
 

 

 

 

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２５回） 

議事録 

 

日時：平成２２年７月１５日（木）１３：００～１５：００ 

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０２０号会議室 

議題：１．平成２１年度業務実績評価について 

２．第２期中期目標期間業務実績評価について 

３．独立行政法人産業技術総合研究所の役員の退職に係る業績勘案率について 

４．その他 

 

議事内容 

○木村部会長  尐し時間前ではございますけれども、皆さんおそろいになりましたので、

始めさせていただきたいと存じます。第25回産総研部会ということになります。よろしく

お願いいたします。 

 もう聞いても驚きませんが、また人事異動がありました。突然、一ノ瀬室長が、防衛省

へ移られ、新室長として市川さんが着任されました。ごあいさつをお願いいたします。 

○市川産総研室長  ７月１日付で産総研室長を拝任いたしました市川と申します。今後

ともよろしくお願いいたします。 

○木村部会長  一ノ瀬さんは岩国の基地担当だそうです。これまでもそういう人事あっ

たのですか。私、聞いたことないのですが。 

○鈴木局長  いや、余りないですけれども、地元対策で。 

○木村部会長  一ノ瀬さんならぴったりという感じもしないでもないですね。ちょっと

余計なことですが……。今の発言は黙っていてください（笑声）。私の個人的な見解です

ので。 

 それでは、配付資料の確認をお願いいたします。 

○市川産総研室長  では、配付資料の確認をさせていただきます。議事次第と席次表に

加えて、資料１―１と資料１―２でございます。それに加えまして、資料２―１と２―２、

これが中期目標期間の資料。それから、資料３関係といたしまして業績勘案率の資料、資

料３―１から３―３までございます。それに加えまして、参考資料が１、２とございます。

皆さん、ございますでしょうか。 



○木村部会長  よろしゅうございましょうか。 

 この前の会議で産総研に対して幾つかの質問事項、指摘事項が出ておりますので、それ

について事務局からまずご説明を頂き、引き続き理事長のほうから、お話をいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○市川産総研室長  前回の議事におきまして、失敗事例という話がございましたので、

この後、産総研のほうからご説明いただきます。 

 その前に、前回、６月11日の部会で事務局のほうから、これまでの独法をめぐる動きと

いうことで、11月の行政刷新会議の仕分け、あるいはことし４月の経産省の公益法人の見

直し、それから行政刷新会議での仕分けを経た行政刷新会議としての事業見直し、この中

では不要財産の国庫返還、あるいは不要資産の抜本的見直しとか、その流れと独法通則法

の改正案といった話、これも不要資産の処分に係る話が多かったわけですが、１点、その

後の追加として、参考資料１をごらんいただければと思います。これは平成22年６月18日

付で、６月初めに内閣の改造が尐し行われて、行政刷新担当大臣に蓮舫大臣がなったとこ

ろですが、その流れを受けまして、今後の独法の抜本改革に向けた当面の進め方という形

で、独法と公益法人が書かれたペーパーがございます。 

 ごらんいただいてわかりますように、基本的には独法関係といたしましては、１．「溜

まり金」の国庫納付ということで、今後、内部留保が不可避とされるものについては厳し

く再精査する。７月末めどにその金額を算定して、行政刷新会議に報告するということで、

各省庁に対してどれくらいあるのかということを調べるという方針が打ち出されています。 

 それに加えまして、２．組織見直し・制度改革ということで、２ページ目にまいりまし

て、全独立行政法人のゼロベースでの見直し、選別、あるいは制度的課題の整理・検討と

いうことが、年内に中間報告、年度末を目途に最終報告するという方針が打ち出されてい

ます。こういった流れで独法をめぐる動きがいろいろあるということになるかと思います。 

 事務局からの独法をめぐる動きということでは以上でございますが、引き続きまして産

総研のほうから前回のご指摘を踏まえた回答、コメントをよろしくお願いいたします。 

○野間口理事長  それでは、産総研のほうから、前回の委員会の先生方のご質問、ご指

示を受けまして、いろいろ検討いたしました。既にその大半を先生方に報告しているかと

思いますが、若干つけ加えさせていただきたいと思います。 

 日ごろ、産総研のつくばの現場までご視察いただきまして、本当にありがとうございま

す。研究に集中している立場から申しますと、先生方の大所高所からのご意見、指摘して



 

 

 

 

いただいている先生方は気楽におっしゃったかもしれませんけれども、専門家としては非

常に深刻に受けとめて、まじめにこれは検討しなければいかんなと、いろいろご指導いた

だいたということに対しまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 前回の産総研部会で、産総研のやっていることは評価するけれども、うまくいかなかっ

た例、失敗事例も結構あるだろうと。その辺をもう尐し明らかにしてほしい、報告してほ

しいという話がございましたし、知財の活用について、産総研の取り組みの重要性のご指

摘等いただきました。これらについてちょっとご報告させていただきたいと思います。 

 失敗事例ということでございますけれども、産総研は重要な研究を推進するに当たり、

より機動的に研究ができるように、研究部門、これは尐し長期的な視点で行う研究部門、

具体的な課題を立ててその実現に集中する研究センター、その研究センターのフィージビ

リティースタディーの段階といいますか、研究ラボという形で、この両者は設置期限を設

けて、研究ユニット、研究部門、センター、ラボという形で組織化をして研究を行ってい

るところでございます。これらの研究ユニット設立に当たりましては、特定の技術開発を

加速的に実施するための体制、あるいは産業化に持っていくためにどう取り組むべきか、

それから、社会への出口というのを突破するためにどのような課題があるかなどを考慮し

まして、設立の審査を行っているところでございます。 

 そういう形でスタートしました研究ユニットも、社会のニーズが変化するとか、社会の

情勢が大きな見直しを迫るような変化が生じるということがありますので、そのような場

合には、研究ユニットの改廃を遅滞なく行って、より時代の要請にこたえる研究体制を維

持しようという努力をしているところでございます。研究ユニットの改廃が、まさに研究

課題を設定し、チャレンジしたものを見直すわけでございますので、大きな意味で研究所

としての失敗事例だろうということで、先般、この場で先生方からご指摘いただいて、そ

の日から、過去、独法に移行後の事例を整理しまして、既にご報告させていただいている

と思いますので、お目通りを願っているのではないかと思います。 

 １つだけ例をいわせていただきますと、近接場の光を使いまして、高速大容量の光の情

報のストレージを実現しようと。そのタイミングでは世界の最先端の課題であると私ども

チャレンジしたのでございますけれども、半導体技術の進展とか、他の材料を使いました

情報ストレージ技術の進展等を踏まえまして、産業界を十分巻き込んでいくほどのメリッ

トを見出しにくいということで、いち早くそういう判断をいたしまして、１年以上前倒し

で、その研究センターを廃止にしました。そういった事例を、きょうは持参しておられな



いと思いますけれども、先般ご報告させていただいたわけでございます。 

 こういう形で失敗事例を報告させていただきましたけれども、これらは新たな研究ユニ

ットの設定をするときに大きな参考になりますので、私どもの時代をみる目、あるいは技

術動向の把握の仕方など、よりレベルを上げまして、新しく研究ユニットを設定するとき

の糧にしているという形もとらせていただいております。 

 それから、失敗しました研究ユニットの成果でございますけれども、本当に社会の出口

ということでは失敗しましたが、基礎的な技術のレベルに立ち返って考えますと、そのま

ま捨て去るのはもったいないという技術成果が多々あります。そのようなものは研究部門

のほうに引き取るとか、他の研究ユニットと合体しまして、次のチャンスに備える、そう

いったことも取り組んでおります。そういう視点も忘れずに、失敗を生かす努力をしてお

ります。 

 一例だけ申しますと、イオンプラズマのプロセシング技術ということで、研究ラボを設

定しまして、純度が非常に高い表面コーティングの技術を開発しようということで取り組

んだことがございますけれども、非常に学術的な成果としてはみるべきものがあったので

すが、多くの産業界を巻き込んで成果を世に広く提供するという点では尐し距離があると

いうことで、これも１年以上前倒ししましてユニットを廃止しました。しかしながら、そ

の技術は表面改質技術等、いろいろなものづくり関係の技術で非常に生きておりまして、

きのうでしたか、おとといでしたか、日経産業新聞の３面で、産総研の成果で新しい表面

改質技術ができたということで、これはまだ産業への投入はちょっと時間がかかりますけ

れども、非常に広い範囲、関係方面から関心を寄せていただくような成果につながってい

る。そういう形で生かしていく努力もしているところでございます。 

 また、産総研は「シンセシオロジー」という論文誌を発行しておりますけれども、日本

語でいいますと構成学、新しい技術とか多様な技術をいかに人間社会に役立てるために構

成するかというところで、１つの考えにこだわることなく、ファイナルゴールを技術の実

現のために柔軟に対忚するという考えのものでございまして、一つ一つの要素技術に注目

しますと、その途中では採用するもの、しないもの、多々出てまいりますので、失敗事例

が死屍累々としてたくさんあるわけでございますけれども、そういうものを乗り越えて、

いかに人間社会に役立つ成果を出すのにチャレンジするかということを世の中に発信しな

がらやっているというのが「シンセシオロジー」でございます。 

 これが先般のご指摘に対する私の回答でございますけれども、もう１つ、知財の活用に



 

 

 

 

ついてご指摘がございました。産総研は、パテント・リザルト社という私的な調査機関で

ございますけれども、そこが発行いたします雑誌で、今年度も大学、公的研究機関の中で

は最高の知的財産を有しているという評価をいただきました。この産総研の知的財産をよ

り活用しようと、この前のご指摘のような視点で私ども考えておりまして、先般６月30日、

産業革新機構と相互協力に関する協定を締結しまして、きょうの参考資料２、一枚物でご

ざいますが、これを技環局のほうからつけていただいておりますけれども、産業革新機構

から発表いただいたプレスリリースでございます。こういう機会もとらえまして、産総研

のもっております知的財産がより効果的に活用されるように意を用いてまいりたいと思っ

ております。 

 それから、財務諸表につきまして、前回ご承認いただきましたが、財務諸表及び積立金

約 168億円がございますが、第３期の中期目標期間への繰り越しについて、６月30日付で

経済産業大臣より承認をいただきました。この繰越額の中には、産総研の研究資産という

もののほかに、産総研の特許収入を原資とする目的積立金が含まれておりますが、この目

的積立金のほうにつきましては、産総研の研究環境の高度化整備に使用する予定でござい

ます。 

 簡単でございますけれども、以上、ご報告させていただきます。 

○木村部会長  ありがとうございました。何かございますか。よろしゅうございますか。

主な点については各委員の先生方にメールでお送りいただいておりますので、お読みいた

だいているかと思います。 

 それでは、引き続きまして、本日の本題であります平成21年度の業務実績評価並びに第

２期中期目標期間業務実績評価及び独立行政法人産業技術総合研究所の退職役員の業績勘

案率の審議に入りたいと存じます。 

 恒例によりまして、審議中、産総研の皆様には中座をしていただき、審議結果が決定し

た段階でまたお入りいただいて、評価結果をお伝えするということに致します。産総研の

皆さんにご退席いただきます前に、何か特にお尋ねしたいということがありましたらお願

いしたいと存じますが、よろしゅうございますか。 

 それでは、産総研の皆様、また後でお声をおかけしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

     （産業技術総合研究所退室） 



 

○木村部会長  皆さん方、十分おわかりいただいていることでありますけれども、まず

市川室長から基本的な方針について、簡単にご説明いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○市川産総研室長  説明に先立ちまして、今回の評価に対しまして、委員の皆様方には

非常にお忙しい中、かつ短い時間に数多くの貴重なご意見をいただきました。先生方には

感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、平成21年度の業務実績の評価に係る資料についてご説明させていただきます。

資料１―１が各委員からの評価、資料１―２がそれを踏まえた資料という形になっており

ます。ご承知のとおりですけれども、基本的には各事業年度の評価につきましては、年度

計画をおおむね達成しているというときにはＢを評価するとして、Ｂ以外の評価をする場

合には特筆すべき点を明記するということになっておりまして、資料１―１が先生方の意

見を踏まえた評価と点及びそれを踏まえたコメントをいただいた点を順番に並べておりま

す。資料１―１を２枚めくっていただいたところの資料が総括表という形になっておりま

して、各委員からいただいた評点と、それを単純平均したところが一番下の欄に括弧とい

うことで書かせていただいています。それ以降の資料が、各項目別に各委員からいただい

た評価のコメントを並べております。 

 それから、資料１―２でございますが、この部会での議論を踏まえて、今度、親委員会

のほう、経済産業省の独立行政法人評価委員会の定めるフォーマットに従って資料を作成

したものでございます。基本的には各項目に加えまして、追加の横断的な事項、例えば内

部統制とか保有資産とか、そういったところの先生方の意見も踏まえて、各項目ごとにフ

ァクトとして平成21年度にどういう実績があったのかということと、先生からいただいた

コメントを基本的には若干まとめ直して、順序を並べかえて、評価、あるいは今後の主な

指摘事項という形でまとめた資料でございます。本日の部会での議論を踏まえて、必要な

ところは修正して、また評点の確定を踏まえて、今月末に予定されております、７月29日

でございますが、親委員会のほうにこの資料に基づいて報告をして、審議を経て、経産省

としての評価ができ上がるという手はずになっております。 

 以上でございます。 

○木村部会長  ありがとうございます。これからの審議で使います資料は１シリーズで

す。主として資料１―１を使います。資料１―２はまだ完成しておりません。評価結果が



 

 

 

 

確定してからということになります。大事なのは、一番左の欄、各事項の評定欄です。評

価シートは総括表とは順序が違っておりまして、まず業務運営の効率化が最初に来ており

ます。これが資料１―１の３ページ、１と書いた表の右から３つ目です。次に、サービス

の質の向上ですが、ワーディングが違っておりましてわかりにくいと思いますが、研究開

発マネジメントと記述してあります。資料１―１の表の総合評価の隣の質の高い研究成果

の創出云々、これがマネジメントに相当します。この重みが20％。鉱工業の科学技術研究

は５項目ありまして、それぞれが５％で、重みが計25％。その隣の地質が５％、計量の標

準が５％、情報の公開等が５％で、最後に財務内容が来て20％というように、順序が変わ

っております。お気をつけいただきたいと思います。 

 やり方でありますが、事務局がかなり細かくおやりになるような計画をお立てになって

いたのですが、恒例に従ってやらせていただくことを先ほど了承していただきました。資

料１―１の２ページをお開きいただきますと、そこにコメントとありますが、これは総合

評価についてです。これは皆様方にいただいた点数を、資料１―２の計算式で計算したも

のです。これは非常に大きな項目で、コメントもいただいておりまして、例えば一番上の

方のコメント、「巨大な組織であるにもかかわらず、絶えず研究戦略に忚じて組織の改廃

を行うとともに云々」とありますが、それが、資料１―２の右側の総合評定のところの一

番上に書いてあります。このところは事務局でしかるべきコメントをここに書いていくと

いう仕組みになっております。 それから、左側にあるアローダイアグラムはまだ完成し

ておりません。評価が決定いたしましたらそこへ、それぞれ業務運営、財務内容等の評定

を入れていくことになっています。一番上の青いところには、16年度から20年度まで過去

の評定が出ておりますが、本日評価が決定しますとそこに21年度分が入るということにな

ります。 

 資料１―２の扱い方ですが、２１年度の評定が決まりますと自動的に数字のところは入

ります。この資料は親委員会にかける資料でございますので、先ほどご紹介申し上げまし

た総合評定のところ、さらには次のページにも指摘・コメントがありますが、ごらんいた

だきまして、こんな細かいことはいわなくてもいいのではないかとか、こういうことが抜

けていると云うようなことがありましたら事務局までご連絡いただきたいと存じます。事

務局で修正を致しますので、よろしくお願いします。 

 それでは、４ページからまいります。これはマネジメントについてです。質の高い研究

成果の創出とその活用のために講じる方策ということで、コメントと評価が出ております。



これは資料１―１の１ページ目の左から２つ目のところと評価が同じになっているはずで

あります。やり方として、１ページに総括表がありますので、それをごらんいただきなが

ら、例年通り平均値をとっていくというやり方でお願いできればと思います。コメントに

ついて、４ページに記載されています。一番下の方には非常にたくさん書いていただいて

ありますが、コメントについては後日連絡を頂くことにして、その後評価を変えたほうが

いいとお考えになった委員の方、いらっしゃいますでしょうか。よろしゅうございますで

しょうか。ワーディングが違うので、大変です。資料１―２には研究開発マネジメントと

書いてあるものに相当します。それでは、１ページとその該当する部分をみながらやって

いきたいと思います。研究マネジメント、１ページでいいますと質の高い研究成果の創出

とその活用のために講じる方策、重みは20％でありますが、特に評価を変えるという委員

の先生、いらっしゃいますか。よろしゅうございますね。 

 それでは、結論を出したいと思います。横長の総括表を上からみていただきますと、Ａ、

Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、ＡＡということでございますので、問題なくＡということでよろしゅう

ございますね。それでは、Ａということで確定致します。 

 その次が縦長の表の５ページで、ここはブレークダウンしてあります。まずⅠ、健康長

寿を達成し質の高い生活を実現する研究開発、これは重みが５％であります。１ページの

総括表の (1)鉱工業の科学技術【別表１】（25％）の中の１番目です。その部分はＡ、Ａ、

Ａ、ＡＡ、Ａ、Ａということで非常にいい点でございます。これは文句なくＡということ

でよろしゅうございますね。 

 その次、縦長の表で６ページへ行っていただきまして、知的で安全・安心な生活を実現

するための高度情報サービスを創出する研究開発ということで、これもお一方Ｂがいらっ

しゃいますが、ほか全員がＡということでございますので、これもＡということでよろし

ゅうございますね。 

 次は、縦長の７ページへまいりまして、産業競争力向上と環境負荷低減を実現するため

の材料・部材・製造プロセス技術の研究開発ですが、総括表の１ページ目、上からみてい

きますと、Ｂ、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、ＡＡということで、Ｂが２つありますが、ＡＡもありま

して、Ａが３つですから、Ａということでよろしゅうございますね。ありがとうございま

した。 

 縦長の表の８番目へまいります。環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適な生活を実

現するための研究開発、縦長の表のⅣになりますが、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａ、Ｂ、ＡＡというこ



 

 

 

 

とで、隣と同じような配分になっておりますけれども、これもＡということでよろしいで

すね。 

 縦長の９ページへまいりまして、産業基盤を構築する横断技術としての計測評価技術の

研究開発、これが総括表のⅤのところでございますが、Ｂ、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａというこ

とで、平均するとＡということでよろしゅうございますね。 

 それでは、そこまでは決定したということにいたします。 

 次が縦長の10ページ、地質の調査であります。この評価はこの間も室伏委員からご意見

が出ましたし、私もいつもこれに対しては別の評価にしたほうがいいのではないかと思っ

ているのですが、評価のシステムが変わりませんので、そのままみていただきます。上か

らいきます。Ａ、Ａ、Ｂ、Ａ、Ａ、ＡＡということでございますので、Ａでよろしゅうご

ざいますね。 

 縦長の11ページ、計量の標準でございます。これも地質の調査と同じように、若干ご意

見があるし、私自身も意見があるところでありますが、現状でやりますと、こういう評価

になります。委員の先生方のご評価は、Ｂ、Ａ、Ａ、ＡＡ、Ｂ、Ａということで、Ａとい

うことになります。 

 情報公開が縦長の12ページです。これは随分努力をされて、努力の跡がみえるというこ

とで、従来に比べると点数がよくなっていると思います。お一人Ｂがいらっしゃいますが、

残りの方がＡで、Ａということでよろしゅうございますね。 

 縦長の13ページへまいります。業務運営の効率化に関する事項、これは20％と大きいの

ですが、これについては尐し困っています。Ｂが３つ・Ａが３つということで、Ａ．か、

Ｂ．かというところです。こんなことを申し上げるとよくないのかもしれませんが、評価

が高ぶれしてもいいことないということで、Ｂということで決着させていただければと思

いますがいかがでしょうか。 

○室伏委員  13ページを拝見すると、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ａ、Ｂ、Ａなのです。どちらかが間

違っているのではないですか？ 

○木村部会長  これ、違っていますね。 

○鈴木局長  私もチェックしましたら違っていますので、13ページが正しいのか、１ペ

ージが正しいのか、今、事務局に……。申しわけございません。 

○木村部会長  私、最初みたときに問題なかったので、安心していたのですが、これを

みて、びっくりしました。多分Ｂなのではないですか。原案をいただいたときには問題は



なかったと思います。 

○鈴木局長  おとといみたときには、私、一枚表しかみなかったので、今、13ページを

みて、あれという感じが……。 

○木村部会長  昨年、私、計算を間違えて混乱を起こし大変ご迷惑をおかけしてしまい

ました。 

○植木産総研室長補佐  総括表のほうが正しいです。 

○木村部会長  一先ずＢということにして、後でご意見あったらいただきたいと思いま

す。 

 財務内容は全員Ｂですから、Ｂということでよろしいかと思います。 

 これで全部済んだのですが、業務運営の効率化に関する事項については、その後、委員

のお一人が訂正をされ、Ａにされたので、Ａが３つ、Ｂが３つになってしまいましたが、

Ｂということでよろしゅうございましょうか。ではそのようにさせていただきます。 

 以上の結果に基づいて、総合評価をいたします。 一番上がＢ、２番目がＡ、３番目も

Ａ、４番目もＡ、５番目がＢ、６番目がＡで、Ｂが２つ、Ａが４つですから、総合評価も

Ａということでよろしゅうございましょうか。 

 それでは、もう一度確認をいたします。総合評価の隣からまいりまして、マネジメント

の部分、質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策はＡ。次は、その隣の白

い部分の５つから出してこなければいけないのですが、全員Ａですから、Ａにしていいで

すね。縦にみましても、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａですから、Ａということでよろしゅうご

ざいますね。それから、時計数字の小枠の５つはいずれも最終評価はＡ。それから、 (2)

の地質の調査もＡ、 (3)の計量の標準もＡ、情報の公開もＡ。それから、尐し問題があり

ましたが、Ⅲの業務運営の効率化はＢ。財務内容の改善に関する事項はＢということでよ

ろしゅうございましょうか。ありがとうございました。では、そういうことで評価は決着

をしたいと存じます。 

○室伏委員   (1)が総合評価Ｂになっているのですが、 (1)の鉱工業の科学技術25％の

部分をＡとして計算しますと、総合評価はＢでなくてＡになりますね。中の５％を計算し

ますと、総合評価はＢになりますが、赤い計算式は間違いですね。 

○木村部会長  赤い式は全部掛けるようになっている。 

○市川産総研室長  そうですね。失礼いたしました。 

○木村部会長  ありがとうございました。 



 

 

 

 

 それでは、評価は以上とし、産総研に、21年度のパフォーマンスについて特に望みたい

ということがございましたら理事長にお伝えいたしますので、いかがでございましょうか。 

○谷川委員  既に評価で書いたところですが……。 

○木村部会長  もちろんそれで結構です。 

○谷川委員  財務内容の改善に関する事項ということで、これは皆さんＢですし、私も

Ｂなのですが、これは後で出てくると思いますけれども、第２期中期計画、17年度からず

っとＢなのです。それぞれＢの理由というのは尐しずつ違っていると思うのですけれども、

私の場合は特に金融資産の効率運用、年度末の余裕資金が大変高いということでＢをつけ

たのですが、５年間ずっとＢというのは、ちょっと努力が足りないのではないかという気

がするのです。毎年毎年Ｂということをいわれて、ほかは大体、産総研さんの場合はＡと

いうのが多いので、これだけずっとＢというのは、もうちょっと目標をしっかり掲げて、

そこに対する改善努力をしっかりやるべきではないかと思うのです。この会議の前に一度

事務局の方とも尐し議論したのですが、私の考え方と事務局及び産総研さんの考え方は尐

し違っているようなところがあります。どちらがいいか悪いかというのは別にして、仮に

確信的にこれでいいのだという考え方が産総研さんにあるのであれば、それをしっかりと

出して、我々を説得していただければＡになると思うのです。そこら辺のところのずれが

そのまま残って、５年間Ｂというのはもったいないなという気がしますので、その改善を

お願いしたいと思います。 

○木村部会長  こういう言い方はどうかと思うのですけれども、最初のころに比べると、

Ｂの内容はよくなっていると思います。最初のほうは実に瑣末なことだけお挙げになって、

これを改善した、あれを改善したということだったのですが、その後拝見していると、い

ろいろな努力もされていて、瑣末さが消えて、本質に迫るような改善に向けて努力をされ

ていると思います。今の先生のご意見、理事長にお伝えしたいと思います。私などは余り

財務のことはわからないので、正直いって、判断しようがないというところもあります。 

○谷川委員  ちょっともったいないと思います。 

○木村部会長  もったいないですね。わかりました。 

 ほかに何か、研究面等で……。 

○手柴委員  今のお話で、先日、市川室長とも議論したのですけれども、今、谷川委員

がいわれた、財務内容の改善といったときに、独立行政法人といいますか、公設機関の場

合、どこに目標を置くのかというのは、何か適切な目標を置けるのですか。例えば、どこ



かにもありましたけれども、先ほど蓮舫大臣の資料にもありましたが、適切な内部留保と

いうのはどこにあるのかというような感じがありますね。民間並みというのは何を指して

いるのかというのは実は難しい問題でして、民間の場合は産業によってものすごく違いま

すし、逆にいうと、自己資本率を徹底的に高めることによって外から買収されないとか、

大胆な自己資本による投資ができるとか、そのようなことはあるのですけれども、こうい

う公設の独立行政法人、特に研究独立行政法人みたいなものはどこを目指すのかというの

は、私も専門家ではないので、むしろ谷川委員にお聞きしたほうがいいと思うのですが、

その辺は何か設定ができるのでしょうか。 

○谷川委員  むしろ私は、ＡＡからＡ、そういうランキングがある以上、政府のほうで

財務におけるＡＡというのはどういうものであるかとか、そういうものを示してもらわな

いと本当は困ると思っているのです。ですから、今申し上げましたのはまさにそれで、財

務のところでＡＡになるにはどういう水準かということを、これは評価の上の委員会のほ

うでもご議論いただければと思うのですが、どういう状態にあればＡＡか、どういう状態

がＡかということを示さないと、努力のしようがないと思うのです。 

 ただ、私自身がＢにつけておりますのは、余裕資金の運用というところについて、百数

十億、 200億円近い期末の残高がありながら、かつ、恐らく期中の平均残高が 100億ぐら

いあると聞いたのですが、運用益がゼロというのはいかがなものかなというのを２年前に

一度指摘したのですけれども、これについてはご説明も聞きました。ただ、そのご説明の

内容が私にはなかなか納得できなかったのです。産総研さんとしては確信があって運用し

ないということのようなのですけれども、ほかの独立行政法人とか特殊法人が一定の運用

益を、短期国債というような確実なものでやっているところが結構ありながら、産総研さ

んがゼロとなると、そういう形ではたして外からの批判に耐えられるのかなと、私はむし

ろ産総研さんのために申し上げているのです。運用の仕方についてはほかの組織との比較

で絶対やらないということが、むしろ産総研についてはいい評価になるという説明の仕方

を考えてほしいということで申し上げたのです。私はその辺のところがまだ十分納得でき

ていないので、Ｂをつけたということです。 

○木村部会長  ほかに何か。 

○赤池委員  今の問題を含めて、サービス系独法とは異なる国策研究独法のあるべきス

タンス、財務運営や業務改革の問題を含めて、独自のロジックを上位機関で検討すべきで

はないか。 



 

 

 

 

○木村部会長  そのとおりだと思います。その辺は、毎回申し上げていますように、委

員長会議で随分申し上げているのですが、全く変わらない。２期に入っても全然動く様子

がないということで、非常に残念なのです。やはりＲ＆Ｄをやっているところは、他のサ

ービスを中心にする独法とは違った評価システムにしないといけないと思います。ずっと

主張しているのですが、なかなかうまくいきません。 

 ほかに何か。どうぞ。 

○室伏委員  何度も申し上げているので、重複になって申しわけないのですが、成果が

出るまでに結構時間が掛かる研究課題がありますので、それを短期的に成果がみえるかど

うかということだけで判断してしまうのは非常に危険というか、もったいないと思うので

す。ぜひ先を見通して、シーズを見落とさずに研究を進めていただきたいと思っています。 

 「シンセシオロジー」の話が先ほど出ましたけれども、あれはとてもいい本と思います

があまり外には出ていない様です。せっかく組織を挙げておつくりになっているのですか

ら、外の皆様におみせして、それを利用していただくようなことができないものかなとい

う気がしています。是非、もっと活用していただきたいと思います。 

 いろいろ人材育成をやっていらっしゃるのですが、ほかの独法、究機関、大学などと協

力体制をもっと強化していかれたほうが、今後、無理なく進むのではないかなと思ってい

ます。既に体制をつくり始めていらっしゃるようですので、産総研の組織を有効に利用し

て、長期的に人材育成を進めていくための連携を強化する工夫を進めていただきたいと思

いました。 

 以上です。 

○木村部会長  ありがとうございました。どうぞ。 

○谷川委員  これは21年度の分と全体を通じてコメントしたところなのですが、最近独

法に対する批判は大変厳しいものがあります。でもこういう言い方はおかしいかもしれな

いのですが、批判が厳しいというよりも、あら探しをしているという感じもいたします。

通常の民間であれば余り議論にならないようなことを、コンプライアンスという観点から

相当厳しい詮議に遭って、そのために産総研さん、他の独法もそうですけれども、相当内

部統制ということで組織改革をしたり、いろいろなエネルギーを注いでいらっしゃるわけ

です。それについてやり過ぎではないかというと、かえって批判を受けそうなので、余り

いうべきではないと思うのですが、私自身が心配しますのは、余りにも内部統制、コンプ

ライアンスということを厳しく言い過ぎて、本当に頑張っていい成果を上げているところ



ほど褒めるということをしないと、研究所としてのパフォーマンスが落ちてしまわないか。

研究者のモラルが下がって、国研としての役割を十分果たせないのではないかという心配

をずっとこの何年かしております。かといって、いいかげんでいいというわけではないの

ですが、何事もバランスだと思うので、これは上部委員会のほうの話かもしれませんけれ

ども、こういった公的な機関、国の研究機関に対するコンプライアンス問題は、確かにき

ちんとやれということはありますけれども、一方で程度問題というのは考えるべきではな

いかと思っております。 

 ずっと前からいっておりますけれども、内部の組織改革とかコンプライアンスの委員会

とか、相当なことをやっているわけで、それに対する内部エネルギーというのは相当なも

のだと思いますので、その結果、研究者がそれによってどの程度パフォーマンスを落とし

ているのかということを考えると、ちょっとつらいなというのは、私などは横からみてい

て思いますので、そのバランスをきちんととった運営をすべきであるということをもう尐

し上にいえないのかなというのは、私は感想として思っております。コメントにも書きま

したけれども。 

○木村部会長  私も全く同感です。そういう意味でいうと、さきほど赤池委員がいわれ

たようにＲ＆Ｄを主な事業とする法人というのは別枠化しないといけないのですよね。戦

前、理研で仁科先生が所長をされているときに、看板が立っていて、「研究員は昼休みに

テニスをするべからず」。と書いてあったそうです。ということは、研究員は昼休みには

するな、職員がやる、あとはいつでもやれという事だと聞きました（笑声）。あの時代、

理研からはものすごい業績が出ています。内部統制、内部統制と云って、めり張りがつい

てくると、システムとして国にとどめておくそれが全体のエネルギーをとってしまうとい

うこともありますね。その点は尐し心配ですね。 

 よろしゅうございましょうか。それでは、21年度の評価については以上として今のいた

だいたご意見をとりまとめてお伝えするということで、引き続きまして、中期目標期間の

評価にまいりたいと存じます。これについても先に説明して下さい。お願いします。 

○市川産総研室長  資料の番号が変わりまして、資料２―１と資料２―２でございます。

議題としては、第２期中期目標期間の実績評価ということになります。 

 第２期中期目標期間の業務実績の評価でございますが、産総研部会の中で中期目標期間

の評価については、年度評価の平均を基礎としてアウトカムの実現、進捗状況や、あるい

は中期目標期間全体での視点の評価結果を踏まえて、反映すべき特段の事業がある場合は



 

 

 

 

客観的理由を付して行う、このようにされております。 

 この方針に基づきまして、全体をとりまとめたのが、まず資料２―１を２枚めくってい

ただきまして、１ページ目でございます。これが過去の第２期中期目標期間の評価、17年

度から20年度の評点をまとめたものと、21年度については、今、括弧になっておりますが、

先ほどこの部会で決定いただいた平均値が入っております。その平均を基礎とするという

ことでございますが、平均をとったところが第２期中期目標期間というところで、括弧で

入っている評点という形になっております。 

 これにつきましても、先ほどの平成21年度の実績と同様、今回の部会を経まして、親委

員会のほう、経済産業省の独立行政法人評価委員会のほうに提出する資料の案としてつく

りましたのが資料２―２でございます。これも同様の項目になっておりまして、各項目、

順序が若干逆になっておりますけれども、業務運営の効率化の話、質の向上の各項目、財

務内容といった各項目につきまして、これまでの５年間の実績、各委員の皆様方からいた

だいた評価コメント、あるいは指摘事項について、順序を並べかえて案として作成してい

ただいております。 

 この審議で、先ほどの資料２―１に戻りますけれども、２ページ目のところの第２期中

期目標期間の評価というところをこの部会で議論していただいて、議決していただき、そ

れを今月末の親委員会に報告して、最終的な経済産業省の評価部会としての議決を得ると

いう手はずになっております。 

 以上でございます。 

○木村部会長  ありがとうございました。 

 資料のフォーマットは先ほどと同じでございますが、資料２―１の３枚目の１ページを

ごらんいただきたいと思います。これが結果でありまして、ただいま21年度の評価をお決

めいただきましたので、これによって平均を出すということになります。そういたします

と、総合評価にまいりますけれども、19年度はＢでありますが、ほかはＡでありますので、

これはＡでよろしいかと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

 それから、業務運営の効率化については、19年度はいろいろ問題があってＣになったの

ですけれども、あとＡもありますし、おしなべてＢに近いということでＢ。それから、研

究開発マネジメントはいずれもＡ、鉱工業の科学技術研究もＡ、地質の調査もＡ、計量の

標準は19年度にＢがありますがＡ。情報公開は19年度はＢでありましたが、残りがＡです

からＡ。財務内容は、ずっとＢで来ておりますので、Ｂということに致します、第２期の



中期目標期間の評価が一番右に出ておりますが、これでよろしゅうございましょうか。あ

りがとうございました。 

 同じように、２―２もこれから親委員会に出す資料として作っていきますが、１ページ

以下、先生方のコメントが入っております。それを事務局で取捨してここに書いてござい

ますが、不適当なものが入っていたり、大事なところが落ちていたところがございました

ら、なるべく早くいただきたいと思います。締め切りは付けた方がいいですか、 

○市川産総研室長  できれば１週間めど、来週水曜日ぐらいまでにいただければと思っ

ております。 

○木村部会長  よろしくお願いいたします。 

 では、この件はよろしゅうございましょうか。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。私、この議題は余り好きではないのです

が、役員の退職にかかわる業績勘案率について審議に入りたいと存じます。市川室長、説

明をお願いいたします。 

○市川産総研室長  それでは、資料３―１に基づきまして説明させていただきたいと思

います。独法の役員に係る退職金を業績勘案率を掛けて決定するということになっており

まして、その業績勘案率というのは各独法の評価委員会で決定して、総務省の独法評価委

員会のほうに通知、意見を聞くという手順になっております。 

 今回議論する産総研の退職役員でございますが、１ページ目をめくっていただいて、こ

の４名の方が対象となっております。吉川前理事長、小林前理事、中島前理事、鈴木前監

事、この４名でございます。この業績勘案率については、その後ろのほうの資料で、これ

までの基本的な資料がありますけれども、原則として 1.0を基本としてどうするかという

ことを各部会で議論してほしいというようになっております。 

 資料３―１は、表のページをみていただいてわかりますように、産総研のほうからこの

ようにしたいということで提出されてきた各役員の業績勘案率の案でございます。２ペー

ジ目に行っていただいて、下のほうに書いてありますように、原則としては、業績勘案率

としては基本的な考え方に基づいて 1.0とするという案が産総研から提出されてきている

ということでございます。 

 具体的な内容につきましては３ページ目以降ですが、まず吉川前理事長の件については、

基礎業績勘案率、あるいは機関実績勘案率、個人業績勘案率、４ページ目でございますが、

 1.0とした上で、その他特段に考慮すべき事項として、吉川前理事長におかれては、組織



 

 

 

 

の骨格、基本方針、ミッションなどを策定したということで、16研究所の統合、フラット

な組織、柔軟な組織改編、５ページ目にまいりまして、非公務員化、本格研究、その他と

いう数多くの功績があるのではないか。2)で、特許生物寄託センターにおける問題はあっ

たものの、再発防止策などの指揮をとるとともに、自主返納も行うとともに、理事長とし

ての監督責任も果たしてきた。こういうことを踏まえると、特段に考慮すべき事項はない、

要はプラスマイナスゼロではないかというコメントが出てきております。 

 以下同様でございますが、小林理事、６ページ目でございますが、ほかのところも 1.0

という形になって、７ページ目、その他特段に考慮すべき事項として評価を上げたという

ことが書いております。 

 ８ページ目、中島理事につきましても、基礎勘案率、実績勘案率、９ページにまいりま

して、個人の業績勘案率で、４．のその他特段に考慮すべき事項として、職責をちゃんと

果たしてきているということが書いてあります。 

 10ページ目、鈴木監事につきましても、基礎勘案率が 1.0、機関勘案率も 1.0、個人業

績勘案率も 1.0、４．のその他特段に考慮すべき事項もプラスマイナスゼロということで、

以上、４名の方の業績勘案率の案が出てきています。これにつきましてご審議をいただく

ということになります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○木村部会長  ありがとうございました。 

 いかがでございましょうか。どうぞ。 

○手柴委員  全体、特に異論はございませんけれども、中島理事の９ページのところ、

その他特段に考慮すべき事項、プラスマイナスゼロとありまして、1)の一番下の行なので

すが、「評価部の担当理事としてつつがなく職責を果たした」と。最近の日本では、「つつ

がなく」というと、極めて受け身的で、表現として……。ほかの理事さんの場合にはいろ

いろなことを書いてございますし、特に評価部はかなり充実したといいますか、アウトプ

ット評価からアウトカム評価への変更も行いましたし、私もいろいろな部門の評価委員や

評価委員長をさせていただきましたけれども、その間も毎年毎年工夫されてやられている

ということで、「つつがなく」という表現は一般的にみると、ちょっとこれは訂正された

ほうがいいのではないかと感じました。 

○木村部会長  賛成です。私も気がつきませんでしたけれども、どっちかというとネガ

ティブな表現になっていますね。それでは事務局、ただ今のご意見が出ましたので、修正



方よろしくお願いします。 

 事務局からなかなかいいにくいと思うのですが、ことは吉川先生の件なのです。特許生

物寄託センターの事件、ある意味では極めてマイナーな事件なのですよね。事務局はがん

ばってみようということのようですから、そうして頂きたいと思います。これでよろしゅ

うございますね。どうぞ。 

○室伏委員  これで問題ないとは思いますが、吉川先生がなさってきたことは本当にす

ばらしいのです。吉川先生の業績をもっと膨らませてもいいのではないかというか……。

本当にあれだけのことをなさって、勘案率 1.0というのは低いのではないかという気がし

ているのです。 

○木村部会長   1.0にせよという指示を出していないと総務省はいうのですが、文面を

みると、指示を出しているとしか思えません。ポジティブのほうはみないで、ネガティブ

のほうだけみるというのはおかしい話ですね。 

○室伏委員  おかしいと思うのです。ネガティブな部分は、今、木村先生がおっしゃっ

たような本当にマイナーなことで、こんなことで吉川先生のあれだけの業績がゼロになる

のはどう考えても変だと思うのです。 

○木村部会長  もう尐し吉川先生の業績を膨らませて――膨らませてというのは、その

とおりに。大変なことをおやりになったのですけれども、それをもう尐しきちんと書いて

……。 

○市川産総研室長  総務省のほうに今後通知するという形になるのですが、そのときに

はそのことも含めて……。 

○木村部会長  とてもあんな巨大な組織はマネジメントできないのではないかと思った

のですが、見事におやりになって、決断のフィロソフィーが徹底的に浸透したので、その

業績は非常に大きいと思いますので、ぜひその辺、よろしくお願いいたします。 

 それから、先ほどうっかりして、21年度のコメントについてはいただいたのですが、中

期目標期間について何かコメントございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 これは直接評価と関係ないのですが、補足評価表の件です。あの中の資産の有効活用と

いうのが、なかなか判断が難しくて、非常にうまくおやりになっているのはわかるのです

が、何分膨大な資産をお持ちですから、評価のときに資産の全容と、中期目標期間にかか

わらず、将来どうしたいのだというようなことを出していただくと、それを中期目標期間

の中でとらえることができて、評価しやすいのではないかと思います。うまく処理したか



 

 

 

 

らそれで良いというようなことでは済まないのではないかと思いますので、その辺のこと

をコメントさせていただこうかなと思っています。よろしゅうございますか。ありがとう

ございました。 

 何かありますか。 

○石川産業技術政策課長  今、鈴木局長は会議がありまして代理ということで、産業技

術政策課長の石川でございます。 

 先ほどご指摘があった点、２点ございまして、１つは財務のところでございますけれど

も、Ｂが継続していることについては全くおっしゃるとおりだと思います。おっしゃると

おり、どうやったらＡとかＡＡになるのかという基準が明確ではないということはあろう

かと思いますが、他方、当独法に改善の余地がないわけでもないだろうと思いますし、む

しろ自主的に改善目標を掲げて改善の実績を上げて、恐縮ですが、この委員会の委員の皆

様にアピールできれば、そこをご理解いただく。そこが何らかＡに向かう方向につながる

ということもあるのではないかと思いますので、上の委員会で基準ができないからなかな

か難しいといっているだけではなくて、みずからの改善努力ということをやはり産総研と

しても考えさせていくことが必要ではないかと思っております。 

 あと、吉川理事長の件については、大変温かい言葉をいただきましてありがとうござい

ます。私どもとしても総務省にその旨をきちんと伝えて、ぜひ理解が得られるように努力

をしてまいりたいと思っております。過去もそういう形でお伝えしているのですが、最終

的にはなかなか認められずに来ておりますけれども、改めて努力をさせていただきたいと

思っております。引き続きよろしくお願いいたします。 

○木村部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これで産総研の皆様にお入りいただけますか。 

○室伏委員  一言よろしいですか。 

○木村部会長  どうぞ。 

○室伏委員  Ｂという評価についての皆さんの意識ですが、これは最初に立てた目標を

達成していればＢですよね。それ以上にすばらしくよくなった場合にＡやＡＡ評価になる

わけで、ですから、Ｂという評価について、受けたほうが余り悪いと感じていただかなく

ていいと思っているのです。 

○木村部会長  総務省は、目標が順調に遂行できていればＢだといっているのです。で

すから、我々が従来Ａと考えていたようなものが総務省ではＢだと判断しているようです。



そういうことで、一時、高どまりしていたので、それを下げるように、 波多野課長の時

代に随分努力をした時に、ほかの省庁では、極めて順調でもＢをつけているところがあり

ますね。一度そういう規制が入ったものですから、なかなか難しい。多分、産総研の方で

も、今はＢだから悪いとはお取りになっていないと思います。最初は確かにＢというのは

「うーん」ということはありましたが、極めて順調というところまで含んでいるとお考え

のようですから。ありがとうございました。 

○谷川委員  評価のことではないのですが、評価をするに当たってのやり方の問題です。

毎年こういう形で評価をやっていますけれども、私自身は産学連携をやっていますが、技

術のバックグラウンドはそんなに強くないので、技術と組織の問題とか、多面的に評価す

るようになっていますが、技術に関しては私自身は物すごく知見があるわけではないので、

基本的には外部評価委員の方が評価していただいた冊子の中にいろんなコメントがありま

すので、あれをみながら評価するということでやっています。むしろ私自身が評価できる

と思うのは、マネジメントとか、知財の問題とか、資産の問題だったので、そちらを重点

的にみているのです。 

 毎年、５月か６月ぐらいに産総研さんがセットしていただいて、つくばのほうにツアー

を企画していただいているのですけれども、最近サボっているのでどうなっているかわか

らないのですが、前に初めて行ったときの感じですと、大半が技術の現場の研究室、ラボ

をみてご説明いただくということで、マネジメントとかそういったところについてのご説

明はほとんどないのです。評価をみますと、技術のところの評価は30％で、大半がそれ以

外のところなのに、そういうところについて生の声を聞くとか、ディスカッションする機

会がほとんどないので、評価としてやりにくいなと思うのです。この前も１回メールで書

いたのですけれども、議論になっている地域センター、一番近くでもいいのですけれども、

臨海部とか、そういうところに行く機会を今度はやってみるとか、そういう形で、尐し産

総研さんの全体がわかるような機会をもっていただくと、私などはありがたいなと思って

いるのです。評価委員の先生方は皆さん、毎年変わるのではなくて、２～３年以上やって

いるわけですから、毎年毎年、技術の現場に行く必要はないのではないかと個人的に思っ

ています。ほかの先生方はどう思っていらっしゃるかわかりませんけれども。ですので、

そういう機会をつくっていただければと思います。 

○木村部会長  大変よくわかりました。今の谷川委員のお話ですが、私は、技術の部分

が30％しかないというのが、尐な過ぎるのではないかと思っています。多分、赤池委員、



 

 

 

 

手柴委員も同じ意見をもっておられるのではないかと思います。そういうことで、Ｒ＆Ｄ

を主な業務とする独法については、この部分のプロポーションを上げるべきだと思います。 

 ただ今のご意見、非常によく理解できますので、お伝えすることにいたします。 

 それでは、産総研の方にお入りいただいてください。 

 

     （産業技術総合研究所入室） 

 

○木村部会長  お待たせいたしました。評価の結果が確定いたしましたので、ご通知申

し上げます。 

 まず21年度評価でございます。国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項、評定が60％ということで、中身が幾つかに分かれております。まず１番目

からまいりますと、マネジメント、つまり、質の高い研究成果の創出とその活用のために

講じる方策、これはＡでございます。それから、鉱工業の科学技術【別表１】の中身のほ

うにつきましては、Ⅰ．健康長寿を達成し質の高い生活を実現する研究開発、以下すべて

５項目に対してＡという評価が出ております。したがいまして、鉱工業の科学技術の全体

の評価もＡでございます。それから、地質の調査もＡでございます。計量の標準もＡでご

ざいます。情報の公開等、これは大変努力されており、Ａでございます。それから、業務

運営の効率化に関する事項はＢということで、若干ご意見がございましたが、最終的にＢ

とさせていただきました。財務内容の改善に関する事項はＢで、最終的に総合評価はＡと

いうことに決定いたしました。 

 次は第２期中期計画期間中の評価結果でございます。まず業務運営の効率化がＢ、研究

開発マネジメントのところがＡ、鉱工業の科学技術研究がＡ、地質の調査Ａ、計量の標準

Ａ、情報公開等Ａ、財務内容Ｂで、総合評価はＡでございます。 

 以上が評価結果として私どもが決めさせていただいた結果でございまして、注文という

ことでもないのですが、いくつかご意見が出ておりますので、それについてご披露させて

いただきたいと思います。 

 財務内容について、ずっとＢということなのですが、相当努力をされているということ

で、着実に進歩されているのであるから、何とかこれについても高い評価をしたいのだが、

全体のシステムの上で、独法として一体どのような目標がいいのか、その辺がわからない

ところがある。これは産総研の問題ではなくて、システムの問題でもあるのですが、もう



尐し財務内容について詳細な目標を立てて、それに対してこんな努力をしたということが

わかるように、産総研側で工夫をしていただければというご意見が出ております。これは

全体のシステムの問題であって、総務省の評価委員長会議では、財務内容がＡというのは

特段の改善があった場合に限るということを盛んにいっておりますので、私自身はそうい

うことを聞いていますので、よくやっておられるな、だからＡというようには決められな

いところがあります。限界はあると思いますがやはりもう尐し工夫をしていただくとよろ

しいのではないかというご意見がありました。 

 それから、どうしてもこういう評価をすると、すぐ成果が出るものに飛びつくといいま

すか、そういう研究テーマを選ぶということも起こりがちなので、なかなか大変であるこ

とは理解するのだけれども、長期的な視野をもって研究テーマの設定、ターゲットを設定

をして頂きたいというご意見が出ております。 

 それに、人材育成については非常によくやっておられるのですが、産総研は巨大な組織

なので、なかなかほかの機関との連携は難しいということはあろうかと思いますが、他の

機関との連携をぜひ考慮して今後やっていただきたいというコメントが出ています。 

 もう１つ、これはなかなか難しい問題でありますが、内部統制については、過去にちょ

っとしたことがありましたので、その結果を工夫されて、実にきちんとおやりになってい

る。システム的には内部統制だけみていると、ものすごく進化している。ただ、それによ

って将来組織全体の柔軟性が失われるという可能性も感じないでもない。バランスが大事

だと思うという御意見が出ました。外からみると、内部統制ですとか、財務内容というの

はみやすいものですから、そこのところを緩めたというような印象を与えると、集中的に

攻撃されるおそれがあると思われますが、やはりそこはバランスの問題だろうということ

だと思います。その辺、ご考慮いただければと思います。 

 それから、評価全体の中でパフォーマンスの評価をするのですが、技術的なパフォーマ

ンスに対する重みが30％ぐらいしかない。現状でいきますと、70％ぐらいがマネジメント

評価です。産総研に現場の視察ツアーをやっていただいていますが、例えば地域センター

のようなところへも伺う機会がほしいと意見が出ています、どのマネジメントをどのよう

にやられているのか、そういう説明をして頂くと、全体の様子がわかるのではないかとい

うご意見も出ております。 

 また、これは産総研に申し上げることではないのですが、毎回出ているコメントです。

今日もまたＲ＆Ｄをやっているところに対する評価システムは国として変えるべきだとい



 

 

 

 

う強い意見が出ました。それを変えないので、先ほどの財務内容のところも、独法として

あるべき財務内容の目標は一体何なのだという問題も起きてくる。私などは、Ｒ＆Ｄの機

関でありながら、全体の評価のアイテムのうちの30％ぐらいしか技術的なものがないとい

うのはおかしいのではないかと思っております。それから、内部留保金の取り扱い等も、

一生懸命ためてもみんなもっていかれてしまう。何のために努力しているのか分からない。

これはシステムの問題でありますので、評価委員も含めて産総研の皆さん方も世の中に対

してアピールをしていただきたいと思います。 

 もう１つ、私の個人の意見です。評価とは直接関係ないのですが、資産の有効活用とい

うのが最近問題にされるようになりました。産総研のような巨大組織は一体どのような資

産を全体でおもちで、中期目標期間と関係なくて、それを長期的にどのようにされようと

しているのか、その辺のロードマップといいますか、そういうものを示していただくと、

中期目標期間の評価がかなりやりやすくなるのではないかと思いますので、その辺、工夫

をお願いできればと思います。 

 私からは以上でございます。 

 理事長、何かございましたら、お願いいたします。 

○野間口理事長  ありがとうございました。この会での大変熱心な評価、それから、先

ほど委員長からありましたように、つくばまで遠路足を運んでいただきまして、研究の現

場をご視察賜って評価いただいたなど、評価委員の先生方には厳しく、かつ的確な評価を

していただきまして、本当にありがとうございます。Ａという評価をいただいたというこ

とでございますけれども、これを私ども、次へ向かっての糧として頑張ってまいりたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 今、評価委員長の木村先生がご指摘賜ったことは、私どもも本当に日ごろの研究所運営

の中で感じていることでありまして、例えば長期的視点をもって取り組めとか、内部統制

等、大変お褒めのお声をいただきましたけれども、内部統制が目的化してもいけないなと。

研究所運営の高度化、効率化に生かすという形で反映しなければいけないのではないかな

ど思っておりまして、ご指摘いただきましたこと、経済産業省、あるいは独法制度全体を

みておられる国全体の立場からも、改善を図っていただくことが必要かなと思うのですが、

私どものレベルで改善できるところは大いに改善に取り組んでいきたいと思います。 

 内部統制に関連して１つだけ紹介させていただきますと、産総研は毎朝９時半から全国

の10ヵ所の拠点を結びまして、安全とか研究管理の責任者がテレビ会議でミーティングを



やっております。ヒヤリ・ハットという言葉がありますけれども、安全等でヒヤリ・ハッ

ト的な現象が起こった場合、いち早く情報を所全体で共有しまして、どのように対忚しよ

うかとか、どうしても 6,000名もおりますと、所員の不届きな行為がありがちなのですが、

そういうものに対して早目の対忚をして、大きな問題になる前に是正を図ろうとか、みん

なで情報を共有しながらやっております。私はずぼらですので、３ヵ月に一遍ぐらいしか

出ないのですけれども、本当に毎日、その対忚の責任ある人は出てくれていまして、所と

してのまとまりをきちんと維持、拡充するという心意気でやってくれておりますが、こう

いうところでも柔軟性を失わずに、予防保全になりますように、今後とも取り組んでいき

たいと思っております。 

 それから、先生のほうから内部留保とか人材育成のご指摘がございました。人材育成に

つきましては他の機関との連携、これは以前からもやっていたつもりでございますけれど

も、国内の大学、あるいは他の独法との連携が非常に広がってきていると思っておりまし

て、昨日は北海道で本格研究ワークショップというのを開いてまいりましたが、北海道の

地方独立行政法人というのがあるらしいのですが、道立の総合研究所との連携ですね。産

総研が人材育成とか研究の高度化等に相当協力できるということで話し合ってまいりまし

たけれども、全国各地域でこういったことができるのかなと思っております。 

 それに関しまして、地域センターのご視察の話がございました。これは私どもとしては

大変願っていることでございまして、ぜひ委員の先生方、そういう時間的余裕がございま

したら、ご指摘いただければと。むしろ今まで産総研室の怠慢ではないかなと思うのです

が……（笑声）。 

 実は中国センターが呉から東広島に移転しまして、広島大学とか、広島県の工業技術セ

ンターとか、ＪＳＴさんとか、近くになりました。広島中央サイエンスパークの一画を使

わせていただくことになったのですが、そこにはＪＩＣＡの国際的な研究施設もございま

して、東南アジア等の若い研究者がそこにしばらく滞在して、日本にいろいろな地域に出

向いて研修するというのをサポートするセンターらしいのですが、私どものバイオマス研

究の世界の拠点に中国センターがなっております。バイオマスエネルギーの東南アジアの

研究所の方がＪＩＣＡの施設に来て、歩いてこられるぐらいの距離なのですが、産総研の

中国センターで研究できるということで、大変利便性が上がって、研究の実も上がるだろ

うと。お隣さんに広島大学がございますので、他の機関との連携も含めて、地域センター

は非常に特徴ある活躍をしてくれているかなと思っておりまして、ぜひご視察の声をかけ



 

 

 

 

ていただけたらと思いますので、そちらのほうもよろしくお願いいたしたいと思います。

委員長の木村先生もぜひ。 

 いろいろと先生のご指摘に対忚してお話しさせていただきましたけれども、高い評価を

いただきまして本当にありがとうございます。今後とも頑張ってまいりたいと思います。 

○木村部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、以上で本日の会議を終わりたいと思います、先程も申し上げましたように、

先生方、ブルーの総合評定、その他指摘・コメントというのを事務局でピックアップして

書いて下さってますので、ごらんいただきまして、１週間ほど時間がありますので、何か

コメントがございましたらいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局、何かありましたら。 

○市川産総研室長  部会長から説明がありましたように、資料１―２と２―２につきま

して、コメント等がございましたら来週水曜日目途までに事務局のほうにご連絡いただけ

ればと思います。それを踏まえて、今回いただいたものを含めて、木村部会長と相談した

上でセットさせていただきたいと思っております。 

 また、本日の議事録につきましても、案をとりまとめ次第、委員の皆様に送付していた

だき、ご確認いただいた上で、経産省のホームページに掲載、公開するということになり

ますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○木村部会長  本日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。 

 

――了―― 

問い合わせ先 
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電話：０３－３５０１－１７７８ 

F A X：０３－３５０１－７９０９ 


