
 
 
 
 

2020 年 NIMS ポリシーペーパー 
－ 世界最高の物質・材料研究の理念・技術・応用開発拠点に向けて － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 年 3 月 23 日 
独立行政法人物質・材料研究機構 

NIMS2020 年検討委員会 
 
 



目   次 
 
 
Preface       －－－－－－－－－－－   3 
１．Towards Global NIMS in 2020   －－－－－－－－－－－   4 
２．匠 vs. ハイテクものづくり    －－－－－－－－－－－   6 

将来展望Ⅰ： NIMS の推進すべき研究 
 2．1 物質・材料研究の位置付け   －－－－－－－－－－－   6 
 2．2 2020 年における物質・材料研究の将来描像 －－－－－－－－－－－   7 
  2．2．1 科学技術全体の描像   －－－－－－－－－－－   7 
  2．2．2 物質・材料研究の描像（世界と日本） －－－－－－－－－－－   8 
  2．2．3 NIMS の物質・材料研究の描像  －－－－－－－－－－－   9 
 2．3 2020 年までに NIMS が重点的に取り組むべき研究分野 －－－－－－－   11 
  2．3．1 ナノテクノロジーを活用した物質・材料研究  －－－－－－－   11 

(1) ナノテクノロジー基盤技術   －－－－－－－－－－－   11 
(2) ナノバイオテクノロジー   －－－－－－－－－－－   13  
(3) ナノ IT 材料     －－－－－－－－－－－   13 
(4) ナノ構造制御材料    －－－－－－－－－－－   15 
(5) 計算科学による材料研究   －－－－－－－－－－－   17 

  2．3．2 社会的ニーズに対応した材料研究  －－－－－－－－－－－   18 
   (1) 環境材料     －－－－－－－－－－－   18 
   (2) エネルギー材料    －－－－－－－－－－－   19 
   (3) 信頼性材料研究    －－－－－－－－－－－   20 
  2．3．3 萌芽研究からの基幹研究課題（ポストナノテクノロジー）の創出－－   20 
 2．4 NIMS の取り組むべき研究分野において主導的地位（No.1）を 

築くための方策     －－－－－－－－－－－   21 
  2．4．1 ナノテクノロジー活用物質・材料研究 －－－－－－－－－－－   21 
  2．4．2 社会的ニーズに対応した材料研究  －－－－－－－－－－－   21 
  2．4．3 ポストナノテクノロジー・イニシアティブ －－－－－－－－－－－   22 
  2．4．4 機関連携への戦略的取り組み       －－－－－－－－－－－   24 
  2．4．5 国際連携とグローバル化戦略   －－－－－－－－－－－   28 
 
３．物質・材料研究のインフラストラクチャー  －－－－－－－－－－－   30 

将来展望Ⅱ： NIMS の担うべき中核的機能 
 3．1 施設及び設備の共用    －－－－－－－－－－－   30 
 3．2 人材育成、外部への教育貢献   －－－－－－－－－－－   31 
 3．3 知的基盤の充実整備と国際標準化  －－－－－－－－－－－   32 
 3．4 国際ネットワークと国際研究拠点の構築  －－－－－－－－－－－   33 
 3．5 産学独連携の推進    －－－－－－－－－－－   35 

3．6 情報発信     －－－－－－－－－－－   36 
 3．7 地域社会とのつながり    －－－－－－－－－－－   36 
 

- 1 - 



４．活力ある NIMS をつくる    －－－－－－－－－－－   39 
将来展望Ⅲ： NIMS の組織・運営形態 

 4．1 運営資金のあるべき姿    －－－－－－－－－－－   39 
 4．2 組織システムのあるべき姿   －－－－－－－－－－－   43 
  4．2．1 職員の採用・配置・キャリヤパス  －－－－－－－－－－－   43 
  4．2．2 個人の力を強化する組織、評価、処遇、メンタルケア －－－    45 
  4．2．3 運営システムの国際化   －－－－－－－－－－－   46 
  4．2．4 男女共同参画システムの実現  －－－－－－－－－－－   47 
 4．3 知財・物財戦略     －－－－－－－－－－－   48 
 4．4 文化的 NIMS へ     －－－－－－－－－－－   49 
 
５．提 言      －－－－－－－－－－－   51 
   
 別添１ 職員からみた 2020 年の NIMS   －－－－－－－－－－－   53 
     （アンケート調査結果） 
 別添２ NIMS2020 年検討委員会名簿   －－－－－－－－－－－   62 
 別添３ 審議日時     －－－－－－－－－－－   63 
 

- 2 - 



Preface 
 
  物質・材料研究機構（以下、「NIMS」という。）は物質・材料科学技術に関する基礎研

究及び基盤的研究開発を基幹事業とする独立行政法人として、金属材料技術研究所と無機

材質研究所を合併して 2001 年 4 月 1 日に設置された。NIMS は 2001 年度から 2005 年度

までの第１期中期目標・中期計画期間を終了し、物質・材料全般に係わる総合研究所とし

ての基盤を確立した。NIMS は世界 高峰のマテリアル研究所として、優れた研究能力を

有する個々の自立した研究者を協調的に組織化することにより、長期的な視野に立って、

物質・材料研究に関わる基礎研究及び基盤的研究開発を安定に行うことを目指している。

新しい物質を創製しつつ、オリジナルな物質から「使われてこそ材料」をモットーとして

優れた実用性を有する材料を創り出すことをあるべき姿とした。 

 
NIMS の目指すべき基本的な考え方 

  さらに、NIMS は第 2 期中期目標・中期計画期間（2006 年度～2010 年度）において、

今後 5 年間における重点研究開発領域として「ナノテクノロジーを活用する新物質・新材

料の創成のための研究の推進」並びに「社会的ニーズに応える材料の高度化のための研究

開発の推進」の２領域を設定し、新たな研究推進体制を構築することにより、さらに物質・

材料研究の国際的な中核となる拠点機関として充実発展を目指しつつある。このような過

渡期において、今後 5 年間の短期的な将来計画のみならず、10～15 年先における日本のあ

り方を見据えた中長期的な NIMS の将来展望を世界的な視野のもとに検討することには十

分な意義があると思われる。ところで、現在の NIMS の研究者の年齢分布は概ね 30 歳か

ら 60 歳にわたっており、平均年齢は 45 歳である。今後、NIMS では 15 年毎に半数が入

れ替わることになり、NIMS の将来構想の検討を行うに際して、15 年を区切りとすること

には意義がある。 
このような観点から“2020 年における NIMS のあるべき姿”を検討するため、理事長

の諮問委員会として「NIMS2020 年検討委員会」が 2005 年 11 月に設置された。NIMS2020
年検討委員会は、NIMS に所属する中堅・若手研究者（2020 年度において 60 歳以下）、

NIMS と連携の深い国立大学法人（筑波大学）及び研究開発型独立行政法人（産業技術総

合研究所）からの外部有識者、NIMS 運営フロントを委員とし、研究担当理事を委員長と

して構成された。2020 年 NIMS ポリシーペーパーは、全 8 回の委員会における稠密な議

論並びに NIMS 全職員（役員、研究職、エンジニア職、事務職及び非常勤研究員）へのア

ンケート結果（“職員からみた 2020 年の NIMS”）に対する総合的な検討に基づいて、世

界 高峰の物質・材料研究の理念・技術・応用開発拠点を目指す NIMS の 2020 年におけ

るあるべき姿をテーマとしてまとめたものである。 
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１．Towards Global NIMS in 2020 

  20 世紀後半から社会的・経済的な面においてグローバル化が著しく進展したことに伴い、

21 世紀においては社会的・経済的な重要課題は、地球規模の視点から解決策を講じる必要

が生じてきた。例えば、地球温暖化の抑制やCO2放出量の削減は、21 世紀におけるグロー

バルな 重要課題の一つと考えられる。我が国は石炭や石油などのエネルギー資源に乏し

い国であることから、世界に先駆けて 1970 年代から省エネルギーや自然エネルギー開発に

対して戦略的な課題として取り組んできた。このような取り組みにより、世界 高水準の

省エネルギー技術や新エネルギー創成技術を開発し、先進諸国の中では比較的低い一人当

たりCO2放出量を実現している。さらに、地球環境の保全、少子化、高齢化社会、エネル

ギー資源の枯渇、世界的な大競争などの 21 世紀においてグローバルな課題として取り組む

べき諸問題の多くに関しては、世界的な問題の進展よりもはるかに早く、日本において顕

在化してきた（図 1-1 参照）。 

このような観点から、世界のどこにも解決策が示されていないグローバルな重要課題に

対して、科学技術創造立国を標榜する日本は、世界に先駆けて独自に解決策を見出してい

かねばならない立場にある。このように、“グローバルな重要課題先進国”である日本こそ

が、世界に先駆けて課題解決を可能にするキーテクノロジーの開発を先導するトップラン

ナーの役目を期待されている。地球規模の問題解決に資する重要技術を開発し、国際社会

に広く普及することにより、サステイナブルな地球社会構築のデファクトスタンダードの

確保を目指すべきである。 
 

 
 

図 1-1 日本と世界における重要課題への取り組み．グローバルな重要課題の資源小国かつ工

業先進国（日本）において顕在化．日本はグローバル重要課題解決のトップランナー． 
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ところで、21 世紀において我が国が直面している多様な諸問題を解決し、かつ持続的な

成長を可能とする社会を構築するためには、独自性の高い優れた科学技術力と産業競争力

を維持向上させるためのイノベーション創出が必要不可欠である。科学技術において基本

的な研究対象は物質であり、様々な産業応用においてイノベーションの源泉となる重要な

要素は、新しい材料である。 

物質・材料に係わる優れた研究開発能力を有することは、日本の「科学技術創造立国」

の国家戦略の重要な根幹をなすものである。NIMS は物質・材料科学技術の基礎研究及び

基盤的研究開発を担うべき、我が国随一の中核的研究機関である。世界的な材料研究ネッ

トワークの中心として、世界 高峰のマテリアル研究所を目指している。NIMS は物質・

材料科学技術における知の飛躍とイノベーションを創出することにより、国際的な連携の

もとにグローバルな課題の解決を目指すことが重要である（図 1-2 参照）。 
このような観点から、NIMS の 2020 年におけるあるべき姿をテーマとしたポリシーペ

ーパーをまとめるに当たって、“世界の中の NIMS”としてグローバルな視点から NIMS
独自の中長期的な戦略構想を策定する必要がある。 

 
 

 
 

図 1-2 物質・材料科学技術ネットワークの国際拠点として、地球規模の重要課題の解決に 
貢献するグローバルな NIMS へ 
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２．匠 vs. ハイテクものづくり 
将来展望Ⅰ： NIMS の推進すべき研究 

 
2．1 物質・材料研究の位置付け 

物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発は、以下のように位置付けら

れる。 
①新物質・新材料の発見、発明、創成に象徴されるように、未来を切り拓く科学技術の

発展と飛躍的な知の創造を先導するものである。 
②情報通信、環境、ライフサイエンスなどの国民の生活・社会に関わる広範な分野の開

拓の礎となる基礎・基盤的科学技術である。 
③あらゆる科学技術のブレークスルーの源泉であり、非連続的なイノベーションを先導

するものである。 
④我が国が得意とする“ものづくり”技術を更に発展させ、科学技術により世界を勝ち

抜く産業競争力強化の基盤となるものである。 
 
物質・材料に関する科学技術は、基礎研究及び基盤的研究開発から 終的な製品への応

用・実用化までに比較的長い時間を要する。そのために研究開発段階における物質・材料

の位置付けを図 2-1 のように示すことが可能である。 
 

 

図 2-1 基礎研究から実用化までの研究開発段階における物質・材料の位置付け 
 

  基礎研究から産業応用に至るまでの研究開発の流れにおける物質と材料の位置付けは、

研究開発の入り口に相当する。第 1 ステージの物質研究では、新規物質の創成と機能探索

に関する基礎研究が重要となる。このような新物質の中から社会的・経済的に有用な機能

を発現するものは第 2 ステージの材料研究に移る。ここでは材料創成のプロセス、材料の

発現する有用な機能や性能の向上などに関する研究が重要である。この段階で既存材料よ

り優れた機能・性能を発揮する材料や効率的な創成プロセスを有する材料は第３の部品（デ
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バイス）の研究ステージに移る。部品（デバイス）の研究は実用化のための研究であり、

社会的・経済的ニーズに十分に対応しながら、産業界との密接な連携のもとに効率的な製

造プロセスやシステムとしてのトータル性能を考慮した研究が重要である。さらに製品段

階に移ると研究開発の段階から生産のステージに入り、担い手は産業界となる。物質・材

料・部品に至る研究開発において、ナノテクノロジーは高度なものづくりの手段として重

要である。さらに物質・材料・部品の安全性や信頼性を確保するための研究開発が必要で

ある。このように、物質・材料に関わる研究は、産業実用化までに研究開発のステージの

なかで明確に位置付けることができる。 
物質・材料の性質に基づいた区分としては、金属／無機材料／有機材料、もしくは金属

／セラミックス／半導体／有機材料（高分子、バイオマテリアル）／ハイブリッド・複合

材料などが考えられる。さらに、物質・材料研究には共通基盤的な技術もしくは研究領域

として、計測、分析、加工、創製、造形、計算科学などが必要である。 
材料とは何らかの有用な機能を有する物質であり、力学的な機能を有するものと非力学

的な機能を有するものに分類することができる。前者は、構造材料であり、後者は機能材

料と定義される。金属やセラミックスは重要な構造材料でもあり、かつ機能材料でもある。

有機・高分子材料も構造材料と機能材料の両面を有している。構造材料に関与する研究組

織、研究者が漸減する中で、今後、構造材料研究をどのように位置付け、かつ必要な人材

育成のスキームを如何に構築するかを検討する必要がある。 
後に、材料は社会的・経済的な用途により分類ができる。このような用途別材料の例

としては、情報通信材料、自動車用材料、航空宇宙材料、環境材料、等が挙げられる。用

途別材料の考え方は、産業界のニーズとの適合が重要である。 
 
2．2 2020 年における物質・材料研究の将来描像 
2．2．1 科学技術全体の描像 

科学技術は、主に真理の探究を目的とする基礎科学と、主に社会的・経済的なニーズに

対応することを目的とする応用科学技術に分類できる。科学技術全体の方向性は、世界の

中の日本としての経済的な諸要因や状況、および国家的・社会的なニーズや要請により影

響を受ける。その観点から、2020 年における科学技術全体の描像を予測するためには、今

後 15 年間の社会的・経済的予測をまず行う必要がある。 
我が国の科学技術施策を長期安定的に推進するためには健全な国家財政が必要である。

現在の国家歳入は、その 4 割近くを国債発行に依存しており、財政は危機的な状況にある。

財政を健全化するためには、徹底的な構造改革による歳出削減や税制改革・産業振興等に

よる歳入増加が不可避になる。歳入増加を図る際には、安定的な経済成長を維持しながら、

効果的な税収増加を生み出す施策が必要である。従って、幅広い需要創出に繋がる成長力

の強い新産業の創出や既存産業の競争力強化を進めることが重要であり、その基盤となる

科学技術の積極的な推進施策が取られるものと予測される。鉱物資源やエネルギー資源に

乏しい日本にとってサステイナブルな社会を実現するためには、上記のような『科学技術

創造立国』を基本理念とするべきであろう。このような適切な理念に基づいた政策を推進

することにより、2020 年においても安定的な経済成長と科学技術に立脚した強い産業構造

を維持することができるものと予測される。 
  経済的予測における 2020 年までの成長産業分野は、今後の社会的ニーズの変化により顕
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在化する場合がある。地球規模の社会的な問題としては、地球温暖化や化石エネルギー資

源の枯渇が顕在化するものと思われる。また、先進国においては少子高齢化、医療費・社

会保障費高騰、等の現象が顕在化するだろう。これらの社会的な要請に対応した経済的な

面での動向として、ⅰ) 外国人、女性、高齢者の就労率の増加、ⅱ) 治療から早期診断・予

防へ医療の重点シフト、ⅲ) 介護技術の発達（介護ロボットなど）、ⅳ) 化石燃料から代替

エネルギー（太陽光発電、燃料電池、風力発電など）が 2020 年までに進展することが予想

される。一方、2020 年では、科学技術の一層の発達により、ユビキタスな高度情報化社会

が地球規模のスケールで発達しているものと思われ、それらにより社会環境が著しく変化

するものと思われる。例えば、ⅰ) 人と組織の関係、組織構造などの変革、ⅱ) 在宅勤務の

増大など労働形態の多様化、等が社会的な変化として予測される。 
応用科学技術に関しては、上述の新成長産業分野や競争力の強い産業分野を牽引する役

割を担うことになる。第３期科学技術基本計画（2006 年度から 2010 年度）では重点推進

４分野として、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料を、また、

推進４分野としてエネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティアをあげている。

これら 8 分野は、社会的・経済的要請から大きな成長が期待される産業分野と密接な関係

がある。とくに、ライフサイエンス、情報通信、エネルギー、環境の分野は、2020 年にお

いても引き続き 重要分野であると考えられる。 
基礎科学は、科学技術創造立国の基盤として科学技術全体を幅広く底支えするものであ

る。基礎科学における真理探究により、人類共通の知的資産の拡充が実現されるのみなら

ず、将来における大きな技術革新のシーズを先導する可能性を有しており、さらに派生技

術による新産業創出や高付加価値化などが期待できる。そのため、今後 2020 年に至るまで、

基礎科学においては、分野を特定することなく、継続的かつ総合的に推進すべきものと予

測される。 
 
2．2．2 物質・材料研究の描像（世界と日本） 

物質・材料に関する研究は、2020 年においても、持続可能な社会の構築を牽引する先端

産業のキーテクノロジーと位置付けることができる。その理由を以下に示す。 
2020 年においては、経済分野におけるグローバルな大競争時代に突入しており、国際的

な競争力を有する産業を質・量ともに向上させることが必至となる。経済グローバル化は、

中国・インドなどの地域大国の急速な工業化と経済成長を促進している。このような地域

大国においては、社会的・経済的インフラストラクチャーを整備するために不可欠な鉄鋼・

セメント・石油化学製品などを供給する素材産業が必要とされる。また、素材産業は自動

車などの輸送機器産業のキーテクノロジーを担っている。省エネルギーを実現する次世代

輸送機器を実現するためには、軽量・高強度・高靱性かつ長寿命のイノベーティブな構造

材料が不可欠であるが、その開発を主に担うのは先端的な素材産業である。このような先

端的な素材産業では、物質・材料分野における基礎・基盤的な研究に基づいて、イノベー

ションを創出する新材料の開発を推進している。 
一方、先進工業国では、21 世紀の基幹産業とされている半導体エレクトロニクス産業、

情報通信産業、エネルギー産業、ライフサイエンス産業などにおいて熾烈な競争を繰り広

げている。これらの基幹産業においても、ナノテクノロジーを駆使した 先端製造プロセ

ス技術や革新的な機能を実現する新材料がイノベーション創出のキーとなっている。即ち、
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2020 年における持続可能な社会を支える基幹産業の競争力を維持向上させるためには、次

世代ナノテクノロジー基盤技術や新物質・新材料創成に関する基礎研究及び基盤的研究開

発に対して戦略的に重要な位置付けがなされるべきである（図 2-2 参照）。 
我が国はナノテクノロジーに代表される超精密加工計測技術、多様な材料を創成する産

業技術、物質・材料に関する基礎から応用に至るまでの学問領域において世界をリードす

る高い技術と学問的蓄積を有している。世界的な大競争時代において、このようなナノテ

ク・材料における優位性を既存の基幹産業や次世代を担う成長産業の競争力強化のために

活用することが我が国の採るべき戦略である。このため、ナノテクノロジーを活用した物

質・材料研究を推進する中核的機関である NIMS の果たすべき役割は非常に大きい。 
 

 

図 2-2 イノベーションを創出する 先端ものづくりのキーテクノロジーとしての 
ナノテクノロジーと物質・材料科学技術の位置付け 

 
2．2．3 NIMS の物質・材料研究の描像 

NIMS における 2005 年度の研究者の取り扱う材料のおおよその比率としては、金属系

（37％）、セラミックス系（36％）、半導体系（16％）、有機・バイオ系（11％）となって

いる。有機・バイオ系には生体高分子などの生体由来物質、高分子（ポリマー）、超分子等

が含まれる。2001 年度の金属材料技術研究所と無機材質研究所の合併時においては、金属

材料とセラミックス系無機材料が大きな研究領域であったため、2005 年度においても、金

属とセラミックスの比率が高いことが特徴である。物質・材料科学を包括的に取り扱う研

究開発型独法として発足したことから、高分子系・生体系の強化に伴い、有機・バイオ材

料に関する研究の占める比率が増大している。第 1 期においては、有機系（超分子、ポリ

マーなど）の３グループ、バイオナノマテリアルに関する１グループが発足し、さらに生

体材料研究センターにはバイオマテリアル系の約 20 名の専任研究者が属している。有機・

バイオ系材料は幅広い産業応用が期待でき、かつナノレベルでの構造制御により多様な機

能が発現可能であることから、2020 年においては NIMS の主要な研究領域に成長してい
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ると考えられる。一方、情報通信材料やエネルギー変換材料として社会的・経済的に重要

な半導体関連材料に関しても、ナノテクノロジーの活用により非連続的なイノベーション

が期待できることから、今後、研究比率が増大するものと考えられる。さらに現時点では

複合材料単独の研究比率は小さいが、有機材料・無機材料などの多様な材料を複合化した

ハイブリッド材料は環境・エネルギーや信頼性分野の機能性材料やインテリジェント構造

材料として、今後、2020 年に向けて研究比率が増大すると考えられる。一方、金属系やセ

ラミックス系の比率は相対的に低下することになり、2020 年においては、金属、セラミッ

クス、半導体関連、有機・バイオ、ハイブリッド・複合材料、の基本的な材料 5 分類の比

率は、かなり拮抗するものと予測できる。このように、2020 年においては、研究対象とす

るべき物質・材料が多様化することにより、総合的なマテリアル研究所としての体制が確

立されるとともに、ハイブリッド材料などの異分野間の融合研究が加速されることから、

新たな創造的な研究やイノベーションの創出が期待できる（図 2-3 参照）。 
 

 

図 2-3 材料分類別の研究者の比率の現状と将来（2020 年度）予測．金属・セラミックス中心

の研究所から多様な物質・材料全般をターゲットとする包括的なマテリアル研究所へ． 
 
一方、構造材料と機能材料の分類では、今後、高齢化社会、高度情報化社会、環境調和

社会の到来に伴い、高度医療実現のための生体機能性材料、ユビキタス機能性材料（光学

材料、磁性材料、半導体材料など）、太陽光発電などの環境調和型機能性エネルギー材料、

等の必要性が高まることから、2020 年においては機能材料に関する研究の比率が高まるも

のと予測できる。構造材料に対してもハイブリッド化によるフェールセーフ機能などのイ

ンテリジェント性の付与など、機能と構造の融合化が進むものと考えられる。 
さらに、用途別材料研究に関しては、我が国の産業構造変化にも依存している。今後、

その国際的な産業競争力を維持・向上すると思われる主要産業としては、自動車産業、情

報通信産業、精密機械産業、素材産業、等であり、さらに今後需要が拡大するものとして

は、ライフサイエンス（医療）産業、環境・エネルギー産業が挙げられる。それらの用途

に応じた材料研究が戦略的に重要になると予測される。 
上記のようなマテリアルによる分類の他に、階層性による分類が考えられる。物質と材
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料という階層のほかに、ナノテクノロジー共通基盤（ナノ加工、ナノ計測、ナノ創製、ナ

ノ造形、ナノシミュレーションを含む計算科学）領域とマテリアルの信頼性に関する研究

領域がある。このような観点からは、物質・材料に関わる研究領域としては、物質・材料・

ナノテクノロジー共通基盤・信頼性の 4 領域に分類することもできる。 
  さらに、大学における材料科学系の縮小傾向に伴い、物質・材料研究の根幹となるべき

物質・材料科学の基礎研究を長期安定的に推進することが NIMS に期待される。材料科学、

高純度物質、基礎物性、新規機能性物質の探索的研究などの基礎・基盤的な研究を推進す

ることにより、物質・材料科学の国際的な中核機関を目指すべきである。 
 
2．3 2020 年までに NIMS が重点的に取り組むべき研究分野 
2．3．1 ナノテクノロジーを活用した物質・材料研究 
(1) ナノテクノロジー基盤技術  

  ナノテクノロジーとはナノメートル（～10 億分の１メートル）の尺度において、物質・

材料（ナノマテリアル）や機能素子（ナノデバイス）を創成・計測・評価・予測する科学

技術の総称である。ナノマテリアルやナノデバイスはマクロな場合とは異なった、非連続

的な特性・機能を発現するものと期待されており、ナノテクノロジーは 21 世紀における重

要なキーテクノロジーとして世界各国において政府主導により研究開発が推進されている。 
持続可能な社会の構築を牽引するためには、高付加価値産業、例えば、情報通信産業、

精密機械産業、高度輸送機器産業、高度医薬産業などの産業競争力の維持・向上が必要で

ある。このような先端産業のイノベーション創出を可能とする技術基盤は、超精密“もの

づくり”技術（ナノテクノロジー）と革新的な機能を発現する新物質・新材料である。 
一方、根源的な真理や未知の学問領域を切り拓くうえで、原子レベルでの物質の解析は

欠かすことができない。20 世紀に構築された量子力学に基づくマテリアルサイエンスは、

個々の物質・材料の発現する多様性の起源を理解する基礎を与えた。世紀末に誕生したナ

ノ計測技術は、個々の原子を実空間で可視化し、電子状態を明らかにする強力なツールと

して急速に発展し、直接的な実験が困難であった原子レベルでの理論の検証を可能にしつ

つある。原子レベルでの計測技術の実現は直ちに原子レベルでの物質創成技術に結び付き、

ナノテクノロジーと呼ばれる技術体系を構成した。また、極限的な環境におけるナノテク

ノロジーの進歩により、従来の理解を超えた新しい物理現象が見出され、物質の多様性の

起源を明らかにするための新しい学問領域（ナノサイエンス）が構築されつつある。 
このように、ナノレベルでの計測／創成／予測（シミュレーション）のためのナノテク

ノロジー基盤技術は物質・材料に関わる基礎科学から応用研究に至るまで、非連続的な知

やイノベーションを創出する“キーテクノロジー”として位置付けることができる。以下

に、個々のナノテクノロジー基盤技術の動向を示した後に、2020 年におけるあるべき姿を

予測する。 
初に進展した技術はナノ構造を解析・評価する技術であり、ナノ計測技術と称される。

1980 年代における走査型トンネル顕微鏡の発明により、初めて原子 1 個を直接的にイメー

ジングすることが可能になったが、この発明がナノテクノロジー発展の契機になったとい

える。ナノ計測技術とは、ナノメートルレベルの空間分解能を有し、形状、機能、物性な

どの多元的な計測を行う技術であり、透過型電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡など原子

分解能を有する多種多様な顕微鏡が次々と開発されている。2020 年におけるナノ計測技術
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は、個々の原子種の識別、バイオマテリアルにおける原子分解能計測、生体系における高

分解能計測、等の高度なナノ計測が実現されているものと思われる。 
ナノ創成技術は、ナノ構造の加工・創製・造形を行う技術であり、マクロ領域全体を加

工できるトップダウン型と原子・分子レベルから組み立てるボトムアップ型に大別できる。

トップダウン型では、電子ビーム、紫外線、X 線、イオン、レーザーなどを用いた多彩な

加工・造形法が開発されているが、その加工精度は～10nm 程度が物理的な限界である。

一方、ボトムアップ型では走査型プローブ顕微鏡を用いることにより、原子 1 個レベルで

の位置操作や構造制御、ナノリソグラフィーなどの多彩なナノ加工とナノ創製が可能であ

る。トップダウン型とボトムアップ型は相補的に用いることにより有効に活用できること

から、2020 年におけるナノ創成技術は、ボトムアップとトップダウンの融合により、~1nm
以下の加工精度が実現され、次世代ナノエレクトロニクスのための新しいプロセス技術が

提供されるものと思われる。 
ナノシミュレーション技術とは、大規模高速計算技術をナノテクノロジーに適用したも

のであり、創製すべきナノ構造体の 適構造や期待される物性･機能を予め設計・予測し、

開発プロセスを大幅に効率化するものである。多彩な計算手法が開発され、表面超構造か

ら巨大たんぱく質分子に至るまで、 適な原子配置・構造、創製・合成プロセス設計、機

能や物性の予測、等が可能になりつつある。今後、さらに計算速度・記憶容量が飛躍的に

拡大すると考えられることから、ナノシミュレーション技術の適用対象や計算精度は確実

に向上し、2020 年においては、ナノバイオマテリアルの第一原理計算シミュレーション、

ナノ創成プロセスの計算機シミュレーション、等が実現されるものと思われる。その結果

として、ナノシミュレーション技術の重要性は益々高まるものと考えられる。 
さらに 2020 年においては、上記の３つの主要ナノテクノロジーの融合が実現され、ナノ

予測(Plan)－ナノ創成(Do)－ナノ計測(See)の Plan-Do-See を一貫して行える効率的なシス

テムが利用可能になると思われる。その結果、ナノテクノロジーを活用した物質・材料研

究やイノベーション創出が促進されるものと予測できる（図 2-4 参照）。 
 

 

図 2-4 3 種類のナノテクノロジー基盤技術の発展予測．2020 年においては 
    Plan-Do-See のナノ予測・創成・計測の融合一貫システムが実現． 
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(2) ナノバイオテクノロジー 

  この分野はナノテクノロジーを医療や生物学の分野に応用しようとする融合研究領域で

あり、今後の発展が大いに期待されている分野である。応用イメージから分けると医療分

野と計測分野に大別される。これらの分野の中で、注目されているテーマを抽出し、現状

と 2020 年の予測を求められる材料を中心に議論する。 

① 医療分野 
ⅰ） 人工臓器：人工臓器研究は再生医療の進歩に伴い、大いに発展してきた。現状では人

工骨、軟骨といった単純な組織が中心だが、2020 年には肝臓、腎臓といった複雑な組織

が対象になるであろう。生分解性で生体組織を模倣した材料の開発が望まれる。 
ⅱ） 薬物送達システム（DDS）：DDS の研究分野は市場性が高く、医療分野でも重要な分

野である。現状では高分子ナノミセルが実用化に も近いが、それ以外の材料は基盤研

究段階である。現在は注射剤用の DDS 担体を中心に研究されているが、2020 年には経

皮型の DDS 製剤が主流になると考えられる。また、DDS 研究で得られた技術を利用し

て細胞を直接治療するセルセラピー研究が盛んになると予測される。 
ⅲ） 生体埋め込み型センサー：現状では生体埋め込み型センサーで実用化に近いものはバ

イオ燃料電池を利用したグルコースセンサーであろう。2020 年にはバイオ燃料電池を利

用した五感センサーの研究が主流になると思われるが、生体適合性の高い材料の開発が

望まれるであろう。 
ⅳ） 治療デバイス：現状では内視鏡などの小型化などが研究されているが、血管内視鏡な

どを開発するためにはもう一つ大きなブレークスルーが必要である。 

② 計測分野 
ⅰ） バイオセンサー：現状は酵素や抗体などを用いたバイオセンサーの研究が主流である

が、2020 年には酵母細胞やヒト細胞をセンサーとして用いる研究が多くなり、細胞チッ

プが実用化されている可能性が高い。細胞とセンサー部分をつなぐインターフェイス材

料の開発が重要である。 
ⅱ） ナノ細胞マッピング：カーボンナノチューブ等で細胞内の生体情報を抽出する研究で、

現状では基盤技術開発段階である。2020 年にはセルセラピーなどに応用されている可能

性があるが、その場合、ナノチューブの細胞毒性・安全性を明らかにする必要がある。 
ⅲ） バイオエレクトロニクス：現状では基盤研究段階ではあるが、その成果が 2020 年に

は臨床検査等に利用されている可能性が高い。抗体、DNA、細胞などのバイオとエレク

トロニクス部分のインターフェイスの材料開発が重要である。 
 
(3) ナノ IT 材料 

  ナノ IT（情報通信）材料は、ナノテクノロジーを活用した物質・材料基盤技術を用いて、

21 世紀における も重要な先端基幹産業である情報通信産業の国際競争力を向上させる

ことを目指す。 

情報通信材料技術は、21 世紀においてグローバルな進展と成長拡大が予測される高度情

報処理社会とともに、一層の高度化（高機能化・高速化・高集積化）が求められている。

高集積化・高速化の要請に伴って、デバイス特性サイズがナノメーター領域に突入するた
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め、ナノ領域での高度な創成技術（ナノテクノロジー）、ならびにナノ領域特有の現象を制

御・利用できるナノ材料科学技術が必要不可欠となる。このようなナノ IT 材料には、半導

体 LSI（大規模集積回路）の更なる高速化・高集積化のための半導体デバイス関連材料、

光通信ネットワークの高速化や発光デバイスの高効率化のためのオプトエレクトロニクス

材料、大容量記録デバイスのための磁性・スピントロニクス材料、等が挙げられる。 

1948 年に発明されたトランジスタの高性能化と高集積化によって実現された今日の情

報化社会は、さらに発展を続け、2020 年においては、ユビキタスコンピューティングなど

が実現した次世代高度情報化社会の到来が予測される。一方、2020 年には、現在のシリコ

ンエレクトロニクスは、その微細化限界に達していることが予測される。そのため、次世

代高度情報化社会の実現には、高性能化が進められた既存のシリコンエレクトロニクスに

新たな概念を吹き込むことが不可欠である。ユビキタス社会の実現には、小型化・高性能

化・高機能化・多機能化の演算処理デバイス、超薄型・可塑性ディスプレイ素子などによ

るウエアラブルデバイス、高速ネットワークのための通信デバイス、ヒューマンインター

フェースとしてのセンシングデバイス、情報セキュリティを確保する量子暗号通信システ

ムなどの開発が必要である。 
これまでのデバイス開発は、微細化による高性能化と高集積化が中心であったが、2020

年におけるエレクトロニクス技術は、ナノ領域における電子（ナノエレクトロニクス）の

みならず、ナノ領域の光（ナノフォトニクス）や原子などを制御することがイノベーショ

ンの中核となり、さらに新しい概念の導入とその実用化に中心が移ると予測される。例え

ば、新しい概念で動作するデバイスとして、単一電子素子、スピントロニクス素子、単一

分子素子、原子エレクトロニクス素子、量子コンピューティング素子、バイオコンピュー

ティング素子などの開発と実用化が望まれる（図 2-5 参照）。このような新しい動作原理に

基づくデバイス、例えば単一電子の移動を制御するデバイスや単一分子を機能素子として

用いるデバイスでは、従来デバイスとは異なる材料や構造が用いられると考えられ、新し

いナノ機能化材料の開発など、材料研究の重要性が益々高くなる。 
 

 

図 2-5 エレクトロニクスデバイス開発の歴史と将来予測 
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2020 年におけるオプトエレクトロニクス産業の競争力を支える技術もナノレベルでの

材料創成技術である。たとえば、高効率波長変換材料、非インジウム系透明導電性材料、

カーボンナノチューブ、固体紫外レーザー材料、白色 LED 材料、フォトニック結晶材料等、

我が国が牽引する高度なナノ材料創成プロセス技術をオプトエレクトロニクス技術と融合

することにより、新しい通信デバイス、ディスプレイ素子、発光デバイス等、の実用化を

可能にするものと考えられる。 
一方、大容量・高速記録デバイス、超高密度不揮発性メモリなどの高度情報化社会に不

可欠な次世代ストレージデバイスを実現するためには、ナノレベルで組織制御された高性

能磁性材料、ナノレベル積層化プロセスによるスピントロニクス材料などを実現する高度

なナノ創成技術が必要とされる。さらにナノドメインエンジニアリングによる強誘電体超

高密度メモリや、ナノガラスを用いた大容量・超高速光通信システムデバイスなど、新し

いナノ機能化構造やナノ材料の導入によるデバイス開発の可能性は無限に広がる。 

  これら新規デバイスの実用化を目指す観点からは、シリコンエレクトロニクスとの混載

技術の開発も重要である。2020 年においても、高度情報化社会におけるシリコンエレクト

ロニクスの重要性が低下することはないだろう。今後、シリコンエレクトロニクスの更な

る高機能化が図られることから、上述した新規デバイスがシリコンエレクトロニクスと無

関係に用いられることは考えにくい。混載化技術の開発においては、デバイス構造の整合

性に加えて、材料やナノ加工プロセスの整合性などを図る必要があり、これらの分野にお

いても材料が重要な役割を果たすことが期待される。 
 
(4) ナノ構造制御材料 

ナノ構造制御材料は、革新的な性能や機能の宝庫であり、未来を支える新材料の源泉と

して多方面で注目されている。この材料の範疇には、金属、無機、高分子など全ての材料

が含まれる。その構成要素としては、フラーレンやナノ粒子、あるいは有機分子、高分子、

超分子などの分子性物質、ナノファイバーやナノチューブ、ナノシートなどの低次元ナノ

物質などがあり、DNA やタンパク質、あるいはセルロースなどのネットワーク型の物質な

ども含まれる。組織形態としては、ナノ複合材料、ナノポア系材料、ナノ相分離、あるい

はゲルや細胞膜などのソフトマターなどがある。ナノ構造制御材料は、構造と機能が不可

分の関係にあり、目的に応じた製造プロセスを選択することも重要となる。図 2-6 に構成

要素、形態と組織、機能発現の観点からナノ構造制御材料の概観を示した。 
従来にない新しい機能の発現には、金属や半導体、有機や無機材料の界面でのナノ構造

制御が特に重要である。また、生体適合性やトライボロジーなどの研究では、液体のナノ

構造を含めた表面界面制御が重要となる。一方、ナノ物質の表面修飾は、新材料の設計の

重要な切り口となる。ナノチューブのコーティングや内部空間の化学修飾、ナノ粒子への

タンパク質の固定化、微生物を担持したナノ繊維などはその例である。表面科学の未踏領

域としては、サブ原子レベルの物性制御がある。界面でのナノ構造制御は、表面の電子密

度や原子の振動状態の制御に直結し、吸着や触媒特性などのチャレンジングな物理、化学

的な研究領域を提供する。 
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図 2-6 構成要素、形態と組織、機能発現の観点からナノ構造制御材料の概観 
 

ナノ構造制御材料は、極めて幅広い研究分野にまたがっており、各々重要な研究である

が、以下に具体例を示しながら、NIMS が特に重点的に取り組むべき研究対象を概観する。 

① 性能・機能・信頼性が著しく向上した材料 
 引張り強度や靱性特性などの力学的特性を飛躍的に高めた材料、電子的・光学的特性が

著しく向上した材料の開発は、常に大きな社会的インパクトを有する。このような研究分

野として、金属ガラスやナノガラスの研究は、特に重要である。また、ナノスケールでの

優れた力学的特性や磁気特性を有する材料、燃料電池用の酸化物固体電解質、水素の貯蔵

や発生に利用できる材料、さらに、これらの性能や材料としての信頼性を評価する技術な

ども、NIMS が取り組むべき重要な研究対象であると考える。 

② 新しい用途を生み出す材料 
NIMS は、優れた性能を有する代替材料に加えて、全く新しい用途を生み出す材料の研

究にも積極的に取り組む必要がある。特に、センサーは、医療や環境、あるいは製造や管

理などの現場で重要性が増しており、超高感度の五感センサー、個別の生体細胞を調べる

ナノセンサー、解析能力を有するスマートセンサーなどは、重要な研究分野の一つとなる。

また、感知能力を持つ材料、形状記憶合金のような記憶力を持つ材料、判断や学習をする

脳型材料、インテリジェント材料なども、今後、重要な研究対象となるであろう。さらに、

アクチュエーターや MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）、NEMS（Nano Electro 
Mechanical Systems）などに用いられる材料、循環型ポリマーなども、様々な用途が期待

されており、NIMS が取り組むべき研究対象と考える。 

③ 用途に応じた製造プロセスの開発 
  特定目的のためのナノ構造制御材料では、その製造プロセスが、加工や組立て技術と統

合される必要がある場合が多い。即ち、ナノ構造制御材料の応用には、その用途や目的に

応じた製造プロセスの開発が研究のカギを握っている。自己組織化や転写、複製、自律シ
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ステムなど、生物学から派生したコンセプトは、この問題を解決するための重要な切り口

となる。これらの概念を幅広いナノ物質へ拡張することで、革新的な製造プロセスの開発

を目指す。具体的な目標としては、金属、セラミックス、高分子などのナノ複合化・分散

技術、電子・エネルギー移動を制御するための界面・表面の制御技術、バイオミメテック

な形態制御、ナノ分離膜の製造技術などが挙げられる。さらに、これらのプロセスは、ト

ップダウン的なナノ造形やナノ加工技術と融合することで、大きなイノベーションに繋が

ると予測する。後者の例としては、ナノ－マイクロ統合化プロセスなどが挙げられる。 

④ 特に重点化すべき研究分野 
ナノ構造制御材料の中でも、2020 年に特に重点化すべき研究分野としては、エネルギー

変換材料、ナノ構造制御触媒、ナノ分離材料・担体が挙げられる。エネルギー変換材料で

は、持続的な社会を形成するための再生可能な資源の利用が重要となり、太陽エネルギー

やバイオマスの利用に関連するナノ構造制御材料が不可欠となる。また、新しい物質循環

システムを構築するための触媒の開発は極めて重要となり、固体触媒から酵素や酵母に至

るまで広範囲のナノ構造制御触媒の開発が待たれる。光触媒も有害物質の除去機能に留ま

らず、物質生産の視点から再考されることも重要であろう。 後に、脱化石エネルギーを

支える重要な研究分野として、ナノ分離材料・担体が挙げられる。小規模の分散型化学プ

ロセスに不可欠であるナノ膜分離、化学物質の運搬や貯蔵のためのナノ担体は、特に重点

化すべき研究分野と考えられる。 
 
(5) 計算科学による材料研究 

  計算科学的手法は、量子力学などの物理学の基礎理論に立脚しており、物質・材料の基

本的な性質（物性）や構造、状態などを理解するための有効な手段として用いられてきた。

従来は、計算速度や使用可能なメモリ容量が不十分であったために、比較的少数の原子か

ら構成されるモデル系に対してのみ適用可能な手法と考えられてきた。 
一方、近年の電子計算機の性能、特に演算速度や記憶容量の両面における進歩には著し

いものがある。我が国 速のスーパーコンピュータである地球シミュレータは、１秒間に

40 兆回の浮動小数点演算をこなす世界第３位の計算速度（40 テラフロップス）を有し、主

記憶容量は 10 テラバイトである。このような計算能力の飛躍的な向上により、大規模かつ

高精度な計算が可能になり、物質・材料の構造や機能に関するシミュレーション適用範囲

は単純な原子・分子から複雑な構造を有するナノスケール構造体まで拡大している。 
計算科学によるシミュレーション手法には、原子レベルでの物質・材料の性質を扱う第

一原理計算、原子・分子などの集団的運動を取り扱う分子動力学計算やモンテカルロシミ

ュレーション、ナノからメゾスケールの材料組織の時間的変化の予測を可能にするフェー

ズフィールド法、マクロな材料を取り扱う有限要素法や熱統計力学計算、等が挙げられる。

このような原子レベルからマクロな領域までの構造や物性を取り扱うことが可能なマルチ

スケールシミュレーションは物質・材料研究にとって非常に有効であり、活発な研究開発

が進められている。 
このような多様な解析手法の開発と計算能力の著しい向上により、物質・材料における

構造・機能の大規模計算シミュレーションによる予測精度は実用レベルに達してきたとい

える。例えば、計算シミュレーションにより、新規合成を目指す物質・材料系の発現すべ

き機能を事前に予測することにより、実際に合成すべき系を限定することができる。その

- 17 - 



結果、目的に適った材料を効率的に創成することが可能になる。このように大規模計算シ

ミュレーションは、物質・材料研究にとって必要不可欠なツールとなってきた。 
また、国家基幹技術として更に高速かつ大容量の次世代ペタフロップス級スーパーコン

ピュータの建設が開始されようとしている。このような超高速計算パワーを物質・材料の

研究に適用することにより、材料設計と機能予測をさらに高度化・高精度化することがで

きる。これにより、物質創成プロセスのシミュレーションなど、従来困難であった仮想実

験も可能になるものと考えられる。このような超高速大規模計算シミュレーション技術は

新物質・新材料の創成のための も強力な手段のひとつとなると考えられ、国家資源を投

入した戦略的な重点的開発が必要とされる。 
 
2．3．2 社会的ニーズに対応した材料研究 
(1) 環境材料 

  温室効果ガスであるCO2等の削減が叫ばれて久しいが、近年の大量生産・大量消費によ

る資源の枯渇、自然環境への影響、金属素材の生産過程での環境汚染など、さまざまな地

球環境への影響が報告されている。これからの材料開発には、環境に与える影響について

今までより一層の配慮が必要となる。環境材料として大きく３つに分けると、省資源、環

境低負荷、環境浄化が挙げられる。 
  省資源な材料とは、その材料を用いることによりエネルギーを節約できる、あるいはそ

の材料自身が資源を節約する材料のことである。例えば、自動車・航空機・船舶などの輸

送用機器では、燃費を上げることにより消費燃料を削減し、さらに排出ガスであるCO2を

削減することができる。そのためには、安全性を保ちつつ軽量化することや、エンジンの

熱効率を上げる必要があり、材料の高比強度化、薄板化、耐熱性向上などを目指した材料

開発が一層重要となる。また、使われる材料の寿命が延びると、限りある資源を有効に使

うことになり、さらに、製造に関わるエネルギー使用量も減少するため、材料の長寿命化

に関する研究も重要である。 
  環境低負荷材料とは、資源の有限性、廃棄物を受け入れる環境容量の有限性などを考慮

し、予めリサイクルを考慮にいれた材料設計を行い、環境負荷の少ないプロセス方法を選

択し、使用後はリサイクルするなどにより、製造から廃棄までのライフサイクルを通して

全体として環境に及ぼす負担が少ない材料のことである。リサイクルを行うためには、有

害物質を含まず、含有元素を少なくした単純な合金系であることが重要である。これまで

の合金設計では、性能を上げるために様々な元素を添加してきたが、多元素になればなる

ほど、分離が難しくなり、リサイクルにエネルギーとコストが掛かることになる。このよ

うな点で、既に使用されている材料の環境負荷を再考し、より環境負荷の少ない材料に置

き換える必要がある。これまで「作る」ことのみに重点を置いてきた研究を「壊す」こと

にも力点を置いた研究へとシフトしていかなければならない。新しい材料開発を行う際に

は、同時にリサイクル性などの検討を行っていく必要がある。また、水、空気などの環境

浄化作用のある光触媒などの環境浄化材料の開発も一層重要となるであろう。 
  職員アンケート結果でも、2020 年において世界の物質・材料に関する有望な分野として、

また、NIMS が重点的に行うべき研究分野として環境関連材料がエネルギー関連材料の次

に大きな比率を占めている。環境問題が地球規模で重大な影響を及ぼす現在、多くの NIMS
職員は地球環境を考慮した材料を提案していく責任があると考えていると思われる。 
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(2) エネルギー材料 

  世界のエネルギー消費は年々上昇し、1971 年におけるエネルギー消費量と比較すると

2000 年における消費量は約 1.8 倍となっている。この傾向は今後も続き、2020 年にはさ

らに 2000 年時の消費量の 1.4 倍にも増加すると予想されている（図 2-6 参照）。一方で、

地球上に存在する化石エネルギー資源は有限であり、21 世紀中に枯渇することもあり得る。

日本はエネルギー源の約半分を石油、天然ガスや石炭を入れると８割近くを化石エネルギ

ーに依存している。さらに、これらのエネルギーはそのほとんどを輸入に頼っているため、

化石エネルギー資源が枯渇する前に、新しいエネルギー源を見出す必要がある。NIMS は

新エネルギー源実現のための材料開発に一層力を入れるべきである。 
  新エネルギー源として期待されているものの一つは水素であり、水素利用のための材料

開発は新エネルギー実用化のキーである。例えば、近年注目されている燃料電池は水素と

酸素を反応させて電気を起こすが、メタノールや天然ガス等から水素を製造する必要があ

る。水素製造のための触媒や水素分離膜などの材料開発が重要である。また、水素をエネ

ルギー源として使用するためには、水素を安全に貯蔵するための材料も必要となる。 
水素利用の他に、太陽光や太陽熱等の自然エネルギーの利用も益々盛んになるだろう。

太陽電池を用いた太陽光発電をより汎用化するには、現在使われているシリコン系半導体

や化合物半導体の変換効率の向上や低コスト化、余剰電力の蓄電などが課題となっている。

また、熱電半導体のような熱を電気エネルギーに変換する材料も、廃熱を電気に変換する

クリーンな発電法であるため、実用化が期待される。超伝導は、抵抗ゼロで大電流を流せ

るため、電気エネルギーを効率的に遠距離送達するためのキーテクノロジーとなる。NIMS
は超伝導材料開発に関する高いポテンシャルを有しており、今後その役割は一層重要とな

る。充電放電が可能な高性能二次電池は、自動車、携帯電話、ノートパソコンなど様々な

分野に利用されるため、高性能化・長寿命化を実現する材料開発が課題である。 
  職員アンケート結果では、エネルギー関連材料は 2020 年に有望であり重点的に研究すべ

きと答えた人の割合がナノ関連材料全体の割合とほぼ同じであった。今後、NIMS でも、

新エネルギーを創出する材料開発がより一層重要なテーマとなることが予測できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    図 2-6 世界のエネルギー消費と見通し 
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（IEA World Energy Outlook 2002 から資源エネルギー庁、新エネルギー財団が描き直したもの） 
                 参考資料 

[1] 資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/ 
 
(3) 信頼性材料研究 

現代社会においても、予期できない材料の破壊による事故で人命や社会インフラが失わ

れる場合がある。これまでの長年の研究にもかかわらず、材料の破壊メカニズムには未解

明な点が多い。長期間使用される材料の劣化や損傷を予測し、破壊を未然に防止するため

の材料信頼性研究に取り組む必要がある。NIMS は、輸送用機器や発電プラント、化学プ

ラント等の安全に関わり、これまで 30 年以上の長期間にわたってクリープ・疲労などの系

統的データを取得し、データシートとして出版するとともに、試験・評価方法の開発、損

傷・破壊のメカニズムの研究、高信頼性材料の開発等において成果を挙げてきた。これら

の成果は、国の規格や基準の見直しにおいて中心的な役割を果たすなど、社会に対する貢

献が高く評価されている。構造材料の信頼性に関わる系統的データを質・量ともに創出で

きる機関として、NIMS は世界的にトップになっており、今後も継続的活動が期待されて

いる。 
今後予想される社会の変化、次世代エネルギーへの転換、地球環境問題、高齢化社会な

どに対応して、材料の信頼性を高め、安心・安全な社会の実現に貢献するための取り組み

が求められる。基礎データの構築を継続して行い、信頼性評価システムの開発を行うとと

もに、マルチスケールでの破壊メカニズムの解明、ナノテクノロジーの応用による損傷の

モニタリング技術の高度化、損傷・破壊の計算機シミュレーション技術の高度化など、材

料信頼性評価技術の新展開・ブレークスルーを推進する必要がある。 
2020 年までに想定される社会的ニーズとしては、以下の項目が考えられる。次世代エネ

ルギー分野では、燃料電池自動車、家庭用燃料電池や水素ステーションが徐々に普及する

と考えられている。水素環境下での材料の破壊特性評価技術の開発など、水素社会に対す

る信頼性を向上させるための取り組みが重要になる。電力分野では、新エネルギーの画期

的進展がない限り、2020 年には原子力と石炭火力発電が重要であると考えられる。CO2削

減や省資源、核廃棄物の問題から、発電プラントの高効率化や次世代発電プラントの研究

が各国で進められている。高効率ガスタービン、高効率石炭火力発電、高温ガス炉、高速

炉、核融合炉などに用いられる構造材料の信頼性評価技術の高度化は、引続き重要課題で

ある。輸送用機器の軽量化や低燃費化に関わる新材料（Mg合金，複合材料等）の信頼性研

究も取り組むべき課題である。高齢化社会における生体材料、マイクロマシン材料、IT社
会における電子機器材料の安全性・信頼性研究、海洋開発、宇宙開発に関わる材料の信頼

性研究、社会インフラ（建築構造物、橋梁など）の安全性研究、損傷や破壊を検出するセ

ンサー材料、損傷が発生してもしばらく破壊に至らないフェールセーフ機能をもった材料

の研究などに対するニーズも今後益々高まると思われる。 
 
2．3．3 萌芽研究からの重点研究課題（ポストナノテクノロジー）の創出 

 NIMS は旧国立研究所としての顔（使命）と新生した独立行政法人としての顔を持って

いる。旧国研としての立場は、物質・材料研究における国の重点テーマを選択・提言し、

率先して推進する使命であり、NIMS の重点研究開発領域「ナノテクノロジーを活用した
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物質・材料研究」「社会的ニーズに対応する材料研究」のプロジェクト研究等がそれに該当

する。ナノテクノロジー活用物質・材料、社会的ニーズに対応する材料ともに、2020 年の

時点においても重要な研究領域として持続していくと考えられる。 

一方、後者の新生独立行政法人としての顔は、プロフェッショナルな研究集団としての

NIMS が、新たな研究理念、物質・材料研究のスタイルを変える技術、革新的なデバイス

開発に繋がる新物質を世界に発信する機能である。中期計画のスパンを超えて、チャレン

ジングな中長期の探索的なテーマ（萌芽的研究）に、研究者（またはプロジェクト研究時

間）の一部を割いて取り組む意識と余裕を研究者と運営部門が共有し、NIMS 内外に情報

と人材ネットワークを構築していくことが重要である。このような萌芽的研究の中から新

しい基幹的な研究課題（ポストナノテクノロジー）を創出することが NIMS の重要な使命

である。 
 
2．４ NIMS の取り組むべき研究分野において主導的地位（No.1）を築くための  

方策 
2．4．1 ナノテクノロジー活用物質・材料研究 

  ナノテクノロジーは研究のブレークスルーが達成されると、それまでに利用されてきた

技術や材料を陳腐化させてしまうほどのインパクトを持ち得る。NIMS はこのような研究

のブレークスルーを継続的に世界に打ち出していく方策を持つべきである。研究のブレー

クスルーはグループよりも個人の力量に負うところが大きいため、個人の独創性を重視し

た研究を奨励する必要がある。また、ナノテクノロジー活用物質・材料研究は多様な研究

分野・領域にまたがる総合的な材料研究であるため、プロジェクト研究では複数の専門分

野をもつ研究者を結集し、相互に研究者の能力・技術を高める組織運営が必要である。上

記を勘案し、下記の方策を積極的に推進すべきである。 

① 10～20 年後の応用・実用を見据えた「萌芽研究予算」を充当し、研究者の自由な発想

に基づいた中期（３～５年）の研究継続を保証する。これにより個人レベルでの革新的技

術開発・研究開発を目指す。 

② 「萌芽研究予算」で行われた有望な研究をより発展させるためのプロジェクト体制を柔

軟に整備する（人材配置、予算配分）ための方策を持つ。これは経営者の裁量でいつでも

行えるものである。 

③ 社会のニーズを捉えた大型プロジェクト研究課題を選定・策定し遂行すべく、常に情報

を収集し、時代の要請を適切に把握するべきである。プロジェクト研究課題の選定に当た

っては、内外の第一線研究者からの厳正な評価を受けることにより、研究計画のブラッシ

ュアップを図るべきである。また、プロジェクト遂行に必要な人材は外部公的機関や民間

からも積極的に登用することにより、若手研究者の育成や生産的な競争意識の向上を図る。 
 
2．4．2 社会的ニーズに対応した材料研究  

  現在、NIMS は超伝導材料、生体材料、超耐熱合金、超鉄鋼、材料信頼性など社会的ニ

ーズに対応した材料研究において、長期的な研究活動により、主導的地位を確立している。

このため、産学独の連携や国際的な連携を進めることによって潜在的な社会的ニーズを捉
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えるとともに、企業単独では行えないような研究や、他機関では行わないような研究を推

進する必要がある。その研究成果を論文発表にとどめず、例えば国際標準に反映させるな

どにより社会に貢献することが、社会的ニーズに対応した研究において一層の主導的地位

を築いていくために重要と考える。他機関にないユニークな研究成果や情報、国際標準と

なるような信頼性の高い情報を中立機関として社会に発信し続けることで、主導的地位を

維持・発展させることができる。 
  2020 年には、運営費交付金の減少や若手人材の減少が懸念される。当分野において主導

的地位を維持・発展させるためには、①資金の獲得、②他にない設備の開発・維持、③人

材の育成・交流・ポテンシャルの向上に一層力を入れていく必要がある。社会的ニーズが

高く、異分野融合の必要な大型競争的資金を中核機関として獲得することや、産業界から

の予算獲得を目指す。また、新現象や新機能探索の基盤的研究を継続して行い、新たに産

まれるシーズから、新たなニーズへと展開する取り組みも重要である。人材の確保につい

ては、特に構造材料の分野において大学の研究者の減少が懸念されている。構造材料は

2020 年においても国の重要な基幹産業であると予測されるため、NIMS が大学と協力して

この分野の人材育成に貢献し、優秀な人材を確保すると共に、産業界に貢献することが望

まれる。 
 
2．4．3 ポストナノテクノロジー・イニシアティブ 

  第３期科学技術基本計画（2006-2010 年度）において、総合科学技術会議が策定した重

点推進 4 分野と推進 4 分野を図 2-7 に示す。重点推進 4 分野は、第２期科学技術基本計画

（2001-2005 年度）における重点 4 分野を殆どそのまま引き継いでいる。さらに 2020 年

に向けた将来の重点推進分野や推進すべきテーマ（これをイニシアティブと定義する）の

探索を行うことは、2.3.3 で述べたように NIMS の大切なミッションである。 
 

 

図 2-7 総合科学技術会議が策定した重点推進 4 分野と推進 4 分野 
 

海外の動きも見ながら中長期の物質・材料研究のシーズを探索・評価し、提案する機能

は、科学技術政策研究所や JST-CRDS（研究開発戦略センター）などの政府関連機関のほ

か、民間研究機関の一部も持っている。しかし、これらの殆どは調査機能だけのシンクタ

ンクであり、NIMS は、実際の研究実施機能を有する点で基本的な優位性がある。世の中
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を変える力のあるセレンディピティを確保する物質・材料や研究開発システムは、実際の

研究者の発想の中から生まれるのが常であるからである。 
ナノマテリアルテクノロジーの起源を遡ってみると具体的なイメージを伴った提案は、

1970 年の江崎博士の半導体超格子と量子効果にあると言えよう。このアイディアはナノ構

造を実体化する分子線エピタキシー（MBE）によって実証され、30 年近い年月を経て、

世界のイニシアティブとしてバイオを含む広い範囲に波及した。言い換えると、2020 年に

おけるイニシアティブの兆候は、実は既に始まっていて、未だ少数の人しかそれを認識し

ていない可能性が高い。2000 年から開始されたナノテクノロジーイニシアティブは今後

2010 年頃までは世界的な潮流として継続されるものと考えられるが、それ以降に現れるべ

きポストナノテクノロジー・イニシアティブの萌芽を確実に把握し、次期イニシアティブ

を NIMS が積極的に主導する戦略が必要である。イニシアティブの萌芽を探索するために、

物質・材料研究の基礎・基盤とそれに関する研究トレンドを下表に示す。 
   

物質・材料研究の基礎・基盤 トレンド（イノベーション因子） 
科学技術創造立国のベースとしてのものづくり 
 

国際競争と共生 
若年人口の減少 

機能材料開発 
 

ナノの多様化：成分、反応、環境 
理論、計算との連携 

構造材料開発 
 

成分、反応の多様化、 
評価の高速化・高信頼化 

社会基盤の変化と要請 
エネルギー、環境 
食料、健康、防災、安全 

 
表 2-1 物質・材料研究の基礎・基盤とそれに関する研究トレンド 

 
アメリカでは、エネルギー問題への関心の高まりに伴う、太陽電池イニシアティブなど

も提案されている。イニシアティブの候補の一つとしては、例えば、有機合成から無機固

体材料に至る広範な物質・材料創製や機能評価に応用可能なハイスループットなコンビナ

トリアルテクノロジーを開発することは、物質・材料研究に革新的な高効率性をもたらす

と考えられる。これは、スケールダウンの極限を追及するナノテクノロジーに加えて、組

成や反応条件などを 適化した、望みの構造・機能を有するナノマテリアルをスクリーニ

ングする時間を大幅に短縮する画期的なものづくりシステムである。多数の物質・材料を

一括合成し、高速評価、データ処理を統合した集積化コンセプトに基づく物質・材料研究

手法は、少子高齢化社会においても競争力を維持・向上させるうえで、グローバルな戦略

性を有している。さらに、ものづくりの電子システム化に伴って発生する膨大なマテリア

ルデータを高速かつ有効に処理するマテリアルインフォーマティックスと呼ばれる新しい

研究分野も派生している。 
このように、新物質・材料研究で世界をリードしてきた一方、若年層の人口減や将来へ

の不透明感の増大という環境の変化を克服しなければならない課題先進国としての日本に

おいて、多様化、複雑化が進行するものづくり研究にブレークスルーをもたらすイニシア

ティブの探索を NIMS が先導するべきである。 
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2．4．4 機関連携への戦略的取り組み  

  21 世紀の世界大競争と人口減少時代において、今後、国全体として研究開発資源の選択

と集中が一層推し進められることは確実である。物質・材料科学技術分野に限っても、重

複を避けつつ、研究開発ポテンシャルを 大限に発揮するために、大学や独立行政法人間

の連携強化が必要であり、研究開発体制の再編の可能性も考えられる。このような情勢下

で、NIMS が物質・材料研究分野において主導的地位を保つためには、我が国全体の物質・

材料研究分野の牽引車あるいはコーディネーターとして、物質･材料科学技術を俯瞰的に捉

えた上で、研究の発展段階や特性に応じた明確な方向性に基づく機関連携の総合的戦略を

強力に推進する必要がある。 
  2020 年頃に向けた機関連携には、いくつかの代表的な連携の枠組み、すなわち、国際的

連携、国内の産学独連携、及び密接な関係のある機関との連携があり、それぞれ国際競争・

協調の観点、新産業の創出、技術移転等の意義がある。組織的再編の方向を見据えた国全

体の役割分担体制という視点では、学独連携、独独連携の戦略が重要となる。本節では、

物質・材料研究分野で重要な連携パートナーとして、筑波大学、高エネルギー加速器研究

機構（KEK）、理化学研究所（理研）、日本原子力研究開発機構（原子力機構）、産業技術

総合研究所（産総研）等について述べる。今後の機関連携への取り組みの戦略は、第 3 期

科学技術基本計画において設定された５つの戦略、すなわち、「人材戦略」、「基礎研究戦略」、

「イノベーション戦略」、「基幹技術戦略」、そして「国際戦略」あるいは「投資戦略」との

対応において意義付けを考えることができる。具体的連携を推進するに当っては、NIMS
と当該機関がいかに相補的な関係を築くかがポイントとなる。 

 
① 筑波大学との連携 

  筑波大学との機関連携は、人材戦略、基礎研究戦略、イノベーション戦略の観点から非

常に重要である。単なる学独連携というよりも、2020 年にはつくばにおける緊密な共同体

的な連携関係になる可能性もある。 

 

図 2-8 物質・材料工学専攻の組織の概要 
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  人口減少時代が続く中、材料科学技術関係の人材の質と量を確保し、能力主義に基づき､

個々の人材が活きるシステムの構築とともに強靭な科学技術振興の基盤をつくることは、

大学の機能なしでは実現することができない（人材戦略）。また、学術的研究に伝統のある

大学と連携して、その多様な基礎研究ポテンシャルを活用することは、基礎研究戦略にと

って有効な方法である。NIMS は、筑波大学との間で、「国立大学法人筑波大学と独立行政

法人物質・材料研究機構の連係協力に関する協定書（2004 年 4 月 1 日）」を締結し、数理

物質科学研究科に物質・材料工学専攻を開設した。設立の目的は、研究活動と教育の高度

な連係・融合を通じて、物質・材料分野におけるイノベーションの創出並びに基礎及び創

造性を育んだ研究型専門職業人を養成することにある。これは、NIMS の有する高度な研

究能力と装置群を教育に有効利用することにより実現される。これにより、物質・材料分

野の研究のピークを目指す人材の養成とともに、学生自身が世界水準の研究活動に貢献す

ることを意図している。また、筑波大学との連係協力をより強固にすることで、つくば研

究学園都市域の融合連携体制を推進し、つくば地区が世界の科学技術拠点として発展する

ことも目的としている（図 2-8 参照）。 

  2020 年においては、NIMS 内の事務支援体制を充実させるとともに、一層の定員拡大を

行い、大方のディレクター相当の研究員が大学院教員を兼任し、高等教育を通じて物質・

材料科学における高度な人材育成を図りつつ、物質・材料研究を相乗的に推進する形態が

望ましい。さらには、NIMS 内のポスドクや任期付き研究員のテニュア･トラック制の導入

においても、大学との連携は重要な役割を果たすであろう。 

② 高エネルギー加速器研究機構（KEK）との連携 
  KEK は高エネルギー加速器科学の総合的推進拠点であり、国内外の関連分野の研究者の

共同利用機関である。つくば地区にある KEK との連携は、NIMS にとって基礎研究戦略、

イノベーション戦略、基幹技術戦略上、重要である。NIMS にとって関係が深いのは、高

輝度放射光（PF: Photon Factory）や、ミュオンや中性子を使って物質の構造を調べる研

究である。中性子研究については、KEK は原子力機構との共同で、核破砕パルス中性子施

設 J-PARC の実験施設に力点を移しており、PF ではたんぱく質の立体構造の研究など薬

品や新素材の開発研究につながる基礎科学を中心に、多様な研究を展開している。 

  従来、NIMS は、一般公募採択による放射光利用共同研究テーマを実施するとともに、

中性子科学研究施設（KENS）のプロジェクトチームと共同で単結晶構造解析装置を設置

し、NIMS 研究員が KENS プロジェクトチームリーダー（中性子非弾性装置）を務めてき

た。また、KEK が提唱する「つくば物質創成・構造研究連携-スパイラル連携」（図 2-9 参

照）に賛同してきた。このような連携活動の上に、2006 年 3 月に、KEK と NIMS との連

携協力協定が締結され、物質構造研究、物質・材料科学技術研究並びにこれらに関わる研

究の進展を図ることが合意された。この協定の締結により、既に存在する筑波大・産総研・

NIMS の 3 者間包括協定と併せて、主要 4 研究機関の連携の枠組みが完成した。 

  NIMS が放射光施設（PF）のような大型実験施設を用いて研究を行うにはマシンタイム

の確保と施設固有の高度計測技術が必須であり、一方では KEK 側も NIMS の物質創成研

究に期待していることから積極的な機関連携が不可欠である。また、NIMS は大型放射光

施設 SPring-8 に専用ビームラインを保有しており、その相補的な連携も重要である。さら
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に、近年、つくばにおける 4 機関の技術支援体制の強化を目指し、技術交流会が立ち上げ

られ、つくば全体の技術的協働や支援基盤の共有化等を視野に入れた活動が開始された。

このような大型研究施設を活用して科学技術のピークを目指す研究は NIMS のような公的

機関の重要な使命の一つであり、2020 年に向けて益々活発化していくだろう。 
 

物質創成研究 物質構造研究

最新構造情報

最新物質情報

多くの世界的研究機関の集積
迅速で恒常的なつくば地域内連携Tsukuba Research Express “安・近・短”
世界をリードする複数の先端計測の存在
全国をカバーする共同利用体制の存在

つくば物質創成・構造研究スパイラルの特徴

物質創成研究 物質構造研究

最新構造情報

最新物質情報

多くの世界的研究機関の集積
迅速で恒常的なつくば地域内連携Tsukuba Research Express “安・近・短”
世界をリードする複数の先端計測の存在
全国をカバーする共同利用体制の存在

つくば物質創成・構造研究スパイラルの特徴

 
図 2-9 つくば物質創成・物質構造研究スパイラル構想 

 

③ 日本原子力研究開発機構、理化学研究所との連携 
  原子力機構及び理研との機関連携は、イノベーション戦略とともに、特に国家基幹技術

戦略上重要であり、全日本的な機関連携が目標となる。原子力機構と理研のどちらも文部

科学省に属しており、歴史的にも NIMS との関係が深く、NIMS との間で包括連携協定を

結んでいる。特に原子力機構の前身の日本原子力研究所及び動力炉核燃料開発事業団との

間では、高温ガス炉中間熱交換器材料、核融合炉第一壁材料、高速増殖炉炉心材料等に関

して、共同研究や研究交流会を長年行ってきた。一方、理研についても加速器による材料

照射、SPring-8 を利用した物質・材料研究において共同研究を実施してきた。 

  近年、SPring-8 や J-PARC 等の大型施設が原子力機構と理研により国家戦略に基づいて

建設されるようになり、それらを見据えて３機関連携の枠組みで連携が活発化しつつある。 
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図 2-10 原子力機構・理研・NIMS の 3 機関連携 

図 2-10 に示すように、３機関連携の考え方は、大型実験施設の全日本的な活用を目的と

し、３機関の各々の特色を活かして科学技術の発展を強力に牽引するものである。当面の

３機関連携の目標は、「量子ビームテクノロジー」と呼ばれる量子ビーム発生・制御技術及

びその利用技術をターゲットとし、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・バ

イオテクノロジー分野、量子ビーム利用研究分野、エネルギー関連分野などにおいて、各

機関の研究開発ポテンシャルと研究ツールとしての量子ビーム施設等の特長を活かし、補

完することにより、効果的な研究連携を進め、科学技術分野におけるインパクトのある研

究成果を挙げ、我が国のみならず人類社会の持続的発展と福祉の向上に寄与することとし

ている。 
  このような大きな投資を伴う巨大研究施設は、全日本的な活用を義務付けられている。

関連技術開発も高額であることから、戦略的な機関連携が必要となる。３機関連携を 大

限に活用しつつ、NIMS はその物質・材料創製ポテンシャルを駆使して貢献することが使

命である。 
 
④ 産業技術総合研究所との連携 

  経済産業省の所管である産総研との機関連携は、イノベーション戦略の観点から重要で

ある。イノベーション戦略においては、知の創造から活用までを切れ目なく行い、研究成

果を社会に還元することが求められている。オリジナルの基礎研究成果を国民生活や産業

に生かしていく仕組みが重要であるが、物質・材料科学技術の基礎研究・基盤的研究を標

榜する NIMS だけでは限界がある。産総研は、産業技術の向上や産業創造の推進など実用

化を目的に、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発を行っており、NIMS より「出口」

に近い位置にあると言える。 
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図 2-11 物質・材料から製品化までの段階における守備範囲 

  図 2-11 は、その関係を図式化したものである。NIMS は、おおよそ物質から材料までを

扱い、産総研は材料から部品・製品までを扱うとされている。互いの守備範囲にオーバー

ラップがあり単純には分離できないが、本格研究を目指す産総研が出口をより鮮明に意識

した研究開発を行っていることは間違いない。2005 年における NIMS と産総研との共同

研究は 21 件実施されており、NIMS が生み出した物質・材料に関する基礎研究の成果を産

総研が応用展開している共同研究が中心である。例えば、「半導体電気化学センサーの開発」

では、NIMS にて高品質ダイヤモンド薄膜等の高性能半導体材料を合成するための基礎研

究を行い、産総研にて NIMS が開発した半導体材料を加工し、電気化学センサー構造設計

などの応用研究を行うという形の役割分担で共同研究が行われた。2020 年頃に向けて、出

口に繋がるイノベーション創出の要請が増すのは確実であり、その流れの中で産総研との

機関連携は重要度を増していくと思われる。相補的な研究開発課題を見つけて連携強化を

すべきである。 
   

以上、2020 年頃までの予想される NIMS の機関連携の取り組みについて述べた。各連

携チャンネルは互いに関連があることから、枠組み間の整合性に留意し、外部からも分か

りやすい形態で積極的・戦略的に進めていく努力が必要となるだろう。 
 
2．4．5 国際連携とグローバル化戦略 

2020 年において NIMS は世界 高峰のマテリアル研究所となることを目指している。

そのためには、物質・材料科学技術における国際的な連携を実現するため、国際的な協働

活動の主導、マテリアル情報ネットワークと国際人的ネットワークの構築、国際的な人材

育成、などのグローバル化戦略のための施策を推進することが重要である。 

① 国際的な協働活動の主導 
物質・材料科学技術分野における国際的な協働活動の枠組みとしては、先端材料標準化

のための国際共同研究（VAMAS）、国際的な標準化組織（ISO・IEC など）による活動、
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などが挙げられる。産業競争力強化のためには、国際的な組織によるデジュール標準を推

進することが重要であり、物質・材料に関わる国際標準化における主導的地位の確立を

NIMS は目指すべきである。 

② マテリアル情報ネットワークの構築 
  知的基盤としての NIMS 物質・材料データベースを更に拡充し、双方向性のあるマテリ

アル情報ネットワークを構築することにより、世界の物質・材料研究者が注目する情報発

信拠点を構築するべきである。このマテリアル情報ネットワークの中心となるべきコンテ

ンツとしては、NIMS 物質・材料データベース等を整備拡充し、効率的な検索システムを

搭載させることにより、物質・材料研究に必要な情報を双方向に流通可能なマテリアルイ

ンフォーマティクスの建設を目指すべきである。 

③ 国際的な人的ネットワークの構築と人材育成 
NIMS のグローバル化を実質的に推進するためには、国際的な人的ネットワークを構築

し、世界水準の物質・材料研究者と直接に人的交流を進めるとともに、国際的に通用する

物質・材料科学技術における 高の研究人材を育成・供給することが非常に重要である。

国際的な人的ネットワークとしては、MOU などによる連携研究機関の設置、NIMS 海外

連携フェローや NIMS 海外連携拠点（UC サンタバーバラ校）の構築、さらに世界材料研

究所フォーラムの発展、等を推進することが重要である。国際的な人材育成としては、海

外との連携大学院の設置による海外からの大学院生の受け入れと育成、ICYS（若手国際研

究拠点）システムによる世界 高水準の若手研究者の育成、等を推進することが重要であ

る。ICYS は異分野の若手研究者が自立した環境で研究を遂行することにより、独創的な分

野融合研究や新研究分野を創出することをコンセプトとしており、優秀な外国人（日本人）

研究者を育成するテニュア・トラックとしてシステム確立を目指すべきである。 
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３．物質・材料研究のインフラストラクチャー 
将来展望Ⅱ： NIMS の担うべき中核的機能 

 
3．1 施設及び設備の共用  

  高度な物質・材料研究を推進するために必要な計測技術、材料創製技術などの開発を積

極的に進めるとともに、それらの外部共用を進めることで、NIMS の高い研究ポテンシャ

ルと高度な大型研究施設・設備を国内外研究者への研究にも活かしていくことで、我が国

における物質・材料研究の中核機関としての役割を果たしていく。特に、一般の研究機関

では導入の難しい高度な機器や大型設備については、一層の整備充実と効果的な共用シス

テムの構築を図っていく必要がある。 

第２期中期計画においては、強磁場研究施設、高輝度放射光施設、超高圧電子顕微鏡施

設、ナノファウンドリー施設等の外部共用が積極的に進められる予定であるが、2020 年に

おいては、それらを統合した外部共用のための大型施設群、並びにその効率的な運営体制

が確立されていることが求められる。このような NIMS の推進する外部共用業務は、我が

国の物質・材料科学技術に係わる研究開発全般を底支えすることをミッションとするため、

NIMS 内の研究部門とは独立した組織である必要がある。一方、これらの共用施設群は、

世界 高水準の設備とオペレーション技術の提供を実現するために、NIMS 内の関連する

研究部門（研究センター）と密接に連携する必要がある。 
 

図 3-1 材料探索からデバイス試作に至る一連の研究開発が行える次世代ナノファウンドリー 
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整備・開発すべき共用施設においては、新規物質や材料の探索・創成、あらゆる材料に

対

 
．2 人材育成、外部への教育貢献  

材

研究所であるためには、優れた研究者が所属することが も重

要

一

つ

研究者の育成には、単に優秀な人材を確保するだけで

は

する加工、そのデバイス化のための造形に加え、それらの評価計測手段を具備する必要

がある。現状では、加工・造形についてはナノファウンドリー施設が、評価計測について

は強磁場研究施設、高輝度放射光施設、超高圧電子顕微鏡施設、分析支援施設がその役割

を担っており、その一部は、既に外部共用を行い、成果を上げている。2020 年においては、

これらが有機的に結合することで、物質・材料探索研究からデバイスの試作に至る一連の

研究・開発が一貫して行えるような“次世代ナノファウンドリー”が整備されていること

が望まれる。その特徴としては、我が国の材料研究とナノ計測技術の高いポテンシャルを

活かして、半導体、バイオマテリアル、構造・機能材料、環境・エネルギー関連材料、ハ

イブリッド材料などに至るまで、あらゆる物質・材料に対応可能な研究開発環境が整備さ

れていることが挙げられる。このためには、材料開発の指針やナノシミュレーションを行

う計算材料科学機能や、独自の機能計測を行うための機器開発機能なども含まれる必要が

ある（図 3-1 参照）。さらに、国内の材料研究の中核機関として、大学など他機関からの研

究者や学生が、長期・短期を問わず、容易に研究・開発に専念できるための環境の整備も

必要と考えられる。 

3

①人 育成の理念と目標 
世界 高峰のマテリアル

である。創造的な研究には、新しいアイデア・コンセプトを打ち出せる個人の能力が必

要であり、そのような強い個人を中心とした弾力的な組織運営を図り、グループとしての

力を発揮させることが重要となる。また、今後のマテリアル研究者は、10~20 年先の社会

を見据えたチャレンジングな目標を掲げて研究に挑まなければならないが、このような研

究風土の形成には、大局的かつ長期的な視点から人材育成に取り組む必要がある。 
真に創造的な人材は、厳正な評価によって選ばれる必要がある。研究者は少なくとも

の専門分野に優れている必要があるが、さらに一つ二つの得意分野を有し、異分野融合

を先導していく能力も重要となる。このような人材には、客観的な評価に加えて、過去に

研究分野を切り開いてきた複数の研究者の「感性」による主観的な評価も大切である。ま

た、人材の発掘は受動的であってはならず、国内外を問わず、大学や産業界から遍く探し

求める姿勢が重要である。基礎研究及び基盤的研究開発において、優秀な若手研究者の確

保には海外からの人材獲得が重要となろう。また、女性あるいは外国人の採用には、働き

やすい環境の整備が必要となる。 
先見性と創造性を有する独立した

不十分であり、大学院やポスドク期間に引き続き、特に 30 代で能力を飛躍的に伸ばす必

要がある。そのために、優秀な若手研究者には処遇にも配慮を行うとともに、独立したグ

ループ研究を実施する競争的な機会を与える等、研究能力を飛躍的に向上させる施策も必

要である。また、NIMS が育成すべき人材は、物質からシステムまでの階層性を俯瞰でき

る幅広い視野を持ちつつ、国際性並びにリーダーとしての資質を有し、物質・材料研究の

理念（高い目標）を有するプロフェッショナルな研究者である。このようなプロフェッシ

ョナルな若手研究者の育成に尽力した指導者は、高く評価されるべきであろう。また、人

材育成の一つの到達点としては、マサチューセッツ工科大学（MIT）、スタンフォード大学、
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ケンブリッジ大学などの世界トップレベルの大学・研究所との若手研究人材の交流が挙げ

られよう。 

② 優れた研究者、技術者の活躍 
り続けるためには、研究者がライフワークとして研究に

従

き

③ 外部への教育貢献

おける高水準の物質・材料研究を長期的に維持するため、外部への

教

。NIMS はサイエンスキ

ャ

 
．3 知的基盤の充実整備と国際標準化  

M 機関として、物質・材料研究における

物質・材料に る包括的な知的基盤の整備の一つとしては、材料の安全性と信頼性を

確

NIMS が活力ある研究機関であ

事できることが重要である。米国では 70 才以上の大学教授がトップレベルの大学に所属

し、独創的な研究成果を挙げ続けている事例が多く見られる。これは、シニア研究者が第

一線の研究を継続するための組織や運営、評価システム、社会的な風土が整っているから

である。NIMS は、研究者が長期にわたり活躍できる環境や制度を整備し、優れた研究者

が尊敬されるような体制や評価システムを構築するべきである。具体的には、研究者のサ

バティカルや海外滞在を奨励することでライフワークとして研究を続ける風土を築き、研

究に専念できるシニアフェローの創出や優れたシニア研究者の招聘に努めるべきである。 
同様に、NIMS では、マテリアル研究に不可欠な技術者（エンジニア）が十分に活躍で

るような環境整備に努めるべきである。例えば、エンジニアの分野横断的な組織を構築

し、時代の変化に迅速に対応するための新しい技術目標を常に提案し、その達成に努める。

このような組織が上手く機能すれば、専門性のある「ものづくり技能」の継承あるいは異

分野融合に対応できる若手技術者の養成に有効であろう。 

  
NIMS は、我が国に

育貢献に積極的に関わっていくべきである。NIMS が発信する「ものづくり OCW（オ

ープンコースウェア）」は、マテリアル研究に不可欠な基礎知識や重要なノウハウを提供し、

大学での専門教育や企業における高度技術者の養成等に貢献し、異分野融合を促進するも

のと考えられる。ものづくり OCW は、NIMS のポータルサイトとの連動、あるいは大学

の工学系 OCW と提携することで一層の効果が期待できよう。 
一方、物質に対する知的好奇心を抱く子供の育成も重要である

ンプの実施などを通じて小・中・高での教育プログラムに貢献し、地域社会との交流を

促進する。教育貢献は、将来の研究人材の確保を目的とするだけでなく、優れた科学技術

コミュニケータ、マテリアル研究のインタープリタを育てることで、物質と未来社会との

関わりについての共通認識の形成に努め、持続的な社会の実現に貢献したい。 

3

  NI S は、物質・材料科学技術の国際的な中核的

主導的な地位の確立と新物質・新材料の国際的な利用拡大に資するために、物質・材料に

関わる包括的な知的基盤の充実整備を図る必要がある。具体的には、材料データシート、

物質・材料データベース、先端材料やナノテクノロジーの国際標準化、等を推進すること

が重要である。 

関わ

保するために不可欠な構造材料の力学的特性と時間依存型損傷特性に関わる基礎データ

をクリープ、疲労、腐食、極低温疲労等の試験により収集するとともに材料データシート

として継続的に発信する。2020 年においては、試験対象は真に戦略的に重要な材料に絞り

込み、選択と集中を徹底することが重要である。さらに、従来から整備してきた物質・材
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料に関わる包括的なデータベースを充実するとともに、ナノ領域における知見を包含する

マルチスケールの物質・材料データベースやマテリアルインフォーマティクスへ拡張する

ことが重要である。 

さらに、物質・材料研究における国際的な中核的研究拠点として主導的な地位を確立す

る

 
．4 国際ネットワークと国際研究拠点の構築 

質 して、優秀な研究人材の交流促進、

国

 ①

学、姉妹研究機関として 8 機関、MOU 締結機関とし

研究者の活性化 
研究の紹介と普及 

 人 観点からは、長期留学制度については研究者個人の活性化のみならず、組織

 ②

おいては、複数機関にまたがった国際コンソーシアムの設立が

ためには、物質・材料に関わる国際的な標準化活動を積極的に先導することが重要であ

る。「先端材料の標準化のための国際共同研究（VAMAS）」を物質・材料研究に関わる国際

的な標準化活動を推進するための重要な国際協働スキームとして明確に位置付けるととも

に、参加国の拡大を主導することにより、真の国際的な枠組みとして拡充を目指す。さら

に今後重要となる“ナノテクノロジーの標準化”を含めた、ナノテク・材料に関連した ISO
や IECなどの国際標準機関での主導的な活動をNIMSの重要な中核的機能の一つとして位

置付けることが必要である。特に、ナノテクノロジーの健全な発展を促進するために、ナ

ノテクノロジーの社会的影響評価などに関連する知的基盤を整備するとともに、科学的な

知見に基づく国際標準化の推進を主導するべきである。ナノテクノロジーの標準化は、ナ

ノ計測、ナノマテリアルなどの NIMS の行う基礎研究・基盤的研究の成果と密接な関連が

あり、この分野における中核的かつ中立的な研究機関である NIMS が積極的かつ主導的な

役割を果たすべき領域である。 

3

物 ・材料分野における世界 高峰の中核研究機関と

際共同研究による各研究機関のレベルアップ、 先端研究設備の国際的な共同利用、物

質・材料に関するデータベースや研究動向調査の国際的な協働などを目指し、NIMS は以

下に述べるような、国際ネットワークと国際研究拠点の構築を推進するべきである。 

 NIMS と個別機関間の連携構築 
  現在、国際連携大学院として 7 大

て 75 機関の国際連携が構築されている。さらに重点研究テーマにターゲットを絞り、連携

の拡大を図るとともに、連携機関との人材交流を制度化するなどの施策が必要である。こ

の観点から、欧米等の先進諸国から多数の優秀な人材を 1 週間程度の短期で受け入れるこ

とは以下の点で重要となる。 

i)     NIMS
ii)    NIMS で実施されている

iii)   国際共同研究への発展 

材交流の

としての有効活用が重要であり、留学先との機関連携、留学先機関からの NIMS への人材

派遣へと発展させる施策が必要である。また、NIMS の研究活性化のためには、3 ヶ月程

度の短期留学制度の充実や中堅研究者のサバティカル制度の導入を図るべきである。現在、

国際学会出席等に伴う海外機関訪問の報告制度はあるが、報告文書の活用は不充分であり、

機関訪問情報の効果的収集と分析・活用をさらに推進すべきである。 

 複数機関間の連携構築 
  大型国際共同研究などに
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望まれる。これにより、人材交流のみならず、グローバルな課題に対応した世界トップレ

ベルの共同研究の遂行が可能になる。実施場所としては NIMS のみならず、海外研究拠点

の活用も有効である。また、世界材料研究所フォーラムをさらに充実し、NIMS がイニシ

アティブを発揮することにより、フォーラム参加機関の相互人材交流を促進させるべきで

ある。また、世界的な中核機関として、NIMS が主導して国際的な協働により物質・材料

科学における研究動向調査（Materials Science Outlook）を行うことが重要である。  

③ 国際ネットワークの構築 
 を構築するために、現在、NIMS 滞在経験を持つ海外研究者

入手 
な紹介 

 さら NIMS は国内外の物質・材料研究者の交

 ④ 国際研究拠点の構築

での海外研究拠点構築が進められている。この他、欧州、アジア

 ⑤

的に検討すべき事項としては、特に知的財産の取り扱いに

制定と周知 
ま な装置に

尽

 国際的な人的ネットワーク

（NIMS Alumni）の組織化が進められている。また、海外における有力研究者を NIMS
貢献人材とするリエゾンパーソン制度の構築が進められている。このような国際ネットワ

ークを戦略的に活用することは、以下の３点から重要である。 
i)   優秀な人材情報の提供 
ii)  技術トレンド情報などの

iii)  NIMS およびその成果の効果的

に、これらの国際ネットワークを活用して、

流窓口としてのコーディネート機能を担うべきである。 

  
  現在、北米（UCSB）

等においても設置を考慮するべきである。これらの国際研究拠点では、ⅰ) NIMS 本体との

関連テーマでの共同研究、ⅱ) NIMS 研究者留学や事務職員の国際化研修、ⅲ) 国際コンソ

ーシアムの拠点として、積極的に利用されるべきである。 

 国際連携における共通事項 
  国際連携を進めるうえで共通

関する体制整備が重要である。具体的には以下の項目などが求められる。 
i) 外国人研究者に対する知的財産に関するルールの周知 
ii) 海外派遣研究員の派遣機関における知財ルールの認知 
iii) 海外拠点、国際コンソーシアムでの知財権に関するルールの

た、国際的な求心力は世界トップの優れた研究成果と他にはないオリジナル

きる為、国際連携を用いた NIMS とその成果の効果的海外発信は必須である。 
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図 3-2 NIMS が目指す国際ネットワークと国際研究拠点の構築 

 
3．5 産学独連携の推進  

  2020 年において NIMS は物質・材料科学技術に関する研究開発の中核的拠点であるこ

とを目指している。そこでは、産業界における企業研究者や技術者、大学院等の高等教育

機関における教官、研究員や大学院生などに対して、物質・材料に関わる情報循環、協働

研究、並びに人材育成、等の広範な連携の場を提供する。実用化研究を主な目的とする産

業界との連携（産独連携）と、基礎研究及び基盤的研究開発や人材育成を主な目的とする

大学等の高等教育機関との連携（学独連携）とは目的と方法が異なっており、各々適切な

連携推進の方式を構築していかなければならない。 
物質・材料研究に係わる産独連携推進の主な目的は、①産業界との情報循環により、ニ

ーズに適確に対応した基礎・基盤的研究を推進すること、②NIMS の基礎・基盤的研究の

成果を民間企業等が実施すべき実用化研究へ円滑に移行させること、の 2 点である。産業

界の企業研究者との情報循環型の連携を実質的に推進するために、NIMS 内に民間研究者

が滞在して協働しながら研究を行うことができる場（（材料研究プラットフォーム）の構築

を推進していくことが重要である。このような実用化を目指した研究フェーズへ、基礎研

究及び基盤的研究開発の成果を円滑に移行させるとともに、民間企業へ技術移転する TLO
機能の充実が必要である。さらに、情報循環、協働研究の主機能の他に、産独連携では、

高度な研究者・技術者の育成の機能も併せ持つべきである。 
物質・材料研究に係わる学独連携の推進の主な目的としては、①大学等の研究者との情

報循環による基礎・基盤的研究の効率的な推進、②物質・材料科学技術に従事する高度な

研究者や技術者の育成、の 2 点である。物質・材料科学技術に関係する学問領域は多岐に

わたっており、NIMS 単独では物質・材料研究全てを網羅することはできない。大学等の

研究者と NIMS 研究者との情報循環と連携により、NIMS の進める基礎研究及び基盤的研

究開発において相補的かつ相乗的な効果が期待できる。そのためには、大学研究者との相

補的な共同研究を推進する学独連携制度の充実など、大学との積極的な交流と連携の場を
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構築することが重要である。また、物質・材料科学の将来を担う大学院生、研修生、技術

者の受け入れを積極的に行い、優れた研究人材の育成を行うべきである。具体的には、国

内・国外の大学との連携大学院制度の充実、筑波大学との連係大学院制度（物質・材料工

学専攻）の拡充強化などを行うことが重要である。 
このような大学との連携と協働により、物質・材料科学における知の体系化を先導する

ことが可能になる。NIMS には物質・材料科学技術の基礎研究を長期安定的に推進する責

務があることから、2020 年までに物質・材料科学におけるスタンダードなテキストの発行

を目指すなど、積極的に物質・材料科学の体系化を主導するべきである。 
 
3．6 情報発信  

  物質・材料科学技術における国際的な中核的研究機関として、NIMS は物質・材料に関

わる科学技術関連情報の主要な発信サイトとなるべきである。具体的には、物質・材料研

究に関する世界 高水準のポータルサイトの構築、物質・材料科学技術の指針となるべき

ホワイトペーパーの発行、物質・材料科学における国際的学術専門誌の育成などを推進す

ることが重要である。 
物質・材料研究に関わるインターネットを用いた情報発信としては、マテリアル研究に

おける世界初のポータルサイト構築を推進するべきである。そこでは、NIMS と世界の研

究者との双方向的なインタラクションの提供を目指している。具体的には、世界における

物質・材料に関連する主要研究機関の活動状況、NIMS の行う物質・材料研究における中

核的機能の窓口、物質・材料研究における知的基盤整備の効率的な発信、などの機能を提

供する。 
  また、物質・材料科学に従事する研究者の中長期的な指針となるべきホワイトペーパー

（マテリアルズサイエンス・アウトルック）の発行を定期的に行うことが重要である。

NIMS 研究者のみならず、国際的な研究者を糾合した学独・産独連携のもとに、世界的な

物質・材料研究の方向性を先導できるような信頼性の高い戦略調査資料を提供することを

目指すべきである。 
一方、NIMS は物質・材料科学技術における国際的な学術専門誌である Science and 

Technology of Advanced materials （STAM）の編集発行を行っている。物質・材料科学

にとって重要な方向性を与えるような質の高い総説（Review）を継続的に提供することに

より、STAM 誌を物質・材料科学技術の分野におけるトップレベルの専門誌に育成するこ

とを目指すべきである。 
 
3．7 地域社会とのつながり 

つくばサイエンスシティー 
    － つくばから地域社会と一体となって（物質）科学という文化を育み 

社会への貢献を目指す － 

① “ものづくり”から見た NIMS と地域社会とのつながり 
研究機関が数多く存在する学園都市のつくばは、科学万博が開催されたことも含めて地

域住民の科学への関心が深い。地場産業との連携や一般社会と一体となって科学という文

化を育むことにより、“地の利”を生かして科学の応用としての産業、特に近年重視されて

いるものづくり（製造）を支援し、研究開発の成果を実用に結びつけるモデル地区を目指
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す。そのために、関連機関と協力した人材育成、地場産業の育成・発展を通した地域貢献、

地域社会の科学への理解向上及び協力関係の構築、という 3 つの局面からアクションを起

こす。また、人知物を円滑かつ総括的に管理するための既存の枠を超えた地域主体の機関

の設立を率先して関係機関に働きかける。 
他に類を見ない独創的な“もの”をつくりだすためには、ものづくりのプロの中でも精

鋭の“先駆者”や取りまとめ役の“先導者”の存在、つまりは人材が不可欠である。2020
年、さらにその先に渡って人材を育成していくためには、まず将来の担い手である子供た

ちに対して広く科学の“種”をまき、興味という芽を吹かせ、それを木へと成長させてい

くことが重要である。次に、ものづくりのプロたちが十分に活動できる場所となる“土壌”

を整備することが必要である。さらに、これらの活動には直接的にあるいは間接的に様々

な形で一般社会と関わっていることを忘れてはならない。 

② 関連機関と協力した人材育成 
【科学の“種をまく】 
ものづくりには、しくみの理解と同時にイメージを実体化できる技量も必要である。幼

少の頃より自然現象や道具などを“実体験”する機会をできるだけ多くし、科学に興味を

抱かせることが重要である。そこで、以下により地域社会に対して科学の “種をまく”こ

とに貢献する。 
i)    小中高生向けの課外授業への参画 
ii)   サマースクール（中高生対象）などの受け入れ 
iii)   つくばイブニングセミナー等の開催 

この場合、他の研究機関等との協働により“種”は幅広い分野についてまかれるべきであ

り、来るべき社会要請に柔軟に対応できることが望まれる。これらの行動は、親である大

人たちにも間接的に科学の面白さ、重要性を伝えることにもつながる。 
【プロの候補の育成】  

種から出た芽を若木であるプロ候補にまで育てる次なる重要なステップは、大学大学院

教育である。インターンシップや連携大学院制度を活用して専門課程の学生・院生に対す

る高度専門教育に携るだけでなく、大学１、２年次向けの出前講義などを行うことで NIMS
の存在を物質・材料研究の重要性とともにアピールしていくことが重要である。近隣の筑

波大学などにおいて各分野での先端研究のさわりを伝えることで、理工系学生には折角芽

吹いた科学への興味を萎ませないようにし、さらに人文学系学生には先進科学技術の重要

性の認識と理解を求める。これは、プロにとっては現在遂行中の研究についての自己点検

の機会ともなろう。 
【“先駆者”や“先導者”の誕生、次世代への伝承】 

プロ候補は経験を積むことで真の“プロ”となり、さらには“先駆者”や“先導者”の

誕生につながる。プロが十分に研鑚を積むためには、自由に、ときに競争的にときに協力

的にプロ同士が交流できる場が必要である。つくば地域の他研究機関との連携や交流をよ

り推進することが必要である。 

③ 地場産業の育成・発展を通した地域貢献 
ものづくりの発展のためには、高度製造加工技術を有する産業界の存在も重要である。

伝統的かつ個性的な地場企業を擁する他地域に比べて、歴史的に若いつくば地域はこの点

で不利である。地場産業と積極的で密接な関係を持つことでベンチャー企業の起業や活性
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化を図り、他の地域に負けずとも劣らない高度製造加工技術を有する地場産業を育成・発

展させ、例えばつくば地域をシリコンバレー化する。地場産業との友好的な交流は、資金

や技術のフィードバックのためにも必要である。特につくば地域を対象として、 
i) 大学、公的研究機関、民間企業によるつくば研究開発クラスター（研究連携

コンソーシアム）の構築 
ii) 研究・技術支援によるつくば発ベンチャー企業の創出 
iii) NIMS や他機関での未活用特許の地域産業への公開 

を推進させる。各機関間での相互補完のためのトップ間合意や人材流動化、部分的組織融

合やリエゾンオフィス間での連携など、ここでも旧形態の再編が必要である。これらを研

究連携コンソーシアムとして再構築し、ベンチャー起業や地場中小企業の活性化を図るた

め、地域に重点を置いた活動拠点として活用する。地場産業を含めた企業や地方自治体と

のタイアップ関係は、次期知的クラスター等の大型国家プロジェクトの提案や獲得にも効

果的であろう。 

④ 地域社会の科学への理解向上及び協力関係の構築 
プロによるものづくりといえども人間による行為である。種まきや育成、活躍の場とな

る土壌づくりなどの直接的な行動以外にも、空気や水に相当する地域社会からの理解・協

力なしには成り立たない。特につくば近隣の一般の人々を対象として、ものづくりに対す

る興味を喚起するために、 
i) 物質・材料研究に関する資料館・博物館の設置と地域への開放 
ii) 筑波研究学園都市交流協議会等の各種交流組織との連携による地域社会へ

のアピール 
などの行動を提言し、推進させる。これらは、科学の種をまくあるいは芽を育てる行動で

もあり、一般の人々から様々な協力を得るために是非とも必要である。加えて、各種交流

組織との連携は人材・研究動向・企業ニーズを含めた情報交換にも役立つであろう。 
これらに加えて、国内外の研究者・学生や一般の人々が安心して訪れ、生活できる街づ

くりが重要である。地方自治体や交通機関などに対して、 
i) 主要施設連絡交通手段の整備 
ii)   サイエンスツアーパスやサイエンス博などの企画 
iii)     外国人に対しての医療や生活ケアシステムの整備 

などを要請し、サイエンスシティーとしてつくばを広く世界にアピールする。  

⑤ つくば発、科学という文化の普及 
 これらのものづくりに関する行動を通じて、地域社会と一体となり科学という文化を育

み、その流れをつくばから全国に発信する。ここで、科学が真の文化となるためには、人

文科学的な視点での検討も必要である。その意味で、ものづくりに関する科学技術がもた

らした功罪や将来に対するアセスメントなどを行う機関・部署も必要である。世界 高峰

のものづくり研究機関を目指す NIMS は、地域社会と密接かつ友好的な関係を築き、互い

に協力援助し合って発展していくために、地域単位で統括的に人知物の管理運営伝承、広

報活動や科学文化の普及を司る機関の設立を地方自治体あるいは国に働きかけることが望

まれる。 
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４．活力ある NIMS をつくる 
将来展望Ⅲ： NIMS の組織・運営形態 

 
4．1 運営資金のあるべき姿 

  NIMS は 2001 年 4 月に独立行政法人（以下、「独法」という。）として設立され、それ

までの国立試験研究機関としての位置付けから業務の範囲、組織、運営及び管理等の面で

大きく変化した。特に、運営資金である予算制度は大きく変貌した。独法の主要な財源は

運営費交付金である。運営費交付金は独法の業務運営の財源として国から交付されるもの

で、国としてはその使途の内訳を特定しないとされている。また、その他の財源としては、

施設整備費補助金及び外部資金収入がある。施設整備費補助金は公債発行対象経費に相当

する土地・建物への支出経費に関して、使途を明示して手当される国からの補助金である。

これらの運営費交付金及び施設整備費補助金は国から措置される財源であるが、独法は国

からの財源措置に依存するだけでなく、自らの努力により収入を獲得することも可能とな

り、むしろこのような努力を行うことが望まれている。このように独法が積極的に自ら獲

得していく収入が外部資金であり、受託事業収入、寄付金及び雑収入などが含まれる。受

託事業収入は、受託研究契約等に基づく受託事業として科学技術振興費、科学技術振興調

整費などいわゆる競争的研究資金や民間企業等からの受託事業の実施による収入であり、

雑収入は特許権の実施料収入、土地・建物の貸付収入などが挙げられる。 
  ここでは、2006 年度予算策定作業などを踏まえた今後の運営費交付金の推移、競争的研

究資金をはじめとする外部資金獲得の重要性、運営費交付金及び既存の外部資金制度以外

の新資金源開拓の可能性について考察する。 

 ① 運営費交付金の推移予測 
  前述のとおり国研から独法に移行し、NIMS の業務運営に係る財源の主力となった運営

費交付金の第１期中期目標期間における推移は図 4-1 のとおりであった。独法に移行した

初年度である 2001 年の 17,161 百万円に対し、2002 年度は対前年度比△2.9％の 16,660
百万円と大幅な削減が行われた。その後、減額幅の大小はあるが、運営費交付金について

は年平均△1.5％と減少してきた。 
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図4-1 2001～2005年度の運営費交付金の推移
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  2006 年度からの第２期中期目標期間においては、NIMS の行う業務について既存事業の

徹底した見直し、効率化を進め、一般管理費（人件費を含む。なお、退職手当等を除く。）

については、中期目標期間中にその 15％以上を削減するほか、その他プロジェクト研究開

発費などの業務経費についても期間中にその５％以上の業務の効率化を図っていくことが

第２期中期計画に盛り込まれる予定である。従って、2007 年度以降各年度の運営費交付金

についてはこれらを考慮した予算構造となっていくことが予測される。 
  図 4-2 は 2006 年度をベースに対前年度比△1.5％（第１期５ヶ年の平均削減率）と仮定

し、2020 年までの運営費交付金について試算した結果である。このケースでは、2020 年

度の運営費交付金は 2006 年度と比較し約 30 億円（△19％）の減額が予測される。 
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図4-2 運営費交付金の試算について
・運営費交付金の額が、対前年度比△１．５％として試算。
・第２期中期目標期間で設定される、人件費△５％、一般管理費△１５％を第３期、第４期にも想定して試算。

（第２期中期目標期間で設定される、業務経費△５％については、各年度において退職金の増減により考慮していない。）
・退職金については、その年度の定年退職予定者等を計上。
・業務経費には、２００６年度の自己収入予算額分を据え置き（±０％）として計上し、次年度以降も同様に試算。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  独法は、ⅰ) 国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されること

が必要な事務及び事業、ⅱ) 国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事

業、ⅲ) 民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されない恐れがある事務及び事業、な

どを業務とする法人であり、「行政」の範疇に属する事業を担う主体として、国が法律によ

り存立目的・業務を与えて設立された法人である。従って、その運営資金は研究開発型独

法である NIMS の場合、競争的資金を始めとする外部資金を自ら獲得していくことももち

ろん重要であるが、上記の設立経緯に鑑み、運営資金の基礎となる運営費交付金が確実に

交付されることが事業を行うためには不可欠である。また、NIMS の研究業務は第２期科

学技術基本計画で掲げられた重点４分野の一つである「ナノテクノロジー・材料」分野に

位置付けられている。本分野は 2006 年度からの第３期科学技術基本計画においても情報通

信、環境、ライフサイエンスと並び重点推進４分野の一つに位置付けられる。従って、図
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4-2 のような傾向が予想される中、政策的な面も含め、如何に NIMS の研究業務の必要性

をアピールしていくかということも重要である。 

 ② 外部資金獲得の重要性 
  今後、運営費交付金の伸びが期待できない状況の中、運営費交付金の減額分を外部資金

に委ねざるを得ない状況になることが十分予想される。このため、NIMS は外部資金の獲

得の重要性を認識し、経営戦略の一つとして外部資金の獲得を目指していくことが重要と

なる。現在の NIMS の予算の中で外部資金は、主として「競争的研究資金」及び「企業等

からの資金」の２種類が大きな割合を占めている。 
  第２期科学技術基本計画の中で、競争的研究資金は同計画の期間中に予算を倍増するこ

とを目標に掲げ、予算の重点化を図ってきた。その結果、図 4-3 のとおり高い伸び率で予

算の重点化が図られてきた。この拡充の傾向は 2006 年度からの第３期科学技術基本計画に

おいても引き続き維持される予定である。特に、競争的環境の醸成に向け、研究者間の競

争促進はもちろんのことながら、間接経費の拡充措置により、研究者の属する組織間の競

争をも促す方向に移行しつつある。 
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図4-3 1996～2006年度の国の競争的研究資金の規模の推移

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  これまで、NIMS が獲得した公募型競争的研究資金の推移（図 4-4）を見る限り、獲得

額は順調に伸びてきている。これは政策的な判断により獲得している研究課題もあるが、

研究者個人の能力によるところも大きかったと推察される。第３期科学技術基本計画の方

針を踏まえた場合、今後、競争的研究資金の獲得には従来のように研究者個人の能力、努

力に頼るだけではなく、これまで以上に組織として戦略的に取り組んでいく必要がある。 
現在、NIMS では総合戦略室に競争的制度活用推進オフィスを設置し、競争的資金獲得

増に向け、制度の情報収集と NIMS 内への周知徹底、萌芽研究からの候補課題の発掘、提

案課題のブラッシュアップを目的とした NIMS 内事前審査の実施などに取り組んでいる。

今般実施した職員に対するアンケート調査結果でも、今後、運営費交付金以外の主要な研

究費獲得手段として外部競争的資金が多数選択されている。従って、NIMS は競争的研究

資金の獲得に向け、これらの取り組みを引き続き実施するとともに、既獲得者による提案
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書類の作成方法に関するセミナーの開催、外部資金獲得者に対する研究費（運営費交付金）

の追加配分など研究者の競争的研究資金に対する応募意欲をかき立てるインセンティブを

如何に与えていくかなどを検討していくことが重要である。 
 
 

注）平成１５年度の大幅な伸びは、補正予算による追加が
あったことによる。
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図4-4 公募型競争的資金による研究
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図4-5 企業等からの資金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  企業等からの資金についても、これまでの実績（図 4-5）を見ると競争的研究資金同様大

幅な伸びを示している。特に、2003 年度に制度化したマッチングファンド型共同研究を含

む資金提供型共同研究等の伸びが著しい状況である。国からの財源措置に依存するだけで

なく、自らの努力により収入を獲得することが望まれている中、外部資金獲得に向けた努

力が反映されてきている。企業等からの資金獲得には、NIMS の成果を自らの努力により

売り込んでいく、いわば営業活動が必要である。学協会における発表、プレス発表、刊行

物への投稿など個人の努力により実行に移せるものから、組織として取り組むことでより

効果が期待できるものもある。これまで実施してきた産業界を対象とした各種産業フェア

への出展、NIMS 懇話会、イブニングセミナーなどは着実に実を結ぼうとしている。今後

はこれらの取り組みに加え、新たに立ち上げた材料研究プラットフォームをも活用し、プ

ラットフォーム本来の目的の遂行と同時に研究資源の獲得も視野に入れて取り組んでいく

ことが重要である。また、資金提供型共同研究の実施は NIMS の理念である「使われてこ

そ材料」を具現化する上で重要であり、かつ、外部資金獲得のための役割をも担う重要な

方策として活用していくべきである。 
 

          参考資料 
・総合科学技術会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/index.html 
・文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 
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 ③ 新資金源の開拓 
  前２項において現在の主要な資金源である運営費交付金及び外部資金について述べてき

たところであるが、2006 年度より非公務員化することを契機として新たな資金源の開拓も

必要である。①のとおり現段階では運営費交付金収入は逓減していくことが予測されるこ

とから、競争的研究資金及び企業等からの資金だけではこの差額は補いきれない可能性も

ある。もちろん、運営費交付金以外の収入が増加することによって運営費交付金収入その

ものが減少されるという可能性もないわけではないが、長期的視野に立った場合、国から

の財源措置に頼らず各方面に対し触手を伸ばしていくことも重要である。 
  具体的な新資金源としては以下の資金源が考えられる。 
 

ⅰ) 標準試料等の認証物質販売収入 
ⅱ) データシート、データベース利用収入 
ⅲ) 強磁場施設等大型施設・設備の外部共用収入 
ⅳ) 出版物の販売収入 
ⅴ) 講演会・講習会による収入 
ⅵ) 海外からの研究資金獲得 

 
などである。このような資金源については、今後、NIMS の事業として法的に可能かど

うか検討を進め、順次着手していくことが期待される。 
 
4．2 組織システムのあるべき姿 
4．2．1 職員の採用・配置・キャリヤパス  

優秀な研究者は、適切な研究環境（スペース、人材、研究費）を与えられれば、自発的

に世界レベルの成果を挙げることができる。また、その研究分野で強力な求心力を持つた

め、優秀な若手人材は自ずと集まってくる。さらに、成果の発表や大型外部資金の獲得な

どにより、研究所全体の知名度とレベルを上げることになる。すなわち、世界 高峰の研

究所を目指すならば、世界 高峰の研究者を確保することが重要である。また、高度な技

術的な支援を行うエンジニア職、NIMS 組織の運営を行う事務職の場合においても、組織

の活性化と効率化のためには優秀な人材が必要不可欠である。 

ここでは、職員の採用・配置・キャリヤパスについて、以下の提言を行いたい。 

① 採用・配置 
  世界 高峰の研究所を目指す NIMS は、常に 高の人材を揃えることを目指さなければ

ならない。そのためには、職員の採用、任用、並びに配置において人材育成の観点から十

分な配慮が必要である。 

【採用】 
既に行われているように研究職、エンジニア職、事務職の新規採用時には、厳正な書類・

面接審査を行い、透明性を確保することが必要不可欠である。採用後の数年間は、研究や

業務の進展について上長がフォローし、必要に応じて配置転換、研究テーマ・業務内容の

変更等の手段により、個人がその能力を 大限に発揮できるよう、弾力的に対応すべきで

ある。 
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 【グループリーダーの任用】 
研究グループリーダーは、プロジェクト遂行上の直接の責任者であり、その成否の鍵を

握るとともに、若手研究人材の育成にも大きな責任を持つ。職務の重要性を常に自覚しな

がら、研究を推進する高いモチベーションを維持し、グループとしての研究活動を活発に

させることが、NIMS 全体の研究活性化の原動力になる。グループリーダーの任用に当た

っては、個人の業績やグループ全体の統率力、研究取り組み姿勢等を総合的に評価すべき

である。必要に応じて、外部から第一線研究者のヘッドハンティングを行うべきであり、

人材確保のための専門部署を NIMS に設置するなど、体制を整えることも重要である。 
単なる年功序列的なグループリーダーの任用は、そのグループ全体のモチベーションを

低下させるのみならず、優秀な人材の流出や研究の停滞などの弊害が起こることは明らか

である。このためグループリーダーは原則として任期制にすべきであり、部下からの評価

も踏まえ、数年毎に資格審査を行い、その適性を判断されるべきである。これにより、人

材の流動化が確保され、かつ緊張感を持ったグループ運営が行われる。 

 【研究環境の整備】 
新規の優秀な研究人材を採用・育成するには、個人の研究に対する情熱や夢を強くかき

たて、その創造性を 大限に発揮させる環境整備が必要である。このためには、個々の研

究者に「自分が必要とされている」「自分の実力が認められている」という意識を持たせる

ことが重要と思われる。研究者個人に「必要とされている」という意識を持たせることは、

優秀な人材の流出を抑止するだけでなく、研究活性化に必要不可欠な動機を与える。その

ため、優秀な人材には積極的にプロジェクトを任せるなど、常に研究に対するモチベーシ

ョンを高く保持させる必要がある。 

【事務職員の配置】 
  NIMS の研究活動を底支えする管理部門を効率的に運営するためには、優秀な事務職員

の育成が必要不可欠である。事務職員は NIMS 全体の管理運営を俯瞰的に理解し実践する

能力（ゼネラリスト）が必要ではあるが、個々の職員の適性に応じた専門分野について継

続的に研鑽させスペシャリストとしての能力を育成することも望まれる。公務員の制度改

革の中で議論されているように「年功序列型」から「能力・実力主義」への移行を踏まえ、

従来のように主として年数を基準とした異動を行うのみではなく、専門性の育成を重視し、

適材適所の配置を行うなど、事務職員の能力を 大限に発揮させる運営システムの構築が

今後の重要な検討課題である。 

② キャリヤパス 
  現在、NIMS の運営（フロントでの勤務、本省への出向）には、定期的に数人／年の研

究者の任用が必要とされている。優秀な研究者が NIMS の運営業務や我が国の科学技術行

政を経験することは、研究者としての幅広い視野と経験を得るうえで重要である。一方、

これらの任用期間は大概１年となっており、第一線に立つ有能な研究者にとって、その間

の研究停滞は負担となっている。このような問題を改善するためには、NIMS の運営に係

わる業務へ任用される研究者には十分なサポート体制を整備することが必要である。 

  一方、研究第一線に留まれなくなる一部の研究者が生じ得ることも事実であり、このよ

うな一線から退いた研究者への適切なキャリヤパスを用意することは、NIMS 全体の活性

化にとって不可欠である。そのため、「研究運営コーディネーター制度（仮称）」を設け、
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希望する研究者を「研究運営コーディネーター」として運営フロント等に登用し、継続的

に NIMS 全体の運営において活躍できる場を設けるべきである。「研究運営コーディネー

ター」はフロントでの指導的な業務、技術情報の収集や企画調査の他、必要に応じてプロ

ジェクト研究の円滑な運営を補佐する業務（内外との交渉も含む）に能力を発揮してもら

う。これにより現場の研究者の負担を軽減し、さらに研究運営の円滑化を図る。研究者か

ら研究運営コーディネーター職への移行においては、昇進・昇格等での不利益が出ないよ

う、適切な評価基準を設けるべきであろう。さらに、研究運営コーディネーターは、研究

運営の刷新や改変について、積極的に助言ができるような資質を養うべきである。また、

フロントへの登用以外に、その能力に応じて専門職を目指すための育成制度（弁理士等の

資格取得、学生教育、国際協力などの対外的な専門業務）を構築することも必要であろう。 
 

 
 

      図 4-6 研究者のキャリヤパスの多様化（研究運営コーディネーター（仮）） 
 
4．2．2 個人の力を強化する組織、評価、処遇、メンタルケア 

  研究所の力を上げるためには個人の力を十分に発揮できる組織等が必要である。ここで

は個人の力を強化する観点から、組織、評価、処遇、メンタルケアの現状の問題点を指摘

し、2020 年にあるべき姿について考察する。 

① 組織  
第２期からの組織はグループを中心として個人の力を活かすような体制を目指している。

個人の力を十分に発揮させるためには３−４人程度のグループを中心に運営するのが良い

と思われる。ユニットはプロジェクト遂行のために必要な要素を集めるもので、フレキシ

ブルである必要がある。ユニット長、グループリーダーは個人を生かす努力が必要である。

また、世界 高峰のマテリアル研究拠点を目指すためには、海外の優秀な人材を積極的に

採用することにより、国際的な研究所としての活力を維持・向上させる必要がある。さら

に、30 代の優秀な研究者に対して自立した環境で研究させることは、将来を担う優秀なリ

ーダー人材を育てるために重要であり、NIMS 内公募審査によりグループリーダー等への

積極的な任用を図るべきである。 
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② 評価  
研究のみならず全ての業務において、PLAN-DO-SEE サイクルの観点から効率化を図る

ことが重要である。この場合、マネジメントサイクルの SEE の部分を担当するのが評価で

ある。適正かつ客観的な評価を行うことにより、優れた計画（PLAN）をたてることが可

能になり、効率的な目標達成が期待できる。結果的に、個々の職員の能力強化につながる。

このことから、適切な評価システムを構築することは非常に重要である。 
現状実施されている研究職、エンジニア職、事務職の個人業績評価方法は、外部評価委

員からも高く評価されている。研究職業績評価が研究推進の励みになり、より強い個人研

究者の育成とグループ研究の活性化に資すれば効果的である。国際的な評価と NIMS の研

究職業績評価に大きな差が生じることがないような客観性のある評価システムにするべき

である。 
また、外部評価を受けつつ、プロジェクトを遂行することは強いグループリーダーを育

成する上で重要である。研究者の負担が過度に大きくならないような工夫は必要である。

外部の有識者の適切な意見や助言により、第１期は大きく業績を上げている。今後も外部

評価委員の意見を積極的に受け入れることは重要である、評価結果に対しては、適切な対

応をすることが必要である。 

③ 処遇 
研究職員の流動性確保は重要であるが、NIMS の育成した優秀な中堅・若手研究者の大

学等への一方的な人材流出は研究組織としての活力を低下させる。優秀な業績を挙げた職

員には相応な処遇が必要であり、優秀な人材を確保するためには業績に合わせた給与体系

の検討が必要である。研究者のモチベーションを向上させるような適切な評価と処遇の連

携を図るとともに、年俸制の導入や定年の延長を考慮に入れるべきであろう。 

④ メンタルケア  
成果や業績を過度に要求されるような職場環境にしてはならない。また、研究者は結果

を求めるために勤務時間を超過する傾向がある。このため、裁量労働制の場合、研究者の

十分な自己管理が求められる。また、福利厚生の充実を図り、健康的に職務を遂行できる

環境作りが重要であろう。メンタルケアの相談窓口を設置し、必要に応じて専門家による

相談を受けられる機会を増やす必要がある。 
 
4．2．3 運営システムの国際化 

  世界 高峰のマテリアル研究所を目指すためには、職員の国際化とともに NIMS の運営

システムの国際化が必要であり、2020 年において NIMS 組織としての国際化の在るべき

姿を示す。さらに、国や地方レベルでの行政として取り組むべき国際化について提示する。 

 ① 組織としての国際化 
  研究所の国際化の中心は、長期安定的に基礎研究・基盤的研究開発に従事する定年制研

究職員の国際化を図ることである。現在、定年制研究職員における外国人の比率は約 4.5%
であるが、全世界から優秀な人材を公募することなどにより、2020 年においては 10～15%
程度に達するものと思われる。当然ながら、研究プロジェクトや研究グループのリーダー

職においても外国人の比率は同程度に達しているものと考えられる。このような人的な国

際化を達成するためには、NIMS 運営システムの国際化を並行して推進することが必要で
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ある。例えば、事務手続き、会計システム等の構内情報システムのバイリンガル化が求め

られる。特に外国人が単独で入力可能な事務処理システムの構築は必須となる。このため

には、事務系職員の国際化が重要であり、海外拠点等における実地研修などの必要な施策

を行うべきであろう。 
さらに、研究者を支援する組織やシステムのバイリンガル化が必要となる。例えば、i) 共

用部門における研究支援、ii)知財部門における特許申請等の作成支援、iii) 外部競争的資

金応募への支援、等が必要となる。外国人研究者を受け入れる場合の日本人研究者の負担

を減らす為、外国人研究者の生活面を含む相談窓口の設置が望まれる。また、退職金や年

金面での不利益が生じないようにする為、年俸制などの新たな給与システムの導入が図ら

れるべきであろう。 

② 地方・国としての国際化 
  外国人研究者の受け入れ体制を向上させる為、NIMS は子弟教育問題、カウンセリング

などに関して、国や地方の行政に働きかけて行くべきである。外国人が日本に長期間安定

に滞在できるように、i) 年金制度の国際化、ii) 免許証の簡易発行、iii) 出入国関係の手続

きや規制の改善、等における制度改革を行政に働きかけて行くべきである。 
 
4．2．4 男女共同参画システムの実現  

  男女共同参画の動きが各所で高まっており、多様な分野において女性の活用の重要性が

唱われている。研究分野においても、多様な人材の活用が研究の活力を生み出すことが示

唆されている。NIMS では、2003 年から 2005 年の３年間の、NIMS 研究者の年間平均論

文数が 2.4 報であるのに対し、女性研究者の平均は 3.4 報と若干多い。NIMS における女

性研究者は若手が多く、育児期間と重なるなどハンディが多い研究者もいるにもかかわら

ず、成果が若干多いのは、限られた勤務時間の中で成果を出せるような工夫をしているか

らであると思われる。それゆえ、優秀な女性研究者を積極的に採用し、育成することは

NIMS 全体の活性化につながると思われる。 

図 4-7 に示すように、NIMS 内の女性研究者は 10 年前と比較すると倍増しているが、依

然として全正規職員の 5%程度である。しかし、ここ数年の女性研究者の増加率は急に上昇

しており、この増加率のまま女性研究者が増えれば、2020 年においては、全体の 15％程

度までは女性研究者の割合は増えるであろう。NIMS 内研究者が主に所属する材料、物理、

化学分野では、現在の女子大学生の割合が 10％程度であることを勘案すると、女性研究職

の比率は 低でも 10%程度には達するであろう。今後、この分野での女子学生の割合は増

加するものと考えられ、2020 年では 20%程度まで増えることも予想される。 

  女性研究者がその能力を発揮するためには、仕事と私生活のバランスの取れた“ワーク

&ライフバランス”を目指した様々な施策が一層必要である。すでに、NIMS 内には男女

共同参画方策推進検討委員会が設置され、女性研究者育成のための様々な試みを検討して

いる。2020 年を待たずして、裁量労働制、在宅勤務、ベビーシッター費用負担などの育児

支援などが導入され、育児や介護を行いながらでも仕事を続けることが可能になると思わ

れる。また、これらの柔軟な労働形態を取りつつも、研究所として高いアクティビティを

保つため、例えば、様々な事務手続きのデジタル化やエンジニア増加による研究支援など

により、仕事効率をあげるためのシステムが構築されるであろう。 
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  さらに、男性職員の育児休暇取得推進、育児に対する意識改革、性的役割分担意識の解

消、セクシュアル・ハラスメント防止のための啓蒙などの活動を通して、育児や介護が女

性だけの仕事ではなく、男女ともに必要な活動であるという認識を職員が持てるようにす

る。それにより、産休・育休、介護休暇などを取りやすくし、育児や介護のために短時間

労働となる時期があっても仕事を続けられる環境・雰囲気を整えることも重要である。 

  終的には、１５年後には、「男女共同参画」は当たり前のこととなり、あえて男女共同

参画活動を行わなくても、男女ともにワーク＆ライフバランスの取れる職場になっている

ことが期待される。 
 

 
   図 4-7 NIMS 並びにその前身（金属材料技術研究所と無機材質研究所）に 

    おける女性研究者の比率の経年変化および 2020 年までの予測 
 

4．3 知財・物財戦略 

  2020 年に向けて NIMS は研究開発型独法のあるべき姿として、自らの保有する資産で

ある知的財産権並びに物的資産（物財）を十分に活用することにより、効率的な自己再生

型ファンディングを確保するシステムを確立しなければならない。ここで知的財産権とは、

無形のもの、特に科学的な思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権

益を保証するために与えられる財産権のことである。知的財産とは、その性質から、「科学

技術における知的創作物（特許）」、「標識（商標等）」および「技術上のノウハウなどの有

用な情報」の三つに大別される。 

も重要な知的財産権とは NIMS の主業務である物質・材料に関する基礎研究・基盤的

研究開発から生み出される特許・実用新案等である。これらを適確に申請し、特許を取得

するシステムを第一義的に確立しなければならない。特許申請に際しては、新規性と独自

性が十分に確保される案件に限り申請するべきであり、特許成立の確率を十分に高くする

事前評価システムが不可欠である。さらに NIMS の保有する特許等の知的財産権の戦略的

活用を促進する施策が重要である。「使われてこそ材料」を標榜する NIMS としては、「使

用許諾されてこそ特許」と考えるべきであり、NIMS 独自もしくは外部競争的資金による
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マッチングファンド制度や材料研究プラットフォーム制度を活用することにより、特許権

のシーズを実用化のフェーズに結びつける研究開発を推進するべきである。これにより、

特許権の実用化が促進され、ロイヤリティー収入が確保できる。 

さらに、研究開発型ベンチャー等の起業活動を促進することにより、NIMS の特許権の

みならず、特許に表現されない技術的ノウハウまでを含めた知的財産権の総合的な有効活

用を図るべきである。NIMS と産業界との情報循環の一層の向上を図る為には、物質・材

料分野における研究開発コンサルタントシステムの構築が重要である。NIMS 産独イブニ

ングセミナーは、NIMS 成果の普及のみならず、NIMS と産業界との人的な交流を促進す

る重要な機会を創出する戦略的手段として位置付けなければならない。 

NIMS の基本財産の適切な運用の一例としては、NIMS の保有する物質・材料に関わる

研究試験施設の外部利用促進が挙げられる。半導体産業においては、ファウンドリー経営

は重要な産業形態の一つとして位置付けられている。NIMS は多様な物質・材料に関する

“ものづくり”や研究開発推進のための高度なプロセス施設、大型計測施設、及びそれら

の運用技術を保有しており、それらを適切な対価により民間企業等の用に供することによ

り、物質・材料におけるファウンドリー機能を効率的に提供することができる。 
 
４．４ 文化的 NIMS へ 

文化とは風格であり、ゆとり、誇り、情熱を感じさせる底力である。物質・材料科学技

術における研究を推進する活力を生み出す源泉として、NIMS の基本的理念とともに、

NIMS の文化が挙げられる。NIMS の基本理念の一つは、自主独立した研究者の集団とし

てのハーモニーにより、長期的視野に立って安定的に研究を推進することである。このよ

うな自立した個人の集団には、個々人の有する教養と知性に基づいて、おのずから優れた

文化が芽吹き、NIMS 独自のカルチャーが形成されるものと考えられる。実際、多くの世

界 高水準の研究所や大学には、単に科学技術が高水準であるのみならず、知性と教養を

涵養する独自の文化が育っている。 

NIMS が真に物質・材料研究において世界の 高峰に立つことを目指すならば、科学技

術的研究環境ばかりでなく、地域の研究者や市民が潜在的に目的意識を共有し成果を喜ぶ

文化の構築が重要であろう。新たな理念を発信して精力的な研究を進めるとともに、それ

を支える人たちばかりでなく異分野の人たちもが、NIMS に集い、気楽にアイディアを提

案し議論する場（サロン）を構築することから始めことが必要である。例えば、産総研、

筑波大学、KEK などのつくば地域に属する研究機関が連携して、週末の夕方に、セミナー、

ミニコンサートの後、ワイングラスを傾けつつ交流する場を提唱したい。 

NIMS の研究成果は知的財産であるが、どのようなテーマを取り上げ、どのような組織

でどのように研究を進め、どこまで公開するか、という情報公開に関することは公的研究

機関のフィロソフィーに係わる知的文化である。国からの運営費交付金により達成された

NIMS の研究成果や研究手法を情報公開し、広く普及することは基本的に重要な業務であ

る反面、国際競争の激しい先端研究分野における 新情報を無原則に公開することは、国

民の利益を侵害する恐れもある。今後十分に検討すべき課題である。 

一方、実験データの捏造をはじめとする研究者・科学者の不正な行為は、文化や知性の
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対極に位置するものであり、科学技術への人々の信頼を大きく損なうことから、我が国の

みならずグローバルな問題になっている。研究者の倫理に関する問題は、各自の自覚に待

つばかりでなく、ルールを設定し遵守させる状況になっている。ラボノートの管理が始ま

っているが、研究の信頼性と優先権を確保する、よりスマートなシステム構築が望まれる。 

2001 年に新生した NIMS は、前身である金属材料技術研究所や無機材質研究所の文化

を基にしながら、新しい NIMS カルチャーの萌芽を着実に形成しつつある。優れた文化は

普遍性を持つべきであることから、地域とのつながりを重視し、地域社会と NIMS が協働

しながら、新しい魅力的な文化を創成し、日本と世界へ発信していくべきである。研究を

楽しみながら世界をリードし、歴史に残る科学技術遺産を生み出す新たな研究所のスタイ

ルを作る意識とシステムの構築が望まれる。このような努力により、つくばの研究所群と

大学、企業とが文化的活動を通して連携・交流を深め、NIMS 及びつくばを文化的にも魅

力ある街にすることも 2020 年に向けた目標になろう。 
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５．提 言 
 
2020 年における NIMS 自体を世界 高峰のマテリアル研究所として位置付け、基本的

理念として、優れた研究能力を有する個々の自立した研究者を協調的に組織化することに

より、長期的な視野に立って、物質・材料研究に関わる基礎研究及び基盤的研究開発を安

定に行い、新しい物質を創成しつつ、オリジナルな物質から「使われてこそ材料」をモッ

トーとして優れた実用性を有する材料を創り出すことをあるべき姿とした。 

NIMS は伝統的研究分野の持続的発展を担うとともに、自らの知の飛躍とイノベーショ

ン創出により物質・材料科学技術のイニシアティブを提案し、その頂点を目指す。また、

わが国の物質・材料科学技術戦略を立案し、国際連携のもとにグローバルな課題の解決に

貢献する。さらに、異分野、異業種、地域、市民、外国人等との異文化交流のメルティン

グポットを提供し、文化のある研究機関への展開を目標とする。 
 
上記の基本理念を実現するために NIMS が今後取るべき方策を以下に提言する。 

○ NIMS は、多様な物質・材料に関連する研究全般を対象とする総合的なマテリアル

研究所を目指す。これにより異分野間の融合研究を加速し、 先端の施設・設備を

充実させ、中長期的な大型プロジェクトを推進し、新たな創造的な研究やイノベー

ションの創出を図る。 

○ NIMS は、物質・材料研究の根幹となるべき、物質・材料科学の基礎研究や萌芽研

究を長期安定的に推進し、物質・材料科学の国際的な中核機関を目指す。2020 年ま

でに、物質・材料科学におけるスタンダードテキストの発行など、積極的に物質・

材料科学における知の体系化を推進する。 

○ NIMS は、世界をリードする独創的な物質・材料科学技術により、情報通信やバイ

オテクノロジー等のイノベーションに資する革新的材料や、環境やエネルギー問題

など、地球規模の問題解決に資する重要技術を開発し、物質・材料科学技術におけ

る世界標準を先導する。 

○ NIMS は国家的目標により集中的に推進すべき大規模な科学技術プロジェクトに積

極的に参画し、機関間の連携を戦略的に主導することにより、我が国の先端科学技

術を強力に牽引する。 

○ NIMS は、外部資金の獲得に積極的に取り組むとともに、「行政」の範疇に属する事

業を担う主体となる法人として、新規研究プロジェクトの提案など運営費交付金の

着実な獲得に向けた施策を推進する。 

○ NIMS は、物質・材料科学技術における国際連携を主導的に実現するため、国際協

働活動の主導、ネットワークの構築、国際的な人材育成、運営システムの国際化、

などのグローバル化戦略のために必要な施策を推進する。 

○ NIMS は、物質・材料科学技術に関する成果を社会に還元するため、地域社会との

繋がりを重視し、地域の中の NIMS として独自の文化を育成し、社会へ発信する施

策をとる。 
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○ NIMS は、世界 高のマテリアル研究所は優秀な研究者により成り立つことを理解

し、世界から優秀な人材を確保するとともに、男女共同参画システムを実現しなが

ら、個人の力を強化する組織システムの構築に必要な施策を推進する。 
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別添１ 職員からみた 2020 年のNIMS 
（アンケート調査結果） 

   当委員会における審議の参考とするため、以下の 16 項目について研究職員、エンジニ

ア職員、事務職員、ポスドク及び特別研究員等を対象にアンケートを実施した。 
   125 件の回答の結果は以下のとおりであった。 
 
 ① あなたの職種について 
 

61%4%

16%

4%

3%

10%

2%

61%4%

16%

4%

3%

10%

2%

 
 役員

研究職

エンジニア職

事務職

契約型研究員（ポスドク）

契約型研究員（特別研究員）

その他

役員役員

研究職研究職

エンジニア職エンジニア職

事務職事務職

契約型研究員（ポスドク）契約型研究員（ポスドク）

契約型研究員（特別研究員）契約型研究員（特別研究員）

その他その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 ② あなたの性別は？ 
 
 

92%

8%

92%

8% 男性

女性

男性男性

女性女性 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ あなたの年齢は？ 
 

5%

14%

16%
13%

14%

11%

8%

1% 2%

16%

5%

14%

16%
13%

14%

11%

8%

1% 2%

16%

25歳未満

25歳以上30歳未満

30歳以上35歳未満

35歳以上40歳未満

40歳以上45歳未満

45歳以上50歳未満

50歳以上55歳未満

55歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上

25歳未満25歳未満

25歳以上30歳未満25歳以上30歳未満

30歳以上35歳未満30歳以上35歳未満

35歳以上40歳未満35歳以上40歳未満

40歳以上45歳未満40歳以上45歳未満

45歳以上50歳未満45歳以上50歳未満

50歳以上55歳未満50歳以上55歳未満

55歳以上60歳未満55歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満60歳以上65歳未満

65歳以上65歳以上
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 ④ 2020 年における NIMS の収入において、運営費交付金の占める比率は何％程度になる

と考えますか？ （現在、約 80％） 
 

2%
1%

2%

6%

6%

40%18%

17%

7%

1% 2%
1%

2%

6%

6%

40%18%

17%

7%

1%
 
 0%（完全民営化）

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%（完全国営化）

0%（完全民営化）0%（完全民営化）

10%10%

20%20%

30%30%

40%40%

50%50%

60%60%

70%70%

80%80%

100%（完全国営化）100%（完全国営化）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤ 2020 年における NIMS の収入において、運営費交付金以外の主要な研究費獲得手段は

何になると考えますか？ 
 

45%

42%

6%
6%

1%

45%

42%

6%
6%

1%
 
 外部競争的資金

産業界からの資金

知財収入

共用サービスによる課金収入

その他

外部競争的資金外部競争的資金

産業界からの資金産業界からの資金

知財収入知財収入

共用サービスによる課金収入共用サービスによる課金収入

その他その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑥ 2020 年における NIMS の常勤職員の総数は？ （現在、約 550 名） 
 
 

60%30%

10%

60%30%

10% 
 現在より減る

現状維持

現在より増える

現在より減る現在より減る

現状維持現状維持

現在より増える現在より増える
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  §１ 現状より減ると選択した場合の人数 
 

0 5 10 15 20 25 30

300人以上350人未満

350人以上400人未満

400人以上450人未満

450人以上500人未満

500人以上550人未満

0 5 10 15 20 25 30

300人以上350人未満

350人以上400人未満

400人以上450人未満

450人以上500人未満

500人以上550人未満 
 
 
 
 
 
 
 
 
  §２ 現状より増えると選択した場合の人数 
 

0 1 2 3

650人以上700人未満

700人以上750人未満

750人以上800人未満

800人以上850人未満

1,000人以上1,050人未満

1,100人以上1,150人未満

40 1 2 3

650人以上700人未満

700人以上750人未満

750人以上800人未満

800人以上850人未満

1,000人以上1,050人未満

1,100人以上1,150人未満 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 ⑦ 2020 年において、NIMS の常勤職員における研究系、エンジニア系、事務系の構成比

率は？ （現在、研究系 400 名：73％、エンジニア系 44 名：8％、事務系 103 名：19％） 
  常勤職員における構成比で も多かった構成比は、「80%,10%,10%（研究系、エンジニ

ア系、事務系）」及び「75%,10%,15%」であった。また、上位を占めた構成比は以下のグ

ラフのとおりであったが、この結果から研究系については概ね現状に近い比率であるのに

対し、事務系は減少し、その分エンジニア系が増加するという予測であった。 
 

現状（73%,8%,19%)

80%,10%,10%

75%,10%,15%

70%,15%,15%

70%,20%,10%

（左から研究系、エンジニア系、
事務系の比率を示す。）

現状（73%,8%,19%)

80%,10%,10%80%,10%,10%

75%,10%,15%75%,10%,15%

70%,15%,15%70%,15%,15%

70%,20%,10%70%,20%,10%

（左から研究系、エンジニア系、
事務系の比率を示す。）

100%

20%

40%

60%

80%

研究系

エンジニア系事務系

20% 20%

60% 60%

100%

20%

40%

60%

80%

研究系

エンジニア系事務系

20% 20%

60% 60%
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  なお、参考までに各々の職種の割合は以下のとおりであった。 
  §１ 研究系 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

10%以上50%未満

50%以上60%未満

60%以上65%未満

65%以上70%未満

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  §２ エンジニア系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  §３ 事務系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状（73%）

70%以上75%未満

75%以上80%未満

80%以上85%未満

85%以上90%未満

90%以上95%未満

（選択者数）
0 5 10 15 20 25 30 35

10%以上50%未満

50%以上60%未満

60%以上65%未満

65%以上70%未満

70%以上75%未満

75%以上80%未満

80%以上85%未満

85%以上90%未満

90%以上95%未満

現状（73%）

0 5 10 15 20 25 30 35

10%以上50%未満

50%以上60%未満

60%以上65%未満

65%以上70%未満

70%以上75%未満

75%以上80%未満

80%以上85%未満

85%以上90%未満

90%以上95%未満

（選択者数）

現状（73%）

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5%未満

5%以上10%未満

現状（８％）

10%以上15%未満

15%以上20%未満

20%以上25%未満

25%以上30%未満

30%以上35%未満

35%以上

（選択者数）
0 5 10 15 20 25 30 35 40

5%未満

5%以上10%未満

10%以上15%未満

15%以上20%未満

20%以上25%未満

25%以上30%未満

30%以上35%未満

35%以上

（選択者数）

現状（８％）

（選択者数）
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5%未満

5%以上10%未満

10%以上15%未満

現状（１９％）

15%以上20%未満

20%以上25%未満

25%以上30%未満

30%以上

（選択者数）
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5%未満

5%以上10%未満

10%以上15%未満

15%以上20%未満

20%以上25%未満

25%以上30%未満

30%以上

現状（１９％）

- 56 - 



 ⑧ 2020年において、NIMSの常勤研究職員における外国人の比率？ （現在、18名：4.5％） 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑨ 2020 年において、NIMS の常勤職員における女性の比率は？ 

（現在、40 名：7.3％ うち、研究職 21 名（5.3％）、エンジニア職 3 名（6.8％）、 
事務職 16 名（15.5％）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑩ 2020 年において、世界の物質・材料に関連する分野で有望あるいは主流となる研究分

野は何だと思いますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7%

8%

6%

13%

22%

32%

7%
5% 7%

8%

6%

13%

22%

32%

7%
5% ナノテクノロジー共通基盤技術

ナノ構造制御物質・材料

ナノテク活用情報通信材料

ナノテク活用バイオマテリアル

環境関連材料

エネルギー関連材料

材料信頼性研究

その他

ナノテクノロジー共通基盤技術ナノテクノロジー共通基盤技術

ナノ構造制御物質・材料ナノ構造制御物質・材料

ナノテク活用情報通信材料ナノテク活用情報通信材料

ナノテク活用バイオマテリアルナノテク活用バイオマテリアル

環境関連材料環境関連材料

エネルギー関連材料エネルギー関連材料

材料信頼性研究材料信頼性研究

その他その他

現状（4.5%）

5%未満

5%

10%

15%

20%

25%以上

（選択者数）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5%未満

5%

10%

15%

20%

25%以上

（選択者数）

現状（4.5%）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

現状（7.3%）

10%

15%

20%

25%

30%

35%

45%

50%

（選択者数）
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

10%

15%

20%

25%

30%

35%

45%

50%

（選択者数）

現状（7.3%）
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 ⑪ 今後、2020 年までに NIMS が重点的に研究を推進すべき研究開発領域は何だと思いま

すか？ 
 

9%

11%

6%

8%

22%

33%

9%

2%

9%

11%

6%

8%

22%

33%

9%

2%

 ナノテクノロジー共通基盤技術

ナノ構造制御物質・材料

ナノテク活用情報通信材料

ナノテク活用バイオマテリアル

環境関連材料

エネルギー関連材料

材料信頼性研究

その他

ナノテクノロジー共通基盤技術ナノテクノロジー共通基盤技術

ナノ構造制御物質・材料ナノ構造制御物質・材料

ナノテク活用情報通信材料ナノテク活用情報通信材料

ナノテク活用バイオマテリアルナノテク活用バイオマテリアル

環境関連材料環境関連材料

エネルギー関連材料エネルギー関連材料

材料信頼性研究材料信頼性研究

その他その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑫ 2020年までに NIMSはどのような研究所になることを長期的な目標にすべきですか？ 
 
 

世界最高水準の物質・材料の研究所

物質・材料研究における国際的研究拠点

物質・材料研究分野における優れた
人材の育成機関

物質・材料研究分野における知的基盤の
整備機関

物質・材料研究分野における国際標準の
整備機関

物質・材料研究における“高度なものづくり”
の拠点

物質・材料研究における産学独の連携拠点

その他

世界最高水準の物質・材料の研究所世界最高水準の物質・材料の研究所

物質・材料研究における国際的研究拠点物質・材料研究における国際的研究拠点

物質・材料研究分野における優れた
人材の育成機関
物質・材料研究分野における優れた
人材の育成機関

物質・材料研究分野における知的基盤の
整備機関
物質・材料研究分野における知的基盤の
整備機関

物質・材料研究分野における国際標準の
整備機関
物質・材料研究分野における国際標準の
整備機関

物質・材料研究における“高度なものづくり”
の拠点
物質・材料研究における“高度なものづくり”
の拠点

物質・材料研究における産学独の連携拠点物質・材料研究における産学独の連携拠点

その他その他

 

31%

25%6%

9%

5%

10%

11%

3%

31%

25%6%

9%

5%

10%

11%

3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑬ 2020 年に向けた物質・材料研究の推進・検討に当たって、特に考慮すべき社会的、経

済的背景は何だと思いますか？ 
 
 

38%

17%

17%

15%

3% 5% 5%

38%

17%

17%

15%

3% 5% 5%
少子高齢化の進展

環境・エネルギー問題

資源不足・資源枯渇の深刻化

安全・安心な社会への期待

ものづくり技術の高度化による
製造業の維持・発展

物質・材料の安全性、ナノテクの
社会的受容性への関心の高まり

その他

少子高齢化の進展少子高齢化の進展

環境・エネルギー問題環境・エネルギー問題

資源不足・資源枯渇の深刻化資源不足・資源枯渇の深刻化

安全・安心な社会への期待安全・安心な社会への期待

ものづくり技術の高度化による
製造業の維持・発展
ものづくり技術の高度化による
製造業の維持・発展

物質・材料の安全性、ナノテクの
社会的受容性への関心の高まり
物質・材料の安全性、ナノテクの
社会的受容性への関心の高まり

その他その他
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 ⑭ 2020 年までに新事業の可能性について、どのようにお考えですか？ 
 
 

30%

70%

30%

70%

 考える必要はない

考える必要がある

考える必要はない考える必要はない

考える必要がある考える必要がある 
 
 
 
 
 
 
 
 「考える必要がある」とした場合の具体的な意見は以下のとおり。 

・ 外国機関からの研究資金等新たな研究資金獲得のための施策の検討。 
・ NIMS で開発した材料の展開事業の検討。各種分野等への調査・適用関連技術開発な

ど材料開発時の狭義な目的から広義な使途への展開を図る。 
・ 資源の高度利用、循環利用や新エネルギーの創出に向けた材料研究。 
・ NIMSの主要な事業運営財源である運営費交付金が毎年度逓減する独法システムでは、

NIMSの発展伸長のために事業資金を自ら捻出しなければならず新規事業への展開は

避けて通れない課題。 
・ 物質・材料研究の重要性を国民全般にアピールする方策の検討。 
・ 既に実施している事業の強化（企業からの研究委託増大（新たな仕組み導入）、ベン

チャー創出の活性化（産学独連携の強化・活用）、未活用特許の公開マーケティング

など）。 
・ NIMS 存続のためには NIMS ならではの特徴ある事業を興していくことは必要。但し、

国策に沿った事業とのバランスを考慮する必要有り。 
 
 ⑮ 優秀な人材確保に対する提案 
  優秀な人材確保に対する提案として頂いた具体的な意見は以下のとおり。 

・ NIMS の中で長期的に人材を育成するという姿勢も合わせ持つ必要がある。修士くら

いの頃から優秀な学生を全面的に受け入れる制度があれば望ましい。 
・ 大学、企業などとの間の人材フローメカニズムを確立する。NIMS が魅力的になるに

は処遇も重要であるが、キャリア形成が心配なくできることを保証することが有効。

大学・企業へあるいは大学・企業からの移籍などがスムースに起こるような経営が必

要。 
・ コアになれるだけの力を持った人が NIMS にいれば、そこがその分野の研究拠点にな

る。必要であればそこに若手研究者を採用し、後継者として育てることも可能。よい

人のところには自然とよい人が集まるので、わざわざ確保しようという努力も不要に

なる。転出した場合でも、むしろ外に NIMS ネットワークの新拠点を作るという観点

で、味方を増やそうとする意識性が必要である。 
・ 国際経験豊かな日本人の積極的な採用。外国人に少ないポストを割くのは賛成しない。 
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・ 魅力的なインセンティブの設置。適正、平等な業績評価。よりよい職場環境。 
・ ICYS の人材獲得・育成活動の成熟性と世界的認知度の向上。 
・ 若い人を NIMS 内で、優秀な人材に育てるべき。他での評価で付いた肩書きよりも、

NIMS の実状に沿える人を確保し、優秀な人材に育てる。 
・ 「優秀な」というのは漠然過ぎる。求める能力をはっきりさせる必要がある。 
・ 採用時の年齢制限の撤廃。ポスドク経験など長短を問わない採用（採用後に国内・国

外留学を含めた多様な研究環境を経験させればよい）、任期付き採用の意味を試用期

間付きと読み替えての制度運用、論文等の成果量に因らない採用責任者による人物見

極めによる採用など多様な採用経路を常に備える。 
・ 十数年後を見据えたしっかりとした技術・知見を拾得する事ができる様な人材育成シ

ステムを構築する。 
・ 経営トップは人的資源をどの部門に毎年何人配置するか、人材配置戦略を決定するこ

とが重要。人的資源の配分を受けた部門は、 高の人材確保のため、世界公募により

セレクションを行う。 
・ 既に成果を出している人を外部から連れてくるのでは人材育成にならず、また、そう

いう人はすぐに他の場所に移動すると思われ、周りの職員に刺激を与えることはあっ

てもNIMSとしては長期的にはそれほどメリットはない。学会発表や共同研究、NIMS
ジュニア制度、ポスドク制度などを通じて、これから発展するであろう人を見つけ出

して NIMS でその研究者が開花できるようにする。NIMS 出身の優秀な人材を育てる

ことが重要だと思う。 
 
 ⑯ 2020 年における NIMS の組織・運営形態・研究分野のあり方等に対する意見 

2020 年における NIMS の組織・運営形態・研究分野のあり方に対する意見として頂い

た具体的な意見は以下のとおり。 

・ 組織は、柔軟に変えられるものでなければならず、外国に研究所をおき、そこに常駐

する外国籍 NIMS 研究のグループを認める必要もあると思われる。（その国で獲得し

た資金は、外国へ持ち出せないため。）また、将来、無国籍化する必要もある 
・ 公的資金がどれくらいの割合になるかに関係なく、日本及び世界的に NIMS でやらな

ければならない研究分野をやり続けることこそが、社会や国民から理解や支持を得る

事に繋がると思うので、そのような体制をとれる組織にすべきである。 
・ 運営形態としては、日本国内にとどまらず、海外の大学院と提携し、PhD の学生の指

導、若手研究者の育成を可能にするようにしなければならない。 
・ 装置スペース等の共用化によるスリム化及び予算の無駄の排除。 
・ 外部資金の導入は必至。基礎的な将来を見据えた研究と、実用化に近い研究のバラン

スが重要。いくら実用化に近い技術でも、道具を揃えるため及びポテンシャルを上げ

るための資金確保と時間が必要。実用化研究は、常に民間から資金を稼いでやれとい

う図式では持たない。 
・ NIMSのグローバル化を念頭におきつつ外国人研究者を採用することも必要であるが、

ある程度のところで線を引くことも必要である。外国人研究者に頼ってばかりの体制

から脱却し、国内の優秀な研究者が NIMS に入りたいといわれるような研究機関に持

っていくべきである。 
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・ 実用化に近い研究への集中投資による予算確保と、未来へ繋がる萌芽研究への広く浅

い投資。 
・ 研究分野は、将来国の方針のみでなく、海外の機関（民間、大学）との連携・海外機

関からの研究助成金受け入れの観点からの方針のみなおしも行う必要がある。 
・ 材料研究のメッカという立場からすれば、ナノテクなどハイテク志向だけでよいかは

疑問である。 
・ 世界規模の課題（環境、エネルギー、資源等）と日本固有の課題（前期課題の日本版

＋少子高齢、競争力維持・向上等）の両方に的確に対応した研究と運営が求められる。 
・ 基礎研究と実用化研究のいずれも取り組むべき。基礎研究についてはナノテクノロジ

ーにとらわれない研究分野が必要。 
・ 大学と産総研の間という現在の位置づけが曖昧。社会に存在価値を示せる方向付けを

する必要がある。例えば、大学と競争するような 先端の研究、特殊環境の材料研究、

標準化推進など。 
・ 広範な産業分野の材料基礎･基盤研究を担える実力を不断に追求できるような経営戦

略を堅持することが求められる。 
・ 現状の規模を維持できなくなることを前提にどのような研究分野に特化していくか

を大学との差別化を念頭に検討すべき。例えば中立研究機関として実施することを社

会から強く求められている課題や納税者である国民に直接的に成果が還元できる課

題は運営費交付金で実施し、それ以外の課題は外部資金で実施するなど。 
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別添２ NIMS2020 年検討委員会名簿 
 
担当理事  鯉沼 秀臣 
委員長   鯉沼 秀臣 
幹 事   藤田 大介（ナノマテリアル研究所極限場ナノ機能グループアソシエート 

ディレクター） 
内部委員  一ノ瀬 泉（物質研究所高分子酸化物グループアソシエートディレクター） 
      宇治 進也（ナノマテリアル研究所ナノ量子輸送グループディレクター） 
      長谷川 剛（ナノマテリアル研究所原子エレクトロニクスグループ 

アソシエートディレクター） 
      御手洗容子（材料研究所超耐熱材料グループ主幹研究員） 
      谷口 彰良（生体材料研究センター細胞基盤技術グループアソシエート 

ディレクター） 
      田淵 正明（材料基盤情報ステーション高温材料グループグループリーダー） 
      中村 和夫（若手国際研究拠点副センター長） 
      岸本 直樹（総合戦略室長） 
      米倉  実（ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター副センター長） 
外部委員  水谷  亘（独立行政法人産業技術総合研究所企画本部ナノテク・材料・製造 

チーム長） 
      谷本 久典（筑波大学大学院数理物質科学研究科物性・分子工学専攻助教授） 

事務局   阿部 好夫（総合戦略室調査役） 
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別添３ 審議日時 
 
 第１回  平成１７年１１月 ８日（火）１７：００～１９：００ 
 第２回  平成１７年１１月２１日（月）１６：００～１７：４５ 
 第３回  平成１７年１２月 ６日（月）１６：００～１８：１０ 
 第４回  平成１７年１２月２０日（火）１６：００～１７：３０ 
 第５回  平成１８年 １月１７日（火）１６：００～１８：００ 
 第６回  平成１８年 ２月１７日（金）１６：００～１８：００ 
 第７回  平成１８年 ３月 ９日（木）１４：００～１６：００ 
 第８回  平成１８年 ３月２３日（木） ９：３０～１１：００ 
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