ
ᴗࢆ⢭ຊⓗゼၥ

ϭ͕ϱϬϬ
㸺⤒ᅋ㐃⌮㛗ࡢᑐヰ㸼
࢚ࣞ〇㐀㸦ࡘࡃࡤ㸧ࠊ࢚ࢿ⎔㸦)5($㸧
ྛྡ㏆࠸ᴗ⤒Ⴀᒙࡀཧຍ

ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ

 ,&ࡼࡿඹᆺࢥࣥࢧࣝ



,&ᑟࡼࡾᴗࢽ࣮ࢬࢆ῝ᇼࡾࠊ㡿ᇦࡢቨࢆ
㉺࠼࡚ᆺ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆඹ㸦+ᖺᗘ ௳㸧
,&➼ࡢࢫ࢟ࣝྥୖࡢࡓࡵࠊ ࠕᣑᢏ⾡࣐ࢣ
㆟ࠖࡸࠕ㐃ᦠேᮦ⫱ᡂ◊ಟࠖ㛤ദ

Ϭ

+ +
ਐ
峘ુଢ଼੧੯

+ +
ਰ
峘ુଢ଼੧੯

ࣀ᥎࣭㡿ᇦࠊ7,$࣭ᆅᇦࡢ
,&㸦ྡ㸧ࡀሗඹ᭷



Ϩ  ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢຊࡢᙉ

ᖺᗘホ౯

ඹᆺࢥࣥࢧࣝࡼࡾ㡿ᇦᶓ᩿ࡢ⤌⧊ⓗ㐃ᦠࢆฟ
 ᖹᡂᖺᗘࡣࠊᖹᡂᖺᗘᐇࡋࡓࠕィ ࣭ศᯒࣇ࢙ࠖࢆዎᶵࠊィ ᶵჾ࣭ศ
ᯒᶵჾᴗ⏺ࡢᆺ㐃ᦠࡀ㐍ᒎ
 ඹᆺࢥࣥࢧࣝࡼࡾࠊ◊✲⌧ሙࢆ࠼ࡓᮏ᱁ⓗ࡞㐃ᦠࢸ࣮࣐ࡢ᳨ウࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛㐃ᦠࡀᑡ࡞ࡗࡓᴗ⏺ࡲ࡛㐃ᦠࡀᣑ
ੑਃஓ嵣ীෲਃஓੀ峒峘৴

୫ષੀ峒峘৴

z ィ ᶵჾ࣭ศᯒᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆᙜ
࡚ࡓ≉ูᒎ♧㸦ィ ࣭ศᯒࣇ࢙ LQி㒔㸧
࠾ࡅࡿᴗࢺࢵࣉ⌮㛗ࡢ㠃ㄯࡼࡾࠊ⤌
⧊ⓗ㐃ᦠࢆࢥ࣑ࢵࢺ
z 㡿ᇦࢆᕳࡁ㎸ࡴඹᆺࢥࣥࢧࣝࡼࡾࠊᆺ
ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆฟ

z ୰㛗ᮇⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࡢࢸ࣮࣐ࢵࣉࠋᖹᡂᖺ
᭶ࡼࡾࠊ⤌⧊ⓗ㐃ᦠࢆ㛤ጞ
z ᖹᡂᖺᗘࡣࠊࡇࢀࢆዎᶵ㐃ᦠࡀᣑࠋ♫ဨ
ࢆ≉ᑓࡋ࡚⏘⥲◊ཷධࢀࠊᣐⅬ㛤タࠋᑓᒓ
,&ࡶࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
᪂つ௳ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ

ࠕ࠾࠸ࡋࡉ◊✲ࠖࠊࠕ$,␗≀᳨ฟࠖࠊࠕ᪂ໟᐜჾ㛤Ⓨࠖࠊ
ࠕẼ㇟ࢹ࣮ࢱゎᯒࡼࡿ㔞ண ࢩࢫࢸ࣒ࠖ➼ࠊࢸ࣮࣐ࢆᐇ

ィ ࣭ศᯒࣇ࢙LQி㒔ࡢᵝᏊ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧
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Ϩ  ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࡢᆺ㐃ᦠ
ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡼࡾ≉ࡋࡓ㐃ᦠࡢࡓࡵࠊᴗྡࢆෙࡋࡓࠕ㐃ᦠ◊✲ᐊ ㏻⛠͆ෙ͇ࣛ࣎ ࡢタ⨨

ㄢ㢟

ᴗ

ෙࣛ࣎ࡢㄆ▱ᗘྥୖ
ෙࣛ࣎㛵ࡍࡿไᗘᩚഛ࣭ຠᯝⓗ㐠⏝

ࣀ᥎ᮏ㒊ࡢྲྀ⤌
࣭ᆺ㐃ᦠ᥎㐍ᐊࡢタ⨨
¾ ෙࣛ࣎ࡢタ❧࣭㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢺ
¾ ពぢࠊὶ➼ࡢ㛤ദ
э㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋᑐᛂ
ㄪ㐩ᴗົࡢࣇࢫࢺࢺࣛࢵࢡᑐᛂ
ປົ⟶⌮ࡢຠ⋡➼ࡢᨵၿ

ৱসપق௲ਐك

་ছऊैभৱসપभ

࣭ෙࣛ࣎ࡢႠᴗຊᙉ
¾ 7%)7➼࡛ࡢ⌮㛗ࡼࡿࢺࢵࣉႠᴗ
¾ ෙࣛ࣎ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ
¾ ᪂⪺࣭࣓࢜ࣥࣛࣥࢹ࡛ࡢᗈ࿌

ਛফাଜৎਡ




᪂つෙ䝷䝪䛾タ❧
᪤Ꮡෙ䝷䝪䛾⥅⥆



)<
ใਝ་ছનী

)<
)<
০ফ২ৗਝী

ຠᯝ
ෙࣛ࣎௳タ❧㸦+)<ᮎ㸧

ྠ୍ᴗ࡛௳┠ࡢෙࣛ࣎タ❧

᪂つ㸲௳ࡢෙࣛ࣎タ❧ぢ㎸



Ϩ  ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ

ᖺᗘホ౯

㐃ᦠ◊✲ᐊ㸭㐃ᦠ◊✲ࣛ࣎ࠕෙࣛ࣎ࠖࡢタ⨨  ࡑࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢺ
ྲྀ⤌
 ᪂つᆺ㐃ᦠ௳ࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋࠊᡓ␎ⓗ࡞ᡂຌㄪᰝ࣭Ⴀᴗࢶ࣮ࣝᙉ㸦ᡓ␎ண⟬
ᴗ㸧
 ᖹᡂᖺᗘࡣࠊ௳ࡢࠕෙࣛ࣎ࠖࢆタ⨨㸦┠ᶆ㐩ᡂ㸧
¾ 8$&-⏘⥲◊ ࣑ࣝࢽ࣒࢘ඛ➃ᢏ⾡㐃ᦠ◊✲ࣛ࣎㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㸧
¾ ΎỈᘓタ⏘⥲◊ ࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩ࣭ࣙࣥỈ⣲ࢱ࢘ࣥ㐃ᦠ◊✲ᐊ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㸧
¾ 1(&⏘⥲◊ 㔞Ꮚά⏝ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮㐃ᦠ◊✲ᐊ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ணᐃ㸧
 ෙࣛ࣎ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿ
 ෙࣛ࣎ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ᑐᛂ㸦▱㈈ά⏝㛵ࡍࡿᩚ⌮ࠊᡂᯝࡢ✚ᴟⓗά⏝᥎㐍➼㸧

ຠᯝ
 ෙࣛ࣎ࢆ௳᪂つタ⨨ࡋࠊ⥲ᩘࡣ௳ቑຍ
 ෙࣛ࣎ࡼࡿẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣ๓ᖺẚ㸣ቑ
 ෙࣛ࣎ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞㐃ᦠ༠㆟
㐍ᒎ
 ᪤Ꮡࡢෙࣛ࣎ࡢ㐠Ⴀࢆຠ⋡ࡋࠊ㢳ᐈ‶㊊ᗘࢵࣉ
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ࠕෙࣛ࣎ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㸦+㸧
㸯㸰㸴♫ࡽࡢཧຍ

ᡓ␎ⓗ࡞▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ



Ϩ  ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ぢ㎸ホ౯

◊✲⪅ࡢᨭ⟇㸸▱ⓗ㈈⏘ࢭࢵࢺᵓ⠏ᨭ
ྲྀ⤌

᪩ᮇ䛻ᨭ௳䜢Ⓨ᥀䛧䚸
䝟䝔䞁䝖䜸䝣䜱䝃䞊䠄32䠅䜢୰ᚰ䛻ᡓ␎ⓗ䛺▱ⓗ㈈⏘䜰䝉䝑䝖ᵓ⠏䜢ᨭ
ᨭ௳Ⓨ᥀

ⴌⱆᵓ⠏ᨭ
㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼 ࢸ࣮࣐㸧

⏘⥲◊ࡢ
◊✲ᡂᯝ

▱ⓗ㈈⏘ࢭࢵࢺ
ᵓ⠏ᙉᨭ
㸦ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㸧

ᇶᮏ≉チࡢ
☜ಖ࣭㦵ኴ

▱ⓗ㈈⏘ࢭࢵࢺ
ᵓ⠏

ᴗ㐃ᦠ

ຠᯝ
୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ࡢᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘ࢭࢵࢺᵓ⠏ࡼࡾࠊ
ᑗ᮶᭷ᮃ࡞◊✲ᡂᯝࢆᴗ㐃ᦠࡘ࡞ࡆࡿ
ᴗ㐃ᦠ㸯㸰௳㸦࠺ࡕෙࣛ࣎㸯௳㸧

ᅜࣉࣟ㸰௳㸦⣙㸰൨㸧
ᖹᡂᖺᗘࡣྛ✀⟇ࡢᐇࢆᅗࡿ
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Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ぢ㎸ホ౯

◊✲⪅ࡢᨭ⟇㸸ᶆ‽άືᨭ
ྲྀ⤌

᪩ᮇ䛻ᨭ௳䜢Ⓨ᥀䛧䚸
ᶆ‽䛾ྛ䝣䜵䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯ᨭ⟇䛻䜘䜚ᶆ‽άື䜢⥅⥆ⓗ䛻ᨭ
ᶆ‽ᡓ␎㹄㹑

ᶆ‽ᇶ┙◊✲

㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼 ௳㸧

ᖹᡂᖺᗘ㹼 ௳

⏘⥲◊ࡢ
◊✲ᡂᯝ

ᶆ‽ࡢ┠ⓗ᫂☜
ᐇ⌧ᛶ᳨ウ

ᨭ௳Ⓨ᥀

つ᱁㛤Ⓨ

つ᱁ᥦ

つ᱁Ⓨ⾜

ᶫΏ䛧
ᅜ㝿➇தຊᙉ

ᶆ‽ᅜ㝿㆟᪑㈝ᨭ

ᶆ‽࣏ࢸࣥࢩࣕࣝㄪᰝ

㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼 ௳㸧

㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼 ௳㸧

ຠᯝ
᪩ᮇࡢᨭ௳Ⓨ᥀ࡼࡾࠊᶆ‽ࢆ㏻ࡌ࡚ᡂᯝᬑཬࡍࡁ◊✲ᡂᯝࡢつ᱁ࢆ᥎㐍
 ᅜෆᥦ 䠏䠐௳ ᅜ㝿ᥦ 䠕䠎௳䠄ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䠍᭶䠅
 ᪥ᮏࡽࡢᅜ㝿ᶆ‽ᥦࡢ࠺ࡕࠊ㸵௳㸯௳ࡀ⏘⥲◊ᥦ
ᶆ‽ࢆ㏻ࡌࡓᢏ⾡ࡢᶫΏࡋᅜ㝿➇தຊᙉ㈉⊩
ᖹᡂᖺᗘࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁᅜ㝿ᶆ‽άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢయไᩚഛࢆᐇ


Ϩ  ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ᖺᗘホ౯

ᡤෆࡢ▱ⓗ㈈⏘ࡸᶆ‽ࡢព㆑ྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
ྲྀ⤌
 ᭶ࡽ▱ⓗ㈈⏘࣭ᶆ‽ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ
ẖ᭶㛤ദ
 ▱ⓗ㈈⏘ᶒ◊ಟ㸦㸴᪥㛫㸧ࢆ㛤ጞ

▱ⓗ㈈⏘࣭ᶆ‽ࢭ࣑ࢼ࣮
㛤ദ᪥

ෆᐜ

ཷㅮ⪅ᩘ

‶㊊ᗘ
ͤ

ϭϬͬϮϵ

▱㈈䛾ほⅬ䛛䜙ᴗ㐃ᦠ䛾㝿䛻▱䛳䛶䛚
䛟䜉䛝䛣䛸

ϯϰྡ

ϳϳй

ϭϭͬϮϮ

≉チ᳨⣴ධ㛛䟿ㄪᰝ䛾䛔䜝䛿䚸ᩍ䛘䜎䛩

ϭϰྡ

ϭϬϬй

 ▱ⓗ㈈⏘ᶒ◊ಟಟ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ
ϭϮͬϮϬ 䝜䞊䝧䝹㈹ཷ㈹䝔䞊䝬䛛䜙Ꮫ䜆▱ⓗ㈈⏘
ϴϳྡ
ϵϴй
ࣃࢸࣥࢺ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧➼ࡢᴗົࢆ
ϵϮй
ϭϬϮྡ
య㦂ࡋ࡞ࡀࡽࡉࡽ㧗ᗘ࡞▱ぢࢆᏛࡪ ϭͬϯϭ 䝥䝻䜾䝷䝮䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛾▱㈈
2-7ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ
ͤࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡀࠕ࡚ࡶ᭷┈ࠖཪࡣࠕ᭷┈ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡢྜ
㸦࡚ࡶ᭷┈㸭᭷┈㸭ᬑ㏻㸭࠶ࡲࡾ᭷┈࡛࡞࠸㸭᭷┈࡛࡞࠸㸧

ຠᯝ

Ћ▱ⓗ㈈⏘ᶒ◊ಟ
ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ᖹᡂᖺ᭶᪥



▱ⓗ㈈⏘࣭ᶆ‽ࡢᡤෆព㆑ࡀྥୖ



ᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸2-7ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾࠊ32ೃ⿵ࢆ⫱ᡂ
ࡼࡾᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀྍ⬟
2-7Ѝ
㡿ᇦࡽྡࡀཧຍ
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◊✲ᡂᯝࡢฟཱྀᡓ␎



ぢ㎸ホ౯

Ϩ  ᡓ␎ⓗ࡞▱ⓗ㈈⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

▱ⓗ㈈⏘ࡢᡓ␎ⓗά⏝
ᢏ⾡⛣㌿ඛ࣭ᢏ⾡ࡢ≉ᚩ➼ࡢほⅬࡽ㢮ᆺࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㢮ᆺ࠾ࡅࡿ
᭷ᮃ௳ࡢⓎ᥀ࠊᢏ⾡⛣㌿ᣑ⟇ࡢ❧ࠊࣛࢭࣥࢫάືࢆ᥎㐍

$,67࣋ࣥࢳ࣮ࣕά⏝㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

$

⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕ༠ാࡋ࡚⏘⥲◊▱㈈
ࢆ〇ရ

ࢯࣇࢺ࢙࢘㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

%

ᵝࠎ࡞⏘ᴗศ㔝࡛ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿᢏ⾡ࡢ〇ရ࣭〇㐀
ᕤ⛬ᑟධ

ඹྠ◊✲ᡂᯝά⏝㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

(

ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢヨ౪ཬࡧࣛࢭࣥࢩࣥࢢ

ேᮦ⛣⡠ไᗘά⏝㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

&

⏘ᴗศ㔝ᶓ᩿ᇶ┙ᢏ⾡㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

'

≉ᐃ㞟୰◊✲ᑓ㛛ဨ㸦ᴗࡽࡢฟྥ⪅㸧ඹྠ
࡛▱㈈ฟ

ඹྠ◊✲➼ࡼࡾ▱㈈ࢆฟࡋࠊࡑࢀࢆά⏝ࡋ࡚
ᴗࡀ〇ရ

1R࣭࣮࢜ࣥࣜᢏ⾡㸦+)<ዎ⣙௳ᩘ㸸௳㸧

)

᭱㧗ᛶ⬟ᐇ⌧ཪࡣ၏୍ࡢ᪉ἲࡼࡾຍ౯್ࡢ㧗࠸
〇ရࢆฟ

ຠ ᯝ

ᢏ⾡⛣㌿ᣑ⟇

➨ᮇẚࠊᢏ⾡⛣㌿ධ࣭ዎ⣙௳ᩘࡶ㡰ㄪ
᥎⛣ࠋ+)<)<ࡶ)<ྠ➼௨ୖࡢධࢆぢ㎸ࡴ

$')➼Ѝᒎ♧➼ࡢฟᒎ
%Ѝ⏘⥲◊ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒➼ࢆ㏻ࡋࡓᬑཬ
&(Ѝඹྠ◊✲ඛࡢാࡁࡅ
$Ѝࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉ㛤Ⓨᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ
㸩
ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬぢ࠼ࡿ
㸦≉チ➼ࡢ⣬ሗ Ѝヨస࣭ᐇド㸧

ϲ

ᢏ⾡⛣㌿ධ;൨Ϳ






ͤᖹᡂᖺ᭶⌧ᅾ

ᢏ⾡⛣㌿ධ㻔➨㻟ᮇ㻕

ϱ

ᢏ⾡⛣㌿ධ㻔➨㻠ᮇ㻕

ϰ

ዎ⣙௳ᩘ

੯

ϭϬϬϬ
ϴϬϬ

ϯ
Ϯ
ϭ

Ϯ͘ϵ Ϯ͘ϯ Ϯ͘ϲ Ϯ͘ϳ ϯ͘Ϯ ϯ͘ϯ

ϰ͘ϳ ϰ͘Ϯ

ϲϬϬ

ϯ͘ϭ
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ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ

Ϭ
,ϮϮ&z ,Ϯϯ&z ,Ϯϰ&z ,Ϯϱ&z ,Ϯϲ&z ,Ϯϳ&z ,Ϯϴ&z ,Ϯϵ&z ,ϯϬ&z



ϭϮϬϬ

ዎ⣙௳ᩘ

ಖ᭷▱㈈ࡢ㢮ᆺ

Ϩ  ⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭࡢᙉ

ぢ㎸ホ౯

࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝ➼ࡽࡢฟ㈨㢠┠ᶆࢆᖜୖᅇࡿᡂᯝ
ㄢ㢟

➨ᮇᮎ┠ᶆ್ᇶ‽㸸൨ᖺ㸦+㹼ᖹᆒ㢠ࡢಸ

㝈ࡽࢀࡓࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࡢ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭ

Ϯϱ
ϮϬ

ྲྀ⤌

ϭϬ

ϭϭ͘Ϭ

ϱ

Ϭ͘ϲ

ϱ͘ϴ

Ϭ

࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ

㹔㹁➼ࡽࡢฟ㈨㢠┠ᶆ൨㸦+)< ࠊ
൨㸦+)< ࢆࡁࡃୖᅇࡿ൨
㸦+)<㸧൨㸦+)< ࢆ㐩ᡂ
ᖹᡂᖺᗘࡣ♫ࡀ㈨㔠ㄪ㐩ࢆணᐃ
ྛ✀እ㒊⾲ᙲࢆከᩘཷ㈹

Ϯ͘ϱ

ϭϭ͘Ϯ ϭϭ͘Ϯ

ϲ͘ϲ

ϳ͘ϴ ϵ

,Ϯϯ ,Ϯϰ ,Ϯϱ ,Ϯϳ ,Ϯϴ ,Ϯϵ ,ϯϬ ,ϯϭ

ຠᯝ




৯ఏપ

ϭϱ

 ࠕ㔜Ⅼᨭ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠖࡢ㑅ᐃࡑࡢᨭ
¾ ᭷ᮃ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⣙♫ࠕᢸᙜࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࠖ
ࢆ㓄⨨ࡋࠊ㔜Ⅼᨭ
¾ $,67ࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉࢫࢡࣛࣈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά
⏝ࡋࠊࣆࢵࢳࠊಶู㹔㹁⤂ࡼࡿ㈨㔠ㄪ㐩ࠊ
㈍㊰㛤ᣅࢆᨭ
¾ ⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ▱ྡᗘྥୖ㸦+3ࡢ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⤂ࢥ࣮ࢼ࣮㸦7(&+0HHWV%86,1(66㸧
ࡢタ⨨ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢᣑ࡞㸧



Ϯϭ͘ϲ

ฟ㈨㢠㻔➨㻟ᮇ㻕
ฟ㈨㢠㻔➨㻠ᮇ㻕

࡞⾲ᙲᐇ⦼

࣮ࢹ࣮ࣆ࣮

⏘Ꮫᐁ㐃ᦠຌປ⪅⾲ᙲ
ෆ㛶⥲⌮⮧㈹㸦+ᖺᗘ㸧

ࣉࣛࢻ࣭ࣅࢪ࣭ࣙࣥ
ࢩࢫࢸ࣒ࢬࠊ+PFRPP

-(,7$࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㈹㸦+ᖺᗘࠊ+ᖺ
ᗘ㸧

ࢼࣀࣝࢡࢫ

-67ᏛⓎ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⾲ᙲ ᪂࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ⌮㛗㈹
㸦+ᖺᗘ㸧

ぢ㎸

ᖹᡂᖺᗘࡣࠊ⥅⥆ⓗᨭࡼࡾࠊ᪤♫ࡀ㈨㔠ㄪ㐩ࢆィ⏬ࠊࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡽࡢ㉳ᴗࢆ♫ぢ㎸ࡴ


Ϩ  ⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭࡢᙉ

ᖺᗘホ౯

࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝ➼ࡽࡢฟ㈨㢠┠ᶆࢆᖜୖᅇࡿᡂᯝ
ᖹᡂᖺᗘฟ㈨➼ࢆཷࡅࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ

ྲྀ⤌

࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ

 1('2ࡢࣅࢪࢿࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢ㸦⏘⥲
◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ72'$<㸧
㸧

ࢧࢺࢭࣥࢩࣥࢢ

¾ ࣅࢪࢿࢫ㛵ಀ⪅ࡀ㞟࠺ࡢෆ࡛㛤ദ
¾ ๓Ⓩቭ⪅ࡢ⦎⩦㸦࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ㸧ࢆ
ᐇ
¾ ᒎ♧ሙࢆేタࡋ᮶ሙ⪅〇ရࢆࣆ࣮ࣝ

+PFRPP
6WHUD9LVLRQ
ࢼࣀࣝࢡࢫ

ຠᯝ



ᴗᴫせ
㢦ㄆ㆑ࢹࣔࢢࣛࣇࢵࢡᶵჾ࣭
ࢯࣇࢺ࢚࢘ࡢ㛤Ⓨࠊ㈍
㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡㡢ኌሗฎ⌮
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ
ගࢫࢸࣜࣥࢢࢹࣂࢫࢆࢥ
ࡋࡓᛂ⏝〇ရࡢ㛤Ⓨ
ࢼࢺࣅ࣮࣓ࣗ࢝ࣛࡢ㛤Ⓨ㸪
タィࠊ〇㐀㈍



ᖹᡂᖺᗘ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟᩘ♫
⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕ♫ᢞ㈨
ࣇࣥࢻ➼ࡀ൨ฟ㈨

ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢ ࠕ⏘⥲◊Ⓨ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ72'$<ࠖ
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ᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍



Ϩ  ᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍➼ձᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊㹇㹁ࡶᆅᇦ㐃ᦠࡢ᪂ࡓ࡞ࢫࢸ࣮ࢪᒎ㛤
ㄢ㢟

ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪpࣇ࢙ LQⲈᇛ
㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദ㸧

ᶫΏࡋࢆᅜ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜࠺యไᩚഛ

Ⲉᇛ┴▱ࠊ
㛵ᮾ⤒῭⏘ᴗᒁ㛗ࡈฟᖍ

ྲྀ⤌
 බタヨ➼ࡢேⓗὶཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ
¾ ⫋ဨィேࡀ㒔┴ฟྥࠊ⏘⥲◊,&ᑵ௵ே
ࡢぢ㎸ࡳࠊᆅᇦ,&㆟ィᅇ㛤ദ࣭⣙ྡཧຍ
 ᆅᇦ∧ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࣇ࢙㸦ィᅇࠊྜィ⣙
ᶵ㛵ࢆᣍᚅ࣭ゼၥ㸧
 ⏘⥲◊ࡩࡿࡉࢧ࣏࣮ࢱ࣮᪂タࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᆅ
ᇦ㈉⊩㸦ࡢேࠊィ௳ࡢ౫㢗ᑐᛂ㸧
 ᆅᇦᮍ᮶≌ᘬᴗ㸦ᅜࡢ᪂⟇㸧ゼၥࡋᢏ⾡
┦ㄯࢆᐇ

ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪpࣇ࢙ LQḷᒣ
㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദ㸧

⤒῭⏘ᴗ⮧ࡈฟᖍ

ຠᯝ




ᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫࡛ࠊᆅᇦ୰᰾ᴗ௳㸦+)<ࡣ௳㸧ࡢ㐃ᦠ◊✲ࢆ᪂ࡓᐇ
⏘⥲◊,&ࡢ㛵㸸ᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫࡛♫ᴗ㠃ㄯࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ௳㛤ദ
ᖹᡂᖺᗘᆅᇦᮍ᮶≌ᘬᴗ᪂ࡓ࡞㐃ᦠ◊✲௳ࢆ㛤ጞ

ぢ㎸
ᆅᇦ୰᰾ᴗࡢ㐃ᦠ㸸௳௨ୖࠊࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࢡࣛࣈຍ┕ᴗ㸸♫ࠊྠຍ┕ᴗࡢ㐃ᦠ㸸
௳௨ୖ
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Ϩ  ᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍➼ձᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ᆅᇦ୰᰾ᴗࡢ㐃ᦠ◊✲௳ᩘ㸸┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝ
ྲྀ⤌
 ⏘⥲◊,&ไᗘࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑά⏝
¾ ⏘⥲◊,&ࡣྡቑຍࠋ࠺ࡕྡࡣࠊ
ᅜ࣭㛵ᮾ࣭㛵すࡢྛᗈᇦᅪ࡛ࡢࠕᶫΏࡋࠖ
ᚑ
 ࢸࢡࣀࣈࣜࢵࢪࢡࣛࣈࡢά⏝
¾ ຍ┕ᴗࡀᖹᡂᖺᗘࡢ♫ࡽ♫ቑ
ຍ
 ⏘ᴗᢏ⾡㐃ᦠ᥎㐍㆟ࢆά⏝ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ
¾ බタヨྥࡅ$,㐨ሙ➼◊ಟࡢᐇ㸦ᆅᇦࢭࣥ
ࢱ࣮࡛බタヨ⫋ဨྵࡵྡࡀཷㅮ㸧
 ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ᙉ
¾ ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ᵓ᳨ウ㆟ࡼࡿᆅᇦࢭࣥ
ࢱ࣮㸦୰ᅜࠊᅄᅜࠊᕞ㸧ࡢ◊✲ෆᐜᙉ

ຠᯝ





ᖹᡂᖺᗘᐇࡋࡓᆅᇦ୰᰾ᴗࡢ㐃ᦠ◊✲ࡣࠊ┠ᶆ್௳ࢆୖᅇࡿ௳ࢆ㐩ᡂ㸦㸣㸧
7%&ຍ┕ᴗࡢ㐃ᦠ◊✲ࡣ┠ᶆ್௳ࢆୖᅇࡿ௳ࢆ㐩ᡂ
$,ึᚰ⪅ࡢබタヨ⫋ဨᑐࡋ࡚ᗈࡃㅮ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊཷㅮ⪅ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢබタヨ⫋ဨࠊ
ᴗேᮦ➼ࡢᢏ⾡ࡢᬑཬࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
ᆅᇦ◊✲ᣐⅬࡢᙉࡳࢆάࡋࡓάືᒎ㛤ࢆ❧ࡋࠊᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪂ࡓ࡞┳ᯈࢆ❧ࡕୖࡆࡓ


⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᣐⅬࡢᙧᡂ
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Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ぢ㎸ホ౯

༠ᐃࡼࡿᏛࠊᴗ➼ᅜෆᶵ㛵ࡢከᵝ࡞㐃ᦠಁ㐍
ᶵ㛵௳ࡢ༠ᐃࢆ⥾⤖῭ࡳࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ➨ᅄᮇࡣᶵ㛵௳ࡢ༠ᐃࢆ᪂ࡓ⥾⤖ࠋ
ͤ௳ᩘࡣᖹᡂᖺ᭶ᮎⅬ

 ᰴᘧ♫᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜㸦'%-㸧
࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢩࣙࣥᶵ⬟ࡢᙉ
⏘⥲◊ᢏ⾡⛣㌿࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢฟ㈨ࠊᴗࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ
ᴗ㐃ᦠࡢಁ㐍
'%-ࡽࡢᴗ⤂ࡼࡿ᪂つ㐃ᦠඛࡢ㛤ᣅ
'%-ࡢໟᣓ༠ᐃ⥾⤖ᘧ

 ࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ

㐃ᦠㅮᗙࡢ㛤ദࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ⫱ᡂ
ᴗ㐃ᦠࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ㛵ࡍࡿࡘ࠸࡚ࠊ⏘⥲◊
࡛ࡢᐇ㝿ࡢ⌧ሙぢᏛཬࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠᐇ㊶ㅮᗙࡢᐇࡼࡾࠊ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ῝࠸▱ぢࢆᣢࡘࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ
࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛࡢໟᣓ༠ᐃ⥾⤖ᘧ
⫱ᡂ㈉⊩

㐃ᦠㅮᗙࡢᵝᏊ

 ୍ᶫᏛ
ᩥ⌮ඹࢆ㍈ࡋࡓࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟேᮦࡢ⫱ᡂ
⤒Ⴀ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᙉࡳࢆᣢࡘ୍ᶫᏛ㐃ᦠࡋ࡚ᴗྥ
ࡅࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊ⤒Ⴀศᯒࡸࢹࢨࣥᛮ⪃
㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ
୍ᶫᏛࡢໟᣓ༠ᐃ⥾⤖ᘧ



Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ぢ㎸ホ౯

ᅜ㝿㐃ᦠ㛵ࡍࡿᡂᯝ
㸯 ໟᣓ028ࡢ᪂つ⥾⤖ཬࡧ㐃ᦠᣑ
ࢻࢶ⯟✵Ᏹᐂࢭࣥࢱ࣮㸦'/5 ࠊḢᕞጤဨඹྠ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ (&-5& ࠊ࢜ࣛࣥࢲ ࣁࢸࢡ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆྵࡴ㸳ᶵ㛵
ໟᣓ028ࢆ⥾⤖ࡋࠊ᪂ࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞ
)K*ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦㸸⏘⥲◊㸧

'/5ࡢ028ࡢㄪ༳ᘧ㸦㸸ࢻࢶ㸧

㸰㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ㐃ᦠᣑ
ࢻࢶ ࣇ࣮ࣛ࢘ࣥ࣍ࣇ࣮◊✲ᶵᵓ )K* ࢆྵࡴࡢᅜ࣭ᆅᇦ
ࡢᶵ㛵ᅇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദ㸦ᖹᡂᖺᗘⅬ㸧
ேⓗὶࡸඹྠ◊✲➼ࡢᐇ㉁ⓗ࡞㐃ᦠࢆᵓ⠏

㸱㸧ྎ‴ᕤᴗᢏ⾡◊✲㝔㸦,75,㸧ࡢ㐃ᦠ᥎㐍
ᖹᡂᖺᗘ⏘⥲◊ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ෆ࠾ࡼࡧ,75,୰
⯆࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㐃ᦠࢫ࣮࣌ࢫࢆ㛤タ

㐃ᦠࢫ࣮࣌ࢫ㛤ᡤᘧ㸦㸸,75,㸧

᪂ࡓඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞ
㸲㸧᪤Ꮡ028᭦᪂ྥࡅࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᐇ
028ࡢᮇ㛫‶ࢆ㏄࠼ࡿᖺ๓ࠊ⥾⤖ᙜึᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓຠᯝࡸ㐃ᦠᐇ⦼ࡢࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢆᐇࠊ➨ᮇ୰௳ࡢ028ࢆぢ┤ࡋ

ぢ㎸
ᖹᡂᖺᗘࡣࠊ⏘⥲◊ཬࡧ┦ᡭඛᶵ㛵ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡞ࡿໟᣓ༠ᐃ࣭028ࡘ࠸࡚ࠊᡓ␎ⓗࡘ✚ᴟ
ⓗ⥾⤖ࢆ᳨ウࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ᭦᪂ྥࡅࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ᖺᗘホ౯

༠ᐃࡼࡿᏛࠊᴗ➼ᅜෆᶵ㛵ࡢከᵝ࡞㐃ᦠಁ㐍
ᖹᡂᖺᗘࡣ᪂ࡓ௳ࡢໟᣓ༠ᐃࢆ⥾⤖
ͤ௳ᩘࡣᖹᡂᖺ᭶ᮎⅬ

 ᰴᘧ♫ࢪ࢙ࢸࢡࢺ

,QWHUQHW RI7KLQJV㸦,R7㸧ࢆά⏝ࡍࡿඛ㐍ⓗ〇㐀ᢏ⾡ศ㔝ཬࡧࡑࡢ㛵㐃ศ㔝࡛ࡢᢏ
⾡ⓗ㐃ᦠࡢಁ㐍ࢆ┠ⓗࡋ࡚༠ᐃࢆ⥾⤖
ໟᣓ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㐃ᦠ༠㆟ࢆά⏝
ࡋࠊ᪂つㄢ㢟Ⓨ᥀➼ࠊ㐃ᦠࢆᣑࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ⤌⧊ᶓ᩿ⓗ༠㆟

㐃ᦠࡢᆺ࣭῝ࡼࡿᢏ⾡ࡢᶫ
Ώࡋࡢಁ㐍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ

 ᗈᓥ┴
ᆅᇦࡢ⏘ᴗ⯆ཬࡧάຊ࠶ࡿಶᛶ㇏࡞ᆅᇦ♫ࡢ
ᙧᡂ࣭Ⓨᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚༠ᐃࢆ⥾⤖
┴ࡀᐇࡍࡿᐇドᴗ➼࠾ࡅࡿ◊✲༠ຊࠊᗈᓥ┴
ෆ୰ᑠᴗࡢ,R7ྥࡅࡓᨭࠊேᮦὶࡼࡿ
ᴗᨭయไࡢᙉ➼ࢆᐇணᐃ
⏘⥲◊ᆅᇦᴗࡢ㐃ᦠࡀಁ㐍ࡉࢀࠊᆅᇦࡢ
⏘ᴗ⯆ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ

ᗈᓥ┴ࡢໟᣓ༠ᐃ⥾⤖ᘧ



◊✲⪅ࡀ◊✲㛤Ⓨ➼ࡢᐇὀຊࡍࡿࡓࡵࡢయไ
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ぢ㎸ホ౯

⛉◊㈝ࡢᛂເࡿᨭయไࡢᙉ
⛉◊㈝ࡢ✚ᴟⓗ⋓ᚓࡢࡓࡵࠊᛂເ᭩㢮ࡢ➇தຊᙉྥࡅ࡚௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇ
Ϩࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉไᗘ
ْૢ൳ٓ
⋇ଢ଼ੑ
৹છ॑হ
ল

⏝ᐇ⦼㸸௳㸦ᛂເ㸧
ᖺᗘ㸸௳ ᖺᗘ㸸௳

ᖺᗘ㸸௳

⋊॔ॻংॖ
२شभਔৄ॑
౷ऽइজংॖ
५भল

᥇ᢥ⋡ࡣ㠀⏝⪅ẚࡋ࡚㸣㹓㹎
ϩ

◊✲ィ⏬ㄪ᭩㜀ぴไᗘ

⋜

ْ॔ॻংॖ२ٓش
⋈ૢ൳भ
ൌघॊ॔ॻং
२شपહ
另

⋉చ؞ஃ
ಉ॑ਸइ
थନే

ଢ଼ੑ৹છၡ༮২ইটش
ْૢ൳ٓ

ْ॔ॻংॖ२شಉٓ

⋈॔ॻংॖ
२شಉऊैૢ
൳છథ॑ઽૐ

᥇ᢥ⋡ࡣ㠀⏝⪅ẚࡋ࡚㸣㹓㹎

৾ 

⋇॔ॻংॖ
२شಉप
ൂ

ᖺᗘ㸸ே㸭ᮏ ᖺᗘ㸸ྡ㸭ᮏ
ᖺᗘ㸸ே㸭ᮏ

另

ਓ

ࢻࣂࢨ࣮ࢆ୰ᚰࡍࡿ⏘⥲◊ࡢ◊✲⪅ࡢ◊✲ィ⏬ㄪ
᭩ࢆᛂເணᐃ⪅ࡽࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺᛂࡌ࡚ᥦ౪
᭩ࡁ᪉ࡢࢥࢶ➼ࢆᏛ⩦ࡋ⮬㌟ࡢᥦά⏝
⏝ᐇ⦼㸸௳㸦ྡ㸧㸦ᛂເ㸧

ਓ ৾ 

⛉◊㈝ᑂᰝጤဨ⤒㦂⪅ࡸ」ᩘᅇ᥇ᢥ⪅ࡀࢻࣂࢨ࣮
ᑵ௵ࠊᛂເணᐃ⪅ࡢ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉ

⋉ଢ଼ੑ৹છ॑
ॉᑯीૢؚ൳
ऊैभজॡग़
५ॺपૢगथ

ぢ㎸

ᖹᡂᖺᗘࡶᮏྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࠊᛂເࡽ㈨㔠⋓ᚓᚋࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ᨭࡍࡿయไࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ


Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ᖺᗘホ౯

እ㒊◊✲㈨㔠ᇳ⾜㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࡢົసᴗࡢぢ┤ࡋ
እ㒊◊✲㈨㔠ࡢᇳ⾜㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࡢᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᐇ
Ϩ

⛉◊㈝᭩㢮ࡢసᡂ㸦⣙ྡศ㸧ࢆࢧ࣏࣮ࢺ

◊✲⪅ࡀᡭసᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩సᡂᴗົ㸦⣙
ྡศ㸧ࢆࢧ࣏࣮ࢺ
⛉◊㈝ᢸᙜࡀᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆసᡂ࣭ࢩࢫࢸ୍࣒ᣓධຊࠋ
◊✲⪅ࡣ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡢࡳࠋ◊✲⪅ࡢసᴗ㈇ᢸᖜ㍍ῶ

ϩ

ᅜ➼ࡢཷク◊✲ࡢሗ࿌᭩సᡂཬࡧᥦฟࡢᗫṆ

๓ ◊✲⪅ࡀᅄ༙ᮇẖࠕ◊✲㐍ᤖ≧ἣሗ࿌᭩ࠖసᡂ
ࡋ◊✲ࣘࢽࢵࢺ㛗➼ሗ࿌ᚋࠊ㡿ᇦཬࡧ⏘Ꮫᐁ
ᥦฟ
ぢ┤ࡋ ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࣭ᥦฟࢆᗫṆэࣘࢽࢵࢺෆ࡛㐺ሗ࿌
ᖺ㛫௳ࡢ௨ୗࡢసᴗࢆ๐ῶ
ϨⓎὀ㸦⏘Ꮫᐁᢸᙜ⪅㸧
ϩసᡂ㸦◊✲⪅㸧
Ϫ☜ㄆ㸦ࣘࢽࢵࢺ㛗㺃㡿ᇦᢸᙜ⪅㺃⏘Ꮫᐁᢸᙜ⪅㸧

ϩ◊✲㐍ᤖ≧ἣሗ࿌᭩ᴗົࣇ࣮ࣟ
ࣘࢽࢵࢺෆሗ࿌ሗ࿌᭩ᥦฟࡢ㔜」ឤ

ਓ৾

ଢ଼੫

ଢ଼

䝴䝙䝑䝖ෆ
䛷
㐺ሗ࿌

ᚑ

䐟ሗ࿌᭩

ሗ సᡂ౫㢗
࿌
᭩
ᥦ 䐣☜ㄆ
ฟ
䐤
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ঘॽॵॺশ

䐠ሗ࿌᭩
సᡂ

ᗫṆ

䐡☜ㄆ

䐡☜ㄆ

䐢ᥦฟ

๓ᖺᗘࡢ࡞ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ
ㄝ᫂㈨ᩱ㸦ࡦ࡞ᙧ㸧

ᖺᗘホ౯

ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᨵၿࡍࡁⅬཬࡧຓゝ㸧㸦㸧㸸
ᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡋ࡚ࢥࣥࢭࣉࢺඹᆺࡘ࠸࡚ࡣࠊඃ࡞ᢏ⾡ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ୰
ᑠᴗࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋඖࠎࡁྜ࠸ࡢ࠶ࡿࡇࢁࡽ࡛
࡞࠸࡞࡞Ⓨᒎ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ᪉࡛ࠊࡑࡢ᭱ึࡢࡗ
ࡾࢆᣢࡓ࡞࠸ᴗࢆⓎ᥀ࡍࡿࡇࡶᕤኵࢆᮇᚅࡋࡓ࠸㸦☜㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㠃࡛ࠊ
ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡇࡣᢎ▱㸧ࠋ
ᑐᛂ࣭ᫎࡢ≧ἣ㸸
ᢏ⾡ࡢࢽ࣮ࢬ࣭ࢩ࣮ࢬ࣐ࢵࢳࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡸᆅᇦ࠾ࡅࡿᢏ⾡ᒎ♧ࣇ࢙➼ࢆά⏝ࡋࠊ
ᆅᇦࡢ୰ᑠᴗࢆᖜᗈࡃⓎ᥀ࡍࡿࡶࠊ᪂つᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆ⏝ࡍࡿ୰
ᑠᴗࡣᢏ⾡ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᩱࢆῶ㢠ࡍࡿᨭࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࡲ࡛㐃ᦠᐇ⦼ࡢ࡞ࡗ
ࡓ୰ᑠᴗࡢ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ
ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᨵၿࡍࡁⅬཬࡧຓゝ㸧㸦㸧㸸
῝ᒙᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢ$,㐨ሙࢆ࣮࢜ࣝ⏘⥲◊࡛ᐇࠊ⏘⥲◊ෆ࡛ࡢ$,ேᮦࢆ㣴ᡂࡋࠊ࠶ࡽ
ࡺࡿศ㔝࡛ࡢ◊✲ࡢ$,ά⏝ࡢಁ㐍ࢆ┠ᣦࡋࡓࡇࡣࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᆅ
᪉ࡢබタヨ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ㢮ࡍࡿᶵ㛵ࡲ࡛⠊ᅖࢆᗈࡆ࡚⾜࠺ࢆᕼᮃࡍࡿࠋᆅ᪉ࡢ୰
ᑠᴗ࡛ࡣࠊ$,ேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ࿘▱࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉ࡢබタヨ⫋ဨࡀ$,ࢆ⩦ᚓ
ࡋࠊᆅ᪉ࡢ୰ᑠᴗఏࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊࡡࡎࡳ⟬ᘧ࡞ຠ⏝ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᛮ㔞ࡍࡿࠋ
ᑐᛂ࣭ᫎࡢ≧ἣ㸸
⏘ᢏ㐃⥲࡛ࡶᢏ⾡⪅㣴ᡂࡢࡓࡵࡢබタヨྥࡅ$,㐨ሙࡢᙉ࠸せᮃࡀ࠶ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ
ᖹᡂᖺ᭶ࠊ᭶⏘⥲◊ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ᡤ㸦ᾏ㐨㸦ᮐᖠᕷ㸧ࠊ㛵す㸦㜰ᗓụ⏣
ᕷ㸧࠾ࡼࡧ୰ᅜ㸦ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㸧㸧࡛බタヨཬࡧᆅᇦࢭࣥࢱ࣮⫋ဨྥࡅ$,㐨ሙࢆᐇ
ࡋࡓ㸦ᖹᡂᖺ᭶ᮎⅬ㸧ࠋ
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বয়ଢ଼৫১য ਓૼ়ଢ଼ਚ
ਛফ২ ଢ଼ঢ়৴ਜ௬৩ভ
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7,$ਤ७থॱش
ਛফা
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ૼكڭق३ش६भଶநख
كڮقৗञऩઃ਼৻ૼ३ش६भਛ
كگقड़شউথॖঀঋش३ঙথਤभञीभ
উছॵॺইज़شਃચਘ৲
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⋉ ,R7ૼ৫ਸசभञीभड़شউথॖঀঋش३ঙথುਡभଡണ
ৰౚ

¾,R7ॹংॖ५भ৫ುਡधखथभகभञीؚ
ਗથपेॊ৩ভ॑ਝ઼؛
؞7,$पउऐॊ৬ଢ଼৫भણ॑ତ৶
؞০भਓੀॽش६पତ়खञುਡଡണ॑ਤीॊ
ञीभ্ଉ॑ੁ্؞ਫ਼ୈ

¾ଢ଼৫୭भध৸ৌੁਘ৲॑ষढञৗञ
ऩॡজشথঝشਝ॑ਝੑखؚ૦ਝহपାু؛
ટ

ଶநखभৗञऩপુଢ଼भ২॑ଡണ
উঞ८থ५पेॉؚ7,$উছॵॺইज़شभਹ৷ఁপ


๓ᖺᗘࡢ࡞ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ
ㄝ᫂㈨ᩱ㸦ࡦ࡞ᙧ㸧

ᖺᗘホ౯

௬॥ওথॺقఒघसऌਡलஃ؟كقك
ॢটشংঝುਡधखथभऽघऽघभৡऋऽोॊ؛
ৌૢ؞ખभ૾ய؟
ड़شউথॖঀঋش३ঙথभॢটشংঝುਡधखथभৡभॉੌाधखथؚ
ਛফ২पमؚ,R7ॹংॖ५भञीभপਈഈ৬ಎ઼॑ਗ
ঘش२شषਁ৫घॊधधुपؚঘش२شभॽش६पृऊपৌૢदऌॊউট७
५ॖথॸॢঞ॑ॱشৗञपଦ઼घॊಉؚ৬ਘ৲॑ষढञ؛ಌपঁؚॖॸॡ
य़কথঃ५॔ॖথॺشইख़থق+7&(كधभઐভ॑ड़ছথॲधমदઐ൩प
ষअಉؚਲਗ੫धभ৴ଡണुாपষढञ؛
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বয়ଢ଼৫১য ਓૼ়ଢ଼ਚ
ਛফ২ ଢ଼ঢ়৴ਜ௬৩ভ
௬ৱમقହৱમك
୭৸ম؞ੲਾ७य़গজॸॕ
ਛফা

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ


୭৸ম

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ
৶হ؞୭৸মশ
ਣি ઁ
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⎔ቃᏳᮏ㒊䛾ᴫせ

⎔ቃᏳᮏ㒊ࡣࠊᏳᚰ࣭Ᏻ࡛Ⰻዲ࡞◊✲ᡤࡢ⎔ቃࢆᣢ⥆ⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
⎔ቃᏳᮏ㒊ചୗྛ㒊ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡢᇶࠊ⎔ቃᏳಀࢃࡿᇶᮏ᪉㔪ࡢ⏬ཬࡧ❧୪ࡧ
⥲ྜㄪᩚ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏘⥲◊ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸⎔ቃࡢฟཬࡧ⎔ቃ㈇Ⲵపῶྥࡅࡓ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠά⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿᴗົࢆᐇ
ᡤᤸࡍࡿᴗົ

ᮏ㒊ࡢ㔜Ⅼ

⎔ቃᏳ⏬㒊

Ᏻᩥ䛾㔊ᡂ
䠄Ᏻ䞉ἲ௧㑂Ᏺ䠅

⪁ᮙタ䛻

࣭タᩚഛィ⏬ࠊᕤࡢタィཬࡧㄪ㐩
࣭ࢫ࣮࣌ࢫ⟶⌮
࣭┬࢚ࢿ࣭ ᬮᑐ⟇᥎㐍
࣭ᴗົࢩࢫࢸ࣒࣭ሗᶵჾࡢ⟶⌮

Ᏻ⟶⌮㒊
࣭Ᏻ⾨⏕㛵ࡍࡿᣦᑟ࣭┘╩
࣭㜵⅏ᑐ⟇

ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ
䛺タᩚഛ

䛚䛡䜛◊✲⎔ቃ
䛾⥔ᣢ

ᘓタ㒊
࣭タ࣭タഛࡢᘓタᕤಀࡿᴗົ

ᴗົ䛾㟁Ꮚ

㸦ᖖ⫋ဨ㸸ィྡ㸧


㸳㸬⎔ቃᏳᮏ㒊࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣈࣟࢵࢡ
䛆≉➹䛩䜉䛝ᡂᯝ䛇
㸺タᩚഛ࣭⪁ᮙᑐ⟇㸼
࣭➨㸲ᮇ୰㛗ᮇᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ⪁ᮙᑐ⟇㈝࠙⣙൨ࠚᑐࡋࠊ㢠ࡣ࠙⣙൨ࠚ
э ண⟬㊊ࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ຠ⋡ⓗ࡞ᨵಟᕤࡼࡾࠊィ௳ࡢᨵಟᕤࢆᐇ
࣭ᐇ㦂⏝㏵ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿ≉Ṧᐇ㦂ᐊࢆᗈ⠊࡞ࢽ࣮ࢬᑐᛂ࡛ࡁࡿᶆ‽ᐇ㦂ᐊᨵಟ
э ⣙੍ࡢᐇ㦂ࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺ➼ࡀᰂ㌾⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᵓ⠏
࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ㧗࠸᪉ᘧࡸᶵჾࢆ㑅ᐃ
э 㧗ຠ⋡⇕※ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟࡼࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝㔞⣙㸣๐ῶ㸦ࡘࡃࡤᲷ㸧
э ཷኚ㟁タഛࡢ㧗ຠ⋡ኚᅽჾ᭦᪂ࡼࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᦆኻ⣙㸣๐ῶ㸦ࡘࡃࡤᲷࠊᲷࠊᲷ
࣭2,/ࡢタ❧క࠺◊✲タࡢ㧗ᶵ⬟ࡢせᮃᑐᛂ
э ࢡ࣮ࣜࣥ⎔ቃᐇ㦂タഛ࣭ࢻࣛࣇࢺࢳࣕࣥࣂ࣮➼タ⨨ᕤ㸦ᮾிᏛࠊி㒔Ꮫ㸧
э ◊✲ᐊෆᨵಟᕤ㸦ᮾிᕤᴗᏛ㸧

㸺ࢫ࣮࣌ࢫά⏝㸼
࣭◊✲ᐊ࣭ᐇ㦂タࡢ㐣ᗘ࡞ศᩓ㓄⨨ࡀゎᾘ
э ࡘࡃࡤᮾ࣭すᴗᡤศᩓࡋ࡚࠸ࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃ㡿ᇦࡢ◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢࢫ࣮࣌ࢫ⦅
э ࡘࡃࡤ୰ኸᆅ༊࠾ࡅࡿື≀㣫⫱タࡢ㞟⣙ࡢಁ㐍
࣭⪁ᮙࡢⴭࡋ࠸ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮◊✲ูᲷࡢࢫ࣮࣌ࢫ⦰ῶࡢᚲせᛶࢆ㆟ㄽ
э ⪁ᮙᑐ⟇㈝ཬࡧタ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡢ๐ῶࢆ┠ⓗࡋࡓ◊✲ูᲷࡢࢫ࣮࣌ࢫ⦰ῶィ⏬ࡢ⟇ᐃ╔ᡭ
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㸳㸬⎔ቃᏳᮏ㒊࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣈࣟࢵࢡ
䛆≉➹䛩䜉䛝ᡂᯝ䛇
㸺⏘⥲◊タᩚഛ㈝⿵ຓ㔠㸼
ࠕ᪂ႠᲷᘓタࠖ
࣭ࠕࢫ࣐࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒Ჷࠖ㸸⚟ᓥ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ᡤ
э ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝࡛ࡢ᪂⏘ᴗฟࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤ⓎᣐⅬᵓ⠏
࣭ࠕ$,ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮Ჷࠖࠕ♫ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᲷࠖ 㸸᯽ࢭࣥࢱ࣮
㸸⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮
ࠕࢧࣂ࣮ࣇࢪ࢝ࣝࢩࢫࢸ࣒◊✲Ჷࠖ
э $,ᢏ⾡㛵ࡍࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲㛤Ⓨ♫ᐇࢆ᥎㐍ࡍࡿ◊✲ᣐⅬᵓ⠏
࣭ࠕ㹒㹇㸿᪂Ჷ㸦௬㸧ࠖ㸸ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮すᴗᡤ
э 㹇㹭㹒ࢹࣂࢫ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㔞⏘ࡘ࡞ࡆࡿࣉࣟࢭࢫࢆᨭ

ࠕ⪁ᮙᑐ⟇ᴗࠖ
࣭✵ㄪタഛᨵಟ㸸ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࣭ᑐ㇟ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮
э ᐊࡢᪧᆺᶵჾࢆ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ᶵჾ᭦᪂
࣭◊✲ᗫỈฎ⌮タഛᨵಟ㸸ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࣭すᴗᡤ
э ༡◊✲ᗫỈฎ⌮タࡢᨵಟཬࡧタ⤫ྜ
࣭㟁ຊタഛࠊ⤥Ỉタഛࠊ✵ㄪタഛࠊእቨ࣭ᒇୖ㜵Ỉࠊ≉Ṧ࢞ࢫ㜵⅏タഛࠊ୰ኸ┘どタഛᨵಟ
э ◊✲㛤Ⓨ⎔ቃࡢ⥔ᣢཬࡧᏳᑐ⟇ࡢᙉ

ࠕ⅏ᐖᪧ㈝ࠖ
࣭◊✲タ᪩ᮇᪧ㸸ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮࣭㛵すࢭࣥࢱ࣮
э ᪩ᮇᪧࡼࡿ◊✲㛤Ⓨ⎔ቃࢆ☜ಖ


Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯
Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ぢ㎸ホ౯

タᩚഛ࣭⪁ᮙᑐ⟇
タᩚഛィ⏬ࡢ⟇ᐃ
¾ 㛗ᮇタᩚഛィ⏬㸦ᖹᡂᖺᗘࡽᖺ㛫㸧
¾ ୰ᮇタᩚഛィ⏬㸦㸳ᖺ㛫㸧
¾ タᩚഛィ⏬㸦ྛᖺᗘ∧㸧
эィ⏬ⓗ࡞タࡢ⥔ᣢ࣭ᩚഛཬࡧ⪁ᮙᑐ⟇ࢆᐇ

࠙ᨵಟᕤࠚ
 ᖹᡂᖺᗘࡽᖺᗘࡲ࡛
ィ௳ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᨵಟᕤ
ࢆᐇ
 ᖹᡂᖺᗘࡣࠊ⩣ᖺᗘ௨
㝆ࡢ⪁ᮙᑐ⟇ᕤࡢඛ⾜
タィᴗົࢆᐇணᐃ

эィ⏬ⓗ࡞ᕤᐇࡢᐇ

࠙㛢㙐࣭ゎయࠚ
 ᖹᡂᖺᗘࡽᖺᗘࡲ࡛
Ჷ㸦ᘏᗋ㠃✚੍㸧
ࡢ㛢㙐ཬࡧᲷ㸦ᘏᗋ㠃✚
੍㸧ࡢゎయ᧔ཤࢆᐇ

࠙ᖹᡂᖺᗘ∧㸸ᇶᮏ᪉㔪ࠚ
 㸬⥲ᘏᗋ㠃✚ࡢ⦰ῶ
㸬ᇶᮏࣥࣇࣛࡢィ⏬ⓗᨵಟ
㸬ᶆ‽ᵝἢࡗࡓ◊✲ࢫ࣮࣌ࢫࡢᩚഛ
 㸬┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇ࡢ᥎㐍
㸬ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࡼࡿᩚഛࡢಁ㐍
㸬ࠗタᵝ࠘ᇶ࡙ࡃࢰ࣮ࢽࣥࢢࡢ᥎㐍

 ᖹᡂᖺᗘࡣᲷ㸦ᘏᗋ
㠃✚੍㸧ࡢ㛢㙐ࠊ㸰
Ჷ㸦੍㸧ࡢゎయ᧔ཤࢆணᐃ

࠙┬࢚ࢿࠚ
ᶵჾࡢᩚഛ㝿ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ຠ⋡ࡢ㧗࠸ᶵჾࢆ✚ᴟⓗᑟධ
 ⇕※ࢩࢫࢸ࣒ᨵಟࡼࡾࠊ
ᨵಟ๓ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮
⏝㔞⣙㸣๐ῶ
 㟁ຊタഛᨵಟ࠾࠸࡚ࠊᨵಟ๓
ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᦆኻ
⣙㸣๐ῶ

эࡉࡽ࡞ࡿ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࢆ๐ῶ

э┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍



- 304 -

Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯
Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ぢ㎸ホ౯

ࢫ࣮࣌ࢫά⏝
➨ە㸲ᮇࢫ࣮࣌ࢫά⏝᪉㔪ࡢᇶᮏ᪉㔪
㸯㸸ࢫ࣮࣌ࢫࡢ㞟⣙ 㸦㐣ᗘ࡞ศᩓ㓄⨨ࡢゎᾘ㸧
㸰㸸㐺ṇ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡢ㓄ศ㸦㐃ᦠ࣭ᶫΏࡋ◊✲➼ࢫ࣮࣌ࢫࡢィ⏬ⓗ☜ಖࠊᐇ⦼➼ࢆ⪃៖ࡋࡓࢫ࣮࣌ࢫ㓄ศ㸧
㸱㸸㛢㙐ணᐃᲷࡽࡢ⛣㌿ಁ㐍 㸦タ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡢ㍍ῶ㸧
㸲㸸タᵝᇶ࡙ࡃࢰ࣮ࢽࣥࢢࡢಁ㐍 㸦┬࢚ࢿᑐ⟇ࡸຠᯝⓗ࡞タഛᢞ㈨ࢆ⪃៖㸧
ەලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ࠕ⏘⥲◊ࢫ࣮࣌ࢫά⏝ィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃ㸦ྛᖺᗘ㸧
э ᖺᗘࡈྛᴗᡤ➼ࡀ⟇ᐃࡋࡓᴗᡤ➼ࢫ࣮࣌ࢫά⏝ィ⏬ࢆ⪃៖
࣭ࠕࢫ࣮࣌ࢫά⏝ಁ㐍㈝ࠖࡢᑟධ㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼㸧
э ࢫ࣮࣌ࢫࡢ᭷ຠά⏝ࡸ㛢㙐ணᐃᲷ࡞ࡢ⪁ᮙタ➼ࡽࡢ⛣㌿ಁ㐍ண⟬ᥐ⨨
⛣ࢫ࣮࣌ࢫە㌿࣭ά⏝ࡢ
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢศᩓ㓄⨨ゎᾘࢆಁ㐍

ά⏝ಁ㐍㈝ᐇ⦼

ྜィ௳
㸦┬࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲㒊㛛ࠊ▱⬟ࢩࢫࢸ࣒◊✲㒊㛛ࠊᆅ㉁ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮➼㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸧
࣭ື≀㣫⫱タ㞟⣙ࢆಁ㐍 㸦ࡘࡃࡤ➨㸴ᴗᡤ㸧
࣭㛢㙐ணᐃᲷࡽࡢ⛣㌿ࢆಁ㐍 㸦ࡘࡃࡤ㸰Ჷࠊ⯪ᶫࢧࢺ➼㸧

э

◊✲ࢫࣆ࣮ࢻࡢຍ㏿ࠊᏳ⟶⌮యไࡢᙉ➼ࠊຠ⋡ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨᐤ


Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯
Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ᖺᗘホ౯

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭ᐇ⦼≧ἣ
タᩚഛ࣭⪁ᮙᑐ⟇
㛵すࢭࣥࢱ࣮
ィ ࢭࣥࢱ࣮ゎయ᧔ཤᕤ

㟁Ẽタഛ㸦ཷኚ㟁㸧ᨵಟᕤ

࠙ᖹᡂᖺᗘᐇ⦼ࠚ
 ᨵಟᕤ ௳
 ゎయᕤ 㸳Ჷ
 タィᴗົ 㸳௳
୰㛫ヨ㦂ᕤሙ ᧔ཤ๓

᧔ཤᚋ

ཷኚ㟁タഛ ᨵಟ๓

ཷኚ㟁タഛ ᨵಟᚋ

ࢫ࣮࣌ࢫά⏝
ࢫ࣮࣌ࢫەά⏝ಁ㐍㈝ά⏝
࣭ࡘࡃࡤᮾᴗᡤཬࡧすᴗᡤⅬᅾࡍࡿ
◊✲ࣘࢽࢵࢺࡢ㞟⣙
࣭ᗫṆணᐃࡢ⯪ᶫࢧࢺࡽᚲせᶵჾࢆ
ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮⛣㌿
࣭⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࢫ࣮࣌ࢫ☜ಖ
࣭せᶵჾࡢᗫᲠࢆᐇ

⪁ەᮙࡢⴭࡋ࠸ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮
◊✲ูᲷࡢࢫ࣮࣌ࢫ⦰ῶᑐᛂ
ձ㡿ᇦࡈ◊✲ูᲷࡢᚲせᛶࢆศ㢮
ղ㡿ᇦࡈᖺᖹᆒ㸰㸣ࡢ⦰ῶィ⏬సᡂ

࠙ᖹᡂᖺᗘᐇ⦼ࠚ
ࢫ࣮࣌ࢫά⏝ಁ㐍㈝
ᑟධ௳
㸫ศᩓ㓄⨨ゎᾘ㸸㸱௳
㸫㛢㙐ಁ㐍
㸸㸷௳
㸦せᶵჾࡢᗫᲠྵࡴ㸧

㸫㐃ᦠࢫ࣮࣌ࢫ☜ಖ㸸㸳௳
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Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊タᩚഛ㈝⿵ຓ㔠ᴗ
᪂ႠᲷᘓタᴗ
⚟ᓥ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ᡤ
ࢫ࣐࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒Ჷ

᯽ࢭࣥࢱ࣮
$,ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮Ჷ

࠙ᖹᡂ㹼ᖺᗘᐇ⦼ࠚ
࣭᪂ႠᲷᘓタ 㸲Ჷ
̺ࢫ࣐࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒Ჷ㸦⚟ᓥ㸧
̺$,ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮Ჷ㸦᯽㸧
̺♫ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᲷ㸦᯽㸧
̺ࢧࣂ࣮ࣇࢪ࢝ࣝࢩࢫࢸ࣒◊✲Ჷ㸦⮫ᾏ㸧

࣭⪁ᮙᑐ⟇
ᖹᡂᖺᗘ⿵ṇண⟬
ࢢ࣮ࣟࣂࣝㄆドᇶ┙ᩚഛᴗ

⪁ᮙᑐ⟇ᴗ

ᖹᡂᖺᗘ➨㸰ḟ⿵ṇண⟬
ேᕤ▱⬟㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬᩚഛᴗ

̺✵ㄪタഛᨵಟ ᐊ
㸦ࡘࡃࡤࠊ⮫ᾏࠊ୰㒊ࠊ㛵す㸧
̺◊✲ᗫỈฎ⌮タ 㸰௳㸦ࡘࡃࡤ㸧

࠙ᖹᡂᖺᗘᐇ⦼ぢ㎸ࠚ
࣭᪂ႠᲷᘓタ

✵ㄪ࣭⇕※ᨵಟ

̺㧗ᶵ⬟,R7ࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿ◊✲ᣐⅬ㸦ࡘࡃࡤ㸧

࣭⅏ᐖᪧ
̺እቨ࣭ෆ࣭ᾘⅆᰦタഛ㸦ᾏ㐨㸧
̺◊✲Ỉ୰⥅ᵴ㸦㛵す㸧

࣭⪁ᮙᑐ⟇

✵ㄪタഛ㸦᭦᪂๓㸧

̺ཷኚ㟁࣭⤥Ỉ࣭ᾘⅆᰦ࣭ ≉Ṧ࢞ࢫ㜵⅏タഛ
㸦ࡘࡃࡤ㸧
̺✵ㄪ࣭⇕※ᨵಟ㸦ࡘࡃࡤࠊ୰㒊㸧
̺እቨ࣭ᒇୖ㜵Ỉ㸦ࡘࡃࡤࠊ㛵す㸧
̺୰ኸ┘どタഛ㸦୰㒊ࠊ㛵すࠊᕞ㸧

✵ㄪタഛ㸦᭦᪂ᚋ㸧

ᖹᡂᖺᗘ➨㸰ḟ⿵ṇண⟬

⪁ᮙタ࣭タഛࡢ⥭ᛴ᭦᪂



Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊タᩚഛ㈝⿵ຓ㔠ᴗ
ᖹᡂᖺᗘ ᐇぢ㎸
⅏ᐖᪧ㈝ 㸱㸵൨

㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸰ḟ⿵ṇண⟬㸧

ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮

㸫

㸫 እቨ࣭ෆタഛ
㸦+Ჷࠊ+Ჷࠊ*Ჷ㸧
㸫 ᾘⅆᰦタഛ

◊✲Ỉ୰⥅ᵴࡢ⿕ᐖ

㸦ᖹᡂᖺᗘᙜึண⟬㸧

㸦ᨵಟ࣓࣮ࢪ㸧

㛵すࢭࣥࢱ࣮
◊✲Ỉタഛ

⪁ᮙᑐ⟇ᴗ㸦㸳㸱൨

㟁ຊタഛ

ᘓ≀ᵓ㐀యࡢ⿕ᐖ
⤥Ỉタഛ

ᖹᡂᖺ㸵᭶㞵㛵ಀ

≉Ṧ࢞ࢫ౪⤥
┘どタഛ

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㛵ಀ

࣭◊✲㛤Ⓨ⎔ቃࡢᪧࠊ⥔ᣢཬࡧᏳᑐ⟇ࡢᙉ
э つᶍ㟁ᨾࠊ₃Ỉ➼㉳ᅉࡋࡓᨾࠊࡑࡢࡢタഛ⪁ᮙࡼࡿᨾࡢᮍ↛㜵Ṇ

࣭㟁ຊタഛࡢᨵಟ
э 㧗ຠ⋡ኚᅽჾࡢ᭦᪂ࡼࡾࠊᨵಟ๓ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᦆኻ⣙㸣పῶࢆᐃ
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Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ᖺᗘホ౯

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭ᐇ⦼ 㸦᪂ႠᲷᘓタ㸧
ேᕤ▱⬟㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬᩚഛᴗ
᯽ࢭࣥࢱ࣮
♫ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᲷ

㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸰ḟ⿵ṇண⟬㸧

⮫ᾏ㒔ᚰࢭࣥࢱ࣮
ࢧࣂ࣮ࣇࢪ࢝ࣝࢩࢫࢸ࣒◊✲Ჷ

ࠕ♫ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᲷࠖ
̾,R7ࢹࣂࢫ➼㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ◊✲ᐊ⎔ቃタഛࢆᑟධ
ࠕࢧࣂ࣮ࣇࢪ࢝ࣝࢩࢫࢸ࣒◊✲Ჷࠖ
̾ᕤሙࡸࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ➼ࡢᶍᨃ⎔ቃタഛࢆᑟධ
э $,ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ♫ᐇࢆ
᥎㐍ࡍࡿ◊✲ᣐⅬᵓ⠏

㸦ᡂ┿㸧

㸦ᡂ┿㸧

㧗ᶵ⬟,R7ࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿ◊✲ᣐⅬᩚഛᴗ

㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸯ḟ⿵ṇண⟬㸧

┬࢚ࢿᶵჾࡢᑟධ

7,$᪂Ჷ㸦௬㸧



ձᬮᡣࡢࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ

ᬮᡣ⇕※ࡢࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
ղ᪤Ꮡྠ➼ࡢ෭⇕ࢩࢫࢸ࣒

ࢱ࣮࣎෭ᶵࡢ᭱᪂ᶵ✀
ճᦙ㏦ືຊపῶᡭἲ
࣭

ᗘᕪ㏦Ỉ ࣭࣏ࣥࣉࣥࣂ࣮ࢱ࣮



≉Ṧ⎔ቃ࡛࠶ࡿ᪤Ꮡ➼㸦6&5㸧ࡢ᥋
⥆➼ࡢ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸タィᴗົࢆᐇ
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ⬟ࡢ㧗࠸ෆᐜࡢᵝ
ࢆ᥇⏝

э ᆅ⌫ ᬮࢆ⪃៖ࡋࡓඛ➃ⓗ◊✲
㛤ⓎᣐⅬࡢᵓ⠏ࡀᮇᚅ

㸦ᡂ࣓࣮ࢪࣃ࣮ࢫ㸧



Ϯ タཬࡧタഛ㛵ࡍࡿィ⏬

ᖺᗘホ౯

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭ᐇ⦼ 㸦⪁ᮙᑐ⟇㸧

ࡘࡃࡤすཬࡧ༡◊✲ᗫỈฎ⌮タᨵಟ

㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸰ḟ⿵ṇண⟬

⪁ᮙᑐ⟇ᴗ㸧

༡◊✲ᗫỈฎ⌮タ
㸦ᨵಟᚋ㸧

◊✲ᗫỈฎ⌮タ㸦ᨵಟ๓㸧

◊✲ᗫỈฎ⌮タ㸦ᨵಟᚋ㸧

э᭷ᐖ≀㉁ࡢὶฟ㜵Ṇ➼ࡼࡿᏳᛶࡢᙉ
タࡢ⤫ྜࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮⤒㈝ࡢ๐ῶ
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ϩ ᴗົࡢ㟁Ꮚ㛵ࡍࡿ㡯

ぢ㎸ホ౯

ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢయീ
ࣇࣝඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒

ಶูᴗົࢩࢫࢸ࣒
㈈ົィ
ࢩࢫࢸ࣒

ே⤥
ࢩࢫࢸ࣒

ࡑࡢࡢࢩࢫࢸ࣒

▱ⓗ㈈⏘
ࢩࢫࢸ࣒
㟁ヰࢩࢫࢸ࣒

͐
⣙㸳㸮ࡢࢩࢫࢸ࣒

79㆟ࢩࢫࢸ࣒

ẖᖺᗘࠊἲᚊ࣭ไᗘᨵᐃᑐᛂ
ᴗົຠ⋡➼ࢆ┠ⓗᨵಟࢆᐇ

ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢᙉࡉࢀࡓࢧ࣮ࣂ➼࡛
ࢡࢭࢫᶒࢆタᐃࡋࠊᶵᐦᛶࡢ㧗࠸ሗࢆඹ᭷

㈚3&࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘

◊✲⏝
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ୖグࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࢆᐇ

୰㛗ᮇᮇ㛫࠾ࡅࡿ࡞ᐇ⦼
ە᪂ࡓ࡞ಶูᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

ە᪤Ꮡࡢಶูᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᖜᨵಟ

ᖹᡂᖺᗘ㸸ἲேᩥ᭩⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࠊࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫᐇ㦂⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒
࣭ἲேᩥ᭩ࡢ㟁Ꮚ
࣭ᡭ⥆ࡁࡢ⡆౽

ᖹᡂᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸸⸆ရ࣭࢞ࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ
࣭⸆ရ࣭࢞ࢫಖ⟶ᮇ㝈ࡢ⾲♧ᶵ⬟
࣭㈨᱁ྲྀᚓ⩏ົࡢุᐃ⾲♧ᶵ⬟
࣭༴㝤⸆ရᩘ㔞ᢕᥱࡢ⡆౽

ᖹᡂᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝ≀࣭⸆ရᥦ౪⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
࣭ᡭ⥆ࡁࡢ⡆౽
᳨࣭⣴ᶵ⬟ࡢᙉ
࣭▱ⓗ㈈⏘ᮍⓏ㘓ࡢ◊✲ᡂᯝ≀ࡢ₃࠼࠸㜵Ṇ

ᖹᡂᖺᗘ㸸ࢿࢵࢺㄪ㐩ࢩࢫࢸ࣒
࣭ᾘ⪖ရ➼ࡢ౯᱁ࡢᴗ⪅㛫ẚ㍑

ᖹᡂᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸸▱ⓗ㈈⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
࣭▱ⓗ㈈⏘ฟ㢪ㄪ᭩సᡂࡢຠ⋡
᳨࣭⣴ᶵ⬟ࡢᙉ



ϩ ᴗົࡢ㟁Ꮚ㛵ࡍࡿ㡯

ᖺᗘホ౯

ᖹᡂϯϬᖺᗘ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䞉ᐇ⦼
ە᪂ࡓ࡞ಶูᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
࠙▱ⓗ㈈⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࠚ㸦ᖹᡂᖺᗘ୰ᵓ⠏ணᐃ㸧
࣭ࠕ▱㈈ฟ㢪ࠖࡢ⟶⌮ࠕ▱㈈ᡓ␎ࠖࡢ⟶⌮ࢆ୍య
эົᡭ⥆ࡁࡢ⡆␎ཬࡧ㎿㏿ࢆᅗࡿ
࠙ࣇࣝඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࠚ㸦ᖹᡂᖺ㸰᭶㐠⏝㛤ጞ㸧
࣭ࢡࢭࢫᶒ⟶⌮ᶵ⬟ࡢᨵၿࠊ
࣭せ࣭ᮍཧ↷ࣇࣝࡢ᳨⣴࣭๐㝖ᶵ⬟ࡢ㏣ຍ
э⏝⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆᐇ⌧

ە᪤Ꮡࡢಶูᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᖜᨵಟ
࠙⸆ရ࣭࢞ࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࠚ㸦ᖹᡂᖺ㸰᭶㐠⏝㛤ጞ㸧
࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᙉࠊ⸆ရሗྲྀᚓࡢ⡆౽ࠊ
࣭㈨᱁ྲྀᚓ⩏ົࡢุᐃᶵ⬟ࡢ㏣ຍ
эᖺ㛫⣙௳࠶ࡗࡓ㐃⤡➼ࡢ⡆⣲࣭㎿㏿ࢆᐇ⌧
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ੲਾ७य़গজॸॕ

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ
ౢ৶হশ؞ਈৈੲਾ७य़গজॸॕிભ&ق,62ك
ਕ ౘਦ


ࡣࡌࡵ
ᖹᡂᖺ᭶᪥Ⓨぬࡋࡓṇ࡞ࢡࢭࢫࡼࡾࠊ௨ୗࡢሗࡀ
₃࠼࠸ࡋࡓࠋ
ඹྠ◊✲ዎ⣙㛵ࡍࡿሗ
ᮍබ⾲ࡢ◊✲ሗ
ಶேሗࢆྵࡴᩥ᭩
࣓࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢺ
⫋ဨࡢẶྡ࣭ᡤᒓ

௳
⣙௳
⣙௳
௳

ᮏࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᖺ᭶᪥࡛⤒῭⏘ᴗ⮧ሗ࿌ࡍࡿ
ࡶබ⾲ࡋࡓࠋ
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⤌⧊యไࡢぢ┤ࡋ
䠄ᪧ䠅

䠄᪂䠅

⌮㛗

⌮㛗

⏬ᮏ㒊

⏬ᮏ㒊

䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍ᮏ㒊

䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍ᮏ㒊

ホ౯㒊

ホ౯㒊

┘ᰝᐊ

┘ᰝᐊ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁᥎㐍ᮏ㒊

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁᥎㐍ᮏ㒊

⎔ቃᏳᮏ㒊

⎔ቃᏳᮏ㒊

⎔ቃᏳ⏬㒊
Ᏻ⟶⌮㒊
ᘓタ㒊
ሗᇶ┙㒊

⎔ቃᏳ⏬㒊
ሗ䝅䝇䝔䝮ᐊ
Ᏻ⟶⌮㒊
ᘓタ㒊
ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱㒊

⥲ົᮏ㒊

䝉䜻䝳䝸䝔䜱⏬ᐊ
䝃䜲䝞䞊䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᐊ
⥲ົᮏ㒊


ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㒊ࡢᴫせ

⤌⧊ࡢ⨨ࡅ
⏘⥲◊ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥔ᣢ㐠⏝ࢆᢸᙜ

యไ࣭ᡤᤸᴗົ
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㒊㛗
㒊⥲ᣓ
ࢭ࢟ࣗࣜࢸ⏬ᐊ

ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᐊ

㸦ᖖ⫋ဨྡ㸧

㸦ᖖ⫋ဨྡ㸧

࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇
࣭ᑂ࡞㏻ಙࡢ┘ど
࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺᑐฎ
࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㐠⏝➼

࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇᥎㐍ィ⏬ࡢ⟇ᐃ
࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵㐃つ⛬㢮ࡢᩚഛ
࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟࡢᐇ
࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡタഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮➼
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ϩ ᴗົࡢ㟁Ꮚ㛵ࡍࡿ㡯

ぢ㎸ホ౯

㏻ಙ┘どࡢయไᙉձ

┠ⓗ

ṇ࡞ࢡࢭࢫᑐࡍࡿ༑ศ࡞ᙉᗘࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ᐇ⦼

ࣇ࢛࣮࢘ࣝࢆ᭦᪂ࡋࠊࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ෆ㒊㏻ಙ
ࡢ┘どࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᖹᡂᖺᗘࡣࠊࡍ࡚ࡢᆅᇦࢭࣥࢱ࣮࠾
࠸࡚ࡶࠊෆ㒊㏻ಙࡢ┘どࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ຠᯝ

ෆ㒊㸦ᘓ≀㛫➼㸧࡛ᑂ࡞㏻ಙ➼ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶࠊ᪩ᮇᢕᥱ⿕
ᐖࡢᣑ㜵Ṇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
እ㒊㏻ಙ⏝
ࣇ࢛࣮࢘ࣝ

ෆ㒊㏻ಙ⏝
ࣇ࢛࣮࢘ࣝ

㏻ಙ┘ど
ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ᘓ≀$

'ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮

㏻ಙ┘ど

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ᘓ≀%

&ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮


ϩ ᴗົࡢ㟁Ꮚ㛵ࡍࡿ㡯

ᖺᗘホ౯

㏻ಙ┘どࡢయไᙉղ

ᐇ⦼

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊඛ⾜ࡋ࡚ෆ㒊㏻ಙࡢ┘どࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ຠᯝ

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓ≀㛫➼࡛ᑂ࡞㏻ಙ➼ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶࠊ᪩ᮇ
ᢕᥱ⿕ᐖࡢᣑ㜵Ṇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡞ࡗࡓࠋ
እ㒊㏻ಙ⏝
ࣇ࢛࣮࢘ࣝ

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮

㏻ಙ┘ど

ෆ㒊㏻ಙ⏝
ࣇ࢛࣮࢘ࣝ
'ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ᘓ≀$

㏻ಙ┘ど

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ᘓ≀%

&ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮
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Ϯ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇➼ࡢᚭᗏࡼࡿ◊✲ሗࡢಖㆤ

ぢ㎸ホ౯

Ⓨ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ⟇ᐃᐇձ
┠ⓗ

ṇ࡞ࢡࢭࢫᑐࡍࡿⓎ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ⟇ᐃࡋᐇࡍࡿࡇ
࡛ࠊࡼࡾ୍ᒙࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆᙉࡍࡿࠋ
ᐇ⦼

ձ⤌⧊యไࡢぢ┤ࡋ
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆᢸ࠺ࢳ࣮࣒ࢆ᪂タࡋࠊ&6,57㸦ሗࢭ
࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺᑐฎࡍࡿ⤌⧊㸧㐃ᦠࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ

ղ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋᙉ
࣭ᙉᅛ࡞ࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃࢆ⩏ົࡋࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ࣓࣮ࣝ㏦ࢆ⚗Ṇࡋࡓࠋ
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺᑐࡋ࡚ࠊ◊✲ࢧ࣮ࣂ➼ࡢᐃᮇⓗ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸⅬ᳨ሗ
࿌ࢆ⩏ົࡋࡓࠋ

ճࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉ㸦ᖹᡂᖺᗘணᐃ㸧
࣭ࣥࢺࣛᴗົࢩࢫࢸ࣒ᑐࡋ࡚せ⣲ㄆドࢆᑟධࡍࡿࠋ
࣭⌧ᅾ୍ࡘࡢᡤෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࠊົ⏝ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊✲⏝ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡศ㞳ࡍࡿࠋ


Ϯ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇➼ࡢᚭᗏࡼࡿ◊✲ሗࡢಖㆤ

ぢ㎸ホ౯

Ⓨ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ⟇ᐃᐇղ
ຠᯝ

ձ◊✲ࣘࢽࢵࢺ࠾࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺࡢ
ᑐฎࡀ㎿㏿⾜࠼ࡓࠋ
ղሗ₃࠼࠸ࡢࣜࢫࢡࡀపῶࡉࢀࡿࡶࠊ௬◊✲ࢧ࣮ࣂ
➼ṇࢡࢭࢫࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࡍࡄⓎぢ࡛ࡁࡿయไ
࡞ࡗࡓࠋ
ճせ⣲ㄆドࡢᑟධࡼࡾࠊᮏே௨እࡢ➨୕⪅ࡼࡿṇࣟࢢ
ࣥࢆ㜵Ṇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆศ㞳ࡍࡿࡇ࡛ࠊ௬⏘⥲◊ෆ㒊
ධࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊ⿕ᐖࡢᣑࢆ㜵Ṇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
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Ϯ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇➼ࡢᚭᗏࡼࡿ◊✲ሗࡢಖㆤ

ᖺᗘホ౯

Ⓨ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ⟇ᐃᐇճ
ᐇ⦼

ձ⤌⧊యไࡢぢ┤ࡋ
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆᢸ࠺ࢳ࣮࣒ࢆ᪂タࡋࠊ&6,57㸦ሗࢭ
࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺᑐฎࡍࡿ⤌⧊㸧㐃ᦠࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ

ղ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋᙉ
࣭ᙉᅛ࡞ࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃࢆ⩏ົࡋࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ࣓࣮ࣝ㏦ࢆ⚗Ṇࡋࡓࠋ
࣭◊✲ࣘࢽࢵࢺᑐࡋ࡚ࠊ◊✲ࢧ࣮ࣂ➼ࡢᐃᮇⓗ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸⅬ᳨ሗ
࿌ࢆ⩏ົࡋࡓࠋ
ຠᯝ

ձ◊✲ࣘࢽࢵࢺ࠾࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺࡢ
ᑐฎࡀ㎿㏿⾜࠼ࡓࠋ
ղሗ₃࠼࠸ࡢࣜࢫࢡࡀపῶࡉࢀࡿࡶࠊ௬◊✲ࢧ࣮ࣂ
➼ṇࢡࢭࢫࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࡍࡄⓎぢ࡛ࡁࡿయไ
࡞ࡗࡓࠋ


๓ᖺᗘࡢ࡞ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺࡢᑐᛂ
ㄝ᫂㈨ᩱ㸦ࡦ࡞ᙧ㸧

ᖺᗘホ౯

ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᨵၿࡍࡁⅬཬࡧຓゝ㸧㸸
ሗ₃࠼࠸ࡣࠊࡁ࡞♫ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᝏពࡢ࠶ࡿ⪅ᑐࡋ࡚ࡶ
ࡢᑐᛂࢆࡋ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊኚ࡞ປຊࢆせࡍࡿࡶࡢࠋཎᅉ✲᫂ࠊ
Ⓨ㜵Ṇྥࡅࡓ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑗ᮶ⓗྠᵝ࡞ែࡀⓎ
⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᑐᛂࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋᐇࡍࡁࡇࠊ࡛ࡁࡿࡇࢆ
ࡍࡿࡇࡔࡅࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࡼ࠺ࠊ␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ᑐᛂ࣭ᫎࡢ≧ἣ㸸
ṇ࡞ࢡࢭࢫᑐࡍࡿⓎ㜵Ṇᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ⤌⧊యไࡢぢ┤ࡋࠊ
㐠⏝ࡢぢ┤ࡋᙉࠊእ㒊ጤクࡢ㐠⏝ᨵၿࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢぢ┤
ࡋࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࢆᐇࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉ௨እࡢᑐ⟇ࡣࠊ᪤᪂ࡓ࡞㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࡘ࠸࡚ࡶࠊᩚഛࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ
ᖺᗘ୰ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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বয়ଢ଼৫১য ਓૼ়ଢ଼ਚ
ਛফ২ ଢ଼ঢ়৴ਜ௬৩ভ
௬ৱમقହৱમك
ਜম؞॥থউছॖ॔থ५ਤম؞૰ਪ
ਛফা

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ
৶হ؞ਜমশ
ஜલ 


⥲ົ㛵㐃ᴗົࡢ㐠Ⴀ᪉㔪
ࡘ࡞⤌⧊㐠Ⴀࢆ᥎㐍ࡋ

◊✲ᡂᯝ䛾᭱䛻㈉⊩
ྛ✀࣮ࣝࣝࡢ㑂Ᏺ
≧ἣࡢᢕᥱ࣭ຓゝ

ാࡁ᪉࣭ᴗົᨵ㠉ࡢ
᥎㐍

ᴗົࡢබඹᛶ࣭㐺ษᛶ࣭
㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ

ാࡁࡸࡍ࠸
⫋ሙ⎔ቃࡢᩚഛ

㐠Ⴀᇶ┙ᴗົࡢ
㐺ṇࡘ☜ᐇ࡞ᐇ

ࣜࢫࢡ⟶⌮࣭
Ⓨ㜵Ṇ⟇ࡢཝṇ
ࡘ╔ᐇ࡞ᐇ

◊✲άືࡢᨭ

ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢྥୖ

ㄢ㢟ࡢᰂ㌾ࡘ
㎿㏿࡞ᑐᛂ
⤌⧊ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖ

叻吥吐吆

- 314 -

吗叻吧呎后吝叺



ᴗ㠉ᐊ

㸦⏘⥲◊ࡢ㐠Ⴀࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙㸧

ἲົ㒊

ᨭ㒊

⤒⌮㒊

ே㒊

┘ᰝᐊ

吊呉吮呀

⥲ົ㛵㐃ᴗົ

⤌⧊యไ࣭ᡤᤸᴗົ
⌮㛗

㸺ᡤᤸࡍࡿᴗົ㸼
䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍ᮏ㒊

ࣜࢫࢡ⟶⌮ࠊⓎ㜵Ṇ⟇ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍

┘ᰝᐊ

ෆ㒊┘ᰝࠊィ᳨ᰝᑐᛂࠊ┘┘ᰝᨭ➼

⥲ົᮏ㒊
ே㒊

㞠⏝ไᗘࠊホ౯ไᗘࠊ⤥ไᗘࠊேᮦ⫱ᡂ࣭◊ಟไᗘ➼

⤒⌮㒊

ㄪ㐩ไᗘࠊ㈨⏘⟶⌮ࠊ᪑㈝ࠊ㈈ົㅖ⾲➼
ປົ⟶⌮ࠊሗබ㛤࣭ಶேሗಖㆤࠊ◊✲グ㘓➼

ᴗົ᥎㐍ᨭ㒊
ἲົ㒊䠄,ϯϬ͘ϭϬ͘ϭ᪂タ䠅
䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱᥎㐍ᐊ
ᴗົᨵ㠉᥎㐍ᐊ
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝇䜽䞊䝹

ἲົᴗົࠊ┈┦࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ➼
ࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ࠊ⫱ඣ࣭ㆤࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭࠊእᅜேᨭ➼
ᴗົᨵ㠉ࡢ᥎㐍➼
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ⫱ᡂ➼


Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ᖺᗘホ౯

እ㒊ேᮦ㞠⏝ไᗘࡼࡿ◊✲ேᮦࡢᣑ
ᶫΏࡋᶵ⬟ࡢᙉ
ࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘ

Ꮫ➼

⏘⥲◊

 ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛ
ࢺ࡛ࣜࡢཷࡅධࢀᣑ
 Ẹ㛫ᴗࡢ㛫࠾ࡅࡿฟྥ࣭
ཷࡅධࢀ

䜽䝻䝇䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖ไᗘ⏝⪅ᩘ
ฟྥ

ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ

Ꮫ㝔

⏘⥲◊

 ົ᪥ᩘࡢᰂ㌾ࡼࡿ㐠⏝
ࢆ⥅⥆ᐇࡋࠊ᥇⏝⪅ᩘࢆቑ
ຍ

䝸䝃䞊䝏䜰䝅䝇䝍䞁䝖ไᗘ⏝⪅ᩘ

㻟㻞㻥
㻠㻞
㻝㻠
㻴㻞㻥ᖺᗘ


㻴㻟㻜ᖺᗘ


⏘⥲◊

 㐃ᦠ◊✲ᐊ࣭㐃ᦠ◊✲ࣛ࣎
㸦ෙࣛ࣎㸧ࡢタ⨨ࢆ㏻ࡌࡓ
ཷධ⪅ᩘࡢቑຍ

≉ᐃ㞟୰◊✲ᑓ㛛ဨไᗘ⏝⪅ᩘ
ᴗᩘ
ேᩘ

㻠㻜
㻴㻟㻜ᖺᗘ

㻴㻞㻥ᖺᗘ




䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

㻝㻟㻣

㻝㻝㻤

㻞㻢㻤

㻝㻤
䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

ᴗ➼

ไᗘ⏝⪅ࡢቑຍ

ཷධ
㻡㻜

≉ᐃ㞟୰◊✲ᑓ㛛ဨไᗘ


㻴㻞㻥ᖺᗘ

㻡㻝
㻴㻟㻜ᖺᗘ

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

¾ ඃࢀࡓᢏ⾡࣭ከᵝ࡞ேᮦࢆ㞟⤖ࡋࠊᶫΏ䛧ᶵ⬟䜢ᙉ䛩䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ
యไ䛾ᵓ⠏䛻ᐤ
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Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ᖺᗘホ౯

⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ
㹼ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ⫱ᡂ᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢฟ㈉⊩㹼
⫱ᡂᐇ⦼

⌮㛗ㅮ⩏ࠕ୰㖊ሿࠖ

ࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ⱝᡭ༤ኈ◊✲⪅ྡ
◊✲ᇶ♏ຊᙉࢆ┠ᣦࡍᏛ㝔⏕ྡࢆ⫱ᡂ

ᴗ⤒Ⴀࢆ⤒㦂ࡋࡓ⌮㛗⮬ࡽㅮ⩏ࢆᐇ
 ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ
㸦6'*V㸧ࢆࢸ࣮࣐ㅮ⩏
 㛗ᮇࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡾ
ㄢ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴຊࢆ㣴ᡂ

 Ꮫ㝔⏕ࢥ࣮ࢫཷㅮ⪅ᩘ
ᖜቑຍ㸸+ᖺᗘྡ
+ᖺᗘྡ
 ␗ศ㔝ὶ࡛ྡཷ㈹

ᴗ◊ಟ ࣨ᭶௨ୖ

ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ᨭ
ྠ❆ࠕᱜ⩧ࢡࣛࣈࠖࡼࡿ
ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ⮬㛤ദࢆᨭ
 &83$/ඹྠ㛤ദ
 Ꮫࡢⱝᡭ◊✲⪅ࠊᏛ
㝔⏕ࢆ୰ᚰྡཧຍ
 ᴗࡢඹྠ◊✲Ⓨᒎ

ࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢཷධᴗࡽ㧗࠸ᮇᚅࡀ
ᐤࡏࡽࢀࠊဨࡀᕼᮃࡍࡿᴗ࡛◊ಟࢆཷㅮ
◊ಟ༠ຊᴗࡽࡢኌ
 ᥇⏝ྥࡅࡓேᮦⓎ᥀᭷ຠ࡛࠶ࡿ
 ♫ဨࡢⰋ࠸่⃭࡞ࡗࡓ

¾ ᪥ᮏࡢ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺ⱝ
ⱝᡭ◊✲ேᮦࢆ⫱ᡂ
¾ ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑࡼࡾ᪂
᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢฟᐤ


Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ᖺᗘホ౯

ዪᛶࡢ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝᥦ♧ࡼࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢ✚ᴟ᥇⏝
ዪᛶ⫋ဨࡢⓏ⏝ಁ㐍⟇ࡢᒎ㛤
㸯㸬ዪᏊᏛ⏕➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ
 ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡྥࡅ࣋ࣥࢺ
 ዪᛶ◊✲⪅㸦࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ㸧ࡢᑐヰࡸࣛ࣎ࢶ࣮➼ࡢᐇ

 ࣇࣟࣥࢸᮦᩱࣇ࢙ LQ ୰㒊 Ꮫ⏕ࢭ࣑ࢼ࣮
+ᖺᗘ
Ꮫ⏕ྥࡅ࣋ࣥࢺཧຍ⪅
⣼ィྡ㸦+ᖺ᭶ᮎⅬ㸧

࣋ࣥࢺࡢ⥅⥆㛤ദࡼࡾ
¾ ⏘⥲◊ࡢㄆ▱ᗘྥୖ
¾ +ᖺᗘ➨ᅇබເࡢዪᛶ
ᛂເ⪅ᩘቑຍ㸦+ᖺᗘẚ
ಸ㸧

࣋ࣥࢺᙜ᪥ࡢᵝᏊ

㸰㸬◊✲⿵ຓဨࡢ㞠⏝㈝ᨭᴗ
 +ᖺᗘᨭᑐ㇟⪅ྡ
 ᖺᗘࡢᨭᑐ㇟⪅ཬࡧୖ㛗ࡢࣥࢣ࣮ࢺ࣭
ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᴗࡢ᭷ຠᛶࢆ
ᡤෆ㆟ሗ࿌ࡋࠊᖹᡂᖺᗘࡶෆ㒊ண⟬ࡼ
ࡾᴗࢆ⥅⥆ணᐃ
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¾ ᨭᑐ㇟⪅➼ࡢ◊✲⎔ቃ
ࡢᨵၿ㈉⊩
¾ ࡇࢀࡲ࡛㛫ไ⣙ࡢ࠶ࡿ
ഴྥ࠶ࡗࡓዪᛶ⫋ဨࡢ
Ⓩ⏝ಁ㐍ᐤ

Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ᖺᗘホ౯

ከᵝ࡞ேᮦࡀ᭱㝈⬟ຊࢆⓎࡋ
ά㌍ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛ
㸯㸬ࣥࢺࣛⱥㄒ࣮࣌ࢪᐇ

¾ ᪥ᮏㄒࢆẕᅜㄒࡋ࡞࠸
◊✲⪅ࡗ࡚
ാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛ

 ⱥㄒ࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂ࣭ᨵゞ
 ⱥㄒࢥࣥࢸࣥࢶ㎺ࡾ╔ࡁࡸࡍ࠸ࡼ
࠺ࣜࣥࢡඛಟṇ

㸰㸬⫱ඣఇᴗࡽࡢᖐᨭ
¾ ⏨ዪࡶാࡁࡸࡍ࠸
⎔ቃࡢᩚഛ

 ⫱ఇࡽࡢᖐ⪅㠃ㄯᐇ
 ⫱ඣ࣭ㆤ㛵ࢃࡿࣛࣥࢳࡢᐇ
 ⏨ᛶ⫋ဨ⫱ඣఇᬤ➼ྲྀᚓ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ

㸱㸬እ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ

¾ ⏘⥲◊ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ
ཧຍᶵ㛵ࡢࢲࣂ࣮
ࢩࢸ᥎㐍ࢆ≌ᘬ

 ᅜࡢ◊✲ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ࣓ࣥࣂ࣮
ࡍࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࣭࢜
ࣇࢫࡢ㛗⫋ຍ⸨⌮ࡀ㑅௵

㸲㸬ព㆑ၨⓎ
 ᭷㆑⪅ࡼࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿㅮ₇
ࢆ㛤ദࠊከࡃࡢ⫋ဨࡢཧຍࢆࡧࡅ

¾ ⟶⌮⫋ࢆྵࡴྡ㉸ࡢ
⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉ᐤ



Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ぢ㎸ホ౯

እ㒊ேᮦ㞠⏝ไᗘࡼࡿ◊✲ேᮦࡢᣑ
ᶫΏࡋᶵ⬟ࡢᙉ
ࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘ

Ꮫ➼

⏘⥲◊

 ⫋㈐ᡭᙜ㏣ຍᨭ⤥ไᗘࡢᑟධ
 ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣛ࣎ࣛ
ࢺ࡛ࣜࡢཷࡅධࢀᣑ
 Ẹ㛫ᴗࡢ㛫࠾ࡅࡿฟྥ࣭
ཷࡅධࢀ
䜽䝻䝇䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖ไᗘ⏝⪅ᩘ
ฟྥ

ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺไᗘ

Ꮫ㝔

⏘⥲◊

 ົ᪥ᩘࡢᰂ㌾ࡼࡿ᥇
⏝⪅ᩘࡢቑຍ

≉ᐃ㞟୰◊✲ᑓ㛛ဨไᗘ
ᴗ➼

⏘⥲◊

 㐃ᦠ◊✲ᐊ࣭㐃ᦠ◊✲ࣛ࣎
㸦ෙࣛ࣎㸧ࡢタ⨨ࢆ㏻ࡌࡓ
ཷධ⪅ᩘࡢቑຍ

ไᗘ⏝⪅ࡢቑຍ
䝸䝃䞊䝏䜰䝅䝇䝍䞁䝖ไᗘ⏝⪅ᩘ

≉ᐃ㞟୰◊✲ᑓ㛛ဨไᗘ⏝⪅ᩘ
ᴗᩘ

ཷධ

㻝㻟㻣

ேᩘ

㻟㻞㻥
㻞㻢㻤

㻟㻟
㻝㻥
㻡
㻴㻞㻣ᖺᗘ


㻝㻝

㻠㻞

㻡㻜

㻝㻣㻠

㻢㻤

㻝㻜㻡
㻝㻠



㻴㻞㻥ᖺᗘ
㻴㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻡

㻝㻤
㻴㻟㻜ᖺᗘ


䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅


㻴㻞㻣ᖺᗘ


㻴㻞㻤ᖺᗘ

㻝㻝㻤

㻝㻜㻠


㻴㻞㻥ᖺᗘ

㻴㻟㻜ᖺᗘ



㻴㻞㻣ᖺᗘ

㻟㻡

㻠㻜


㻴㻞㻤ᖺᗘ


㻴㻞㻥ᖺᗘ

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

¾ ඃࢀࡓᢏ⾡࣭ከᵝ࡞ேᮦࢆ㞟⤖ࡋࠊᶫΏ䛧ᶵ⬟䜢ᙉ䛩䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ
యไ䛾ᵓ⠏䛻ᐤ
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㻡㻝
㻴㻟㻜ᖺᗘ

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ
㹼⏘Ꮫᐁࡢ❧ሙ࡛⤒㦂ࢆ✚ࡳࠊ㐃ᦠࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿேᮦࢆ㍮ฟ㹼
㸺⏘⥲◊ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝࡢయീ㸼

ᜒ፯∝፼

 ⏘ᴗ⏺࡛ࡢά㌍ࢆ┠ᣦࡍ
ⱝᡭ༤ኈேᮦ
 ᪥ᮏࡢ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡍ
Ꮫ㝔⏕

˖ಅᄂ̲≋․∜உˌɥ≌

ငዮᄂ↖↝ᄂᆮ

¾ ᪥ᮏࡢ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺ⱝ
ⱝᡭ◊✲ேᮦࢆ⫱ᡂ


Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ぢ㎸ホ౯

ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢ⫱ᡂ᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢฟ㈉⊩
ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ

ྠ❆ࠕᱜ⩧ࢡࣛࣈࠖ

 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢥ࣮ࢫࢆྜࢃࡏࡓಟ
⏕ࡣྡ㸦࠺ࡕ༤ኈேᮦྡ㸧
 ࢫࢡ࣮ࣝⓎ㊊ᖺグᛕࣃ࣮ࢸ⣙
ྡࡀཧຍ
 ⏘Ꮫᐁ࡛ά㌍ࡍࡿಟ⏕ࡽࡀάⓎ
ሗࠊඹྠ◊✲ࡶⓎᒎ

ࠕᱜ⩧ࢡࣛࣈࠖࡼࡿ⮬㛤ദࢆᨭ
 &83$/ͤඹྠ㛤ദ ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
ᙉ
 Ꮫࡢⱝᡭ◊✲⪅ࠊᏛ㝔⏕ࢆ୰ᚰ
ྡࡀཧຍ
 ᴗࡢඹྠ◊✲Ⓨᒎ

⌮㛗ㅮ⩏ࠕ୰㖊ሿࠖ

 ⌮㛗⮬ࡽㅮ⩏ࢆᐇ
 㛗ᮇⓗࡘಠ▔ⓗ࡞どⅬ❧ࡗ
ࡓỴ᩿ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⪃࠼᪉➼ࢆ
Ꮫ⩦
 㛗ᮇࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡾㄢ㢟
Ⓨぢ࣭ゎỴຊࢆ㣴ᡂ

ͤ&83$/㸸-67ࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᵓ⠏ᴗࠖᇶ࡙ࡁタ❧ࠋ
ࢼࣀࢸࢡ◊✲ேᮦࡢ࢟ࣕࣜࢵࣉὶືᛶྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊᏛࠊᅜ◊࡞ᶵ㛵ࡀཧຍࠋ

ከࡃࡢⱝᡭ◊✲ேᮦࢆ⫱ᡂ

ᑵᴗ⋡ࡣ㧗Ỉ‽࡛᥎⛣

ேᮦ⫱ᡂᩘ
༤ኈேᮦྥ䛡䝁䞊䝇
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

Ϯϴ
ϭϰ ϭϳ

ϭϴ

ᑵᴗ⋡䠄䠂䠅

Ꮫ㝔⏕ྥ䛡䝁䞊䝇
ϰϬ
Ϯϴ
ϭϱ

ϭϱ

ϭϬϬ

ϳϴ͘ϲ

ϳϳ͘ϴ

ϳϯ͘ϯ

+ᖺᗘ

+ᖺᗘ

ϳϱ
ϱϬ

Ϯϴ͘ϱ

Ϯϱ
+ᖺᗘ

+ᖺᗘ

+ᖺᗘ

+ᖺᗘ

Ϭ

㸦ཧ⪃㸧
+ᖺᗘ
+ᖺᗘᅜෆయ
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¾ ➨୍⥺࡛ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ
ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿேᮦࢆ㍮ฟ
¾ ேᮦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑࡼࡾ
᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢฟᐤ

Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ぢ㎸ホ౯

ዪᛶࡢ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝᥦ♧ࡼࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢ✚ᴟ᥇⏝
ዪᛶ⫋ဨࡢⓏ⏝ಁ㐍⟇ࡢᒎ㛤
㸯㸬ዪᛶ◊✲⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝
┠ᶆ㸣

㸺ዪᛶά㌍᥎㐍ἲ ⾜ືィ⏬ᇶ࡙ࡃ┠ᶆ㸼

ዪᛶ᥇⏝ẚ⋡



㸣



➨ᮇ⣼✚᥇⏝⪅ࡢዪᛶ◊✲⫋ẚ⋡㸣௨ୖ






 ዪᏊᏛ㝔⏕࣭࣏ࢫࢻࢡྥࡅ࣋ࣥࢺࢆᐃᮇ㛤ദࡋࠊዪᛶ
◊✲⪅㸦࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ㸧ࡢᑐヰࡸࣛ࣎ࢶ࣮➼ࢆᐇ



+ᖺ᭶ぢ㎸

+ᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ
㸣





ཧຍ⪅ᩘ +ᖺᗘྡ
+ᖺᗘྡ
+ᖺᗘྡ

➨ᮇ

➨ᮇ

➨ᮇ

➨ᮇ

+ᖺᗘ +ᖺᗘ +ᖺᗘ

+ᖺᗘ

¾ ➨ᮇ⣼✚᥇⏝⪅ࡢዪᛶẚ⋡
㸣௨ୖࢆ㐩ᡂぢ㎸

эཧຍ⪅ࡀ◊✲⫋බເᛂເ
+ᖺᗘ㸸ᛂເྡ㸦࠺ࡕධᡤྡ㸧
+ᖺᗘ㸸ᛂເྡ㸦࠺ࡕෆᐃྡ㸧

㸰㸬ዪᛶ⫋ဨࡢⓏ⏝ಁ㐍⟇

ዪᛶ⟶⌮⫋ẚ⋡

㻤㻑

㸺ዪᛶά㌍᥎㐍ἲ ⾜ືィ⏬ᇶ࡙ࡃ┠ᶆ㸼

㸣


㻢㻑
┠ᶆ㸣
㻠㻑

ዪᛶ⟶⌮⫋ẚ⋡㸣௨ୖ
 ᅾᏯົไᗘࡢᑟධ



㻞㻑

+ᖺᗘ ヨ⾜ᐇ㸦+ᖺᗘྡࠊ+ᖺᗘྡ㸧
+ᖺᗘ ไᗘ㸦+ᖺᗘྡࠊ+ᖺᗘྡࠊ+ᖺᗘྡ㸦᭶⌧ᅾ㸧㸧

㻜㻑

+ᖺᗘ ᨭ⟇ࡢㄪᰝ᳨࣭ウ
+ᖺᗘ እ㒊㈨㔠ࡼࡿヨ⾜㸦+ᖺᗘྡࠊ+ᖺᗘྡ㸧
+ᖺᗘ
ෆ㒊ண⟬ࡼࡿᴗࡢ⥅⥆





㻴㻞㻡ᖺᗘ
㻴㻞㻡

 ◊✲⿵ຓဨࡢ㞠⏝㈝ᨭᴗ

+ᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ

㻴㻞㻢ᖺᗘ
㻴㻞㻣ᖺᗘ 㻴㻞㻤
㻴㻞㻤ᖺᗘ 㻴㻞㻥
㻴㻞㻥ᖺᗘ 㻴㻟㻜
㻴㻟㻜ᖺᗘ
㻴㻞㻢 㻴㻞㻣

¾ ➨ᮇ୰⟶⌮⫋ዪᛶẚ⋡㸣
௨ୖࢆ㐩ᡂぢ㎸



Ϩ  ◊✲ேᮦࡢᣑࠊὶືࠊ⫱ᡂ

ぢ㎸ホ౯

ከᵝ࡞ேᮦࡀ᭱㝈⬟ຊࢆⓎࡋ
ά㌍ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛ
㸯㸬እᅜே◊✲⪅ᨭ
 ⱥㄒ࡛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദࠊࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮㓄ಙ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
 බᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪⱥㄒ∧ࡘࡃࡤ࡛ࡢ⏕άࢧ࣏࣮ࢺ㛵ࡍࡿ
ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ〇స㸦+ᖺᗘ㸧
 ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮࡚እᅜேཷධᡭ⥆ࡢㄝ᫂ࢆ㛤ദ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
 ࣥࢺࣛⱥㄒ࣮࣌ࢪࡢᐇ㸦+ᖺᗘ㹼㸧

¾ ᪥ᮏㄒࢆẕᅜㄒࡋ࡞
࠸◊✲⪅ࡗ࡚ാࡁ
ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛ

㸰㸬ࡑࡢࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍
+ᖺᗘ㹼 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂᖺᗘ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ
ࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ◊✲⎔ቃᐇ⌧ࢽࢩࢸࣈ㸦≌ᘬᆺ㸧ࠖ᥇ᢥ

¾ ዪᛶά㌍ࣃ࣮࣡ࢵࣉ
㈹ዡບ㈹ཷ㈹㸦+㸧
¾ බⓗ◊✲ᶵ㛵࡛ึࡵ࡚
ࠕ࠼ࡿࡰࡋࠖ㸦᭱ୖ
ࡢㄆᐃ㸧ྲྀᚓࠊࡑࡢᚋ
ࡶㄆᐃ⥅⥆㸦+㹼㸧

 ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧





ᅾᏯົไᗘࡢᑟධ
◊✲⿵ຓဨ㞠⏝㈝ᨭᴗࡢᐇ
⫱ఇࡽࡢᖐ⪅㠃ㄯࡢᐇ
⫱ඣ࣭ㆤ㛵ࢃࡿሗࡢᐇ

 ព㆑ၨⓎ
 ᭷㆑⪅ࡼࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ㛤ദࡋࠊ
ྡ㉸ࡢ⫋ဨࡀཧຍ

ㄆᐃ࣐࣮ࢡࠕ࠼ࡿࡰࡋࠖ

ㅮ₇ᙜ᪥ࡢᵝᏊ



- 319 -

Ϩ  ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ᙉࢆᛕ㢌⨨࠸ࡓ㡿ᇦ࣭◊✲⪅ࡢホ౯ᇶ‽ࡢᑟධ

ᖺᗘホ౯

㐺ṇ࡞ホ౯ᇶ‽ࡢᑟධ࣭ࣥࢭࣥࢸࣈࡢᣑࡼࡿ
ࠕᶫΏࡋࠖࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᐇ
㸯㸬ࠕᶫΏࡋࠖᐤࡍࡿホ౯ᇶ‽ࡼࡿព㆑ࡢ㔊ᡂ
 +ᖺᗘᑟධࡋࡓᴗ➼ࡢ㐃ᦠࡸ
ࠕᶫΏࡋࠖ➼ࡢྲྀ⤌ࢆࠊ㔜せ࡞ಶேᴗ
⦼ࡍࡿホ౯ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ
 ࠕᶫΏࡋࠖᐇ⌧➼ࡢ㧗ホ౯㸦
௳㸧ࢆᡤෆࣥࢺࣛࢿࢵࢺබ⾲

¾ ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢฟࡽᶫΏࡋ◊✲
ࡢ⥅⥆ⓗ࡞◊✲᥎㐍ᑐࡍࡿព
ḧࡢ㔊ᡂ
¾ +ᖺᗘࡢẸ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡣࠊ+
ᖺᗘᐇ⦼㸦൨㸧ࢆୖᅇࡿぢ
㎸ࡳ

㸰㸬㈹ࡢࣥࢭࣥࢸࣈ㒊ศࡢᣑ
 ㈹㸦ᴗ⦼ᡭᙜ㸧ࡢ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᰝᐃࢆᐇ
¾ ᡂᯝฟࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥ
ୖ⧅ࡀࡾࠊ◊✲ᡤࡢࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫྥୖᐤ

㸦ᴗ⦼ᡭᙜ࠾ࡅࡿᴗ⦼ᫎ㒊ศࡢྜ㸧



+ᖺᗘ




+ᖺᗘ




ϩ ᴗົࡢຠ⋡

ᖺᗘホ౯

⤥Ỉ‽ࡢබ⾲ࡼࡿᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ
ᅜẸᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡢᒚ⾜
ᙺ⫋ဨࡢ⤥Ỉ‽ࡢබ⾲
 +ᖺᗘᐇ⦼ᇶ࡙ࡃࣛࢫࣃࣞࢫᣦᩘࠊᙺဨሗ㓘ࠊ⤥つ⛬㸦ಧ⤥⾲ࢆྵࡴ㸧ࠊ
⫋ဨ⤥ཬࡧ⥲ே௳㈝ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᙺဨࡢሗ㓘➼ཬࡧ⫋
ဨࡢ⤥ࡢỈ‽ࡢබ⾲᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚㸦࢞ࢻࣛࣥ㸧ࠖ㸦+ᖺ᭶᪥ࡅ⥲ົ
⮧㸧ᇶ࡙ࡁࠊ+ᖺ᭶᪥ࡅ࡛බᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲

⤥Ỉ‽䛾බ⾲

¾ ᙺ⫋ဨࡢ⤥Ỉ‽ࢆබ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊ
ᅜẸᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࢆᒚ⾜
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Ϩ  ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ᙉࢆᛕ㢌⨨࠸ࡓ㡿ᇦ࣭◊✲⪅ࡢホ౯ᇶ‽ࡢᑟධ

ぢ㎸ホ౯

㐺ṇ࡞ホ౯ᇶ‽ࡢᑟධ࣭ࣥࢭࣥࢸࣈࡢᣑࡼࡿ
ࠕᶫΏࡋࠖࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᐇ
㸯㸬ࠕᶫΏࡋࠖᐤࡍࡿホ౯ᇶ‽ࡢᑟධ࣭ព㆑ࡢ㔊ᡂ
 ㄽᩥ͌≉チ➼ࡢᴗ⦼ྠᵝࠊᴗ➼ࡢ㐃
ᦠࡸࠕᶫΏࡋࠖᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆࠊ㔜せ࡞
ಶேᴗ⦼ࡍࡿホ౯ᇶ‽ࢆᑟධ
 ࠕᶫΏࡋࠖᐇ⌧➼ࡢ㧗ホ౯ࢆᡤෆࣥࢺ
ࣛࢿࢵࢺබ⾲㸦බ⾲௳ᩘ㸸+ᖺᗘ௳ࠊ
+ᖺᗘ௳ࠊ+ᖺᗘ௳㸧

¾ ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡢฟࡽࠕᶫΏࡋࠖ
ࡢ⥅⥆ⓗ࡞◊✲᥎㐍ࡢពḧࢆ㔊ᡂ
¾ Ẹ㛫㈨㔠⋓ᚓ㢠ࡢቑຍ㈉⊩
㸦➨ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫൨ᖺЍ൨
㸦+ᖺᗘ᭶⌧ᅾ㸧㸧

㸰㸬◊✲ẁ㝵࣭◊✲≉ᛶ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐺ṇ࡞ホ౯
 ┠ⓗᇶ♏◊✲ࠊࠕᶫΏࡋࠖ◊✲๓ᮇࠊࠕᶫΏ
ࡋࠖ◊✲ᚋᮇࡢẁ㝵ࢆ㔜せ࡞◊✲ࡋ࡚
⨨ࡅࠊྛẁ㝵࠾ࡅࡿᡂᯝࢆ㐺ษホ౯

㸱㸬㈹ࡢࣥࢭࣥࢸࣈ㒊ศࡢᣑ

¾ 㐺ṇ࡞ホ౯ࡼࡾពḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁ
ࡋࠊ㢧ⴭ࡞◊✲ᡂᯝࡢฟᐤ
¾ ⫋ဨࡀホ౯⪅ࡽ㐺ษホ౯ࢆཷࡅ
㧗࠸‶㊊ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ
㸦+㺂ᖺᗘ⫋ሙࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡼࡾ㸧

 ㈹㸦ᴗ⦼ᡭᙜ㸧ࡢ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᰝᐃࢆᐇ
㸦ᴗ⦼ᡭᙜ࠾ࡅࡿᴗ⦼ᫎ㒊ศࡢྜ㸧


+ᖺᗘ



+ᖺᗘ



+ᖺᗘ



+ᖺᗘ


¾ ᡂᯝฟࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥୖ
⧅ࡀࡾࠊ◊✲ᡤࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥ
ୖᐤ



+ᖺᗘ




ϩ ᴗົࡢຠ⋡

ぢ㎸ホ౯

⤥Ỉ‽ࡢබ⾲ࡼࡿᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ
ᅜẸᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡢᒚ⾜
ᙺ⫋ဨࡢ⤥Ỉ‽ࡢබ⾲
 ẖᖺᗘࠊࣛࢫࣃࣞࢫᣦᩘࠊᙺဨሗ㓘ࠊ⤥つ⛬㸦ಧ⤥⾲ࢆྵࡴ㸧ࠊ⫋ဨ⤥
ཬࡧ⥲ே௳㈝ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᙺဨࡢሗ㓘➼ཬࡧ⫋ဨࡢ⤥
ࡢỈ‽ࡢබ⾲᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚㸦࢞ࢻࣛࣥ㸧ࠖ㸦+ᖺ᭶᪥ࡅ⥲ົ
⮧㸧ᇶ࡙ࡁࠊබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲

⤥Ỉ‽䛾බ⾲

¾ ᙺ⫋ဨࡢ⤥Ỉ‽ࢆබ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊ
ᅜẸᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࢆᒚ⾜
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Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ᖺᗘホ౯

ㄪ㐩㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᚭᗏ
㹼ࢥࣥࣉࣛࣥࢫព㆑ࡢྥୖ㐺ษ࡞ㄪ㐩ᴗົࡢᐇ㹼
 +ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ≉㝶ពዎ⣙ࢆᐇ
㸦ዎ⣙ᐇ⦼㸸+ᖺᗘ௳㸦ᖹᡂᖺ᭶ᮎ㸧㸧

 ㄪ㐩㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᐇ
 ᖹᡂᖺᗘㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬࠾࠸࡚ࠕㄪ㐩㛵ࡍࡿ
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏࠖࢆ⟇ᐃ
 H࣮ࣛࢽࣥࢢࠕㄪ㐩ไᗘࠖࠕእ㒊◊✲㈨㔠➼ࡢ㐺ṇᇳ
⾜ࠖ࠾࠸࡚ㄪ㐩࣮ࣝࣝࢆ⫋ဨ࿘▱࣭ᾐ㏱
 ᴗᡤ➼ࡢㄪ㐩ᢸᙜ⪅ྥࡅ◊ಟࠕㄪ㐩ົ࠾ࡅ
ࡿࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢᚭᗏࡘ࠸࡚ࠖࢆࠊ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡛ᐇ㸦ཧຍ⪅ྡ㸧
 ࠕㄪ㐩ࡽࡎ㞟ࠖࡢ࿘▱ࡼࡿㄪ㐩࣮ࣝࣝࡢᚭᗏ

ㄪ㐩ᢸᙜ⪅ྥࡅ◊ಟࡢᵝᏊ

¾ ◊✲㈨㔠ࡢṇ⏝࡞ࡿⓎ⏕࡞ࡋ
¾ ㄪ㐩ᢸᙜ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫព㆑ࡢྥୖ
¾ 㐺ษ࡞ㄪ㐩ᴗົࢆ᥎㐍

ㄪ㐩ࡽࡎ㞟



ϩ 㐺ษ࡞ㄪ㐩ࡢᐇ

ᖺᗘホ౯

ዎ⣙┘どጤဨࡢ㛤ദዎ⣙ᑂᰝᙺࡼࡿᑂᰝ
㹼බṇ࣭㏱᫂ࡘྜ⌮ⓗ࡞ㄪ㐩ࢆᐇ⌧㹼
 ዎ⣙┘どጤဨࡢ㛤ദ
 ࠕㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃಀࡿᑂ㆟ࢆᐇ
 ➇தᛶࡢ࡞࠸㝶ពዎ⣙㸦௳㸧ࠊ୍⪅ᛂᮐ࡞ࡗࡓ୍⯡➇தධᮐ➼㸦௳㸧ཬࡧ
≉㝶ពዎ⣙㸦௳㸧ࡘ࠸࡚ᚋⅬ᳨ࢆᐇ ͤ+ᖺ᭶ᮎⅬ
¾ ዎ⣙┘どጤဨ࠾࠸࡚ࠊྛዎ⣙᪉ᘧࡢጇᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
¾ ዎ⣙┘どጤဨ࡛ࡢពぢ࣭ᣦᑟ➼ࢆࠊ᭶㸯ᅇࡢᅜィᢸᙜ⪅㐃⤡㆟ࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊᴗᡤࡢㄪ㐩ᢸᙜ⪅࿘▱ࡋࠊ⌮ゎࢆ῝
㝶ពዎ⣙䛾௳ᩘ䛾᥎⛣

䠄௳䠅
ϭϬϬϬ

 ዎ⣙ᑂᰝᙺྡࡼࡿዎ⣙ᑂᰝ
 㝶ពዎ⣙ࡢጇᙜᛶࢆࠊㄪ㐩ᢸᙜ㒊⨫ዎ⣙ᑂ
ᰝᙺ࡛㔜ࢳ࢙ࢵࢡ
 ㉁ࡢ㧗࠸ᵝࡸ㑅ᐃ⌮⏤ཬࡧㄪ㐩ᡭẁ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࢆᑂᰝ
 ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊዎ⣙ᑂᰝࡢᑐ㇟⠊ᅖࢆᣑ
ࡋ࡚ᐇ

ϴϬϬ

ண
ᐃ

ϲϬϬ
ϰϬϬ

ϳϵϰ

ϱϯϲ

ϮϬϬ
Ϭ

ϯϮϬ
ϲϵ
㻴㻞㻢ᖺᗘ
㻴㻞㻣ᖺᗘ
㻴㻞㻤ᖺᗘ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ

¾ බṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊྜ⌮ⓗ࡞ㄪ㐩ࢆᐇ⌧
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ϴϲϬ

㻴㻞㻥ᖺᗘ
Ϯϵ

㻴㻟㻜ᖺᗘ
ϯϬ

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ぢ㎸ホ౯

᪂ࡓ࡞㝶ពዎ⣙᪉ᘧࢆἲேඛ㥑ࡅ࡚ᑟධ
㹼ㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࡢᖜ࡞ᮇ㛫▷⦰ࢆᐇ⌧㹼
 ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᶵ㛵ࡢ୰࡛ࠊ⏘⥲◊ࡀ࠸ࡕ᪩ࡃᑟධ
 +ᖺ᭶ࡽ㐠⏝㛤ጞ㸦ዎ⣙ᐇ⦼㸸+ᖺᗘ௳ࠊ+ᖺᗘ௳㸦+ᖺ᭶ᮎⅬ㸧㸧
 ◊✲㛤Ⓨ┤᥋㛵ಀࡍࡿ≀ရ࣭ᙺົࡢㄪ㐩ࡢ࠺ࡕࠊ௨ୗࡢࡶࡢࡀᑐ㇟
¾ ዎ⣙⥾⤖ࡲ࡛ࡢᖜ࡞ᮇ㛫▷⦰㸦⣙᪥Ѝ⣙᪥㸧ࡼࡾࠊ◊✲㛤Ⓨࢆಁ㐍
¾ ㄪ㐩๓ㄪᰝ⚊ࡢసᡂ┬␎ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࡢㄪ㐩ㄳồࡿ㈇ᢸࢆ㍍ῶ

ᑟධ๓
⣙᪥
ㄪ㐩ㄳồ

ㄪ㐩๓ㄪᰝ⚊సᡂ

⣡ရ࣭◊✲

ᴗ⪅ࡢዎ⣙⥾⤖

ᑟධᚋ
+㹼ᖺᗘ
௳㛫
㸻⣙㛫
㈇ᢸ㍍ῶ

+㹼ᖺᗘ
௳᪥
㸻⣙᪥
ᮇ㛫▷⦰

⣙᪥
ㄪ㐩ㄳồ

ᴗ⪅ࡢዎ⣙⥾⤖

⣡ရ࣭◊✲



ϩ 㐺ษ࡞ㄪ㐩ࡢᐇ

ぢ㎸ホ౯

㝶ពዎ⣙ࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⏤ࢆつᐃ
㹼ㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࡢᖜ࡞ᮇ㛫▷⦰ࢆᐇ⌧㹼
 ⏘⥲◊ࡢ◊✲ᴗົࢆ⪃៖ࡋࠊබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡓྜ⌮ⓗ࡞ㄪ㐩ࢆྍ⬟ࡍ
ࡿࠕ㝶ពዎ⣙ࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⏤㸦㡯┠㸧ࠖࢆつᐃ㸦+ᖺ᭶᪥㸧
㸺࡞⏤㸼
 ᪤Ꮡᶵჾࡢᛶࡢ☜ಖࡀᚲせ࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ౪⤥⪅ࡀ㸯⪅㝈ᐃࡉࢀࡿࡁ
 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵⰋ࣭ಖᏲ࡛ࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢⓗᶒࡼࡾዎ⣙┦ᡭ᪉ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡁ ➼

¾ බເ㝶ពዎ⣙ࡼࡾせࡋ࡚࠸ࡓබເᮇ㛫⣙᪥ࡀせ࡞ࡾࠊ
ዎ⣙⥾⤖ࡲ࡛ࡢᮇ㛫▷⦰㸦⣙᪥Ѝ⣙᪥㸧ࢆᐇ⌧

⣙᪥
ㄪ㐩ㄳồ

ϴϬϬ

⣡ရ࣭◊✲

ᴗ⪅ࡢዎ⣙⥾⤖

ண
ᐃ

ϲϬϬ
ϰϬϬ

つᐃᚋ

⣙᪥▷⦰

⣙᪥
ㄪ㐩ㄳồ

㝶ពዎ⣙䛾௳ᩘ䛾᥎⛣

䠄௳䠅
ϭϬϬϬ

つᐃ๓

ᴗ⪅ࡢዎ⣙⥾⤖

ϳϵϰ

ϱϯϲ

ϮϬϬ
Ϭ

ϴϲϬ

ϯϮϬ
ϲϵ
㻴㻟㻜ᖺᗘ
㻴㻞㻤ᖺᗘ
㻴㻞㻥ᖺᗘ
㻴㻞㻢ᖺᗘ
Ϯϲ 㻴㻞㻣ᖺᗘ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ

⣡ရ࣭◊✲

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅
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ϩ 㐺ษ࡞ㄪ㐩ࡢᐇ

ぢ㎸ホ౯

᪂ࡓ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪ㐩ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆỴᐃ
㹼ㄪ㐩ᴗົࡢຠ⋡࣭㎿㏿ࢆᐇ⌧㹼
 ౯᱁ẚ㍑ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪ㐩ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊㄪ㐩࣮ࣝࣝᚑ࠸ࠊ
⡆౽᭱Ᏻ್ရࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ▷㛫࡛ࡢⓎὀࡀྍ⬟
¾ ὀᩥせࡍࡿ㛫ࡢ▷
▷⦰㸦ရ࠶ࡓࡾ⣙ศЍ⣙ศ㸧ࡼࡾࠊ
◊✲⪅ࡢົ㈇ᢸࡀ㍍ῶ
㉎㈙ࢧࢺ$

ྛ㉎㈙ࢧࢺ࡛
᳨⣴ࡋࠊ⮬ࡽ౯
᱁ẚ㍑ࡀᚲせ
ရ࠶ࡓࡾ⣙ศ

㉎㈙ࢧࢺ%
㉎㈙ࢧࢺ&

ᑟධ๓

㉎㈙ࢧࢺ'

ᑟධᚋ

౯᱁ẚ㍑ᶵ⬟ࢆ
᭷ࡍࡿ
㉎㈙ࢩࢫࢸ࣒

ရ࠶ࡓࡾ⣙ศ▷⦰
+ᖺᗘࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪ㐩
௳ᩘ௳ศ
㸻⣙㛫▷⦰

」ᩘࡢ࢝ࢱࣟࢢ
ࡽ᭱Ᏻ್ရࢆ
㑅ᢥྍ⬟
ရ࠶ࡓࡾ⣙ศ
+ᖺ᭶ᑟධணᐃ



Ϫ ㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯

ᖺᗘホ౯

㈨⏘Ჴ༺᪉ἲࡢぢ┤ࡋ
㹼ຠ⋡ᛶྥୖ࣭ᑐ㇟㈨⏘ࡢ๐ῶ➼ࡼࡾࠊసᴗ㈇Ⲵࢆపῶ㹼
 ᚑ᮶ࡢ㟁Ꮚࢱࢢࡢㄞࡳྲྀࡾຍ࠼ࠊ᪂ࡓ

ࣂ࣮ࢥ࣮ࢻㄞࡳྲྀࡾ᪉ᘧࢆᑟධ
¾ ◊✲ᴗົ᥎㐍㒊㸦ᐊ㸧⫋ဨ௨እࡢ⪅࡛
ࡶ⡆༢࡞᧯స࡛ㄞࡳྲྀࡾࢆྍ⬟ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝㄪᩚࡸ❧ࡢ
㛫ࢆ๐ῶࡋࠊసᴗຠ⋡ࢆࢵࣉ

 ⏝㈨⏘๐ῶ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢᐇ
¾ ௳௨ୖࡢᲴ༺ᑐ㇟㈨⏘ࡢ๐ῶ

⟶⌮ࢥࢫࢺࢆ๐ῶ
 Ჴ༺㛤ጞᮇࢆ⣙ࣨ᭶⧞ࡾୖࡆ
¾ Ჴ༺ᴗົయࡢసᴗ㈇Ⲵࢆపῶ

ᑠᆺࡢㄞࡳྲྀࡾᶵ࡛ࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࢆㄞࡳྲྀࡿᵝᏊ
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Ϫ ㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯

ぢ㎸ホ౯

㈨⏘ሗࡢ୍ඖ⟶⌮ࢆᐇ⌧
㹼᪂ࡓ࡞⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡼࡾࠊ⟶⌮యไࢆᙉ㹼
 +ᖺᗘཷሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊᅜࡽࡢጤク㈝࡛ྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘≉᭷
ࡢሗࢆ୍ඖ⟶⌮
¾ ⤒⌮㒊ࠊ⏘Ꮫᐁ࣭ᅜ㝿㐃ᦠ᥎㐍㒊ࠊ◊✲ᴗົ᥎㐍㒊㸦ᐊ㸧ࡢ㛵ಀ
㒊⨫㛫ࡢ┦ࢳ࢙ࢵࢡ㐃ᦠࡀᅗࡽࢀࠊᡭ⥆ࡁࡢ࣑ࢫࡀ㜵Ṇࡉࢀ
ࡿ࡞ࠊ⟶⌮యไࢆᙉ

ཷሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
ሗ᭦᪂
㐍ᤖ☜ㄆ

ሗ᭦᪂
㐍ᤖ☜ㄆ

࣭ྲྀᚓ㈨⏘ሗ
࣭㈨⏘ᖐᒓሗ
࣭ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ሗ ࣭ཷᡭ⥆ሗ
࣭᭦᪂ሗ
࣭㏉⣡ሗ

࣐ࣜࣥࢻ

⏘Ꮫᐁ䞉ᅜ㝿㐃ᦠ᥎㐍㒊
ᅜ➼䛸䛾ጤクዎ⣙䛻䛛䛛䜛
ዎ⣙ົ

ሗ᭦᪂
㐍ᤖ☜ㄆ

࣐ࣜࣥࢻ

⤒⌮㒊

◊✲ᴗົ᥎㐍㒊䠄ᐊ䠅

䠷య⤫ᣓ䠹

◊✲⌧ሙ䛻䛚䛡䜛
㈨⏘≧ἣ䛾ᢕᥱ䞉⟶⌮



Ϫ ㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯

ぢ㎸ホ౯

ῶ౯ൾ༷ィ⟬᪉ἲࡢኚ᭦
㹼ṧᏑ౯㢠㸯ࡲ࡛ࡢൾ༷ࡼࡿ㈨⏘⥲㢠ࡢ㛤♧㹼
 +ᖺᗘࠊῶ౯ൾ༷ィ⟬᪉ἲࢆኚ᭦
¾ Ẹ㛫ᴗཬࡧከࡃࡢ⊂ἲྠ୍ᇶ‽࡛࠶ࡿࠕṧᏑ౯㢠ࠖࡲ࡛ࡢ
ൾ༷࡞ࡿィ⟬᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚㈈ົㅖ⾲ୖࡢ㈨⏘⥲㢠ࢆ᫂ࡽࡋࠊ

ᅜẸᑐࡋ࡚ࡼࡾ㐺ษሗࢆ㛤♧

᭱⤊⡙౯䛾䜲䝯䞊䝆
ῶ౯ൾ༷㢠㸦ᖺ㢠࣭⪏⏝ᖺᩘᖺ㸧

⪏⏝ᖺᩘ⤒㐣ᚋ
᭱⤊⡙౯

ኚ᭦๓

㸣㸭ᖺ 㸻



ኚ᭦ᚋ

㸭ᖺ 㸻
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Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ᖺᗘホ౯

◊✲⌮㛵ࡍࡿᩍ⫱ࢆᚭᗏ
ᖿ㒊ྥ䛡ཬ䜃◊✲᥎㐍⤌⧊⟶⌮⫋
ྥ䛡◊✲⌮◊ಟ

H࣮ࣛࢽࣥࢢ◊ಟࡢཷㅮᚭᗏ

 ᖹᡂᖺᗘ᪂タࡋࡓࠕࢥࣥࣉࣛࣥ
ࢫ᥎㐍㐌㛫ࠖࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ௨
ୗࡢ◊ಟࢆᐇ

 ◊✲ᦠࢃࡿ⫋ဨ➼ᑐࡋࠊ◊✲⌮
㛵ࡍࡿH࣮ࣛࢽࣥࢢ◊ಟࢆ⥅⥆ⓗ
ᐇࡋࠊཷㅮ⋡㸣ࢆ㐩ᡂ

㸺ᖿ㒊ྥࡅ㸼

 ṇ࡞ࢡࢭࢫࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢṆ
ࡼࡾࠊᖹᡂᖺᗘH࣮ࣛࢽࣥࢢ◊
ಟࢆཷㅮ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ⫋ဨ➼ᑐࡋ࡚ࠊ
≉タ࣮࣌ࢪࢆ㛤タࡋ࡚ཷㅮ
ࢆಁࡋࠊᖹᡂᖺ᭶ࡲ࡛
ཷㅮ⋡㸣ࢆ㐩ᡂ

㢟┠㸸ࠕྐୖ✵๓ࡢㄽᩥᤐ㐀ࠖࡣ⚾ࡓࡕఱࢆ
ၥ࠸ࡅ࡚࠸ࡿࡢ㸽
ㅮᖌ㸸ᮧᯇ⚽Ặ㸦1+.ࢳ࣮ࣇ࣭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㸧

㸺◊✲᥎㐍⤌⧊ࡢ⟶⌮⫋ྥࡅ㸼
㢟┠㸸ࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡿ◊✲⪅⌮
ㅮᖌ㸸◊✲⌮࣭つ⠊ᨻ⟇
ᢸᙜ⌮

¾ ἲ௧㑂Ᏺ䞉䝸䝇䜽⟶⌮䛻㛵䛩䜛୍ே䜂䛸䜚䛾ព㆑䛜ྥୖ
¾ ⏘⥲◊య䛾◊✲ᡂᯝ䛾ಙ㢗ᛶྥୖ䛻ᐤ


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ࠕࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㐌㛫ࠖࡢタᐃ➼ࡼࡿ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍
♫ⓗಙ㢗ᛶࡢྥୖ

ဨࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫព㆑ࡢ᭦࡞ࡿྥୖ

䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍
㐌㛫

ᖿ㒊䞉⟶⌮⫋ྥ䛡◊ಟ

䝝䞁䝗䝤䝑䜽䞉䜹䞊䝗

㒊⨫ẖ䛾ྲྀ⤌䜏

ࢥࣥࣉࣛࣥࢫព㆑ࡢ᭦
࡞ࡿྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊࠕࢥࣥ
ࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㐌㛫㸦+
ᖺ᭶᪥᭶᪥㸧ࠖࢆタ
ᐃ

ᮧᯇ⚽Ặ 1+.ࢳ࣮ࣇ࣭ࣉࣟ
ࢹ࣮ࣗࢧ࣮㸧ࡸෆ㒊ᢸᙜ⌮
ࢆㅮᖌࡋ࡚ࠊ◊✲⪅
⌮ࡸࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㛵
ࡍࡿ◊ಟࢆᐇ

ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㐪
➼ࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡋࡓ
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡཬࡧࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫࡢ㸱せ⣲ࢆグ㍕ࡋ
ࡓ࣮࢝ࢻࢆసᡂ࣭㓄ᕸ

㒊⨫ẖయⓗ࡞ྲྀ⤌㡯
ࢆỴᐃࡋ࡚ᐇࡋࠊᐇෆ
ᐜࢆ⌮㛗ሗ࿌ࡍࡿ
ࡶࣥࢺ࡚ࣛබ㛤ࡋࠊ
㒊⨫࡛ඹ᭷
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Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேయࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍ࢆᑟ
ᅜ◊༠ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ
ᑓ㛛㒊ࡢᑓ㛛㒊㛗࣭
ົᒁࢆᢸᙜ

ࠕࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍
㐌㛫ࠖࢆྜྠ࡛ᐇ

 ᑓ㛛㒊ࢆ㸱ᅇ㛤ദࡋࠊ  ᅜ◊༠⤫୍࣏
ࢫࢱ࣮ࢆసᡂ
ሗඹ᭷➼ࢆᐇ
➨ᅇ  ➨ᅇ  
➨ᅇ 

➨ᅇ  ࡢᵝᏊ

 ⏘⥲◊࡛㛤ദ
ࡋࡓᮧᯇ⚽Ặ
1+.ࢳ࣮ࣇ࣭
ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㸧ࡼࡿ
ᖿ㒊ྥࡅ◊ಟࠊᅜ◊༠
ཧຍἲேࡽࡶᖿ㒊࣭⟶
⌮⫋ࡀཧຍ

⾜ᨻࡢ༠ຊ
 ⤒῭⏘ᴗ┬Ᏻಖ㞀㈠᫆
⟶⌮ㄢ㛗ࢆᣍࡁࠊᏳಖ
㞀㈠᫆⟶⌮㛵ࡍࡿຮᙉ
ࢆ㛤ദ
 ⤒῭⏘ᴗ┬ࡀ┠ᣦࡍࠕᅜ
◊༠ࡢᏳಖ㞀㈠᫆⟶⌮
ᢸᙜ⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢ
ᵓ⠏༠ຊ

¾ ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேయ䛾䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᥎㐍䛻䛝䛟㈉⊩


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ࠕἲົ㒊ࠖࡢタ⨨ࡼࡿἲົᴗົయไࡢᙉ
ἲົᴗົࡢㄢ㢟
 ༠ᐃ᭩࣭ぬ᭩➼ࡢᑂᰝࡢᚭᗏ
 ⤌⧊ࡢ┈┦࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺไᗘࡢᵓ⠏
 ⣮தࡢᑐᛂ
ᴗົ⠊ᅖࡀᣑࠊồࡵࡽࢀࡿᑐᛂࡀ㧗ᗘ࣭」㞧
+ᖺ᭶᪥㹼

ࠕἲົᐊࠖࢆࠕἲົ㒊ࠖ᱁ୖࡆࡋࠊἲົᴗົయไࢆᙉ
¾ ྠ㒊ࠕἲົᐊࠖࠕゴົᐊࠖࡢᐊࢆタ⨨ࡋࠊయไ࣭ேဨࢆቑᙉ
¾ ἲົ㒊㛗ࡋ࡚ࠊ㐺௵⪅ࢆእ㒊ࡽᣍ⪸
¾ ἲᚊົᡤࡢ㢳ၥዎ⣙ࢆᣑࡋࠊᴗົࡢ㧗ᗘ࣭」㞧༶ᛂ
⥲ົᮏ㒊

ᴗົ᥎㐍ᨭ㒊

ᴗົ᥎㐍ᨭ㒊

ᴗົᐊ

ሗබ㛤䞉ಶேሗಖㆤ᥎㐍ᐊ

ሗබ㛤䞉ಶேሗಖㆤ᥎㐍ᐊ

ἲົᐊ

ᴗົᐊ

⥲ົᮏ㒊

+ᖺ᭶᪥䡚

ἲົ㒊

ἲົᐊ
ゴົᐊ
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యไ䜢ᙉ

Ϩ  ≉ᐃἲேࡋ࡚≉యไᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡁ㡯

ぢ㎸ホ౯

◊✲ṇᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬ࡢᩚഛ➼ࡼࡾ
㐺ṇ࡞◊✲㛤Ⓨࡢᐇࢆ☜ಖ
◊✲ṇࡢᑐᛂ
㛵ࡍࡿつ⛬ࢆᨵṇ
 ࠕ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽ
ࡢᑐᛂ➼㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛ
ࣥࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
◊✲⪅⌮⤫ᣓ⪅ࡢᙺ࣭㈐௵
ࢆ᫂☜

㸱

 ≉ᐃṇ⾜Ⅽ➼ࡢᝨࡀ⏕ࡌࡓ
ࡁࡢㄪᰝᡭ⥆ࡁ➼ࢆᩚഛ
ᖹᡂᖺᗘᨵṇⅬ ணᐃ
 ≉ᐃṇ⾜Ⅽ௨እࡢ◊✲⌮
ࡽ㐓⬺ࡋࡓ⾜Ⅽ㸦㐺ษ࡞࣮࢜
ࢧ࣮ࢩࢵࣉ➼㸧ࡢᑐᛂཬࡧ⌮
ᩍ⫱ࡢཷㅮ⩏ົࢆ᫂グ

✚ᴟⓗ࡞ᑐእⓎಙ

⾜ᨻࡢ༠ຊ

 ᨵṇࡋࡓ◊✲ṇࡢᑐᛂ
㛵ࡍࡿつ⛬ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡚බ㛤
 ᗈሗㄅࠕ⏘⥲◊࣏࣮ࣞࢺ♫
࣭⎔ቃሗ࿌ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
⏘⥲◊࠾ࡅࡿࢥࣥࣉࣛ
ࣥࢫࡢ᥎㐍ཬࡧ◊✲άື
࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽ㜵Ṇࡢࡓ
ࡵࡢྲྀ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ♫
Ⓨಙ

 ◊✲බṇ㛵ࡍࡿሗඹ
᭷ཬࡧពぢ➼ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊෆ㛶ᗓ࠾࠸࡚
᪂タࡉࢀࡓࠕ◊✲බṇ㛵
ಀᗓ┬㆟ࠖࡢࠕᅜ❧◊
✲㛤Ⓨἲே㒊ࠖཧຍ
 ⏘⥲◊࠾ࡅࡿ◊✲බṇ
㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ➼ࡘ࠸
࡚ࠊ✚ᴟⓗሗࢆᥦ౪

¾ ◊✲㛤Ⓨࡢ㐺ṇᛶࢆ☜ಖ


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

ከ㠃ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡼࡾࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆ᥎㐍 ձ
㸯㸬ᚭᗏࡋࡓࣜࢫࢡ⟶⌮
 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍ጤဨ ጤဨ㛗㸸⌮㛗 ࢆẖ㐌㛤ദ
ࡋ࡚ࣜࢫࢡࢆሗ࿌ࠋᑐฎ᪉㔪ࢆỴᐃࡋࠊ㛵ಀ㒊⨫㐺
ษ࡞ᣦ♧ࢆᐇ
 ෆ㒊┘ᰝ࠾ࡅࡿᣦ㡯ࡘ࠸࡚ࡶྠጤဨ࡛ሗ࿌ࡋࠊ
ᙜヱᣦ㡯ࡢࡑࡢᚋࡢᨵၿ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆ

¾ 䝸䝇䜽䜈䛾ᑐᛂ䛜㎿
㏿
¾ 䝸䝇䜽⟶⌮䜢䛥䜙䛻ᙉ

㸰㸬ᬑཬၨⓎάືࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐇ
 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍ᮏ㒊
⫋ဨࡀᆅᇦࢭࣥࢱ࣮➼ฟ
ྥ࠸࡚ฟᙇ◊ಟࢆᐇ
 ◊✲㈝ࡢ⏝ࡘ࠸࡚┦ㄯ
࡛ࡁࡿ❆ཱྀࠕ࠾ຓࡅ㝲ࠖࢆ
ᩚഛ

¾ 䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇ព㆑䛾ྥ
ୖ䛻ᐤ
ฟᙇ◊ಟࡢᵝᏊ

⌮㛗ᇳ➹ࡢ᭩
ࡼࡿᬑཬၨⓎ

㸱㸬ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍ࢆᑟ
 ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே༠㆟㸦ᅜ◊༠㸧ࠕࢥࣥࣉࣛࣥࢫ
ᑓ㛛㒊ࠖࡢ᪂タࢆᥦࡋࠊタ❧ࢆᐇ⌧
 ᑓ㛛㒊㛗࣭ົᒁࢆᢸᙜࡋࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேయࡢࢥ
ࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍ࢆᑟ
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¾ ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேయ䛾
䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䛾᥎㐍䛻
ᐤ

Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

ከ㠃ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡼࡾࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆ᥎㐍 ղ
㸲㸬ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㐌㛫ࡢタᐃ➼
 ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㐪➼ࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡋࡓ
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ㸱せ⣲ࢆグ㍕ࡋ
ࡓ࣮࢝ࢻࢆసᡂ࣭㓄ᕸ
 ᖿ㒊࣭⟶⌮⫋ྥࡅࡢ≉ู◊ಟࢆᐇ

ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ

࣮࢝ࢻ

䕔ᮏ㒊䞉ᴗ⤌⧊䛾⟶⌮⫋ྥ䛡

䕔ᖿ㒊ྥ䛡

䕔◊✲᥎㐍⤌⧊䛾⟶⌮⫋ྥ䛡

㢟┠㸸ࠕྐୖ✵๓ࡢㄽᩥᤐ㐀ࠖࡣ⚾ࡓࡕ
ఱࢆၥ࠸ࡅ࡚࠸ࡿࡢ㸽
ㅮᖌ㸸ᮧᯇ⚽Ặ 1+.㺟㺎㺪㺃㺪㺽㺹㺡㺼㺋㺎㺙㺎

㢟┠㸸ࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡿ◊✲⪅⌮
ㅮᖌ㸸◊✲⌮࣭つ⠊ᨻ⟇ᢸᙜ⌮

㢟┠㸸⤒Ⴀᡓ␎ࡋ࡚ࡢ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ
ㅮᖌ㸸ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᢸᙜ⌮

 㒊⨫ẖయⓗ࡞ྲྀ⤌㡯ࢆỴᐃ࣭ᐇࡋࠊᐇෆᐜࢆ⌮㛗ሗ࿌
ࡍࡿࡶࣥࢺ࡚ࣛබ㛤ࡋࠊ㒊⨫࡛ඹ᭷
 ᅜ◊༠ࡢἲே࠾࠸࡚ࠕࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㐌㛫ࠖࢆྜྠ࡛ᐇ
㸳㸬ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟࡢཷㅮ⩏ົ㸦+ᖺᗘᐇணᐃ㸧
 ◊ಟཷㅮࢆ⩏ົࡋࠊ᭦࡞ࡿࢥࣥࣉࣛࣥࢫព㆑ྥୖࢆᅗࡿ

¾ ᙺ⫋ဨ➼䛜యⓗ䛻䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛ᶵ䜢ฟ
¾ ⏘⥲◊䛾ᙺ⫋ဨ➼ཬ䜃ᅜ❧㛤Ⓨἲேయ䛾䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇ព㆑ྥୖ䛻ᐤ


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

࢞ࣂࢼࣥࢫᙉྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
㹼ἲົᴗົయไࢆᙉࡋࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᒎ㛤㹼
㸺ἲົ㒊タ⨨ᚋ㸦+ᖺ᭶᪥㹼㸧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸼
ዎ⣙᭩ᑂᰝయไ࣭ἲᚊ┦ㄯయไࡢᙉ
 ඹྠ◊✲ዎ⣙᭩ࡢࡦ࡞ᆺࢆぢ┤ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ዎ⣙᭩ࡢ࣮ࣜ࢞ࣝࢳ࢙ࢵࢡࢆᚭᗏ
 ἲᚊົᡤࡢ㢳ၥዎ⣙ࢆᣑࡋࠊୖグᴗ
ົಀࡿἲᚊ┦ㄯయไࢆᵓ⠏

つ⛬㢮ᐃࡵࡿᶒ㝈➼ࡢⅬ᳨࣭ぢ┤ࡋ
 ἲேᩥ᭩ࡢỴ࠾ࡅࡿỴ⪅ࡢ⠊ᅖࡸᶒ
㝈ጤ௵ࡢⅬ᳨ཬࡧぢ┤ࡋ

¾ ዎ⣙ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶࠊ⣮தࡢண㜵
¾ ἲⓗࣜࢫࢡ㢧ᅾࡢᮍ↛㜵Ṇ

¾ Ỵᶒ㝈ࡢぢ┤ࡋࡼࡿ⤌⧊
ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᙉ

ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ᙉࡢࡓࡵࡢไᗘᵓ⠏
 ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠάືࡢ῝ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ
⤌⧊ࡢ┈┦࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺไᗘࢆᵓ⠏
㸦ᖹᡂᖺᗘࡼࡾヨ⾜ⓗ㐠⏝㛤ጞணᐃ㸧
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¾ 㐃ᦠάືࡢ㏱᫂ᛶ࣭බṇᛶࢆ
☜ಖ

Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ᴗົᨵ㠉ձ
㹼ᴗົ⮬ືࢶ࣮ࣝࡢᑟධࡼࡿసᴗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ㹼
ᐃᆺ
࣓࣮ࣝ
ࡢసᡂ

([FHO
ࢹ࣮ࢱ
ࡢຍᕤ

⭾࡞㔞ࡢ
᭩㢮༳ๅ

53$㸦ࢯࣇࢺ࢙࢘㸧

ᐃᆺᴗົ㸦㸧
ᴗົ⮬ືࢶ࣮ࣝࢆ
ຠᯝ᳨ド࣭ᮏ᱁ᑟධ

࣭ண⟬㏻▱౫㢗᭩ࡢసᡂ
࣭ࣜࢧࢡࣝᡂ❧࣭ᮍᡂ❧ࡢ࣓࣮ࣝ㏻▱
࣭♫ಖ㝤ࡢ㈨᱁ྲྀᚓ႙ኻ㛵ࡍࡿᒆฟ
ࡢ⮬ືసᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢⓏ㘓
࣭ィᐇᆅ᳨ᰝㄪ᭩ࡢ㞟ィ
࣭ᨭᡶ᭩㢮ࡢ᳨⣴༳ๅ

ᴗົ⮬ື
ࢶ࣮ࣝࡀฎ⌮

([FHO࣐ࢡࣟ

ேࡀ⤖ᯝࢆ
ࢳ࢙ࢵࢡࡋ

㸦㸧ࠕண⟬㏻▱౫㢗᭩సᡂࠖࡢ⮬ື
ᑟධ๓
ᑟධᚋ

⏦ㄳཷ

ฎ⌮

⏦ㄳཷ㸩ฎ⌮

ุ᩿

ᢎㄆ

ุ᩿

ᢎㄆ

ฎ⌮

㏻▱
ฎ⌮㸩㏻▱

⮬ື

⮬ື

¾ ᴗົ䛾⮬ື䛻䜘䜚䚸సᴗ㛫㛫䜢▷⦰
¾ ᐃᆺᴗົ䛾㉁䛾䜀䜙䛴䛝䛜ゎᾘ䛥䜜䚸◊✲ᨭᴗົ䛾㉁䛜ྥୖ


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᴗົᨵ㠉ղ
㹼◊✲ᐇែㄪᰝࡼࡿ◊✲άື㜼ᐖせᅉࡢゎᾘព㆑ᨵ㠉㹼
⤒

⦋

◊✲ᐇែㄪᰝࡢᐇ

 ◊✲⪅ࡣົసᴗ㛫ࡀ
ࢀࠊ◊✲ࡢጉࡆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸㸽
 ᐇ㝿ࠊྛ◊✲⪅ࡀ⮬ࡽఱࡢస
ᴗࢀࡔࡅ㛫ࢆࡅ࡚࠸ࡿ
ࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸

 㡿ᇦ㝵ᒙ㸦◊✲ࣘࢽࢵࢺ㛗ࠊࢢ࣮ࣝ
ࣉ㛗ࠊ௵◊✲ဨࠊⱝᡭ◊✲ဨ㸧ࡢ◊
✲⪅ࢆᑐ㇟᪥ࠎࡢᴗົ≧ἣࢆㄪᰝ
 ◊✲⪅ࡢົసᴗࢥࢫࢺࢆྍど
 ◊✲άືࡢ㜼ᐖせᅉࢆᢳฟ

¾ ⱝᡭ◊✲ဨ◊✲㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂
¾ ົసᴗ࠾࠸࡚᭦࡞ࡿᨵၿࡢవᆅࡶ࠶ࡿ࠸࠺Ẽ࡙ࡁࢆ⋓ᚓ
¾ ◊✲άືࡢ㜼ᐖせᅉࡢゎᾘࡼࡾࠊ◊✲㛫ࢆ☜ಖ
ㄪᰝࡼࡾᢳฟࡋࡓ◊✲άື㜼ᐖせᅉࡢゎᾘ


◊✲⨨㉎ධࡢᵝ᭩సᡂປຊࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂

¾ ົ⫋ဨࡼࡾ◊✲⪅㢮ఝᵝ᭩ࡢᥦ౪➼ࡢᨭ
ࢆ⾜࠸ࠊసᴗ㛫㸦ヨ⟬㸧ࢆ⣙㛫๐ῶ
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ᖺᗘホ౯

Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

ᴗົᨵ㠉ճ
㹼ࠕ㏥ᗇ㛫ࡢぢ࠼ࡿࠖࡼࡾ᪩ᮇ㏥ᗇࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆ㔊ᡂ㹼
+ᖺᗘ

ᴗົ᥎㐍ᨭ㒊࡚㏥ᗇ㛫⏦࿌ไᗘ
㸦㏥ᗇ㛫ࡢぢ࠼ࡿ㸧ࢆᐇ

ࡳࢇ࡞᪥ࡣఱࡈࢁ
㏥ᗇ࡞㸽

㸺ලయⓗ࡞ຠᯝ㸼

¾ ᪩ᮇ㏥ᗇࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀ㔊ᡂ
¾ 㛫⟶⌮ࠊᴗົࡢඃඛ㡰ࡅࠊຠ⋡㛵ࡍ
ࡿព㆑ࡀྥୖ
+ᖺᗘ

ᮏ㒊࣭ᴗ⤌⧊ࡢ㒊⨫࡛ᑟධ

¾ ᮏྲྀ⤌ࢆᶓᒎ㛤ࡋࠊᡤⓗ᪩ᮇ㏥ᗇࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆ㔊ᡂ
¾ ᴗົࡢඃඛ㡰ࡅࡸຠ⋡ᑐࡍࡿ⮬ᕫព㆑ࡢྥୖᐤ


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ᖺᗘホ౯

᪩ᮇ㏥ᗇ࣭㛗ᮇఇᬤ࣭ᅾᏯົ➼ࢆ᥎㐍ࡋ
࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᰂ㌾࡞⫋ሙ⎔ቃࢆᐇ⌧
㸯㸬᪩ᮇ㏥ᗇཬࡧ㛗ᮇఇᬤྲྀᚓ➼

¾ 㛗ᮇఇᬤࡢྲྀᚓ⋡ࡀୖ᪼
㸺᪥௨ୖࡢኟᏘ㛗ᮇఇᬤྲྀᚓ⪅ྜ㸦㸣㸧㸼
+ᖺᗘЍ+ᖺᗘ

 ࠕࣉ࣑࣒ࣞࣇࣛࢹ࣮ࠖࡢບ⾜
 ኟᏘཬࡧᖺᮎᖺጞ࠾ࡅࡿᖺḟ᭷
⤥ఇᬤྲྀᚓࢆࠊ⤌⧊ⓗಁ㐍

¾ ⫋ဨ⮬ࡽࡀປാ㛫ࢆ㐺ษ⟶⌮
ࡍࡿࡇࡢព㆑ࡀྥୖ
¾ ᴗົ⚾⏕άࡢ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᰂ
㌾࡞⫋ሙ⎔ቃࢆᐇ⌧

 ᡴ้ಟṇࢆࡍࡿሙྜࡢ⏦ㄳᢎㄆᡭ
⥆ࡁࢆᑟධ

㸰㸬ᅾᏯົไᗘࡢ⏝ಁ㐍
¾ ᅾᏯົไᗘ⏝⪅ᩘࡀቑຍ

 ⫱ඣᨭ⟇ࡋ࡚ࡢᅾᏯົไᗘ
ࡢไᗘཬࡧ⏝ಁ㐍ࡢ࿘▱ࢆᐇ


㸺ᅾᏯົไᗘ⏝⪅ᩘ㸦ྡ㸧㸼
⏨ᛶ

 ᅾᏯົไᗘࡢᣑࢆ᳨ウࡍࡿࡓ
ࡵࠊࢸ࣮ࣞ࣡ࢡ࣭ࢹࢬࢆヨ⾜ⓗ
ᐇ

ዪᛶ





㻴㻞㻥ᖺᗘ

㻴㻟㻜ᖺᗘ


䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

¾ ᐇ⋡㸸⣙㸦ྡ㸧

ᑐ㇟⪅㸸⟶⌮┘╩⪅➼
ヨ⾜᪥㸸+ᖺ᭶᪥᪥
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Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

ᴗົᨵ㠉᥎㐍ᐊࢆタ⨨ࡋ
࣮࢜ࣝ⏘⥲◊࡛ࡢᴗົᨵၿ࣭ຠ⋡ࢆඛᑟ
⏘⥲◊ࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟
2,/タ⨨ᩘ

Ẹ㛫ᴗ㈨㔠⋓ᚓ㢠

ෙࣛ࣎タ⨨ᩘ

൨
































㻴㻞㻤ᖺᗘ
+I\ 㻴㻞㻥ᖺᗘ
+I\ 㻴㻟㻜ᖺᗘ
+I\

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅







ᴗົᨵ㠉











+ᖺ᭶
ᴗົᨵ㠉᥎㐍ᐊ
ࢆタ⨨

㻴㻟㻜ᖺᗘ
㻴㻞㻤ᖺᗘ
㻴㻞㻥ᖺᗘ+I\
+I\ +I\

㻴㻟㻜ᖺᗘ
+I\ 㻴㻞㻥ᖺᗘ
+I\ +I\
㻴㻞㻤ᖺᗘ

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

Ẹ㛫ᴗ⋓ᚓ㈨㔠➼ࡣቑࡋࠊᴗົ㔞ࡀቑຍ

э᭦࡞ࡿᴗົຠ⋡⏕⏘ᛶྥୖࡀᚲせ

¾ ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࡸせᮃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົࣇ࣮ࣟࡢศᯒ➼ࡼࡿ
ᴗົᨵၿ࣭ຠ⋡ࢆᐇࡋࠊ⏕⏘ᛶྥୖ㈉⊩


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

⏘⥲◊యࡢᴗົᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᕤ⛬ࢆ
୍ඖⓗ⟶⌮ࡋࠊᴗົᨵၿ࣭ຠ⋡ࢆ᥎㐍
ࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥࡢᴗົᨵ㠉
یᴗົᨵၿ࣭ຠ⋡
ྲྀ⤌≧ἣࡢᖿ㒊ᒙ
ࡢᐃᮇሗ࿌
یᴗົᨵ㠉㛵ࡍࡿ
⌮㛗ࡢຮᙉ

࣎ࢺ࣒ࢵࣉ࡛ࡢᴗົᨵ㠉
ྛی㒊⨫࡛ࡢ⫋ሙᨵၿ
㆟ࡢ㛤ദ
ࠕیᴗົᨵ㠉㛵ࡍࡿ
ᥦເ㞟ࠖࡢ㛤ጞ
㸦ᑐ㇟㸸⫋ဨ㸧

ᖿ㒊ᒙࡽᣦ♧ࢆ௮ࡄᶵࢆฟ

⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨵ㠉ࡢ᥎㐍

¾ +ᖺᗘࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ╔ᡭࡋࠊ࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐙
¾ ᖺ㛫ヨ⟬࡛⣙㛫㸦ேศ┦ᙜࡢປാ㛫㸻ᮏ㒊㺃ᴗ⤌⧊⫋
ဨࡢ⣙㸣ͤᖹᡂᖺ᭶Ⅼ㸧ࢆ๐ῶ
¾ ᴗົ㛫๐ῶࡼࡾࠊ+ᖺ᭶௨㝆༠ᐃ㐪ࢮࣟࢆ⥅⥆
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Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

ఇᬤ➼ྲྀᚓ࣭ᅾᏯົࡢ᥎㐍ࡼࡿ
⫋ဨࡢᚰ㌟ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
¾ 㛗ᮇఇᬤࡢྲྀᚓ⋡ࡀᖺࠎୖ᪼

㸯㸬ఇᬤ➼ྲྀᚓࡢ᥎㐍

㸺ኟᏘ࠾ࡅࡿ᪥௨ୖࡢ㛗ᮇఇᬤྲྀᚓ⪅ྜ㸦㸣㸧㸼

 ᙺဨ࣭ᖿ㒊⫋ဨࡼࡿᣦᑟࡢୗࠊ
㛗ᮇఇᬤࢆ⤌⧊ⓗບ⾜

㻞㻢㻚㻡

㻞㻢㻚㻤

㻴㻞㻤ᖺᗘ

㻴㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜㻚㻠

㻴㻟㻜ᖺᗘ
䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

㸰㸬ᅾᏯົไᗘࡢ⏝ಁ㐍

¾ ᅾᏯົไᗘ⏝⪅ᩘࡀᖺࠎቑຍ
㸺ᅾᏯົไᗘ⏝⪅ᩘ㸦ྡ㸧㸼

 ⫱ඣᨭ⟇ࡋ࡚ࡢᅾᏯົไ
ᗘࡢไᗘཬࡧ⏝ಁ㐍ࡢ࿘▱
ࢆᐇ
 ᅾᏯົไᗘࡢᣑࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵࠊࢸ࣮ࣞ࣡ࢡ࣭ࢹࢬࢆヨ
⾜ⓗᐇ

⏨ᛶ

ዪᛶ

㻝㻡
㻝㻜
㻞
㻴㻞㻤ᖺᗘ

㻡
㻴㻞㻥ᖺᗘ

㻝㻤
㻡
㻴㻟㻜ᖺᗘ
䠄䈜㻝㻞᭶⌧ᅾ䠅

ᑐ㇟⪅㸸⟶⌮┘╩⪅➼
ヨ⾜᪥㸸+ᖺ᭶᪥᪥

¾ ᐇ⋡㸸⣙㸦ྡ㸧


Ϯ ᴗົ㐠Ⴀ⯡ࡢ㐺ṇᛶ☜ಖཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

ぢ㎸ホ౯

㐺ษ࡞ປົ⟶⌮ྥࡅࡓྛ✀ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᒎ㛤ࡋ
༠ᐃࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏ
ປົ⟶⌮ࡢᚭᗏྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ㸦+ᖺᗘ㹼㸧୍ͤ㒊㝖ࡃ
 ࣇࣞࢵࢡࢫࢱ࣒ไ⫋ဨࡢ㛫እປാ
㛫ࡢ⡆౽࡞⟶⌮᪉ἲࢆᥦ
 ༠ᐃ㑂Ᏺಀࡿὀពႏ㉳࣓࣮ࣝࢆⓎ
ฟࡋࠊປാ㛫⟶⌮ࢆᚭᗏ
 ᶆ‽㛫ไ⫋ဨࡢఇ᪥᭰ࡢᙎຊ
㸦ఇ᪥᭰ࡀ࡛ࡁࡿᮇ㛫ࢆྠ୍㐌ෆ
ࡽྠ୍᭶ෆᣑ㸧
 ᡴ้ಟṇࢆࡍࡿሙྜࡢ⏦ㄳᢎㄆᡭ⥆ࡁ
ࡢᑟධ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
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¾ ⟶⌮⪅⫋ဨ➼ࡢ㐺
ษ࡞ປົ⟶⌮ᑐࡍࡿ
ព㆑ࡢ㔊ᡂ
¾ ༠ᐃ㑂Ᏺ࡞㐺ษ࡞
ປົ⟶⌮ࢆᐇ⌧

Ϯ ሗබ㛤ࡢ᥎㐍➼

ᖺᗘホ౯

᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᑟධࡋࠊࡼࡾ㐺ษࡘຠ⋡ⓗ࡞
ἲேᩥ᭩⟶⌮ࢆ᥎㐍
㸯㸬⾜ᨻᩥ᭩ࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥᨵṇᑐᛂ㸦+ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓᐇ㸧
ձᡴྜࡏ➼ࡢグ㘓㛵ࡍࡿᩥ᭩సᡂࡢ⩏ົ
 ົཬ䜃ᴗ䛾ᐇ䛾᪉㔪➼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ᡴྜ䛫➼䛾
グ㘓䛻㛵䛩䜛ᩥ᭩సᡂ䜢⩏ົ

ղἲேᩥ᭩ࡢಖᏑᮇ㛫ࡢ᫂☜

 ಖᏑᮇ㛫䜢ཎ๎䠍ᖺ௨ୖ䛸䛧䚸䠍ᖺᮍ‶䛸䛩䜛ᩥ᭩䜢㢮ᆺ

ἲேᩥ᭩ศ㢮ᇶ‽⾲䛾බ⾲

ճἲேᩥ᭩ศ㢮ᇶ‽⾲ࡢබ⾲
 ⤫୍ⓗ䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛔ᩥ᭩䛾ศ㢮య⣔䜢࿘▱䛩䜛䛯䜑䚸ᩥ
᭩䛾ಖᏑᮇ㛫➼䛾ᇶᮏ㡯➼䜢බᘧ㻴㻼䛻䛶බ⾲

մᙺ⫋ဨྥࡅ◊ಟࡢ⩏ົ

 ⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡼࡿ◊ಟࢆ㛤ጞ

㼑㻙䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᑟධ

㸰㸬ᶵᐦᛶ㸱ሗ㸦⛎ᐦᩥ᭩㸧ࡢ㐠⏝᪉ἲࡢぢ┤ࡋ㸦+ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓᐇ㸧
 ⛎ᐦᩥ᭩ࡢᑐ㇟ᩥ᭩ࡸ⟶⌮᪉ἲࢆ᫂☜

¾ 㐺ṇ࡞ᩥ᭩⟶⌮ࡢ᥎㐍ࡼࡿ⏘⥲◊ࡢಙ㢗ᛶྥୖ
¾ ᑐእⓗⓎฟࡍࡿἲேᩥ᭩ࡢṇ☜ᛶࡢ☜ಖ
¾ ⫋ဨ➼ࡢ⌮ゎ࣭ព㆑ࡢྥୖ


Ϯ ሗබ㛤ࡢ᥎㐍➼

ᖺᗘホ౯

ಶேሗࡢ⟶⌮ࢆᚭᗏࡋࠊὶฟᨾࢆᮍ↛㜵Ṇ
㹼㔜࡞ಶேሗὶฟᨾࡣ㸮௳㹼
㸯㸬ಖ᭷ಶேሗࡢ⮬Ⅼ᳨࣭⌧ሙㄪᰝ
 Ⅼ᳨㡯┠ࢆぢ┤ࡋࠊᡤෆ㒊⨫ࡢ⮬Ⅼ᳨ࢆᐇ
 ಖ᭷ࡍࡿಶேሗࡀከ࠸㒊⨫ࢆᑐ㇟ࠊ⌧ሙㄪᰝࢆᐇ

㸰㸬ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸಖ᭷ಶேሗࡢ⤫ྜ┘ᰝ

⮬Ⅼ᳨

⌧ሙㄪᰝ

 ṇ࡞ࢡࢭࢫࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ࣘࢽࢵࢺ➼㔜Ⅼࢆ
⨨࠸ࡓእ㒊ᑓ㛛ᐙࡼࡿᐇᆅ┘ᰝࢆᐇ

㸱㸬ಶேሗಖㆤࡢᬑཬ࣭ၨⓎ
 ㄝ᫂㈨ᩱཬࡧࢸࢫࢺၥ㢟➼ࢆᐇࡋࠊᙺ⫋ဨ➼ྥࡅ
H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇ
 ᪂つ᥇⏝⫋ဨྥࡅ◊ಟࢆᐇ

⤫ྜ┘ᰝ

㸲㸬ಶேሗࡢእ㒊ጤク㛵ࡍࡿ⟶⌮ࡢ㐺ṇ㸦+ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓᐇ㸧
 ጤクඛ࠾ࡅࡿಶேሗࡢྲྀᢅ≧ἣࢆ௳ㄪᰝࡋࠊ㐺ษ࡞ࡀ↓࠸ࡇࢆ☜ㄆ
 ዎ⣙๓ᴗ⪅ࡢಶேሗࡢ⟶⌮యไࢆ☜ㄆࡋࠊዎ⣙᭩Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨➼ࡢ㑂Ᏺ㡯ࢆ᫂☜

¾ 㔜࡞ಶேሗὶฟᨾࡢᢚไᐤ㸦+ᖺᗘ㸸௳ࠊ+ᖺᗘ㸸௳㸧
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Ϯ ሗබ㛤ࡢ᥎㐍➼

ぢ㎸ホ౯

ᮇ㝈ෆࡢ㛤♧Ỵᐃሗබ㛤ࡢ᥎㐍ࡼࡾ
ᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖ㐃ᦠ᥎㐍ࡢᇶ┙ᙧᡂ㈉⊩
㸯㸬ሗබ㛤ἲ࣭ಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ㛤♧ㄳồࡢᑐᛂ
㸺➨㸲ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ㛤♧ㄳồ➼ࡢ௳ᩘ㸼
ᖺᗘ

ἲேᩥ᭩

ಖ᭷ಶேሗ

ሗᥦ౪䠄ͤ䠅

,Ϯϳᖺᗘ

䠑௳

䠍௳

䠎௳

,Ϯϴᖺᗘ

䠏௳

䠌௳

䠐௳

,Ϯϵᖺᗘ

䠑௳

䠌௳

䠎௳

,ϯϬᖺᗘ䠄ϭϮ᭶ᮎⅬ䠅

䠏௳

䠌௳

䠎௳

¾ ẖᖺᗘࠊᮇ㝈ෆ
㐺ษ㛤♧Ỵᐃ➼
ࢆᐇ

ͤ 㛤♧ㄳồ⮳ࡽ࡞࠸බ⾲῭ࡳሗࡢᥦ౪౫㢗௳ᩘ

㸰㸬௵ព㡯ࡢሗබ㛤ࡢ᥎㐍
 እ㒊㐃ᦠࡢ㍈࡞ࡿඹྠ◊✲ࡸ࡚ࡢつ⛬㢮㸦
௳㸧㸦+ᖺ᭶Ⅼ㸧ಀࡿዎ⣙᭩ࡦ࡞ᆺ࣭᮲ᩥ
ゎㄝࢆබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤

¾ ᴗົ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶ
ࡢ☜ಖࠊ㐃ᦠ᥎㐍
ࡢᇶ┙ᙧᡂᐤ

㸱㸬ࡑࡢࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 බ⾲㡯ཬࡧ᭦᪂ᮇ➼ࢆࣜࢫࢺࡋࠊ㎿㏿ࡘⓗ
☜࡞ሗබ㛤ࢆᐇ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
 බᘧ㹆㹎ࡢࢺࢵࣉࡽබ㛤ሗࡲ࡛ࢡࣜࢵࢡ௨ෆ
࡛฿㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺㝵ᒙᵓ㐀ࢆぢ┤ࡋ㸦+ᖺᗘ㸧

¾ ᭱᪂ࡢබ㛤ሗࢆ
ᐜ᫆ධᡭ࡛ࡁࡿ
⎔ቃࢆᵓ⠏



Ϯ ሗබ㛤ࡢ᥎㐍➼

ぢ㎸ホ౯

ྛ✀ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᒎ㛤ࡋࠊࡼࡾ㐺ษࡘຠ⋡ⓗ
ἲேᩥ᭩ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ࢆᩚഛ
ᶵᐦᛶ㸱ሗ㸦⛎ᐦᩥ᭩㸧ࡢ㐠⏝᪉ἲࡢぢ┤ࡋ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
⾜ᨻᩥ᭩࢞ࢻࣛࣥᨵṇࡢᑐᛂ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
 ᡴྜࡏ➼ࡢグ㘓㛵ࡍࡿἲேᩥ᭩సᡂࡢ⩏ົ
 ἲேᩥ᭩ࡢಖᏑᮇ㛫ࡢ᫂☜
 ἲேᩥ᭩ศ㢮ᇶ‽⾲ࡢබ⾲
 ᙺ⫋ဨྥࡅࡢ◊ಟࢆ⩏ົ

⛎ᐦᩥ᭩ࡢྲྀᢅ᪉ἲ➼ࡢつᐃ㸦+ᖺᗘ㸧
බ༳ࡢ⏝⠊ᅖࡢ᫂☜㸦+ᖺᗘ㸧
ἲேᩥ᭩ࡢ⟶⌮≧ἣࡢ⮬Ⅼ᳨㸦ẖᖺᗘ㸧
⌧ሙㄪᰝ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
᧯సᛶྥୖࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ᨵಟ㸦+ᖺᗘ㸧
ࢩࢫࢸ࣒᧯స᪉ἲࡢ)$4ࡢᩚഛ㸦+ᖺᗘ㹼㸧
᪂ࡓ࡞ἲேᩥ᭩⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
㐠⏝㛤ጞ㸦+ᖺᗘ㹼㸧

¾ 㐺ṇ࡞ᩥ᭩⟶⌮ࡢ᥎㐍ࡼࡿ⏘⥲◊ࡢಙ㢗ᛶྥୖ
¾ ᑐእⓗⓎฟࡍࡿἲேᩥ᭩ࡢṇ☜ᛶࡢ☜ಖ
¾ ⫋ဨ➼ࡢ⌮ゎ࣭ព㆑ࡢྥୖ
ಖ᭷ࡍࡿἲேᩥ᭩ࣇࣝᩘ㸸ィ௳㸦+ᖺ᭶Ⅼ㸧
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Ϯ ሗබ㛤ࡢ᥎㐍➼

ぢ㎸ホ౯

ಶேሗಖㆤࡢࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ᬑཬ࣭ၨⓎࡢ୧㍯
ࡼࡾࠊ㔜࡞ಶேሗὶฟᨾࢆᢚไ
ࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟
⮬Ⅼ᳨
⌧ሙㄪᰝ
⤫ྜ┘ᰝ

¾ ⫋ဨ➼ࡢ⌮ゎᗘྥୖ
¾ ⛎༏ᛶᛂࡌࡓ⟶⌮᪉ἲࡢᾐ㏱
¾ ಶேሗὶฟࡢᮍ↛㜵Ṇ

ᬑཬ࣭ၨⓎ
H࣮ࣛࢽࣥࢢ
᪂ே◊ಟ

㸺➨ᮇ୰㛗ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢ࡞ᐇ⦼㸼
༊ศ

,Ϯϳᖺᗘ

,Ϯϴᖺᗘ

,Ϯϵᖺᗘ

,ϯϬᖺᗘ

,ϯϭᖺᗘ䠄ணᐃ䠅

ᡤෆ㒊⨫࡛ࡢ
⮬Ⅼ᳨
㸦௳㸧

ᡤෆ㒊⨫࡛ࡢ
⮬Ⅼ᳨
㸦௳㸧

ᡤෆ㒊⨫࡛ࡢ
⮬Ⅼ᳨
㸦௳㸧

ᡤෆ㒊⨫࡛ࡢ
⮬Ⅼ᳨
㸦௳㸧

ᡤෆ㒊⨫࡛ࡢ
⮬Ⅼ᳨

⮬ۻⅬ᳨᪉ἲࢆぢ┤ࡋࠊຠ⋡ᛶ࣭ᐇຠᛶࢆ☜ಖ
⌧ሙㄪᰝ
㸦㒊⨫㸧

⌧ሙㄪᰝ
㸦㒊⨫㸧

⌧ሙㄪᰝ

⌧ۻሙㄪᰝࢆᑟධࡋࠊᐇ㝿ࡢಖ⟶≧ἣ➼ࡢ㐺ṇᛶࢆ☜ㄆ

䝏䜵䝑䜽ᶵ⬟
ᖹᡂᖺ᭶᪥ࠊಶே
ሗಖㆤつ⛬ࢆᨵṇࡋࠊ
┘ᰝཬࡧ㺭㺐㺣㺻㺨㺼㺎㛵ࡍ
ࡿྲྀᢅ࠸ࢆつᐃ

ಶேሗ┘ᰝ
㸦ෆ㒊┘ᰝ㸧
㸦㒊⨫㸧

ሗ㺜㺕㺋㺶㺡㺆
ಶேሗࡢ⤫ྜ┘ᰝ
㸦㒊⨫㸧

㺭㺐㺣㺻㺨㺼㺎ࡢ⟶⌮≧ἣ
㛵ࡍࡿ┘ᰝ
㸦እ㒊ጤクᴗ⪅ࠊே㒊㸧

㺭㺐㺣㺻㺨㺼㺎ࡢ⟶⌮≧ἣ
㛵ࡍࡿ┘ᰝ
㸦እ㒊ጤクᴗ⪅ࠊே㒊㸧

ሗ㺜㺕㺋㺶㺡㺆
ಶேሗࡢ⤫ྜ┘ᰝ
㸦㒊⨫㸧

ሗ㺜㺕㺋㺶㺡㺆
ಶேሗࡢ⤫ྜ┘ᰝ

┘ྜ⤫ۻᰝࢆᑟධࡋࠊᐇຠᛶ࣭ຠ⋡ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ┘ᰝᑐ㇟ࢆᣑ
㺭㺐㺣㺻㺨㺼㺎ࡢ⟶⌮≧ἣ
㛵ࡍࡿ┘ᰝ
㸦እ㒊ጤクᴗ⪅ࠊே㒊㸧

㺭㺐㺣㺻㺨㺼㺎ࡢ⟶⌮≧ἣ
㛵ࡍࡿ┘ᰝ
㸦እ㒊ጤクᴗ⪅ࠊே㒊㸧

ࢸࢫࢺၥ㢟ࡢᑟධࡼࡿ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ

ᬑཬ䞉ၨⓎ

H࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ᑐ㇟⪅㸸࡚ࡢᙺ⫋ဨ࣭ዎ⣙⫋ဨ㸧
᪂ே◊ಟ㸦ᑐ㇟⪅㸸࡚ࡢ᪂つ᥇⏝⫋ဨ㸧

㸦ཧ⪃㸧㔜࡞ಶேሗὶฟࡢⓎ⏕௳ᩘ㸸+ᖺᗘ௳ࠊ+ᖺᗘ௳ࠊ+ᖺᗘ௳ࠊ+ᖺᗘ௳
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評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））
＜１．企画本部＞
（１）見込評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

民間資金獲得額（平成 30 年

83.9 億円

92.6 億円

石川 96 社 316 回

石川 152 社 536 回

福井 94 社 310 回

福井 112 社 357 回

石川 22 件

石川 23 件

福井 23 件

福井 25 件

約 230 ユーザー

152 ユーザー

度）
石川サイト、福井サイトに
おける連携活動活動
技術相談件数

共同研究等の成立件数]

産総研 AI クラウド(AAIC)
ユーザー

新たに運用が開始され
た ABCI にユーザが移
ったため約 70 ユーザ
ー減

約 2.12 億円分の利

共用高性能計算機 ABCI の

約 1.38 億円分の利

利用

用（外部利用 40 件、 用（外部利用 53 件、
内部利用 48 件）

内部利用 61 件）

OIL 等の設置状況

8 大学

←

OIL を利用した人材育成

ポストドクター62

ポストドクター40

人、修士学生を含む

人、修士学生を含む

リサーチアシスタ

リサーチアシスタ

ント 40 人

ント 65 人

18 件

←

OIL プレス発表
OIL 国際論文誌掲載の論文

変わらず

変わらず

248 報

数
冠ラボ設置状況

11 件（平成 31 年 3

←

変わらず

←

変わらず

月１日設立の１件
を含む）
冠ラボによる所全体の民

約 15%
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間資金獲得への寄与度（平
成 30 年度）
取材対応

2,955 件

3,186 件

常設展示施設の来場者（平

34,867 名

40,583 名

894 万回

916 万回

8,061 名

8,718 名

各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

民間資金獲得額

83.9 億円

92.6 億円

石川サイト、福井サイトに

石川サイト 7 件

石川サイト 8 件

おける共同研究等の成立

福井サイト 3 件

福井サイト 3 件

冠ラボ新設件数

3 件（平成 31 年 3 月

←

成 30 年度）
産 総 研 チ ャ ン ネ ル
（YouTube）総再生回数
公式ツイッターの登録者
（２）平成 30 年度評価

1 日設置予定１件を
含む）
冠ラボによる民間資金獲

約 14%増

約 29%増

プレス発表

91 件

125 件

取材対応

578 件

809 件

記者懇談会

4回

6回

⇒新聞記事化及び WEB、TV

⇒4,935 件

⇒6,498 件

実験教室・出前講座

25 回

29 回

常設展示施設の来場者

34,867 名

40,583 名

産 総 研 チ ャ ン ネ ル

7,560 名

7,962 名

520 万回

675 万回

8,061 名

8,718 名

得額前年度比

報道

（YouTube）チャンネル登
録者数
産総研公式ホームページ
アクセス数
公式ツイッターの登録者
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変わらず

評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））
＜２．イノベーション推進本部＞
（１）見込評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

産総研技術移転ベンチャ

6 社に対し

7 社に対し

ーに対する民間からの出

21.6 億円

23.5 億円

技術的指導助言等の取組

447 件

515 件

状況（技術コンサルティン

7.1 億円

7.4 億円

資額

グの実施）
マーケティングの取組状

各領域や TIA 推進セ

況（平成 27 年度から平成

ンターに 35 名、産

30 年度までの累計イノベ

産総研の連携活動

総研の連携活動を

ーションコーディネータ

を領域横断で統括

領域横断で統括す

（IC）数）

する IC を 24 名、ま

る IC を 24 名、地域

た地域連携の中核

連携の中核機能を

機能を担う IC を全

担う IC を全国 9 つ

国 9 つの地域センタ

の地域センターに

ーに 38 名

39 名

127 名

←

変わらず

地域企業へのマーケティ

平成 30 年度までの

←

変わらず

ング活動の成果（地域中核

4 年間で 232 件

産総研イノベーションコ
ーディネータ

企業との連携研究の件数）
テクノブリッジクラブへ

平成 30 年度までの

平成 30 年度までの

の参加企業数

4 年間で 356 社

4 年間で 363 社

テクノブリッジクラブ加

平成 30 年度までの

平成 30 年度までの

盟企業との連携研究件数

4 年間の目標値が

4 年間の目標値が

207 件

229 件

産総研ふるさとサポータ

208 人（計 36 件の所

208 人（計 39 件の所

ー延べ数

内外からの依頼に

内外からの依頼に

対応）

対応）

10 件

11 件（平成 31 年 3

冠ラボの設置状況

月１日設立の１件
を含む）

- 339 -

国内機関との連携（包括

国内 64 件（71 機関） 国内 65 件（72 機関）

協定の締結）

このうち、平成 27 年

このうち、平成 27 年

4 月以降に新規に締

4 月以降に新規に締

結した包括協定は

結した包括協定は、

17 件（18 機関）

18 件（19 機関）

30 機関

←

各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

産総研技術移転ベンチャ

6 社に対し

7 社に対し

ーに対する民間からの出

21.6 億円

23.5 億円

技術的指導助言等の取組

447 件

515 件

状況（技術コンサルティン

7.3 億円

7.4 億円

マーケティングの取組状

各領域や TIA 推進セ

各領域や TIA 推進セ

況（イノベーションコーデ

ンターに 25 名、産

ンターに 26 名、産

ィネータ（IC））

総研の連携活動を

総研の連携活動を

領域横断で統括す

領域横断で統括す

る IC を 15 名、地域

る IC を 15 名、地域

連携の中核機能を

連携の中核機能を

担うコーディネー

担うコーディネー

タを全国 9 つの地域

タを全国 9 つの地域

センターに 19 名

センターに 19 名

35 件

37 件

3件

14 件

展示会等の出展後に締結

研究試料提供契約

研究試料提供契約

した契約件数

1 件、情報開示契約

5 件、情報開示契約

1 件、実施許諾契約

1 件、実施許諾契約

2件

2 件で、交渉中の案

海外機関との連携（包括研

変わらず

究協力覚書（MOU）の締結）
（２）平成 30 年度評価

資額

グの実施）

マーケティングの取組状
況（3,000 万円以上の大型
共同研究数）
マーケティングの取組状
況（コンセプト共創型の技
術コンサルティング）

件が 14 件
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産総研イノベーションコ

127 名

←

87 件

104 件

産総研ふるさとサポータ

208 人（計 36 件の所

208 人（計 39 件の所

ー延べ数

内外からの依頼に

内外からの依頼に

対応）

対応）

360 社

363 社

207 件

229 件

テ ク ノ ブ リ ッ ジ On the

登録数 1,397 社

登録数 1,446 社

Web の登録数

4,004 名

4,098 名

冠ラボの設置状況

新規 3 件

←

変わらず

ーディネータ
地域中核企業へのマーケ
ティング活動の成果（地域
中核
企業との連携研究の件数）

テクノブリッジクラブ加
盟企業数
テクノブリッジクラブ加
盟企業との連携研究件数

総数 11 件
新たに締結した包括協定

国内 2 件
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国内 3 件

変わらず

評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））
＜３．TIA 推進センター＞
（１）見込評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

スーパークリーンルーム

平成 26 年度より平

平成 26 年度より平

(SCR)など産総研における

成 30 年 12 月までの

成 30 年度までの累

全 7 共用施設の利用件数

累計で 1,163 件（う

計で 1,187 件（うち

ち民間企業 700 件） 民間企業 719 件）
スーパークリーンルーム

平成 30 年度は、平

平成 30 年度は、平

(SCR)など産総研における

成 26 年度に比べ共

成 26 年度に比べ共

全 7 共用施設の利用料収入

用施設利用料収入

用施設利用料収入

が 2 倍以上増加（平

が 3 倍弱増加

成 30 年 12 月時点）

（２）平成 30 年度評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

スーパークリーンルーム

303 件

327 件

(SCR)など産総研における

（うち民間企業 179

（うち民間企業 198

全 7 共用施設の延べ利用件

件）（平成 30 年 12

件）

数

月 31 日現在）

スーパークリーンルーム

約 2 億円（平成 30

(SCR)など産総研における

年 12 月 31 日現在）

全 7 共用施設の延べ利用料
収入
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約 4 億円

評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））
＜４．環境安全本部・情報セキュリティ部＞
（１）見込評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

施設整備・老朽化対策（平

改修工事 196 件

改修工事 197 件

成 27 年度から平成 30 年

閉鎖 59 棟（延べ床

閉鎖 40 棟（延べ床

面積 42,566m ）

面積 26,754m2）

解体撤去 16 棟（延

解体撤去 16 棟（延

床面積 7,222 ㎡）

床面積 7,222 ㎡）

84 件

←

各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

施設整備・老朽化対策

改修工事 34 件

改修工事 35 件

閉鎖 25 棟（延べ床

閉鎖 6 棟（延べ床面

度まで）

スペース利活用促進費導

2

変わらず

入案件

（２）平成 30 年度評価

2

面積 18,875m ）

積 3,063m2）

解体撤去 5 棟（延床

解体撤去 5 棟（延床

2

スペース利活用促進費導

面積 2,415m ）

面積 2,415m2）

17 件

←

入案件
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変わらず

評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））
＜５．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室＞
（１）見込評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

クロスアポイントメント

50 名

←

329 名

345 名

137 名

151 名

23 名

←

変わらず

16.8%

←

変わらず

管理職に占める女性比率

6.3%

←

変わらず

特例随意契約の実績（平成

1,030 件

1,368 件

変わらず

制度の受入実績（平成 30 年
度）
リサーチアシスタントの
採用実績（平成 30 年度）
特定集中研究専門員受入
数（平成 30 年度）
在宅勤務制度利用者数（平
成 30 年度）
第 4 期中長期目標期間の累
積採用者の女性研究者比
率

30 年度）
テニュアトラック型任期

230 名（うち 22 名） 253 名（うち 29 名）

付研究員採用者数（うち早
期のテニュア化採用者数）
＜不用備品リユースの取
組＞
・所内リユース数

2,069 件

2,306 件

・所内リユースによる経

約 1,003,816 千円

約 1,054,962 千円

・所外リユース数

162 件

169 件

・所外リユースによる売

15,713 千円

16,717 千円

個人情報を含む重大な情

個人情報を含むイ

個人情報を含むイ

報インシデントの発生件

ンシデント件数 15

ンシデント件数 22

数（平成 30 年度）

件、うち重大な事案

件、うち重大な事案

数0件

数0件

費削減額

却額
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（２）平成 30 年度評価
各種指標

委員会説明

年度実績（確定値） 備考

クロスアポイントメント

受入

50 名

受入

制度

出向

18 名

リサーチアシスタント採

修士

232 名

修士

243 名

用実績

博士

97 名

博士

102 名

e-ラーニング受講率

76.7％

99.5%

特定集中研究専門員

137 名

151 名

研究職における採用者の

16.8%

←

変わらず

6.3％

←

変わらず

・所内リユース数

433 件

670 件

・所内リユースによる経費

約 191,182 千円

約 242,958 千円

・所外リユース数

81 件

88 件

・所外リユースによる売却

約 9,226 千円

約 10,230 千円

50 名（8 名）

56 名（うち 6 名）

1,208 件

1,228 件

個人情報を含む重大な情

個人情報を含むイ

個人情報を含むイ

報インシデントの発生件

ンシデント件数 15

ンシデント件数 22

数（平成 30 年度）

件、うち重大な事案

件、うち重大な事案

数0件

数0件

50 名

出向

19 名

女性比率
管理職に占める女性比率
＜不用備品リユースの取
組＞

削減額

額
テニュアトラック型任期
付研究員採用者数（うち早
期のテニュア化採用者数）
剽窃探知オンラインツー
ルの利用件数
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評価委員コメント及び評点

１．企画本部
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・実績評価配分予算の割合を着実に増加させることにより、民間資金獲得に向けてのインセンティブとし
て有効に活用するマネジメントがなされていると理解できる。
・民間資金獲得額を中期目標期間中 3 倍にするという野心的目標に対し、必ずしも達成は容易ではないと
は言え、着実に近づける努力がなされていることは評価できる。しかも、それが特定の分野にとどまら
ず、基本的に全ての領域において進められているところを評価したい。組織全体に組織目標が共有され、
その目標に向けて意思統一されて尽力されていることが伺われる。
・一時落ち込みが見られた論文数が着実に盛り返している。理事長予算の配分が効果的に機能している可
能性は十分に認められ、こうした制度設計が上手くビルトインされていることは評価されるべき。
・エッジランナーズ、チャレンジ研究への理事長予算の活用は、打率はもしかすると良くないかも知れな
いが、それを含めても将来につながり得る取組みとして評価されるべき（将来的には、結果も踏まえて
制度にフィードバックされることを期待）。
・橋渡しの実現に向けて、RA、クロスアポイント、OIL、卓越研究者等の制度構築を進めており、人材獲得、
シナジー創生という観点で、大きくプラスに働いていると認識される（定量的評価が難しく、寄与の度
合いを測ることは難しいが。）
。
・冠ラボによる民間資金獲得が着実に増加しており、産総研と民間の Win-Win の関係構築が進んでいると
理解できる。
・メディアへの露出は、数字に顕著に表れているように確実に増加しており、何かあれば産総研、
という流れもできつつあるのではないかと思われる。NHK のニュース等でも産総研の研究者がコメント
する場面も目にしており、良い意味で知名度が上がり、アカウンタビリティの向上が図られていると感
じられる。
・総じて、着実な業務運営がなされている。
・理事長裁量予算枠の存在は理事長のリーダーシップを際立たせるうえでも効果的。
・冠研究室を設ける施策は効果的。年々数が増えているのは、実効があった証拠でもある（民間

での評判が良い証拠）
。
・研究予算を民間資金獲得額に応じた実績配分とすることで、組織・個人のモチベーション向上につなが
り、民間資金獲得額が大幅に増大したことは大いに評価できる。
・論文数が第 4 期に入り向上傾向にあることは、国の最高研究機関としては当たり前と言えるが、組織を
挙げた努力が実を結んだと言え評価できる。組織全体として、モチベーション向上に努力した結果と言
える。
・理事長裁量予算の導入は、直面する課題解決や産総研の運営を迅速に行うことを可能にすると共に、論
文数の増加すなわち研究者の基本的な能力向上に大いに貢献していると考えられる。大いに評価でき
る。
・［予算］高い目標設定である民間資金獲得額を、期間全体を通じて着実に増やしている点。
・［予算］理事長予算を活用し、特色ある研究を実施している点。
・［予算］OIL を設置し、大学、民間企業等との連携・協力をする推進している点。
・［組織］期間全体を通じて、組織体制の見直し、整備を行ない、
「橋渡し」機能の強化、研究活動・業務
の効率化に繋げている点。
・［広報］期間全体を通じて、産総研の研究内容、研究成果が様々なメディアを通じて情報発信される機
会が増え、知名度向上を図った点。
・OIL では 8 か所の大学に設置できた背景は、産総研の事務サポート体制があったからこその結果と考え
ている。若い人たちの知見と、基礎・基盤研究を積み重ねてきた産総研の知見から革新技術が生まれて
くることに期待する。年度評価になるが OIL 合同シンポジウム開催は 8 か所に広がった結果、深みが増
したことだろう。引き続き進めていただきたい。
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（改善すべき点及び助言）
・民間資金獲得について、領域ごとの達成率は、そもそもの目標設定の水準に依存する部分が少なからず
あると思われる。その意味で、個々の領域の目標設定が納得感を持った形で行われているのかが重要。
・民間資金獲得について、要求水準が極めて高いことは理解しつつ、目標達成に向けて様々な努力が行わ
れているはずであり、これがもっとアピールされて良い印象がある。
・最終年度に向けて、民間資金獲得額達成のために過度に無理をしては、長期的に見て本末転倒になる恐
れもある。そもそもの組織全体の民間資金獲得の目標がきわめてハイレベルのものであり、国研に求め
られるベーシックな部分が手薄になることは避けられるべき。限られたリソースであり、目的基礎的な
要素を追求するという組織目標の実現のためメリハリは効かせるべきであり、バランスをどのように取
っていくかが課題と思われる。
・理事長裁量の戦略予算の定義を今一度整理しては、という印象がある。
（領域横断と同値ではないように
思う。
）
・補正予算によって進められた施設の整備については、タイムリーかつ必要な施設であると思われるが、
維持費について将来的なシミュレーションを継続的に行い、効率的かつ他の研究等に皺寄せが起こらな
いような運用に留意されたい。
・冠ラボの性格上必然なのかもしれないが、大企業との関係に閉じているような印象がある。
・経営戦略会議は、日程調整から準備など相当なエネルギーが事務的に投入されていると想像できる。提
言を活かすようにされていることは評価できる一方で、コストパフォーマンスの向上に留意されたい。
（良い提言はたくさんもらえると思われるが、逆に何か言われると対応をせざるを得なかったりするの
ではないか、などと想像してしまう。）
・中期計画の目標設定に当たっては、思想や背景があったはず。時間が経過し、人が入れ替わることによ
り、作成当時の思いが薄れていないことを期待。
・企画本部組織図概要から、「企画機能」がどこにあるのか不明。総合企画室には、「調整」や「総括」と
いう用語があるものの肝心な「企画」という用語が見られないことに違和感がある。今後は「企画」を
明確に組織機能に定義したらどうか。
・一方で、民間資金獲得額の分野のバランスが偏っている背景について更なる解析・検討が必要と思われ
る。冠ラボについても業種が川下に強いメーカーに偏っているため、川上メーカーへの影響も今後は検
討する必要があると思われる。
・理事長予算枠についての「特徴」や「機動力」をもっと持たせた方がよいと思われる。
・卓越研究者の成果について具体化すべき。
・第 4 期全体の総括の仕方について更なる工夫を期待したい。様々な施策のうち、手ごたえがあり、ます
ます今後重点的に進めるべきと思われるものとそうでないものの区別がついてきているはずである。施
策は始めるのは簡単だが終了させるのは難しく、むしろ後者が重要。
・第 5 期に向けて、今回資金獲得できた民間との連携の次のステージの在り方についても総括の際に明確
にしておいた方が良いと思われる（産総研にとっては、資金獲得が目標だが、民間にとっては資金提供
がスタート）
。
・組織全体を通して、事務方の学びを総括してほしい（開発部隊とは異なり事務方の成果は見えにくいた
め）。例えば、今回の第 4 期の一連の結果を通してどのような組織カルチャーが AIST の発展・現場の活
性化に重要だということが分かったか、を解析するなど。（逆に、○○は全く効果なかった、などが分
かることも明確にした方が有用）
。
・組織として「橋渡し」機能および「橋渡し」に対する重要性の意識が向上し、民間資金獲得額や冠ラボ
の件数・獲得資金が飛躍的に伸びたことは大いに評価できる。その結果として「橋渡し」が民間企業の
業績向上や産業界の発展にどの程度寄与したかを見極める事は、次期中長期計画での「橋渡し」のあり
方を検討する上でも重要と考える。
・［予算］年度毎の全体の民間資金獲得目標を達成できていない。高い目標設定であり、目標達成に向け
た取り組みがなされていることは理解できる。目標達成の為に、研究領域別に目標額があるので、目標
達成が困難な領域に対して、達成に向けた PDCA を行ない、引き続き尽力して頂きたい。
・［広報］産総研 LINK の最終頁で、職員募集や取り組み（技術相談、技術コンサル等）を PR しても良い
かと思います。また、発行部数、定期購読者数をもっと増やし、発行紙としての価値を高めて頂きたい。
・卓越研究者の招へいで研究開発を遂行する体制整備とあるが、工程表を示していただきたい。橋渡しな
どの社会的な効果はすぐには見えてこないが、この制度の利活用を示すことで橋渡しや民間資金獲得に
向けての効果が見えてくると考える。
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【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・交付金に占める実績配分割合は着実に増加しており、前年度 4%増加ということで、インセンティブ付与
の観点からは評価できる。民間資金獲得額が、全領域で前年度比増ということで、組織全体に民間との
橋渡し機能強化という組織の方向性が共有された結果だと理解。（他方で、ベースになる部分が抑制さ
れることになるが、国研として必要な部分まで浸食されないように留意が必要。
）
・論文数が、職員数の伸びを上回るペースで伸びており、研究者の努力と理事長予算の動機付けが上手く
働き合っていると評価される。
・総じて着実な業務運営がなされている。
・前年度に比べて、全ての領域で民間資金獲得額が向上している。実績評価配分を増加(4%)させたことが
その要因の一つと考えられる。
・地方では、AI や IOT の導入に関して人材が不足しており、公設試の関与や自治体の積極的な取り組みが
必要となっている。公設試向けに「AI 道場」を開催したことは地方の人材育成にとって非常に意義の
あることであり、地域の活性化に大いに役立つ取り組みである。
・［予算］高い目標設定である民間資金獲得額を着実に増やしている点。
・［組織］「冠ラボ」の設置を進め、産業界との連携・協力が推進されている点。
・［広報］キログラム定義改定において、様々なメディアに対処し、法人の知名度向上に寄与した点。
・実績評価配分が、民間資金獲得に向けて効果が出ていることは評価できる。
「橋渡し」研究強化につなが
っているかの判断は見えてこない。国研だからこそ基礎・基盤研究がじっくりでき、民間企業が求める
ものに応えていき、橋渡しの効果が表れてくるものだろう。実績の積み重ねに期待する。
（改善すべき点及び助言）
・着実に実績が上がっていることは、司令塔の機能が上手くワークしている結果によるところ大だと思わ
れるが、目標に対する達成度を見る上で、アウトプット、アウトカムを意識した目標設定がなされるよ
う、所内で議論が深められることを期待したい（数値目標である必要はないが、実績として数値を誇示
するのであれば、定量化が意識されて良い。
）。
・理事長予算は産総研にとって、機動力を持ち、かつ分野横断的なものに使える強力な武器になり得ると
思われる。件数がかなり多く、若干規模が小粒の印象があり、呼び水的要素であることは理解しつつ、
トップ主導で思い切ったリソース投入にも充てられれば、という印象を持った。
・IC の影が薄くなったような印象があるが、地道な活動は進められていると理解している。もう少しプレ
イアップされても良いと思われる。
・広報への取組みは着実に伸びてきており、新聞やテレビなどでも多く取り上げられているということで、
攻める広報が意欲、実績とも実現できていると思われ、引き続き継続されることを期待したい。
・情報セキュリティ管理体制についての問題は、大きい。一方でセキュリティ強化を図るために、スピー
ド感が失われる、あるいは業務効率化が犠牲になる、ということがないように、更なる工夫を求めたい。
・H29 年度までの成果と第 4 期全体の成果目標のギャップをどのようにとらえ、それを H30 年度で埋めよ
うとしたのか、がより明確になると良い。
・民間資金獲得額が、前年度の同時期よりも全ての領域で増加しているが、目標には到達していない。12
月時点で目標の約 70%であり、要因分析を十分に行うことによって来年度での目標達成に期待する。138
億円はかなり厳しい目標であるが、目標は目標であり、画期的な対策を期待する。かなり挑戦的な取り
組みを行う必要があると思われる。
・［予算］年度毎の全体の民間資金獲得目標を達成できていない。高い目標設定であり、目標達成に向け
取り組みがなされていることは理解できるが、引き続き尽力して頂きたい。
・経営戦略会議メンバーだが、女性 3 割以上の考えを入れていただきたい。意識の根底にダイバーシティ
の考えを置くことで必然的になると考えている。業種も多様性を考え、自然科学系などの検討をいただ
きたい。
２．イノベーション推進本部
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・無償で実施していた技術相談を技術コンサルという形で制度化し、着実にコンサル件数を伸ばすととも
に、共同研究・受託研究にも数多くつなげるなど、制度設計と組織目標が上手く整合がされている。

- 349 -

・理事長等幹部がフットワーク軽く企業にアプローチし、その結果として数多くの橋渡しの実現（民間資
金獲得、共同研究、冠ラボ等）につながっていることを高く評価したい。
・パテントオフィサーを置くことにより、早いタイミングから知財を意識した研究が進められるというア
プローチは、知財戦略として的を射たものだと思われる。併せて人材育成にも取り組んでおり、評価で
きる。
・国際標準化は、日本として弱い部分であり、ここを国研である産総研がリードし、またバックアップす
るという状況は評価されるべき。日本からの国際標準提案のうち、7 件に 1 件が産総研の提案というこ
とは素晴らしいと言える。引き続き、日本の国際標準化の中核をなす組織としての活躍を期待。
・産総研発ベンチャーへの出資額が、出資目標を大幅に上回っており、これは産総研の技術が目利きから
高く評価されたことを意味している。今後も、良い技術シーズがこうしたベンチャーの形で提供されて
いき、民間からの資金を呼び込めるサイクルが構築されることを期待。
・国研である以上、大企業のみならず地方の中小企業の持つ有用技術も効果的に発掘することが求められ
る。その意味で、公設試とも上手く連携しながら産総研 IC を地方にも配置し、パイプ構築に努めてい
ることは評価できる。
・日本が注力しなくてはならない各種のイノベーション施策がほぼ網羅されており、そのうち目標を上回
る成果顕現している施策がいくつかある。
・その成果顕現は、民間企業も注目しているところ。実際に成果顕現しようがしまいが、該結果は、日本
にとって将来方針の示唆に富むものと思われる。成果解析をおこない、次計画に是非反映させるべき貴
重なイノベーション関連データである。
・技術コンサルティングの件数が、飛躍的に増加（84 件→515 件）していることは大いに評価できる。件
数の増加は組織を挙げての努力、特に地域 IC の関与が大きいと考えられる。さらに、技術コンサルテ
ィングを有料化したことにより、産総研職員のモチベーションの向上にも繋がっていると考えられる。
地域 IC を含む IC の積極活用は、「橋渡し」の実績を上げる上で非常に重要な要素であったと大いに評
価できる。
・第 4 期で特に目立った産総研トップや幹部の積極的な関与や主導によるマーケティング戦略により、大
型組織連携が大幅に増加していることは大いに評価できる。
・［マーケティング力の強化と大型連携の構築］技術コンサルティング制度では、企業との連携が年々拡
大しており、年度目標を大幅に上回る民間資金を獲得している。また、企業の満足度も高く、期間全体
を通じて「橋渡し」機能を大きく強化した点。
・［マーケティング力の強化と大型連携の構築］冠ラボの設置や IC の活躍により、期間全体を通じて企業
と大型の共同研究、組織連携が大幅に増加した点。
・［戦略的な知財マネジメント］業務、組織の見直しを図り、期間全体を通じて戦略的な知財マネジメン
トを行った点。
・［研究成果の出口戦略］産総研技術移転ベンチャー企業への出資額が目標を大きく上回り、事業の安定
化を図ることができた点。
・［地域イノベーションの推進］IC 制度の導入により、公設試等との人的交流、ネットワーク強化が図ら
れ、地域中核企業との連携研究が進み、期間全体を通じて「橋渡し」機能の強化が図られた点。
・［産学官連携拠点の形成］期間全体を通じて、多様な国内外機関との連携・協力、TIA 活動の拡大・推進
が図られ、産学官連携拠点として発展した点。
・技術コンサルの有償化が評価できる。有償化はお互いの本気度アップにつながり、より深く、共存共栄
で成果を出すことになる。先方様の利益のために動いていることは行政ではできにくく、企業同士でも
できない。国研だからこそできる動きなので、進めていただきたい。
（改善すべき点及び助言）
・冠ラボが着実に拡大していることが評価できる一方で、新規獲得のみに走るのではなく、関係構築がで
きた既存の関係もしっかりとメンテナンスされることが極めて重要。調達、労務管理など意識されてい
るようなので、今後もこうした意識を持ち続けて欲しい。また、成果を眼に見える形で提示することも
重要であり、アウトプットも意識して運営に当たることが期待される。
・休眠特許については、国としての財産である一方でコストであり、どこかのタイミングでその在り方に
ついて整理されることが望ましい。
・出口戦略がもっと前面に出されて良いように思う。橋渡しという以上、企業とのマッチングが大きな位
置を占めると思われる。産総研の持っているシーズを如何に世の中に知らしめるか、という意味で幹部
の働きかけその他様々な努力を重ねていることは評価しつつ、全体の戦略が見えてくるとより組織的な
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アプローチが可能ではないかと思われる。
・全体的に案件形成については目に見えた形で成果が出ており評価できる一方で、アウトプットが必ずし
も目に見えた形でなく、実際に世の中でどういう形で役に立っているかが見えてくると、より評価しや
すくなると思う。もちろん、研究開発であるので、短期に多くの成果が表れる性格のものではないこと
は承知。
・国際標準について、産総研として多大な貢献をしており、これに関与する研究員も相当なエネルギーを
傾注していると想像される。こうした取組みに対しても人事評価面で適正に評価される仕組みを検討さ
れることを期待。
・技術コンサルの有料化に伴う企業への影響も鑑み、今後もバランスよい運営を期待したい。
・グローバルな他拠点（たとえばフランホーファーなど）と比較したときに AIST 実績をどのように評価す
るか、交流を通じて得られた見解についても公開し、今後の活動に繋げていただきたい。
・関係ができた企業の業種や規模を解析し、日本が伸ばしたい分野、と連動して進めていただきたい。
・標準化など知財戦略に特化した冠ラボの創設も考えてはどうか。民間の標準化人材育成の効果。
・ベンチャー支援について、H30 年度の取り組みが単年度で終わらないように根付かせる努力を望む。
・IC の増員により、地域への産総研の影響力が増したことは間違いない。さらなる地方への「橋渡し」を
実施するため、大学と産総研とのクロスアポイント制度の様な取り組みを地方の公設試とも行い、産総
研研究者が地方をさらに認識するような取り組みがあっても良いと思われる。この取り組みは、地方の
公設試にとっても良い刺激となり、両者にとって有益な取り組みとなり得ると思量。
・［地域イノベーションの推進］産総研 IC 制度は、
「橋渡し」機能強化にとても良い制度だと思います。
公設試との人的交流は拡大されておりますが、更なる関係強化が必要だと考えます。また、公設試以外
の機関でも同様の人的交流・関係強化ができればと良い考えます。
・［地域イノベーションの推進］技術相談における中小企業の件数が減少傾向にあるので、技術相談制度
の認知度を高めて頂き、
「橋渡し」機能の拡大を図り、民間資金獲得額に寄与できれば良いと考えます。
・［産学官連携拠点の形成］様々な機関との連携・協力が図られているので、研究分野の連携・協力だけ
に留めるのではなく、連携・協力機関における業務の進め方や企業との共同研究に対する取り組み等の
情報交換を行ない、参考となる活動は産総研に取込んで頂きたい。
・冠ラボや大学との連携の結果、成果を表す数値もそれなりに見えるが、比較が見えてこない。更に地域
や中小企業の顔も見えてこない。国の機関だからこそ、地域を見据えて事業サポートができると思う。
地域をもう少し、取り上げていただきたい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・コンサル件数が着実に伸びているうえ、顧客満足度も極めて高く、その後の連携にもつなげられている。
・IC 主導による共創型コンサルにより多くの大型研究テーマが領域の壁を超えて実現しているということ
で、マーケティング力強化の成果が伺われる。食品業界など、新規分野開拓も進められており、今後も
こうした新たなマッチング先の開拓が期待される。
・テクノブリッジクラブの加盟企業数、連携研究数とも明示的な目標を設定したうえで、それを超えた実
績が上がっている。
・VC 等からの出資額に顕著な成果が見られた。
・コンサル実施前の地道な活動（地域センターの個別説明会、専任担当者の設置など）が、コンサルの年
度目標を大幅に上回る事に繋がっている事は大いに評価できる。
・「テクノブリッジフェア」「共創型コンサル」「民間経験を有する IC の採用」等の全方位での努力も大型
連携の増加に繋がっていると考えられる。
・マッチングイベントや産総研ベンチャーの知名度向上等の努力により、ベンチャーキャピタルからの出
資目標額の 3 倍近い出資が得られたことは大いに評価できる。
・［マーケティング力の強化と大型連携の構築］技術コンサル制度では、年度目標を大幅に上回る実績を
上げており、件数、1 件当たり価格も増やしている。また、企業の満足度も高まっており、
「橋渡し」機
能を十分果たすことができた。
・［マーケティング力の強化と大型連携の構築］
「冠ラボ」の設置件数も目標を達成し、新規の設立に向け
た取り組みも進めており、共創型コンサルでは新たな業界との連携に進展した点。
・［研究成果の出口戦略］産総研技術移転ベンチャー企業への出資額が目標を大きく上回り、事業の安定
化を図ることができた点。
・［地域イノベーションの推進］地域中核企業との連携研究は目標を上回る件数が達成され、
「橋渡し」機
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能が強化された点。
・カゴメと連携した点が評価できる。
「おいしい」という言葉のエビデンス研究は他への波及度が大きいよ
うに思う。農林水産業との連携はこれから進出していただきたい。地域産業の活性化につながると考え
ている。エビデンスが安全・安心につながり、消費者への貢献だけでなく地域経済への貢献になる。進
めていただきたい。
（改善すべき点及び助言）
・マーケティング先の開拓が進められており、今後サービス分野へのアプローチが課題ということで、分
野として今後一層の拡大が予想されるため、うまくフォーメーションを組んで実現できるように進めて
欲しい。
・顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。
・大型連携が増加することにより、効率的に民間資金獲得額が増加する事になった。単純に民間資金獲得
額を増加させることではなく、本当に企業にとってあるいは産業振興にとって必要な連携が為されてい
るかが重要と考える。例えば、中小企業へのアプローチが疎かになっていないか、形式的なものになっ
ていないか、大型となったために手続きなどが煩雑になっていないか等マイナス面も考慮する必要があ
ると考える。
・［マーケティング力の強化と大型連携の構築］新たな業界との連携ができたので、成果を出し、同じ業
界の他企業との連携に繋げることができれば良いと考えます。また、連携のない業界との連携の可能性
を分析・検討して頂きたい。
・知的財産権研修 600 名参加、AI 道場研修 30 名参加とあるが参加人数ではなく、研修対象者の何割参加
で未参加者へのフォローアップを実施したかが重要と考えている。研修実施の品質向上につながり、効
果にも反映されてくる。検討いただきたい。
３．TIA 推進センター
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・産官学の融合により、橋渡し、技術シーズ創生、プラットフォーム機能の実現を目指した仕組みとして、
認知度、利用度も向上しており、意義のある試みと理解。
・中小企業への利便性向上に向けて、ワンストップ化を推進する等、顧客の視点での改善が図られている
ことを評価。
・産総研のみを対象とした評価は非常に難しいものがあるが、TIA 取り組みの中で AIST が大いに中核的機
能を果たしたことは認められるが、改善点も多々あると思われる。
・TIA は、民間企業では維持が非常に困難なクリーンルームなどの大型施設を企業への利便性を考慮しイ
ノベーションプラットフォームとしての利用拡大を図っていることで、重要な取り組みと言える。特に
TIA は半導体分野において、今後の世界戦略を考える上でも重要な取り組みと考える。
・TIA の共用施設利用件数、利用料収入が増加しており、期間全体を通じてオープンイノベーション拠点
としての価値を高めることができた点。
・高水準の人材育成プログラムを実施し、次世代の研究者と技術者の育成に寄与している点。
（改善すべき点及び助言）
・産総研を含め、構成 5 者の顔があまり見えてこないが、それぞれどのような役割を果たしているのかを
見せることも必要かと思われる。実際に現場を見て、個々の役割分担的なことを聞くと、わかる部分も
多く、一層効果的にプレイアップしていくかが課題だと思われる。
・客観的な成果が見えにくいので、当然評価もしにくい。このような一種のプラットフォームは、先導す
るキーパーソンが必要で、その意味でも（出口がまだ見えてこない基礎研究レベルにおいても）東大だ
けではなく他の大学を巻き込むことも考えて良いのではないか。
・産総研 TIA 推進センターが取り組んでいる分野は、今後のハイテク産業の浮沈をかけた分野であり、民
間企業の出資割合が 11.2%（平成 29 年度）は少々少ないのではと考える。さらなる民間企業の当該分
野への参入を促すような PR 活動など認知に向けた取り組みが必要ではないか。
・共用施設の利用実績が上がっていることは認識されますが、高額な設備で、技術革新も早いものだと思
います。その設備を効果的・効率的に使用していることを示せる指標や目標値があると、更なる有効利
用につながるのではないかと考えます。
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・実施したことの結果はわかるが産総研の役割や、向かう先、到達点が見えてこない。全体像と見込みで
上げている実績のつながりがわかりにくい。明確するようにしていただきたい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・多様なニーズ対応のための IC を配置するなどにより、利用件数、利用料収入とも増加しており、努力し
ている結果が見られる。
・出口が見えてきた成果をもとに、多くの企業の乗り入れで、試作ラインを構築する活動につながったこ
とも成果の一つである。
・SiC の量産試作ラインの本格稼働は、官民一体での今後のパワー半導体分野における世界戦略の第一歩
と言えるもので評価に値する。
・TIA の共用施設利用件数、利用料収入が増加しており、オープンイノベーション拠点としての価値を高
めることができた点。
（改善すべき点及び助言）
・「世界的な」ということに過度に囚われる必要はないと思われるが、「評価軸」との関係で言えば、見え
てこない印象がある。（年度計画の中には見当たらないが？）
・基礎研究を深化させるうえでも更に多くのアカデミアの参画も検討していただきたい。
・TIA は近隣の 5 研究機関の連携による革新的な取り組みと考えられ、それぞれの研究機関の特徴を生か
すことによって、相乗効果を生み出すことが期待されていると思う。しかし連携による効果が見受けら
れない。単独では為し得ない、連携することによって初めて生まれてくる効果・成果は何なのかが見え
ない。
・新たに大型最先端半導体装置の公開が行われているので、その PR 活動と利用者増加の取り組みを行な
い、新規に TIA を利用する機関・企業との連携を図って頂きたい。
・実施したことの結果はわかるが産総研の役割や、向かう先、到達点が見えてこない。わかりやすい説明
をしていただきたい。
４．環境安全本部・情報セキュリティ部
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・予算に満たない交付額の中で、様々な環境整備、省エネ等を進めており、成果という意味では実績が上
がっていると理解。
・毎年度、既存システムの改修や新たな業務システムを導入するなど改善に努めている姿勢は評価できる。
・特段の工夫、改善等が期待される。情報セキュリティを含め、
「安全」は全てに優先される。国のモノづ
くり分野を先導し、民間企業とも組んで連携を進める機関である産総研で、安全問題が生じるというの
は言語道断である。見込みについては、実績で評価するしかないが、実績は最低でも 1 年間は様子を見
る必要があると思われる。
・環境安全本部に情報セキュリティ機能を置き続けた明確な根拠に乏しく、種々の他本部の施策を打つに
あたり、セキュリティ面の抜本的問題に気付かなかった体制に不安を感じる。
・エネルギー使用量の 24％の削減やエネルギー損失の 30％削減は、地味なようであるが、省エネなどの静
脈インフラの対策は歳入を増加させる以上に交付金を適切に使用する上で重要な取り組みである。
・［施設整備・老朽化対策］限られた予算において計画的な改修工事の実施、施設の閉鎖・解体が行われ、
期間全体を通じて安全管理体制の強化、経費削減、研究活動の効率化に尽力した点。
・［施設整備・老朽化対策］スペースの有効活用、研究者の要望に応じた新規整備の導入が図られた点。
・［業務システムの構築］期間全体を通じて、個別業務システムの構築・改修を行い、事務手続の簡略化、
迅速化に貢献した点。
・施設整備・老朽化対策は職員の安全対策を優先させながら計画、実施していることを確認した。予算化
しても交付額内でしか実施できないが工夫して実施している。引き続き進めていただきたい。
（改善すべき点及び助言）
・補正予算により研究施設を整備しているが、その後の維持・管理等にかかる費用を十分事前に考えてお
くことが必要だと考える。
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・事業の性格上、評価しにくい部分があるが、補修の必要な箇所等先取りしながら手当することが必要で
あり、地味ではあるが重要な業務だと理解。
・不正アクセスに起因して、セキュリティに特化した組織を設け、再発防止に努めている。悪意ある攻撃
もあり、常に最新の知識を身に着けるなど、常に研鑽を怠らないように努められたい。
・もともと環境安全本部内に設置していた理由があるはず、その点も引き続き、他の部に本業務が移行し
ても遅滞なく運用していけるように留意してほしい。
・予防保全の面でも予算が定期的にとれるように次期計画では陳情すべきであり、国も「安全」が最優先
であることを認識し、予算枠を根拠なく減らすことがあってはならない。
・情報セキュリティーに対する対策は、どれだけ強固な対策を講じてもそれを破るものが出てくる。関係
部署のセキュリティー向上に関する日々の努力と研究者個々のセキュリティー確保の重要性に関する
認識を新たにするような取り組みを期待する。
・［施設整備・老朽化対策］安心、安全で良好な環境整備は、基本的な事項であり、組織の根幹をなすも
のである。研究機関として多くのリスクに直面している中、予算は限られているので、リスク分析・管
理の徹底をして頂き、効率的な環境整備に継続して取組んで頂きたい。
・解体撤去は減損していると思うが、閉鎖についてはどのように処理しているのだろうか。一時閉鎖と完
全閉鎖（いずれ解体撤去）と分けて管理しているのだろうか。将来を見越すことは難しいが、検討いた
だきたい。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・情報セキュリティに関連して、先ずはつくばセンターで先行して内部通信の監視を始めるなど、できる
ところから着実に進めている姿勢は評価できる
・セキュリティ問題解決に向けて、前向きな体制変更を行った点。
・平成 29 年度に発生した不正アクセスで情報漏洩に関する甚大な被害が出た事実は情報セキュリティー
に関する甘さを指摘されても当然である。しかし、速やかに再発防止に対する抜本的な対策を行ったこ
とは評価できる。
・［情報セキュリティ対策］組織体制、運用方法の見直しが行われ、情報セキュリティ対策の強化が行わ
れた点。
（改善すべき点及び助言）
・基本的には計画に沿って所要の整備が進められているように見受けられ、今後は、その効果の見える化
を図っていくことが望まれる。
・十分な予算が確保できていない中での業務遂行であり、苦労があることは察せられるが、安全面、環境
面など放置できない部分もあり、優先度を常に意識して、抜けのないようにされたい。
・組織体制を見直し再構築することは組織の問題解決の必要条件の一つであろう。それが十分であるかど
うか、組織改訂により新たに生まれたリスクはないかなどの視点で厳しく継続的に自己チェックをして
いただきたい。
・［情報セキュリティ対策］不正アクセスによる情報漏洩が発生したことは残念である。新しく組織も再
編し、セキュリティ対策も強化されたが、サイバー攻撃と防御はいたちごっこであるので、継続的なセ
キュリティ強化に尽力して頂きたい。
・新たな施設整備や、改修工事などで国産材料の利用の検討はされているのだろうか。研究施設に利用が
厳しい材料もあると考えるが、メンタル面に与える影響は良い。検討いただきたい。
５．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
（評価できる点）
・女子学生の応募者数や女性が働きやすい環境整備への取組みは評価されて良い。
・女性研究職比率、女性管理職比率は目標達成が見込まれ、組織として以前の状況からの著しい改善が見
られる。
・業績手当のウエイトが大きくなっており、優秀な研究者が能力に応じた処遇を受ける体制が構築されつ
つある。
・簡素化できる手続き等は積極的に見直しをしている姿勢が伺え、研究者が研究に専念できるようにと意
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識している。
・残業削減・休暇取得促進などに組織として取り組んでおり、実績も上がっており評価できる。
・コンプライアンス等で他機関の中核となって引っ張っていこうという意識が見られ、積極的な姿勢が高
く評価できる。
・現状の成果レベルは、まだまだグローバルな先進国レベルには届かないとしても確実な進展がみられる
点を評価した。
・いろいろな施策を、担当者が前向きに果敢に取り組んでいることがこの手の施策では絶対的に重要。そ
の点、本件の担当者はキーパーソンとして非常に適任であったと思われる。
・随意契約の規定化による調達行為の大幅な時間短縮（約 10 日にまで）は、研究者の単純な時間確保のみ
ならず研究活動の連続性を確保し研究の質を向上させる上からも非常に重要な取り組みである。
・限られた人数の産総研研究者のみでは、広範囲な産業分野の橋渡しに対応する事は困難で、外部人材を
どれだけ取り込めるかが重要と考えられる。外部人材を幅広く活用する取り組み（クロスアポイントメ
ント、リサーチアシスタント、特定集中研究専門員）の参加者が順調に増加しており、今後の橋渡し機
能の強化が大いに期待される。
・［研究人材の拡充］外部人材を活用する様々な制度を制定し、研究人材の拡充が期間全体を通じてなさ
れ、橋渡し機能を強化する研究開発体制の構築に寄与した点。
・［ダイバーシティ推進］女性活躍推進に関し、「女性活躍パワーアップ大賞奨励賞」を受賞し、「えるぼ
し」を取得するなど、活躍するための環境整備において実績を残した点。
・［財務内容改善］新たな調達方法の採用、新たなシステムの構築、業務改善プロジェクトの実施等によ
り、業務の改善・効率化、管理体制の強化を行ない、期間全体を通じて財務内容の改善がなされた点。
・［コンプライアンスの推進］委員会や普及啓発活動等の取り組みを行ない、法人のコンプライアンス向
上に尽力すると共に、国立研究開発法人全体のコンプライアンス推進に貢献している点。
・法務室を部に昇格し、部長を民間企業から招いた点が評価できる。外部の視点でガバナンス強化ができ、
業務のスピードアップに貢献できる点でも評価できる。
（改善すべき点及び助言）
・組織毎に評価する場合、イノベーション人材育成のような取り組みについては、総務本部も含め複数の
本部が関与しているように見受けられ、個々が当事者の意識になることはあって良いが、間に落ちるよ
うなことにならないように留意されたい。
・賞与のインセンティブ部分が一気に大きくなっているが、これは、正当な評価がなされることが前提と
なる。拡大のスピードが速いことがやや気になるが、産総研内で納得感を持って制度が受け入れられる
ことが重要。併せて、個々人の評価システムについて、研究者が十分納得することが重要。その点につ
いて、改めて留意されたい。
・研究者は一定程度の事務的な知識は不可欠であるものの、研究することに集中できることが望ましく、
今後とも、簡素化できる部分は他の機関の例を待つまでもなく改善していくことを継続して欲しい。
・研究倫理、コンプライアンス等、国の機関として遵守すべきは当然であり、何かあれば組織全体の信頼
感が一気に失墜してしまうことから、今以上に研修等により個々の職員の意識向上を不断に行うことが
極めて重要。
・種々多様な施策に取り組んでおり、素晴らしいと思われるが、一方でもう少し大胆な施策があってもよ
いという印象。例えば、女性活躍促進についても女性の得意な分野やカルチャーを研究し、呼び込む施
策も必要。あるいは、女性雇用だけではなく、女性が多いバイオ分野やメーカーと男性が多い産総研の
エレクトロニクス分野との出会いの場を設けるなど、敢えて、男女の違い（差別ではなく現時点での
区別）を利用した融合促進策なども面白い試みかもしれない。いずれにせよ、どこかで聞いたような施
策ではなく、産総研初（発）の施策を増やしていくことも考えてほしい。
・早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の取り組みは柔軟な職場環境の構築を実現しており、生産性の向上に
繋がっていると考えられる。これらの取り組みは事務部門職員にとっては、比較的享受しやすいと考え
られるが、研究の連続性や時間にとらわれない発想を重視する研究者もいることは否めないので、バラ
ンスのとれたガバナンス強化を望む。
・［研究人材の拡充］研究人材の拡充が行われ、期間全体を通じて増加がなされたことは良い点だと思い
ます。この研究人材の拡充が、民間資金獲得や研究成果の最大化等の目標達成のため、どの程度必要な
のかを検討し、計画的に行うことが重要だと考えます。
・［コンプライアンスの推進］コンプライアンスに対し、組織全体として高い意識と取り組みがあると感
じられる。この高い意識と取り組みを引き続き実践し、国研機関としての模範となって頂きたい。
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・橋渡し機能は最優先なので研究者へのインセンティブ拡大は見えやすく、成果で評価もわかりやすい。
それらを支えている事務方の評価は見えにくく、橋渡しへの効果も同様である。事務方の支援は研究成
果を出すための縁の下の力であることを、研究者自身が理解し感謝し、評価につながっているのだろう
か。その点が見えてくると良いと思う。
【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
（評価できる点）
・社会的要請や所内の規定等の改善などに着実に取り組んでいる。
・着実に人材育成に取り組んでおり、我が国における若手等のレベルの底上げに貢献している。
・外部機関との連携において、産総研が事務局や会長職を引き受けるなど、積極的に前面に出てリードす
る姿勢は評価されて良い。
・あらゆる可能性を考え、着実にレベルアップを図っていこうという姿勢自体をまず評価する。健康的な
組織は新陳代謝を止めないことが重要。その意味で、該組織の積極的な取り組みは非常に有効。
・研究活動阻害要因である研究装置購入時の仕様書作成での研究者への支援で、作業時間を 180 時間（約
一人一ヶ月分）減じたことは大いに評価できる。この活動は、作業時間の単純な削減のみならず、研究
者の不得意な業務から開放されるストレス削減にも効果的である。
・［研究人材の拡充］前期と比較し、研究人材の拡充が行われ、橋渡し機能を強化する研究開発体制の構
築に寄与した点。
・［財務内容改善］不用資産削減キャンペーンを実施し、棚卸対象資産の件数削減に取り組み、資産のス
リム化を行なっている点。
・［コンプライアンスの推進］様々な取り組みを行ない、法人のコンプライアンス向上に尽力しているだ
けでなく、国立研究開発法人全体のコンプライアンス推進に貢献している点。
・女子学生を対象としたイベントは評価できる。他法人への広報も含めて、引き続き進めていただきたい。
・公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実現させたことが評価できる。国の機関だから、入札あり
きの視点は遅れている。時間もコストである。随意契約だけでなく業務自動化ツールなどの業務改善も
評価できる。生産性アップ、働き方改革に通じている。引き続き進めていただきたい。
（改善すべき点及び助言）
・賞与における業績反映部分の割合が前年度 19%から 23%と拡大されており、インセンティブ付与に大き
く貢献していると評価される一方で、何らかの理由で減額される研究者も存在すると思われるところ、
その理由等について、本人としっかり情報共有されることが望まれる。
・着実な進展を見せておられるので、今後は、産総研初（発）の施策を増やしていくことも考えてはどう
か。
・「法務部」の設置は、業務範囲の拡大や業務の高度化・複雑化する事に対するガバナンスの強化として
は必要であると考えられるが、組織が肥大化する恐れをはらんでいる。法務部の問題のみならず、組織
全体として業務範囲が拡大傾向で、今後さらなる管理部門の肥大化が懸念される。アウトソーシングな
ど肥大化に対する検討も必要があると考えられる。
・［財務内容改善］様々な業務改善が実施され、職員にとってより働きやすい環境が整備されることは、
職員の長期雇用となり、組織の安定化に繋がるので良い事だと考えます。標準化・効率化できる業務を
洗い出し、今後も業務改善に積極的に取組んで頂きたい。
・先進的な事例があるので、公表できることは積極的に広報していただきたい。国研協などを利用して他
法人を巻き込み、効率化に向けてリーダーの役割に期待する。
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４．評点一覧
【第４期全体（見込を含む）に対して：見込評価】
評価委員（P, Q, R, S, T）による評価
評価項目
１．企画本部
２．イノベーション推進本部
３．TIA推進センター
４．環境安全本部・情報セキュリティ部
５．総務本部・コンプラインス推進本部・監査室

P
A
A
A/B
B
A/B

Q
B
A
B/C
C/D
A/B

R
A
S
B
B
S/A

S
A
A
A/B
A/B
A

T
A
A
B
B
A

【とくに平成３０年度に対して：平成３０年度評価】
評価委員（P, Q, R, S, T）による評価
評価項目
１．企画本部
２．イノベーション推進本部
３．TIA推進センター
４．環境安全本部・情報セキュリティ部
５．総務本部・コンプラインス推進本部・監査室

P
A/B
A
A/B
A/B
S/A

Q
B/C
A
B/C
C
A/B

R
S/A
S/A
A/B
A/B
A

S
A/B
A/B
B
A/B
A/B

T
A
A
B
B
A

- 357 -

平成３０年度
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令和元年６月１４日
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 評価部
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