
経済産業省独立行政法人評価委員会産業技術分科会産業技術総合研究所部会（第２２回）

議事録

日時：平成２２年２月１８日（木）

場所：経済産業省別館８階各省庁共用８２７号会議室

議題：（１）独立行政法人産業技術総合研究所の第３期中期目標（案）について

（２）その他

議事内容

○木村部会長 それでは、時間になりましたので、ただいまから、独立行政法人評価委

員会第22回産業技術総合研究所部会を開かせていただきます。

本日は、足元の悪い中をお運びいただきまして、ありがとうございました。

本日の議題は１つでございまして、産総研の第３期中期目標案についてでございます。

議事に入ります前に、西本審議官のほうからごあいさつをお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○西本審議官 西本でございます。いつも大変お忙しいところをお運びいただきまして、

ありがとうございます。前回、12月に一応の一定のとりまとめに向けた方向性が打ち出さ

れたわけでございますが、これを踏まえまして今回、独法のほうに指示をする中期目標の

案をご審議いただきたいと思っておりますけれど、私どもは、独法を取り巻くいろいろな

内外の声を、昨年の刷新会議の議論とか、あるいは総合科学技術会議の中で、研究開発シ

ステムそのものをもう一回見直していこうではないかという話がございますし、日本のイ

ノベーションの体制をどうしていくのだという議論が始まっています。

それから、総合科学技術会議で議論されていますが、この５カ年の科学技術基本計画に

ついて、来年の４月までにできればですけれど、５～６月にはその基本的な骨格を決めて

いこうということになっています。

一方で、新成長戦略が去年の12月30日に骨子を閣議決定されて、その中で、「グリーン

・イノベーション」や「ライフ・イノベーション」などをしっかりやっていくという軸が

打ち出されたわけでございまして、この成長戦略も５～６月にはきちっととりまとめてい

くということでございまして、いろいろな動きの中で、私どもは産総研の次の５カ年をど

うしていくかということを今決めていくということでございますので、非常にタイムリー



なタイミングで一回ここで見直すことになるのかなと思っておりますので、そういうつも

りで私どもはこの中期目標のたたき台をつくらせていただきましたので、ぜひぜひいい審

議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○木村部会長 どうもありがとうございました。

それでは、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、お手元の資料ですけれど、最初に座席表がございまし

て、次に議事次第がございます。議事次第の４．に書いてあります配付資料に沿って並べ

てございますが、確認させていただきます。

資料１―１が第３期中期目標（案）のポイントです。

資料１―２は中期目標（案）の本体でございます。

参考資料１は、関連の通則法の関連部分の抜粋で、１枚紙でございます。

参考資料２は、第３期中期目標策定に関する意見募集についてでございます。

参考資料３は、以前にもご紹介しているものですが、総務省の委員会から出ました勧告

の方向性でございます。

参考資料４は、12月にとりまとめにご尽力をいただきました組織・業務全般の見直しに

ついてでございます。

参考資料５は、冒頭のごあいさつの中にも出てきましたが、新成長戦略（基本方針）に

ついて閣議決定されたものでございます。

参考資料６は、11月に閣議決定されました独法の契約状況の点検・見直しについての文

書でございます。こういったものも念頭に置いて進めていくということで、ご用意させて

いただきました。

参考資料７も同じような位置づけですが、独法について抜本的な見直しをやっていくと

いうことを12月25日に閣議決定されたものでございます。これも最近新聞に出ております

が、４月以降に行うという話につながるのではないかと考えてございます。

参考資料８は、第２期の中期目標をご参考までにご用意させていただきました。

資料については以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、議事に入らせていただきます。先ほどご案内いたしましたように、本日は議

題は１つでございまして、産総研の第３期中期目標案についてでございます。



まず、中期目標について一ノ瀬室長から説明をいただきました後、皆様からご意見をお

伺いしたいと存じます。

それでは、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、資料を引用しながらご説明いたしますが、本体に入る

前に、全体的な位置づけのことを再確認ということでご紹介します。

中期目標、中期計画をこの年度末のタイミングで整えるということでございますが、今

回は中期目標についてご審議いただいた後に、これを指示した後に産総研から出てきます

中期計画について、３月になりますけれど、ご審議いただこうと考えてございます。

この中期目標と計画のベースになりますのが、冒頭のごあいさつにもありましたが、12

月にご審議いただきました見直しについて、これを念頭に起きながらやるということです。

もちろん、見直しについては、総務省の勧告の方向性など引き締めの部分を割と重く、手

厚く書いたものでございまして、それに加えて、前向きに取り組むことをあわせてつくり

上げるということで、その前向きに取り組むということについては、新成長戦略基本方針

などを引用して書いているという位置づけになってございます。

それで、少し念頭に置くべきは、その引き締めの部分で、独法に関する契約の見直しと

か抜本的な見直し、参考資料６と７でちょっと引用させていただきました。こういった動

きがあるのも事実でございます。こういったものもできる限り念頭に置いて指示をすると

いうことではございますが、これらの動きはまだやられている最中でございまして、そこ

の結論は引き続きウォッチしていく必要があると思っております。これは４月以降にも続

く動きになります。したがいまして、３月末までにつくり上げる目標と計画の中には、そ

の時点で考えられるものをある程度ポイントを絞って書くということにとどまらざるを得

ないというところがございますので、そういう部分があるということを念頭に置いていた

だければと思います。

独法の見直し云々については、今後どういう動きがあるか、まだみえないところも若干

あるのですけれど、そういった動きが将来出てくれば、そういったものも踏まえて、産総

研のみならず、全体的にいろいろ影響があるかもしれません。ただし、それはそのときそ

のときに対応していくということで、現時点ではこれまでのルールにのっとって、年度末

に向けて整えていくということを考えてございます。

それで、中期目標と中期計画は１カ月ほどずれて審議をするわけでございますが、中期

目標のほうは割と端的な指示に仕立ててございます。例えば、12月につくっていただきま



した見直しの方向性ですが、割と具体的なことを書き込んで、17ページぐらいにわたる文

書になったわけでございますけれど、それをそのまま目標の中に張りつけているわけでは

ございません。ポイントとして、特に３期ならではといったものをポイントとして掲げて

ございます。書き切れないより詳細な具体的な部分については、産総研側から出てくる計

画の中に具体的に書き込んで、それで補完的に整えればと思っております。

そういう前提でございまして、資料１―１と資料１―２に従いまして、中期目標につい

てご説明させていただきたいと思います。いろいろと足りない点、書き切れなかった分が

ありますが、追加的にご意見がございましたら、計画の中にも反映させていく気持ちで我

々は考えてございますので、ご意見等をいただければと考えております。

それでは、資料１―１に従いましてご説明いたします。

資料１―１、ポイントと書いてございますが、この数枚紙は、資料１―２の目次のよう

なイメージで、どういう構成になっているかということでとらえていただければ幸いかと

思います。

前文も基本的な考え方として書いてございますので、そこから説明させていただきます。

Ⅰ．基本的な考え方です。

成長戦略等にもありましたとおり、地球温暖化、少子高齢化といった地球規模の課題が

存在しますが、これに対しては、戦略的なイノベーションを推進して、それにより新たな

需要を創造していくことが今の重要な課題となっているということでございます。こうい

った中で、政府は今後10年間を見据えて新たな成長戦略を策定いたします。「課題解決型

国家」とうたっておりますが、これを実現したいということで政府の方針を出していると

ころでございます。

これを受けますと、課題解決、そして新たな成長に対して、産総研の研究開発等の業務

というのはその重要性を今後高めていくことではないかと考えてございます。中でも、製

品化とか市場化とかということはいろいろありますが、基礎的な研究と開発的な研究との

間の橋渡しの役割、そして需要の創造にもつながる、こういったところの意義が一層増し

ているのではないかと考えてございます。

こういう背景を受けまして、第３期の中期目標期間におきましては、①経済と環境の両

立、国民生活向上等に資する研究開発を行うこと、②新たなイノベーションシステムを構

築していくこと、③従来もやっていた産業基盤ですが、時代、技術の変化に応じてさらに

きちんと整えていくこと、④イノベーティブな人材養成を推進していくこと。



これは特に大きなミッションとして12月の見直しについての中でも掲げて、あえて先頭

に書かせていただいたものですが、こういったものも産総研のミッションとしてきちんと

書いて、産総研が新たなイノベーションを創出していくための活動を戦略的かつ効率的に

実施すること、世界トップに立つ研究機関を目指していくこと、こういったことを期待し

ていくということを書いてございます。これは本体の前文のところに掲げている内容でご

ざいます。

具体的な内容としては、Ⅱ．以下に書いてございますが、１．中期目標の期間でござい

ますが、以前と同じように、５年間ということで定めたいと思います。

２．はサービスその他の業務と書いてございますが、総研側の業務として取り組んでい

るものを、より第３期ならではのどういうところに力を入れていくかということを少し具

体的に書き下しているところでございます。

(1)「課題解決型国家」の実現に向けて研究開発をきちんとやること。これは重点分野

と書いてございますが、具体的には、①「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノベ

ーション」を推進すること。

②それだけではない材料やＩＴや産総研の得意なところがございますので、他国の追従

を許さない先端的な技術開発を推進すること。

(2)これは成長戦略の中にも書かれてございますが、地域活性化の中核として機能強化

していくということでございます。

①地域経済のことを考えて、そこの競争力を高めるという観点で研究開発をやるという

こと。

②そこに存在している中小企業──産業集積を念頭に置くわけですが、そこと公設試等

との連携を行って技術支援をやっていき、関連する人材育成も強化されるということを書

いてございます。

(3)基盤の整備です。地質の調査や標準の整備とかということではございますが、これ

が今のキーワードである「安全・安心」を支える基盤につながっていくということをきち

んと書く。これは第３期ならではというよりは、第３期に引き続き着実にやっていくとい

うものではございますが、時代、技術の変化に応じて対応していくということを掲げてご

ざいます。

①国家計量表示の高度化、地質情報の戦略的整備。

②新技術の性能、安全性の評価をきちんとやって、実用化につなげていくというところ



に力を入れるべきではないかということを掲げてございます。

③それが国際的なところに展開することをうたっておりまして、成果の戦略的な国際標

準化、アジアへの展開。成長戦略の中でも、アジアを引き合いに出しております。これは

もちろん市場が拡大している有望な地域といえるものもありますし、また、国際標準をつ

くっていくためのアジアへの連携といったことを考えているわけでございます。

(4)「知恵」と「人材」というキーワードを成長戦略から引用して書いてございますが、

要するに、新しいイノベーションを生み出すような体制の構築ということを書いてござい

ます。

①産学官が結集して行う研究開発を推進すること。

②国際的にも必要な協力を行っていくということ。

③そこで生まれる人材、若手研究者のキャリアパス支援や交流促進を図っていく。

(5)研究開発成果の社会への普及でございます。

①知的財産の重点的な取得。管理の問題など、今もその議論がされておりますが、こう

いったことも念頭に置いて、産総研として取り組む重点的な部分、そして企業へ円滑に移

転していくということ。

②ベンチャーの創出を引き続き支援していくということ。

③産総研のやっていること、技術の成果、これを広めるために、企業や専門家を相手に

するものと、さらに一般国民にもきちんと広報を行い、認知度を高めていくということ。

(6)その他でございます。

①特許生物の寄託業務についてはきちんと行うこと。

②具体的な技術開発分野を別表として掲げていますということでございます。

３．業務運営の効率化でございます。

(1)抜本的な効率化。

①これまで、総務省あるいは閣議などでいわれておりました引き締めの部分を引き続き

やっていく。予算のことも触れてございます。

②契約状況の点検・見直しです。今、委員会を設けて進めているところでございますが、

そこに出てくる結果をきちんと踏まえて対応していくということを書いてございます。

(2)研究活動の高度化の取り組みてございます。

①組織と事業を機動的に進めるために、産総研の研究戦略をつくっていくですとか、あ

るいは研究評価を充実させていくということを掲げてございます。



②研究機器や設備を効率的に整備、そして使用すること。これは総務省からの指摘にも

ございましたが、こういったことにも配慮するということ。

(3)職員の能力を発揮させるための取り組みです。

①女性の比率を上げるということを掲げてきましたが、あわせて外国人やシルバー人材

も含んで、優秀かつ多様な人材を育成・確保していくということ。

②職員の能力や頑張ったことをきちんと評価して適切に処遇すること。

(4)国民からの信頼の確保・向上ということでございます。

①コンプライアンスについてはきちんと推進していくということ。

②安全衛生や省エネなど周辺環境への配慮も行っていく。

４．財務内容の改善に関する事項でございます。

①運営費交付金については削減の方向がありますので、そういったものも考えるのです

が、３．までに掲げてきた内容を踏まえた運営交付金の使い方をする。さらに、外部資金

──産総研は競争的資金を確保したり、企業の共同資金を獲得したりしておりますが、こ

ういったものを効果的に使うということを書いてございます。

②これは財務省からもいわれていたことですが、自己収入を引き続き増加して頑張って

いくということでございます。

以上が本文の構成でございます。

次のページの別表１ですが、具体的な研究開発の内容が並んでございます。

最初は鉱工業の科学技術ということで、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベー

ション、その他の先端的技術開発、計測・評価・技術。

次のページの別表２では、地質の調査に関するもの。

別表３は、計量の標準に関する取り組みでございます。

これが構成でございます。

こういった構成の中に書きたいことはたくさんあるのですが、それぞれ少しずつ加筆し

ながら、本体の資料１―２のようにつくり上げたということでございます。

大きくは、今、資料１―１でご説明した内容とほぼ同じでございますが、さらっていき

ますと、１ページ、頭書きのところに少し背景を書いてございます。

最初に、産総研が16の機関を統合して、多岐にわたる分野の研究によってその融合が進

められ、また、独法になったことで柔軟で機動的な組織運営や予算執行などができるよう

になった、人材交流もふえたということをうたった上で、先ほど申し上げました産業技術



をめぐる現下の背景を掲げて、課題解決に向けて政府が新たな成長戦略をつくっていると

いうこと、そしてここで引用されているグリーン・イノベーション、ライフ・イノベーシ

ョンなどに果たす産総研の貢献が一層期待されるということを中段に書いてございます。

そして、最後に、産総研のミッションも引用しながら、研究開発の貢献と新たなイノベ

ーションシステムの構築、イノベーティブな人材の養成、そして新時代に合わせた産業基

盤の整備など、これは国際的な展開も踏まえた上で、戦略的、効率的に活動を行って、世

界トップに立つ研究機関を目指すとしてございます。

Ⅰ．では、５年間、平成22年４月～平成27年３月となります。

２ページですが、Ⅱ．では研究開発の詳細が書いてございます。

１． (1)「グリーン・イノベーション」については、現在、産総研でも行っていながら、

かつ、成長戦略などでも引用されて期待されている部分──太陽光発電、蓄電池、次世代

自動車等々のことを引用して、さらに、特に中期期間中に実用化にもっていけるようなも

のにぜひ力を入れてやること。それから、実用化にもっていくためには、性能や信頼性の

評価技術の開発もきちんとやっていくこと。

同じように、「ライフ・イノベーション」についても、創薬、再生医療、遠隔利用シス

テム、介護・福祉ロボット等を引用して、これらの評価技術も含めて重点的にやっていく

ということでございます。

また、単体の要素にとどまらず、技術のシステム化を行っていくことが重要であるとい

うことをあわせて書いてございます。

(2)それ以外のＩＴ、材料・物づくりなどの部分に関するものを引き続きやっていくと

いうことでございます。

２．の地域のところは、先ほど申し上げたとおりでございますが、 (1)地域センターが、

それぞれ産業集積、その土地の特徴に合わせた研究分野を重点化して、地域ならではであ

りながら、かつ、国内最高水準の研究成果を目指していくということ。その中で、企業の

研究人材も積極的に受け入れてやろうではないかということでございます。

(2)中小企業への技術支援・人材育成の強化ですが、これまでも中小企業が持ち込んだ

製品の実証試験、性能評価等は行って、大変評価を受けておりますが、この期待も大きい

ものですから、産総研の設備をきちんと利用したり、公設試と連携したりして積極的に行

うこと。

具体的な共同研究や技術相談の数をふやすような努力をしてみてはどうかということで



ございます。

当然ながら、その中で研究者の交流もふえていき、技術研修などで中小企業の人材の育

成にも資するようにということを書いてございます。

３ページですが、３．では、基盤の整備、国家計量標準、地質などから始まりまして、

「安全・安心」を支える基盤となるものだということで書いてございます。

(1)では、新しい技術の進展に応じて、ナノスケール等の高度な計測ニーズ、また、新

しい素材の安全性評価に対する要請があり、これに対応していく。

また、地質については、資源エネルギーの確保や防災のために、従来より詳細な地質の

作成等をきちんとやっていくということでございます。

(2)新技術の性能、安全性の評価機能でございます。

市場化、製品化につなげていくために橋渡しをするには、民間企業と連携して、単独の

企業ではできない産総研としての公的機関ならではの評価、基準の作成をやるということ。

これを具体的、積極的に進めるために、産総研の中にこういったものを主務とした組織、

部署をつくって取り組んでみてはどうかと考えてございます。

その産総研の取り組みがきちんと認証機関に伝えられて展開していくことが必要でござ

いまして、その次の・に書いてございますとおり、得られた技術、知見、あるいはその評

価の方法等については、民間の認証機関への移転を円滑に推進していくということ。

また、環境に配慮した素材、有害物質を除かれた素材等がどんどん出てくるわけですが、

そういったもののデータベースの整備などをきちんとやっていくということを添えてござ

います。

(3)では、さらに少し目先を広げて、そこで出てきたものは標準化していくということ

でございますが、さらに国際標準化というものを念頭に置いて進めているということでご

ざいます。

その具体的な貢献として、国際標準化を検討する会議にもきちんと人を出す。これは研

究者がそういったところに貢献するというのは難しい面もあるかもしれませんが、産総研

もこれまで 100人弱ぐらい送り込んでいるという話ですので、こういったことにきちんと

貢献していってほしいという期待でございます。

それから、具体的には、アジア諸国の評価機関との連携などを行うということで、そう

いったことも推進していくということでございます。

４．の (1)新しい研究開発体制、オープン・イノベーションとよくいわれるものでござ



いますが、日本においてもそういった拠点を幅広くつくっていけたらということで、特に

ナノテクノロジー、太陽光発電、蓄電池、ロボット等の分野において、少し予算を踏まえ

まして、産総研で拠点づくりに取り組んでございます。

こういった中で、産業界、大学、公的研究機関の多様な人材を結集して、世界をリード

する研究開発を行っていこうということです。その中で、多様な機関が統合されますので、

施設の外部利用や知財のルールなどにもきちんと対応していくということでございます。

そして、そこで得られた成果については、論文の発表や、相手のある話ではございます

が、被引用数に基づく世界ランキングが上がっていくような、そういう機関になってほし

いという期待を書いてございます。

(2)国際協力ですが、１つは、アメリカの国立研究所とやっています燃料電池、バイオ

燃料等のクリーン・エネルギー技術分野の協力については、少し着手してございますけれ

ど、こういったものを推進していくということ。国際的な人材交流、研究テーマの拡大な

どを実施していこうということでございます。

４ページですが、アジア諸国等とバイオマス等について始めたものがございまして、現

地における実証、性能評価のようなものについても研究協力を行っていってはどうかとい

うことでございます。

(3)研究人材の交流推進でございます。

産総研を通じてポスドク等の研究人材を相手先企業に派遣することなどによって、若手

研究者の能力を上げていく。研究能力もそうですし、そこから企業への就職という展開も

ございます。こういったものを支援していくということを書いてございます。

当然ながら、産総研研究者が企業に行くということも、双方向の交流を行うということ

を書いてございます。

５．成果の普及でございます。

(1)知財の重点的な取得と企業への移転。

先ほども申し上げましたが、特許の管理と知財の管理等はきちんと重点化をやっていっ

たらどうかということでございます。

また、企業とのやりとりの中で、これまでのような一律特許の収入にこだわらず、柔軟

なやりとりをするということを考えてございます。

(2)ベンチャー創出支援でございます。

昨年中に約 100社できましたが、このベンチャー創出支援を引き続きやっていくという



こと。産総研職員が企業において兼業等を促進する。これも40何人といったレベルでいる

と思いますが、こういったことを促進してベンチャー創出につないでいくということでご

ざいます。

(3)一般的な広報の強化でございます。

オープンラボは、研究者等が対象で、割と専門的な部分があるのですが、これも含めて、

また、相手をみながらより広く積極的な広報をしたらどうかということで、研究者や国民

に対して今の取り組みと成果を直接アピールする機会を拡大して、認知度を高めていくと

いうことを考えてございます。

６．その他でございます。

特許庁の特許生物の寄託業務のことを先に書いてございます。

次に、具体的に研究項目として別表の中に上げているということを添えております。

以上が、国民に対するサービス、業務に関する点でございます。

５ページ、Ⅲ．業務運営の効率化についてでございます。

１． (1)管理費、総人件費の削減・見直しですが、従来から独法に対して課せられてお

ります削減の数字を載せてございます。これらについて引き続き取り組んでいくというこ

とでございます。

総人件費についても同じでございまして、これは18年度から始まったものでございます

が、５年間で５％以上を基本とする年間１％という削減を引き続きこの期限の中ではやっ

ていくということでございます。

また、総務省の２次評価のようなものの中で引き合いに出されて指摘されていることで

ございますが、一般管理費、諸手当、法定外福利費についても、適正な水準であるという

ことをきちんと念頭に置いて、必要な見直しと改善を行っていくということを書いてござ

います。

施設管理業務等については、アウトソーシングなどを推進するということ。具体的には

その包括契約や複数年度契約など細かいこともありますが、そういったものを導入して、

より一層効率化を進めることとしてございます。

(2)契約状況の点検・見直しでございます。

これも閣議決定にのっとったものでして、今、産総研の中に委員会を設けまして、何度

か介在し、具体的な契約について点検作業をしてございます。

こういった中で、一者応札で８割弱、100％落札率と、産総研は非常に高い数字で、ま



た、20年度は５割強の率だったと思いますが、こういったものの改善についても委員会の

有識者のご意見を踏まえながらきちんと対応していくということを書いてございます。

２．研究活動の高度化のための取り組みでございます。

最初のサービスのところに書いておりますこういったことを具体的に進めていくために、

支援的な内容を書いてございます。

(1)研究組織、事業の機動的な見直し、そして評価を充実させること。

外部からの研究評価の結果を踏まえて、産総研は組織の改廃をこれまでもやってきては

おりましたが、これをさらに機動的に実施するということでございます。その評価を行う

際には、評価をする人が適切に内容を把握できるように意見交換の機会を拡大する。これ

は総務省の委員会の勧告の方向性で指摘されていたことでございまして、これを検討して

いくということです。

また、「産総研研究戦略」は、これまでもつくっておりましたが、さらに研究の重点分

野や政策との関係、他機関との連携強化、こういったものもきちんと考えなさいという指

摘が外部からもございましたので、そういったものも明らかにしながら、目標をきちんと

具体的かつ定量的に示していくということでございます。

さらに少し細かい事業に関する指摘がありましたことをここに書いてございますが、地

域センターの位置づけ、イノベーションスクールの事業、専門技術者の育成事業、ベンチ

ャー開発センターの取り組み、これらについては成果について確認を行って、最大限の効

果が得られる改善をするようにという具体的な指示がありましたので、これも受けて、こ

の経産省からの指示の中に入れたいと思っております。

(2)研究機器や設備の効率的な整備と活用でございます。

新しい事業所を設置するときには、必要性や経費の削減に配慮すること。

研究機器や設備も同様でございますが、機動的に見直して、外部の者への利用拡大を進

めるということでございます。

６ページですが、３．職員の能力を最大限発揮するための取り組みでございます。

(1)女性や外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保と育成でございます。

人事戦略を新たに策定するということで、こういった中で、橋渡し研究等を効果的に実

施するような技術マネージャーの育成など、多様なキャリアパスを確立するということ。

また、女性、外国人、シルバー人材の活用を図るということを掲げてございます。

(2)職員の能力、職責及び実績の適切な評価でございます。



研究活動のみならず、つまり、論文等に偏らず、頑張ったこと、苦労したこともきちん

と評価して、その評価を適切に考慮して処遇するということを掲げてございます。

４．国民からの信頼の確保・向上でございます。

(1)コンプライアンスの推進でございます。

コンプライアンス推進本部を設置して取り組んでございますが、これは引き続き社会的

信頼性を確保するためにやっていくということでございます。

また、情報公開、個人情報保護については適切に配慮するということでございます。

(2)安全衛生、周辺環境への配慮でございます。

事故や災害の未然防止等の安全対策、また、職員が職務に専念できる環境づくりを進め

るということでございます。

そして、エネルギーの有効利用の促進等も添えてございます。

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項でございます。

(1)運営費交付金と外部資金の効果的な使用でございます。

以上に取り組むことを書いてございますが、こういうことを念頭に置いて、中期計画を

きちんと産総研がつくって、効果的、効率的に運営しなさいということでございます。

また、非常に多額の外部資金を実力でとってきてございますが、運営費交付金とのバラ

ンスを適切に実施してくださいということでございます。

７ページ、最後になりますが、 (2)共同研究を通じて自己収入を増加していく。

これは財務省からもぜひ進めるようにと指摘されたことでございます。運営費交付金も

絞られていく中でございますが、民間との共同研究を通じて自己収入を膨らませていくと

いうことを書いてございます。

８ページ以降は省略いたしますが、別表として個々の研究課題などを上げてございます。

経産省の中にもいろいろ関係の原課がございまして、そういった中でも調整しながらつく

り上げてみました。

少し長くなりましたが、以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。以上、お聞きいただきましたように、これま

でとはやり方が若干変わっております。資料１―１がまとめたものでございますが、資料

１―２をごらんいただきますとおわかりいただけますように、中期目標（案）としか書い

てありません。従来は目標と計画を同時にご議論いただいていたのですが、どっちがどっ

ちに引っ張られるということはないのですが、ややお互いに引っ張られてしまうというこ



とがあるということ、本年からは目標と計画を切り離してご議論いただいたほうがいいの

ではないかとこういうことになりました。

目標は大づかみなものでありまして、産総研としてのミッションのまとめというもので

す。計画については３月に予定しておりますこの部会でご議論いただくことにしておりま

す。目標は総括的なものであり、そこへ細かいことは落とし込めませんので、冒頭、一ノ

瀬室長からお話がありましたように、物足りないという部分については、後の計画のほう

に入れるということでご了解いただきたいと思います。

それから、これも毎回やっていることでありますが、きょうお出ししました目標は、経

産省がつくるものでありますが、昨年に総務省の指摘がかなりありましたので、それを加

味したものになっております。

それでは、資料１―２のほうがよろしいかと思いますが、これについて何かご意見がご

ざいましたらお願いしたいと思います。いかがでございますでしょうか。

手柴委員、どうぞ。

○手柴委員 今、部会長からもお話があったように、目標と計画が分かれているので、

目標としては非常に簡潔に的確に書かれていると全体を読んで感じました。あと幾つか、

本文の資料１―２のほうで少し指摘させていただきます。

１ページの前書きのところですが、３番目のフレーズの最後に、「世界トップに立つ研

究機関を目指していくことを期待する」というのは、どなたが期待するのでしょうか。そ

の後は主体がすべて産総研となっておりまして、ここだけが経産省とすると、ここは違和

感をもちました。

それから、同じ３番目のフレーズのところで、ここまで「イノベーション」というのが

出てくると、ちょっとしつこいなという、これは印象です。もう少しすっきりできないか

なという感じがいたしました。

それから、３ページ、 (3)研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開のとこ

ろで、「専門家の派遣数を拡大する」とありますが、国際標準で日本が世界のリーダー、

あるいはアジアのリーダーとして活躍するためには、絶対的に専門家の層が薄いような気

がするんです。国際的に活躍していろいろな標準化委員会で主査をするとか委員長をする

とか、そういう人材の層が薄いことが日本がうまく立ち回れないところではないかという

ことで、ここは「専門家の育成と派遣数の拡大を目指す」とか「実現する」とかというこ

とで、「育成」というのを入れていただきたいなという感じがしました。



それから、同じ３ページの４．の (1)の真ん中あたりですが、「共同研究時の知的財産

の保有に関するルール作り等を行う」という表現でありますけれど、そうすると、今まで

はルールはなかったのでしょうか。

それから、知的財産のルールに関しては、次の４ページの５．研究開発成果の社会への

普及の (1)で、もう一度、「知的財産の取得や管理に係る方針を策定する」と書かれてい

ます。方針等は、私が知る限り、産総研にはきちっとした方針があって、ルールもあると。

それが橋渡しなどのときに硬直的でなかなかうまくいかないということはあるかと思いま

すが、これですと、ルールとか方針が今まではなかったような印象を受けるので、ここの

表現はいかがかなということで、今までにもやってきたということに、さらにという感じ

の表現にしたほうがいいのではないかなと感じました。

それから、今の「方針を策定する」の上の(3)のところで、「若手研究者に能力向上や就

職の機会を拡大する」ということですが、小さな点ですけれど、これは「若手研究者に」

でしょうか。この意味するところは、「若手研究者の能力向上や就職の機会を拡大する」

ではないでしょうか。「若手研究者に」というと、ベテランの研究者以外に若手研究者に

もこういうことを拡大していくのだというような表現になるので、この「てにをは」はち

ょっとという感じがしました。

それから、計画のほうで少し入れていただきたいなという感じの各論になりますけれど、

５ページで、これは産総研の現場のほうと相談していただきたいのですが、２．の (1)の

先ほどの文科省からのご指摘があった、評価者が研究者との意見交換等の機会を拡大する、

ことは非常にいい方向だと思うのですけれど、産総研にはちゃんとした評価部もございま

すし、私も外部評価というのを10年ぐらいいろいろな部門でやらせていただきましたが、

外部評価というのは限界がありますので、内部評価者というのが評価部の中にいらっしゃ

るので、そこを充実していくということが一番かなという感じがしますので、これは計画

のほうに反映させていただければと思います。

それから、一番下の (2)研究機器や設備の効率的な整備と活用ですが、これは契約監視

委員会でも少しお話ししたのですけれど、研究機器や設備について、一番肝心なのは、買

ったものが正しく効率的に使われて、そして成果が上がっているのかということが本来の

筋だと思うのです。これは逆にいいますと、国民の税金で買った機器等がそのままに使わ

れないでいるということはないのかと。ですから、これはここの本文に入れていただくの

がいいのか、計画でいいと思っていますけれど、例えば、「機器や整備の利用実態の把



握」とか、そういうのがあってもいいのではないかと思っています。

それから、６ページ、３．の(2)ですが、ここでは職員の評価ということを書いてあり

ますけれど、処遇への反映ということに関しては今後どう進められていくのか。それが全

般を通してありませんし、処遇というのは必ずしも給与だけではありませんで、待遇もご

ざいますけれど、評価と反映という部分を今後どうされるのか。ここはお考えを聞かせて

いただければと思います。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。大変たくさんの点をご指摘いただきました。

それでは、一ノ瀬室長、お答えになれる範囲で結構ですので、お願いします。

○一ノ瀬産総研室長 最初の「期待する」というところでございますが、最初のところ

は、経済産業省として産総研に期待するという意味で書いてございます。その下に書いて

あるのは、産総研が取り組むべきことということで書いてございますので、主語を個別に

書いていないのでわかりにくいところがあるのですが、そういうことで、「期待する」と

いうことで書いてございます。

第１期も第２期も、冒頭のところではそういった背景をうたった上で、産総研への期待

ということで書いてございましたので、今回もとりあえずそうした位置づけで書いてござ

います。若干わかりにくい点があるかもしれませんが、経済産業省の目標として書いたつ

もりでございます。

○西本審議官 これは中期目標として経済産業省が独法に指示をする文書ですね。経済

産業省として独法に期待するということで、頭に書いてあるとおりです。

○一ノ瀬産総研室長 それから、「イノベーション」については、少し多いのですけれ

ど、今の政権の方針などもあってこういった形になっておりますが、少し考えたいと思い

ます。相談してみたいと思います。

それから、標準化の専門家の層が薄いというところも一つありまして、そういったもの

について、具体的にどういうものができるか、計画の内容も含めて少し考えてみたいと思

います。

それから、ルールづくりについては、おっしゃるとおり、産総研の中で既に知財等に関

する規定がきちんとありました。ここであえて引き合いに出したのは、新しいイノベーシ

ョンのシステムといいますか、新しい拠点の中で、特に多くの人が集まって幾つかの拠点

をつくっていくことを念頭に置いておりまして、それは従来のルールに合うものもあるか



もしれませんが、いろいろと多様化する可能性もありまして、必要に応じてそういったも

のの対応をきちんとやっていくということで書いたものでございます。説明が足りないか

もしれませんが、そういう趣旨でございます。

したがいまして、次の４ページにも書いてあります知財の方針などの規定はきちんとあ

るのですが、ただし、さらに４ページで書いておりますのは、産総研として今後重点化し

て取り組んでいく対象などの考え方などがあれば、そういうものをつくっていってはどう

かということでございます。きちんと管理するための規定というのはあるのですけれど、

それ以上に、重点化の方針などの考え方のことを少し触れたわけでございます。

それから、「若手研究者に」のところは少し整備させていただけたらと思います。

それから、計画のほうにどうかとおっしゃいました評価の点とか、設備の利用実態の把

握とか、個人の評価の処遇への対応、この辺は適宜計画の中で考えていきたいと思います。

処遇までこの中ではあえて触れなかったのは、さすがに組織の中の雇用者との関係をここ

まであえて書かなくてもいいかなと思った次第です。ただし、これについては産総研の中

ではきちんと考えさせて、計画の中でなり考えていきたいと思っております。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。

「イノベーション」については、前回もご紹介ありましたように、参考資料５の新成長

戦略の中にしつこく書かれていますので、それで書いたということですが、確かに３番目

の段落のところは「イノベーション」とか「イノベーティブ」とダブって出て来て、少し

多過ぎますね。少し削ってうまく整理したほうがいいなという印象を私もご指摘されても

ちました。事前に資料を頂いたときには余り感じなかったのですが、いわれてみると、そ

のとおりだと思います。

○手柴委員 「イノベーティブな人材育成」というのは、研究者というのはもともとイ

ノベーションを求められているわけですので、人材育成のシステムなどはイノベーティブ

なことを考えるということはあるのだと思うのですが、ちょっとひっかかるなと思いまし

た。

○木村部会長 イノベーティブでない人はいないということですね。わかりました。少

し検討させてください。ありがとうございました。

ほかにご意見はございますでしょうか。

室伏先生、どうぞ。



○室伏委員 中期目標は、経済産業大臣が産総研に「こうしてください」ということを

いう、そういった書類だと思いますので、内容的にはざっくりしていたほうがよいかなと

いう気がします。

それで、拝見して、特に私はこのままでもいいのではないかなという気がしたのですが、

ただ、この中期目標に対して産総研から中期計画を出してくるときに、この目標に書かれ

ているものをさらに産総研としてもっとブラッシュアップした形で中期計画が出てくると

いいのではないかと思ったものですから、産総研が計画をつくるときにもし参考になれば

と思って、ちょっと気づいたことを申し上げようと思います。

１ページで、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーションということを書いて

あって、これは産総研がこれまでに活動してきたことにまさにぴったりしている活動だと

思うのです。産総研のミッションは、この成長戦略の中で述べられていることと非常に合

致しているものであって、これまでにも実績もあるし、これからさらにそれを発展させて

いくのだということを計画の中で少し宣伝をしてもいいのではないかなという気がしまし

た。

それから、１ページの最後のところで、「世界トップに立つ研究機関」とありますが、

これも計画の中では、ただトップに立つだけではなくて、世界トップの成果を創出して世

界の研究開発をリードしていくというふうな書きぶりにしたほうが、もう少し発展するの

ではないかという気がしました。

それから、２ページの (1)の３つのパラグラフの一番下で、「上記の技術開発において

は、要素技術の……社会への導入のために必要な研究開発もあわせて推進する」とありま

すが、これも産総研のほうでは、推進して、我が国の課題解決にとどまらず、「グローバ

ルな課題の解決にも資するものを目指す」というくらいに広げていただいたほうが、いか

にも産総研が前向きだとみえるのではないかと、産総研の応援団としてはそんなことを思

いました。

それから、同じ２ページの最後で、中小企業に対してですが、これを拝見していますと、

産総研のほうから中小企業へ向けての技術支援とか人材育成ということが大臣からの指示

として書かれているわけですけれど、これに対して、「産総研は、現在、中小企業がもっ

ているすぐれた技術を維持し、なお、発展させるための支援を行う」というふうな書きぶ

りも少しあってもいいのではないかなという気がしました。

それから、３ページですが、３．の (1)で、「防災」が非常に小さく２文字だけありま



すけれど、防災に対して産総研のもっている地質調査の膨大なデータは非常に役に立つの

で、ここを計画の中ではもう少し詳しく書き込んだらいいかなという気がします。

それから、 (3)の先ほどの標準化・人材のことですけれど、これも「標準化・人材の確

保・支援・育成」ということを研究者、行政、民間を巻き込んで行うということを、産総

研側として計画の中に入れてくださるといいかなという気がしています。

それから、４ページの５．の (3)ですけれど、「広報を強化する」ということを書いて

あります。私も産総研はとてもすばらしい研究所なのだということをいろいろなところで

お話しするのですが、産総研のことを知らない人が多くて、とてももったいないと思って

いるんです。ここに「オープンラボ等を通じた積極的な広報により」とあるのですが、産

総研側ではこの広報のことはもうちょっと考えていただいて、オープンラボには、ほとん

ど専門家とか、よほど興味のある人でなければ来ませんので、もっと一般市民に向けた広

報の活動を、例えば地域センターなどを利用して全国的に展開するというようなことも考

えていただくとよいのではないかという気がします。

今まではどちらかというと、専門家に向いた、産総研のニーズと専門家あるいは企業の

ニーズとが合致するようなところでの広報が主だったように思いますので、社会の一般市

民の支援を得るために、独法というのは役に立つのだということがわかってもらうために

は、広報のやり方というものについて少し産総研なりに考えていただくとよいのではない

かという気がしました。

あとは、手柴委員がおっしゃったようなことに集約されますので、このくらいです。

○木村部会長 ありがとうございました。ご指摘はごもっともだと思いますので、事務

局と少し相談して、今、室伏委員がおっしゃったのは、計画の段階に入れてはどうかとい

うご提案でございましたので、そのように考えさせていただきます。

○室伏委員 はい、そうしていただければと思います。

○木村部会長 では、谷川委員、どうぞ。

○谷川委員 私も室伏先生と同じで、基本的な目標自体はこういう書き方にならざるを

得ないと思いますし、これで私はいいと思いますけれど、実際にこれをどういう形で進め

るかという計画のところに反映していただきたいことを幾つか申し上げたいと思っていま

す。

それから、今の産総研を取り巻く環境でございますが、４月から事業仕分けがあるとい

うことで、独立行政法人がターゲットになるということを聞いております。であるとする



ならば、中期目標、中期計画自体は粛々とつくっていただくとしても、今、産総研をめぐ

る大きな環境の厳しい状況を踏まえた計画のつくり方にしていく必要があるのではないか

という気がいたします。そういう観点からすると、目標はこういう形でいいと思いますが、

計画をつくる段階で、現在の中期計画期間とこの新しい中期目標・中期計画との間のどこ

がどのように違っていくのかということがわかるような形で、より鮮明に計画のほうで反

映してもらいたいなということが１点でございます。

それから、産総研さん自身の特色というのは、この資料１―２の１ページ目にも書いて

ありますが、橋渡し研究という分野でして、基礎研究でもなく、開発研究でもない、その

間で、本格研究という言われ方もしておりましたけれど、そこであるということをここで

もうたってあります。これはそれでいいと思いますが、この資料１―２の後ろのほうまで

ずっと研究の内容をみてまいりましたけれど、その前からずっと本格研究なり橋渡し研究

というのが産総研の特色だとおっしゃっていますが、一つ一つの研究をみると、これがど

うして橋渡し研究なのかなというのは、どうも一般の人のイメージがわきません。

大学でやっている研究より少し応用・開発に近い研究とどこが違うのか、企業がやって

いる少し基礎に近いところとどこが違うのかというのが極めてわかりにくくて、言葉とし

ては、基礎と開発の間の分野があるというのは確かにそうなのですけれど、産総研さんが

おやりになる橋渡し研究、本格研究、その間の谷を埋めるような研究というのはこういう

ものなのだということをより鮮明にする形で計画をおつくりにならないと、事業仕分け等

々のときに議論したときに、「ところで、橋渡し研究って一体なのだ。必要なのか」とい

われたときに、「こういうものです」ということをアピールできなければ弱いと思うので

す。

ですから、なかなか難しいですけれど、まさにこれはレゾンデートルですから、計画の

中で定義という形ができればいいのですが、何らかの形でその必要性と、こういうもので

あるという定義をぜひ考えてお書きになっていただけるといいかなと思います。

それから、「世界トップに立つ研究機関」というのも、先ほど室伏先生がおっしゃいま

したけれど、私もこれは、「世界トップに立つ研究機関」とは一体何なのだということの

定義を明確にしていかないと、随分あいまいでアピール度が弱いのではないかという気が

いたしました。

ということは、とりもなおさず、今申し上げていることは、日本の技術開発、イノベー

ションの担い手というのは産業界と大学というところはありますけれど、それと並んで、



国の研究所というのがあるとすれば、それの役割とは何かということを明確に、より鮮明

にしていかないと、この時期の批判に耐えられないのではないかという気がしましたので、

以上申し上げました。

それから、２ページ、Ⅱの１．「課題解決型国家」の実現ですが、まさにこういう言葉

で示されることをテーマにして、いろいろな研究テーマを考えてやっていけばと思います

が、これも計画のところでぜひ考えていただきたいのですけれど、これも後ろのほうにあ

ります各分野の研究内容をみますと、今、産総研さんの研究所がもっている個別の研究テ

ーマがずっと並んでいるわけですね。それが果たして課題解決型の研究開発テーマなのか

というと、私はちょっと疑問で、もう少し分野横断的なテーマが産総研さんとしては提示

され、それを個々の研究所が協力してやっていくという形でないと、課題解決型の研究を

やるということにはならないのではないかと思っております。

ですので、これはどのように計画をつくっていただくかということですけれど、例えば、

より大きな分野横断的なテーマをぜひ考えていただいて、それを個々の研究所が協力して

やっていく、そういう研究所横断的なプロジェクトをつくってやっていくというやり方が

あってもいいのではないかという気がいたしました。それはお任せいたしますけれど。

それから、同じⅡ．の１．の (2)他国の追従を許さない先端的技術開発の推進ですが、

これは私はまさに国の研究所にぜひやっていただきたい事柄だと思うのですけれど、これ

も後ろのほうをみましたが、一つ一つはよろしいのですけれど、何回かこの場でご説明い

ただきましたサービス・イノベーションという分野がありましたが、私自身は、ハードな

自然科学系の技術開発だけではなく、産総研のような国の研究所が、ソリューションとい

う意味では、単に技術の開発だけではなく、社会科学系の研究をするというのは大変すば

らしいバランスのいい考え方だと思っていたのですけれど、後ろに少し書いてあるのです

が、いずれも技術開発的なことにシフトしているような気がしますので、もう少しソフト

な研究というものがテーマに出てきてもいいのではないかなという気がいたしました。

日本自体が技術力は世界トップなのにいろいろな競争に負けるというのは、技術開発力

があっても、実際の利益ないしは競争力に結びつくような工夫に欠けているというのは明

らかなわけですから、そういうところも含めて、産総研さんに研究していただければと思

っております。

それから、３ページ、３．の (3)研究開発成果の戦略的な国際標準化、アジアへの展開

ですが、私も産総研さんのこの中期目標の中に「国際」という言葉が少な過ぎはしないか



なという気がしております。オープン・イノベーションということをいうのであれば、そ

の下にも国際協力の推進というのはありますが、「国際」というところについての焦点の

当て方、項目の立て方がもう少し大きくてもいいのではないかなという気がしております。

それから、これはむしろお聞きしたいのですけれど、「アジアへの展開」という言葉が

続いてありますが、日本のポジションを考えますと、「アジア」というのは自然に出てく

る言葉なのですけれど、どうしてアジアに展開しなければいけないかということは、何と

なくわかるのですが、もう少し説明をいただきたいなと思ったわけでございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

最後の点は、いかがでしょうか。

○一ノ瀬産総研室長 アジアについて申し上げますと、もちろん日本がアジアにあると

いうこともそうなのですけれど、今の成長戦略の中でも「アジアへの展開」ということを

掲げています。これは新しい市場の拡大が期待されている部分と、あわせて、近隣国とし

て、例えば標準化を進めるに当たっての協力の相手になる、あるいは日本が技術的に上回

っている部分について、例えば実証とか評価というもので現場の展開をしていくというこ

とでも、アジアというものが掲げられています。

これはこういった先端的な研究開発のみならず、例えばバイオ関係や医療関係の安全・

安心を広めるといった面も含めてですが、そういうところを引き合いに出して、今、政府

の方針の１つのキーワードとして掲げているものでございます。そういうところを少し引

用させてもらったということです。

ただし、「アジア諸国等の」ということで少し広げて書いておりますのは、もちろんそ

れを中心ではやるのだけれど、当然ながら、その内容に応じた展開はあるのだろうなとい

うことを考えてございます。

○谷川委員 なぜ「アジア」という言葉にこだわったかと申しますと、今、日本の国全

体にとっての大きなチャンスは、もちろんアジアはありますけれど、広い意味での新興国

のマーケットだと思うのです。そうしますと、アジアだけではなくて、途上国、新興国一

般が日本の技術も含めて展開するターゲットではないかと思うので、「アジア」というと

ちょっと矮小かなと思ってしまって、「新興国」とか「途上国」とか、もう少し広いワー

ディングはなかったのかなとちょっと思ったので、そう申し上げました。もちろん、アジ

アがその中の中心であることは間違いないと思いますけれど。

○木村部会長 ありがとうございました。



手柴先生、どうぞ。

○手柴委員 先ほど、「期待する」のは経済産業省が産総研に期待するということなの

だそうで、この案が公表されて一般の人が読んだときにどうかなと思うのです。同様に３

番目のフレーズの真ん中の「第３期中期目標期間においては」のところは、「第１期中期

目標期間（平成13年４月～平成17年３月）、第２期中期目標期間（平成17年４月～平成22

年３月）を踏まえて、第３期中期目標期間においては」ということを書いていただくと、

「ああ、期間がこういうふうにしてやってこられた」と。あるいは、今までの研究開発の

成果を踏まえて第３期はこうするのだということがはっきりして、第三者の人が読んだと

きに非常にわかりやすいと思いますので、第１期と第２期という言葉を入れたほうが一般

の人に親切かなという感じがしました。検討ください。

○木村部会長 ありがとうございました。

当然、アウトプットはそうなっているので、今、手柴委員のおっしゃったことを入れる

ことに全く問題はないと思います。

ありがとうございました。かなり本質的な部分まで含めてご指摘をいただきましたので、

事務局と相談をして、まず、この中期目標の部分について修文をさせていただきたいと思

います。その修文したものを委員の皆様にお送りしますので、よろしくお願いいたします。

私も事前に打ち合わせをしたのですが、先ほどの室伏委員の広報のところは、ボーッと

して読んでいたので気がつきませんでした。確かにこれだと非常に限定した形になってい

て、アクティビティによって広報すると書いてありますので、これは少しまずいかなと思

います。

それでは、ご指摘の点について、できるだけ発言者の御意向を入れる形で修文をさせて

いただきたいと思います。

独法を取り巻く環境が非常に厳しくなっておりますので、この目標はともかくとして、

計画をつくるときにはアウトプットが相当鮮明に分かるものにしなければいけないのかな

と思っております。谷川委員は別の言い方をされましたが、橋渡し研究の結果、どういう

ものを出そうと思ってやっているのだということについて、これまでも書いてはきたので

すが、非常にたくさん書いてありますので、それが余り浮き出てこなかった。今度は、そ

ういうことからすると、出口をしっかり鮮明に書く必要があるのかなという気がいたしま

す。少し工夫をさせて下さい。

ほかにはよろしゅうございましょうか。



それでは、私もメモし切れなかったところがあるくらい、多くの点についてご指摘いた

だきました。事務局には大きな宿題が出たという形になりましたが、よろしくお願いをい

たします。次の部会までにひと月ぐらいしかありませんが、それまでに計画をつくってい

ただくということになりますね。よろしくお願いします。

それでは、本日の主な議題は以上で何とかこなしましたので、事務局から今後の予定等

について何かありましたら、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 いろいろとご意見をいただき、ありがとうございました。計画を

これからつくっていく中で、ご意見を踏まえまして整えていこうと考えてございます。

それで、計画につきましては、３月に入りまして、産総研側から出てきたものを審議し

ていただきますが、今の予定では24日の午前中に産総研部会を開くことを考えております。

それまでには、今回のこの部会での審議を踏まえて親委員会にかけた後に、産総研に指示

を出します。そのセットされた文書については先に先生方にお届けしたいと考えてござい

ます。また、計画の審議の前に、改めて出てきたものについて適宜ご説明させていただけ

たらと思ってございます。

それが終わりますと、３月末には中期計画の認可をおろしまして、４月から新しい年度

に、つまり第３期の期間について事業が始まるという運びになるわけでございます。

ということで、来月もご協力いただくことになりますが、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。

○木村部会長 それから、余計なことでありますが、「イノベーション」とか「アジ

ア」とかというフレーズは現在の政府の方針としても打ち出されておりますので、なかな

か落としにくいところかなと思います。その辺はご了承いただきたいと思います。

本日は事務局との打ち合わせで１時間位で終わるだろうと予想しておりましたが、終わ

りませんでした。１時間15分ほどになりました。以上で本日の会議を終了したいと思いま

す。

先生方には、３月24日の部会の前にコンタクトさせていただくことになるかもしれませ

んので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

──了──
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