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日時 平成２１年７月３日（金） 

場所 経済産業省 別館１０階１０１４会議室

出席者 木村部会長、赤池委員、谷川委員、松重委員、室伏委員

議題

（１）平成２０年度財務諸表等について

（２）平成２０年度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中期目標期間終了時における

組織・業務全般の見直し当初案について

（４）その他

開 会

○木村部会長 それでは、若干時間前でございますが、予定の委員の先生方、全員おそろ

いになりましたので、ただいまから産業技術総合研究所部会、正式には経済産業省独立行

政法人評価委員会のうちの産業技術総合研究所部会ということになりますが、第 20 回に

なります。開催をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして、事務局に人事異動がございましたので、御紹介を申し上げます。

新しい産総研室長に一ノ瀬宏昭様が御着任になっておりますので、ごあいさつをお願い

いたします。

○一ノ瀬産総研室長 今週月曜日、６月 29 日付けなんですけれども、新しく産総研室長

に着任しました一ノ瀬宏昭といいます。きょう、資料の御説明等をやらせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

○木村部会長 なお、前任の福田室長は、非常にすばらしいところへ御転勤になりまして、

もうウィーンで御勤務中でございます。ごあいさつに見えたとき、うらやましい限りだと

申し上げたのですが、急だったものですから引き継ぎが全然ないのですね。さあ、どうな

るか、非常に新室長、心配しておられますが、よろしくお願いいたします。
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それでは、一ノ瀬さんの方から、配付資料の確認をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、お手元にございます資料について御説明いたしますが、

一番上に座席表があるかと思いますが、それをはずしていただきますと議事次第になりま

す。議事次第の４．配付資料と書かれております。これに従って御紹介いたします。ただ、

資料２については、評価に関する資料でございまして、この資料２－１、資料２－２の２

点については、最初は省いております。それ以外の資料について御紹介します。

まず資料１ですけれども、これは下の方の冊子でございます。資料１－１、財務諸表等、

それから、資料１－２、事業報告書、資料１－３、平成 20 年度の財務諸表等の報告とい

う説明資料でございます。

それから、資料２はとばして資料３でございます。資料３は、Ａ４の 10 枚程度の紙な

んですけれども、独立行政法人産業技術総合研究所の中期目標期間終了時における組織・

業務全般の見直し当初案というものでございます。

それから、参考資料に移ります。

参考資料１は独立行政法人通則法の抜粋。

参考資料２、経済産業省独立行政法人評価委員会運営規程。

参考資料３、中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しにつ

いて（閣議決定）です。

参考資料４、独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当

面の取組方針。

参考資料５ですが、行政減量・効率化有識者会議について。行革本部長の決定でござい

ます。

それから、参考資料６、独立行政法人の中期目標期間終了時の見直しに関する有識者会

議の指摘事項。

そして最後に参考資料７としまして、18 年度以降当面の独立行政法人の見直しの基本的

方向についてということになっております。

不備等ございましたらお知らせいただけたらと思います。よろしくお願いします。

○木村部会長 ありがとうございました。

資料、よろしゅうございましょうか。

議 題
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（１）平成２０年度財務諸表等について

○木村部会長 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。

議題をごらんいただきますと、そこにその他を含めて４点掲げてございます。

まず１番目でございますが、平成 20 年度財務諸表等についてでございます。

まず室長の方から、財務諸表等の取扱いについて説明をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 財務諸表等の取扱いに関してですけれども、独立行政法人の通則法、

これの第 38 条第３項におきまして、財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ評

価委員会の意見を聴くということになってございます。

それから、経済産業省の独立行政法人評価委員会運営規程、これの第７条によりまして、

財務諸表の承認については、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。併

せて同運営規程の第９条になりますけれども、部会長は、分科会長の同意を得て、部会の

議決をもって分科会の議決とすることができるということになってございます。

したがいまして、産業技術分科会長でございます木村分科会長の同意を得ているという

ことで、本日、本部会の議決を行うことによって、評価委員会の議決とすること。こうい

う整理にしたいと考えてございます。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。

ということで、全体的な形式についてはただいまのようなことでございますが、具体的

に財務諸表について説明を伺ってから御意見をいただきたいと思いますが、具体的な資料

につきまして、１－１、１－２、１－３、これにつきまして、真鍋理事の方から御説明を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○真鍋理事 それでは、産総研理事の真鍋でございます。平成 20 年度の財務諸表等につ

いて御説明を申し上げたいと思います。

資料ですけれども、資料番号１－１というのが、本来であれば、これが正式の財務諸表

等でございますけれども、時間の都合等もございますので、資料番号１－３を見ていただ

ければと思います。資料番号１－３、Ａ４の横長の資料でございますけれども、こちらの

方に財務諸表の要点についてはすべてまとめておりますので、こちらに基づいて御説明を

申し上げたいと思います。

なお、この財務諸表等につきましては、監事及び会計監査人から、６月 19 日付けでご
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ざいましたけれども、それぞれから適正である旨の意見書、または監査報告書をいただい

ておりますことを申し添えたいと思います。

それでは、資料番号１－３に沿って説明を申し上げたいと思います。

めくっていただきまして１ページ目でございますけれども、まずこれが独立行政法人の

通則法に基づきます財務諸表ということでございまして、ここにありますとおり、貸借対

照表以下、この６つの処理から成り立っているということでございます。

また、２ページ目の方を見ていただきますと、添付書類の関係でございますけれども、

財務諸表に加えまして、事業報告書等々につきまして、ここにありますとおりの書類が添

付書類ということで決められているということでございます。

また、３ページ目でございますけれども、通則法に定めます財務諸表等の承認手続はこ

のようになっているということでございますけれども、左下の方にございますけれども、

独立行政法人産業技術総合研究所が作成した財務諸表を主務大臣であります経済産業大臣

に提出して、大臣はその承認にあたりまして、先ほど室長の方からも紹介がありましたけ

れども、本評価委員会の意見を聴くということになっているということでございます。

それから、４ページに移らさせていただきます。

４ページですけれども、財務諸表を作成する上での会計方針の主なもの、これを列記さ

せていただいております。いずれもこれまで取ってきた方針の原則に基づいてやっている

ということでございますけれども、一応振り返らさせていただきますと、まず運営交付金

収益の計上基準ということでございますけれども、これにつきましては、費用進行基準と

いうこれはほとんどの独法と同じ仕組みでございますけれども、費用が発生した場合に、

その費用の額と同額を運営交付金収益に立てるというような形の費用進行基準というのを

当法人でも採用をしているということでございます。

また、減価償却の会計処理方法につきましては、独法の会計基準によりまして、従来か

ら定額法を採用しているということでございます。

また、引当金の計上基準でありますけれども、貸倒引当金、これは個別に回収可能性を

検討し計上しており、また、賞与引当金、それから、退職給付引当金でございますけれど

も、これらにつきましては、受託研究費を財源とする場合に引当金を計上しているという

ことでございます。

また、消費税の会計処理は税抜き方針によっております。

それから、固定資産の減損でございますけれども、従来どおり、固定資産の減損に係る
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独立行政法人の会計基準を適用しながらやっているということの確認でございます。

それから、５ページの方に移りまして、貸借対照表の説明を申し上げたいと思っており

ます。

５ページですけれども、貸借対照表ですが、まず左側でありますけれども、資産の合計

でありますけれども、20 年度期末におきます資産総額は 3,596 億円ということになってお

ります。

流動資産と固定資産に分かれますけれども、流動資産であります現預金などにつきまし

ては、現金及び預金が 178 億円、未収金が 58 億円、その他ございまして、合計で 249 億

円ということになっております。

また、固定資産の方でございますけれども、これは国からの当初の現物出資であります

とか、あるいは独立行政法人の設立後に施設整備費補助金や交付金、あるいは受託研究費

等を財源に取得した固定資産等、こういったものでございますけれども、これらが合計で

3,347 億円、資産合計のうちの 93％ぐらいになりますけれども、これらを固定資産が占め

ているということでございます。

固定資産のうちで、例えば無形固定資産の関係でありますけれども、下の方に出ており

ますけれども、産業財産権等でございまして、例えば特許権等を取得するために要した弁

理士等への手数料等々のものがここの資産として計上がなされております。

それから、右側に移らさせていただきまして、負債の部でありますけれども、流動負債

のうちの運営費交付金債務、これは 20 年度において国から交付を受けた運営費交付金が

659 億円でございますけれども、それから期中におけます固定資産の取得や、あるいは人

件費の支出等で費用が出されたもの、費用進行の結果として出されたもの、そういったも

のを引いたものでございまして、それが 61 億 7,600 万円ということになっております。

また、その下に未払金 161 億円というものが計上されておりますけれども、これは３月

31 日までに納品・検収が終了した固定資産や研究業務などに係る費用でございまして、ほ

とんどが４月中には支払われたものということでございます。

それから、あとその他流動負債といったようなものもございます。これは複数年度契約

の受託研究でありますとか、あるいは資金提供型の共同研究等で概算払いを受けておりま

す前受金、あるいは給与支払いの際に職員から住民税なんかを扱っておりますけれども、

そういったものが合わせまして 17 億円ということになっております。

また、負債のうちの固定負債の部分でありますけれども、そのうちの最初、資産見返負
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債というものがございます。これは独法特有の負債科目でありますけれども、運営費交付

金によって資産を取得した場合に、資産計上を行う場合に、それと相対する科目として同

額をこちらの負債の方に運営費交付金債務の方から引いて資産見返負債へ振替計上を行わ

れたというものでございます。

また、下半分の方ですけれども、純資産の部に移ります。

資本金でございますけれども、これは国からの現物出資の累計額でございまして、平成

16 年度以降の増減はないというものでございます。

また、資本の剰余金でございますけれども、これは 67 億円ということになっておりま

すが、これは背景といたしましては、施設整備費の補助金等により、これまで取得した資

産というのが 979 億円ございますけれども、それから減価償却の累計額、これが 912 億円

ございまして、それを引き算した金額ということになっております。

また、利益剰余金、これが 179 億 8,700 万円ということでございますけれども、これに

つきましては、後ほど 10 ページで説明をさせていただきたいと思います。

それで次、６ページの方、損益計算書の方に移らさせていただきます。

損益計算書の経常費用の方、左側の方でございますけれども、研究業務費、これは産総

研法の 11 条１号から５号までの業務、これに要した経費でございます。これが 802 億円

ということになっております。

また、一般管理費、これは１から５号業務に属さない管理部門等に係る経費でございま

すけれども、これが 123 億円ということになっております。

また、右側の方、経常収益でございますけれども、まず一番上の運営費交付金の収益で

ありますけれども、これは運営費交付金を財源とした費用が発生したときに、その同額を

収益化したという、そういう形でございますけれども、641 億 8,000 万円ということにな

っております。

それら以外にも、例えば知的所有権収益といったようなことでございまして、産業技術

総合研究所が所有する特許権等、これを利用されて得られた使用料の収入でございまして、

５億 8,600 万円、こういったものがそれ以外にもございます。

また、研究収益につきましては、企業等からの資金提供型共同研究の収入等々によるも

のであります。

また、受託収益といたしましては、国等からの受託、それから、ＮＥＤＯ、あるいは民

間企業からの受託研究の収入ということでございまして、それらを合わせて経常収益の合
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計が 914 億 8,200 万円ということになっております。

経常費用、あるいは経常収益に加えまして、それ以外にも左側の下でございますけれど

も、臨時の損失、固定資産の廃棄処分等による発生する除却損でありますけれども、そう

いったもの、それから、臨時の利益、そういったものを合わせまして、当期の純損失でご

ざいますけれども、右の下の方にございますが、10.4 億円ということになっております。

経常損失、それから、こういった当期純損失の要因といたしましては、受託収益が減少

しておりまして、それに伴いまして、また、研究設備の固定資産の取得、これが減少して

おります。それらはこれまで保有していた固定資産の減価償却費分を補えなかったことに

よるものでありまして、この当期純損失につきましては、会計基準にのっとりまして、そ

の下にございます２つの積立金、これを取り崩すことによって、この損失をカバーいたし

ております。その２つの積立金でございますけれども、１つは右の下の方にございますが、

前中期目標期間繰越積立金取崩額でありまして、これは第一期に受託事業などによって取

得した固定資産の減価償却費等によるものでございまして、12.7 億円を 20 年度において

取り崩しております。

また、２つ目の方でありますけれども、これは目的積立金取崩額でありまして、これは

第二期中期計画の剰余金の使途において定めた用地の取得等のための積立金でございます

けれども、これは具体的には中国センターの移転整備に伴う費用ということでございまし

て、そのための費用として 20 年度にこの目的積立金を取り崩したのは初めてでございま

すけれども、2,800 万円を取り崩しておりまして、それらを差引いたしまして、当期の総

利益といたしましては、一番右下でございますけれども、２億 6,300 万円になっていると

いうことでございます。

以上、貸借対照表及び損益計算書でございます。

７ページに移らさせていただきますけれども、これはキャッシュ・フローの計算書でご

ざいます。この期中の取引のうちの資金の移動を伴うもの、それを取り出して整理したも

のでございますけれども、一番下の資金期末残高、これは 178 億円ということでございま

すけれども、これは一番冒頭に申し上げました貸借対照表の現金及び預金の額と一致して

いるものでございます。

また、上の方からいきますと、業務活動によるキャッシュ・フローということでござい

ますけれども、これは運営費交付金収入や人件支出に伴うものでございます。

それから、２番目の投資活動によるキャッシュ・フローということでございますけれど
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も、これは施設整備費補助金収入でありますとか、あるいは固定資産の取得による支出と

いう、そういった投資活動のキャッシュ・フローでございます。

キャッシュ・フローの関係は以上でございます。

それから、次は８ページの方に進まさせていただきます。

８ページでありますけれども、利益の処分に関する書類ということでございますが、損

益計算書で算出いたしました当期総利益の処分について記載がなされているものでござい

ます。

当期の総利益 2.6 億円につきましては、産業技術総合研究所の経営努力に基づく利益と

して中期計画に記載した剰余金の使途に従いまして、研究施設等整備費積立金とさせてい

ただきたく、現在、経済産業大臣に承認申請をいたしているところであります。

この 2.6 億円の内訳でございますけれども、これは９ページの方を見ていただければと

思いますけれども、すべて特許権等の利用料収入ということになっております。

それから、次は 10 ページの方に進まさせていただきますが、10 ページの方、これは先

ほど説明を省略いたしました利益剰余金の内訳ということでございます。

20 年度の利益剰余金、合計で 179 億 8,700 万円ということでございますけれども、そ

の内訳でございますが、１つには前中期目標期間から繰越しました前中期目標期間繰越積

立金というのがございまして、これが 17 億 4,500 万円ということになっております。

また、２番目でありますけれども、第二期の中期目標期間内の各年度において経済産業

大臣の方から承認を受けております研究施設等整備積立金でございますけれども、これが

５億 4,400 万円。

また、３番目でありますけれども、それ以外の積立金でございますけれども、これはそ

こに書いてありますとおり、第二期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の簿価相

当額ということでございますけれども、これが 154 億 3,600 万円ということになっており

ます。

また、これに 20 年度の損益計算書から算出されておりました、今しがた出ておりまし

た数字でありますけれども、当期の未処分利益 2.6 億円、これらを加えたものが利益剰余

金全体の 179 億 8,700 万円になっているということでございます。

この利益剰余金の中には、赤字と青字で書き分けておりますけれども、ほとんどが非キ

ャッシュ性の積立金になっている、179 億 8,700 円のうち一番下でございますけれども、

固定資産の簿価見合いの非キャッシュのものが 167 億 5,700万円あるということを御承知
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おきいただければと思っております。

それから、次に 13 ページの方に移らさせていただきます。

行政サービス実施コスト計算書ということでございます。これは独立行政法人固有の概

念でございまして、損益計算書ではとらえられていないもの、こういったものを含めて広

い意味での国民の負担に帰せられるコスト、これを算出してみるというものでございます

けれども、概要としては、損益計算書上の費用から運営費交付金に起因する収益以外の収

益、例えば受託収入などの自己収入、これを除きまして、また、逆に損益計算書には登場

しないのだけれども、広い意味で国民の負担に帰せられるコスト、これを加えたものとい

うことでございます。

業務費用等については、一番上、664 億円ということでございますけれども、この行政

サービス実施コストの計算書の特色の１つでもありますが、６番目の項目の機会費用とい

うのがございます。これは例えば産総研が無償貸付を受けております、ここ 10 階にござ

いますけれども、この国有財産、経済産業省の方から無償で借りているフロアにつきまし

て、近隣の賃貸料を参考として算出した金額でありますとか、それから、当初、政府の方

から現物出資を受けておりますけれども、それを国において運用していたら収益になって

いたであろうという、そういったコスト、こういったものを計算いたしまして、それを機

会費用として計算しておりますけれども、それが 42 億 5,500 万円といったようなことに

なっておりまして、合わせまして、行政サービスの実施コストが 836 億 8,800 万円という

ことになっているわけでございます。

以上、主要な諸表について説明いたしましたけれども、これまでも出てきた数字を含め

まして、グラフによって整理したのが 14 ページ以降でございます。

14 ページ、収入の決算額ということでございますけれども、そこにありますとおりで、

収入の合計が 1,017 億円ということです。うち運営費交付金が 659 億円ということで

64.8％を占めているということでございます。

また、受託収入、それから、その他収入というのが 20.2％及び 5.9％ございますけれど

も、これらについての内訳は後ほど紹介をさせていただきたいと思います。

それから、支出の方でございますけれども、15 ページです。

これら数字はそこにあるとおりでございますが、産総研法 11 条の業務区分ごとに整理

をいたしたものでございます。数字はそこにありますとおりでございます。

それから、16 ページの方に移らさせていただきたいと思いますけれども、先ほど 14 ペ
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ージに出ておりました受託収入 206 億円の内訳ということでございますけれども、ここに

ありますとおりですが、経済産業省からの受託、右上の方でございますけれども、これが

54 億 8,700 万円、文科省からの受託収入が 14 億 5,700 万円、その他省庁からも５億円強、

それから、ＮＥＤＯからの受託が 91 億円、それから、他の公益法人等からの受託が 36 億

円、民間企業からが５億円ということになっております。

それから、もう１つの自己収入の項目でありますけれども、17 ページでございます。

その他収入の内訳ということでございますけれども、これもこのグラフのとおりでござ

いますけれども、その他収入 59 億 6,800 万円のうち、資金提供型の共同研究、これが 28

億円、それから、建物及び物件貸付料の収入等が約７億円強といったような、こういった

項目から成り立っているということでございます。

以上、大変雑駁でございますけれども、財務諸表に関連します主要な数字項目について

御紹介、御説明をさせていただきました。

○木村部会長 それでは、ただいまの報告の結果につきまして、石野監事の方からコメン

トをお願いいたします。

○石野監事 それでは、独立行政法人通則法第 19 条第４項の規定に基づきまして、独立

行政法人産業技術総合研究所の平成 20 事業年度に対して監事監査を実施いたしましたの

で、その概要を御報告させていただきます。

監査は、私石野と横におります内田の両名で行いました。

その監査の概要でございます。

平成 20 事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告書等について監査を実施

いたしました。

また、法人における重要な会議等に出席するなどによりまして、法人の組織及び制度全

般の運営状況についても監査を実施いたしました。

その監査の結果でございます。

貸借対照表、損益計算書等の財務諸表については、独立行政法人会計基準や、一般に公

正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、適正に表示しているものと認め

られます。

事業報告書につきましては、法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認められ

ます。

決算報告書につきましては、予算の区分に従って決算の状況を正しく表示しているもの
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と認められます。

会計監査人の監査につきましては、会計監査人から監査報告書についての説明を聴取す

るとともに、会計監査人からも、平成 20 事業年度の財務諸表、決算報告書等は適正であ

るとの意見表明を受けております。

業務の運営及び執行についても、年度計画に基づきまして適正に実施されているものと

判断されます。

また、昨年に引き続きまして、契約の実施状況、保有資産の見直し状況等につきまして

も留意して監査を実施いたしました。

その結果、例えば契約につきましては、随意契約によることのできる基準の見直しが行

われ、おおむねこの基準に沿って契約の実施がされていると認められましたし、また、保

有資産につきましては、不要土地の売却に取り組むというふうなことで所要の見直し、改

善が実施されているものと認められました。

今後とも引き続き業務の適正かつ効率的な実施に配慮して業務を実施することが肝要で

あろうと思っておりまして、監事監査にあたりましても、この点に十分留意して監査にあ

たってまいりたいと考えております。

監査の概要及び結果につきましては以上、申し上げたとおりでございます。

最後に、平成 20 事業年度の財務諸表及び決算報告書等は適正であるということを表明

しまして、監査報告といたします。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。

以上、資料１－３、これは概要を示した資料でございますけれども、それとただいま石

野監事の方から監査の結果について御報告をいただきました。

何か財務諸表に関しまして御質問、御意見ございますでしょうか。よろしゅうございま

すか。

それでは、特に御意見がございませんでしたので、本部会として財務諸表等につきまし

ては、適当であるというふうに結論をさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

毎年、これは起こることでありますけれども、このあとに財務当局との話等で一部修正、

今までほとんどなかったと思いますけれども、ある場合がございますので、その際には私

に御判断を一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
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ありがとうございました。

それでは、そういうことで取り扱わせていただきます。ありがとうございました。

（２）平成２０年度業務実績評価について

○木村部会長 それでは、引き続きまして議題の２番目、平成 20 年度業務実績評価に進

ませていただきます。

私ども委員で評価の審議をいたします際には、産総研の皆様には中座をしていただくこ

とになっておりますが、その前に、特にこの点について産総研に聞いておきたいというこ

とがございますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、審議に入りますので、産総研の皆様、おそれいりますけれども、一時退席を

お願いをしたいと存じます。

（産総研・退席）

○木村部会長 随分部屋の中が寂しくなってしまいましたが、こんなにいらっしゃったこ

とはないですね、初めてですね。いつもせいぜい８、９人だと思いました。驚きました。

何かシステムが変わったのかな。

それでは、早速でございますけれども、産総研の皆さんに御退席いただきましたので、

平成 20 年度業務実績評価の審議に入らせていただきます。

まず評価の進め方につきまして、一ノ瀬室長の方から御説明をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 昨年度と同様でございますけれども、引き続き評価につきましては、

おおむね年度計画を達成している場合にＢと評価するということにしまして、Ｂ以外の評

価をする場合には、質あるいは量の面から特筆すべき点をきちんと明記するということに

なっておりますので、そういった観点を念頭に置いてよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

また、各事業年度に係る業務の実績に関する評価でございますけれども、部会での審議

を行ったあと、その審議結果を、これは７月 15 日を予定されておるのですが、ここでの

経産省全体の独法評価委員会に報告するという手はずになってございます。この報告に基

づく審議を経た上で最終的な評価が議決される。そういう流れになります。

それでは、内容について移らせていただきます。お手元の資料２－１、それから、資料

２－２と２つお配りいたしました。
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１つ目の資料２－１ですけれども、これは各委員からいただきました評価、あるいはコ

メントを並べる形でまとめたものでございます。本部会で総合評価、あるいはアルファベ

ットの判定、これについて審議していただくための資料、材料として御用意したものでご

ざいます。

それから、２つ目の資料２－２ですけれども、先ほど申し上げました今後、開催される

親委員会、経産省内の独法評価委員会に報告するための資料（案）ということで用意した

ものでございます。いつもの定例のフォーマットにのっとってまとめてみたものですけれ

ども、もちろん内容については、本日の御審議の結果を踏まえまして、また追加的な御意

見等をいただければ、そういったものを踏まえまして変わり得るものでございます。

それでは、資料２－１を中心に御説明することにいたします。

まず説明に先立ちまして、今般の評価、大変短い期間であったにもかかわらず、お忙し

い中、皆様には大変貴重な御意見を提出していただいたと思っております。その先生方の

御尽力に改めて感謝申し上げたいと思います。

中身を拝見しますと一目瞭然なんですけれども、非常に細かい成果であっても、その意

をきちんと理解して取り上げていただいて、前向きな評価をいただいております。また、

その一方で大所高所からの意見、日本国への貢献とか、あるいは国際貢献といったものに

も触れていただきました。もちろんほめるところばかりではないのですけれども、改善の

御意見とか御指摘もいただいておるわけですけれども、いずれも将来の産総研にとって、

産総研に寄せる大きな期待といった、そんなものを背景とした大変貴重な御指摘、アイデ

アだと受け取っております。産総研にとってのみならず、政策立案しております経産省に

とっても大変ありがたいことでありまして、今回の評価委員会のためのみならず、広く参

考にさせていただきたいと考えております。改めて御礼を申し上げます。

それでは、資料２－１の内容について御説明いたします。

表紙には各項目を目次的に並べておりますが、２枚めくっていただきますとページの１

というのが出てまいります。これが皆様からいただきましたアルファベットの評価を並べ

たものでございまして、加重平均を取ったもの、それから、縦には平均を取ったものとい

うことで、全体的な平均点を出したということでございます。

一番下の行がその平均でございまして、さらに一番左側、Ａという総合評価をいただい

たという結果になってございます。

この判定について後ほど審議していただくということにしたいと思います。
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それでは、この資料のそのあとのページ、２ページに総合評価が縦書きになって書いて

ございますけれども、その次の３ページ目から簡単に一言ずつ各項目にどういう評価をい

ただいたかということを御紹介いたします。

３ページにありますのは、サービスその他の業務の質の向上に関することでして、これ

は実は内数として次ページ、さらに４ページ以降のものが入っておるのですけれども、こ

の全体の 60％の比重を持つ評価としてここに書いてありますような評価をいただきまし

た。 

成果創出は非常に着実なものがある。組織運営に関する改善取組は真摯なものである。

それから、下の方には、当初の計画を超えた成果が得られているということをいただいて

おります。

また、一方で、真ん中の方にはリーダーシップをもっと確立することを望みたいという

御指摘をいただいております。

１ページ開けていただきますと、さらに細かい内数の評価になってきますけれども、ま

ず４ページ目、１．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についての評

価でございます。

上の方からありますけれども、研究ユニット等の改廃、それから、時宜を得た組織の戦

略、こういったものを評価していただきますとともに、個別にはイノベーションスクール

ですとか人材育成面の取組、こういった国の新しいニーズを取り入れる努力も行ってきて

いるということ。

それから、下の方には、地域とか中小企業に関する支援も評価いただいております。

一方で、こうした取組、今回はよかったけれども、今後も初志を忘れることなく努力し

ていってほしいということ。

それから、より大きな視点からの大胆な組織運営、横断的あるいは融合的な協業の努力、

こういったものを進めてほしいというコメントをいただくことになりました。

それでは、次のページにまいります。

バイオテクノロジー、健康長寿に関する研究開発の成果についての評価でございます。

上の方から拝見しますと、肝臓ガンに係るバイオマーカーの絞り込みに成功したこと。

あるいは高性能の電子顕微鏡の開発に成功したことを高く評価いただいております。

一方でロードマップの検討、テーマの設定とか、社会還元の方向性に対するロードマッ

プの検討も必要ではないかという御指摘をいただいてございます。
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次のページにまいりまして情報分野の研究開発成果に関するものでございます。

長高密度ハードディスクドライブのための高性能ＴＭＲ素子の開発、それから、ヒュー

マノイドロボットの実用化研究、あるいはその基盤となるロボットテクノロジーのミドル

ウェア、こういったものの成果にプラスの評価をいただいてございます。

次の分野ですけれども、７ページ、材料、それから、製造プロセスに関する評価をいた

だいております。

具体的にはカーボンナノチューブの量産研究の実用化、こういったものを引き合いに出

して評価をいただきました。

一方で、大学、企業と異なる研究推進、あるいは成果の実用化のための時間短縮、こう

いった面の検討が必要ではなかろうかという御意見をいただくことになりました。

次のページです。環境・エネルギー分野。

太陽電池の高性能化、あるいはその国際標準認定といったものについて評価をいただい

ております。さらにバイオマスエタノール分野、こういったものを具体的にあげていただ

くことになりました。

一方で、かなりの成果があげられているものの、大きなイノベーションにつながる成果

かどうだったかというのは若干もの足らなさを感じるという部分。

それから、その成果を出すのであれば、その存在感をもっと示すとか、事業化をリード

できる連携体制の構築、あるいはロードマップの再検討といったものについての指摘をい

ただいておるわけでございます。

開けていただきますと、次は計測評価技術に関する評価です。

非常に地味ではあるのですけれども、産業界に大きなインパクトを与える成果を出して

いるのではないかということ、具体的には、同じ質量電化数比を持つイオンの分析、ある

いは世界初のＳＩのトレーサブルな蛋白標準物質の新規開発。欠陥イメージング技術、マ

イクロクラック検出技術などをあげていただきました。

次の 10 ページ目になりますが、地質調査に関する評価でございます。

大陸棚調査のことを非常に高く評価していただきまして、国連に延伸の申請書を提出し

た点、極めて高く評価できるということでございます。

さらにエネルギーにも関連しますが、メタンハイドレード等海洋資源の調査に関わって

くるということでプラスの評価をいただいてございます。

次、11 ページの計量標準に関する評価でございます。
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１つは産業機器に係る高温度標準の新技術開発、それから、マンモグラフィＸ線診断用

線量標準など、要するに国民の安全・安心に直結するアウトカムを創出してもらったとい

うこと。

それから、国際計量システム構築のためにも努力しているといったことをプラスで評価

いただいております。

一方で、産業界と連携して成果を社会に広く発信するということが重要ではないかとい

う御指摘をいただきました。

次のページにまいります。

情報の公開に関するものでございます。

具体的な取組として「Synthesiology」という雑誌の発刊、それから、サイエンスカフェ・

キャンプ、出前授業、それから、産総研のオープンラボといったものを具体的にあげてい

ただいて、情報の公開についても着実に進められているのではないかという評価をいただ

くことになりました。

一方で、心配事としてなんですけれども、受け取る国民の方が産総研の活動そのものに

関心がないといった面があって、相当苦戦を強いられているのではないかという御配慮も

いただいてございます。

次に業務運営の効率化に関する事項でございます。13 ページになります。

この分野については、コンプライアンス推進本部の設置等、リスクに関する組織的な取

組、これを高く評価していただくことになりました。著しい改善が見られている。それ以

外にも男女共同参画の試みとか研修制度、表彰制度などがプラスに働いているのではない

かという評価をいただいてございます。

ただし、いずれにしろ、まだ改善すべきところも残っているように思う。 

それから、入札に関してもここでいただいておりまして、高度な研究開発の技術、機材

については特殊なものにならざるを得ない。こういった中で一般入札か随意契約でいいの

かという課題については、引き続き線引きするシステムを構築するといった検討が必要で

はないか。

あともう１つ話題に最近あがっております１社応札、落札率 100％といった事実もござ

いますので、これに関しては事前の幅広い業界サーベイをするとか、改善のための取組を

やることも必要である。重要であろうというありがたい意見をいただいてございます。

次の 14 ページになりますけれども、財務内容の改善。
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これについては、大方大きな問題点は認められないという意見が多くございます。一方

で、資産の有効活用の検討も適宜前向きになされるべきではないかという御意見もいただ

くことになりました。

その次の 15 ページになりますけれども、業務・システムの最適化に関する事項でござ

います。

システムの最適化については、ＡＩＳＴ－ＬＡＮ、あるいはイントラネットシステムと

いったものを通じて最適化が図られるとともに、経費の節減効果も出てきているというプ

ラスの評価をいただいております。

一方で、今後もフォローアップを確実に行うべきこと、それから、今後の中期計画の策

定のために評価、処遇等にも十分活用ができるデータベースの作成なんかにも触れていた

だきました。

それからユーザーベースの意見等を反映することにも留意すべきではないかといった意

見もいただくこととなっております。

それでは、次のページ、内部統制に関するものです。

先ほどのコンプライアンス推進本部のことをここでも少し触れていただきました。昨年、

19 年度にああいった事態がございましたので、それを挽回する取組として、今年度は徹底

した取組が行われたのではないか。リスク管理、法令遵守活動は問題なく積極的に推進さ

れている。しかもその内容は大変真摯なものであって、大いに評価できるという言葉をい

ただいております。

また、コンプライアンス推進が押しつけにならないように、参加型にしたということに

ついても評価、それから、透明性を確保しているということについてもプラスの意見をい

ただいてございます。

もちろんそれで完璧ということではなくて、引き続き不断の努力を望むということが基

本的にあって、具体的には、職員の意欲をそいだりすることのないように、あと産総研の

ミッションの達成に齟齬のないようにやっていくべきだということ。

リスク管理については、機動的、迅速に対処できる必要を今後、考えていくことという

非常に具体的な御意見をいただくこととなっております。

続きまして 17 ページ、官民競争入札に関するものでございます。

アウトソーシング、これについては継続的に実施、それから、計画されているというこ

とでプラスの評価をいただいております。
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一方で、本当にそれをやったことが質の向上に資しているのか、業務の効率が達成され

ているのかという検証も引き続き行う必要があろうという御指摘もいただいております。

続きまして 18 ページ、入札・契約の適正化に関してでございます。

基本的には競争性、透明性、これが十分に図られている。前向きかつ真摯な取組を行っ

ている。適切に実施されているというようなコメントをいただきました。

一方で、先ほども申し上げましたが、１社応札、落札率 100％といった事態については、

一層の注意と改善策も必要ではなかろうかという御指摘もいただいております。

続きまして 19 ページ、役職員の給与等の水準に関するものです。

産総研自体が高学歴の優れた研究者、支援職員の確保は必要、必須であるということで、

給与水準を引き下げることは非常に難しいながらも、大変総人件費の削減への努力を進め

ているということで評価をいただきました。

水準の適正化、問題ないのではないかということもいただいております。容認できる範

囲であるという言葉もいただいてございます。

一方で、さらにその成果に見合うより大胆な報酬体系とか雇用条件の検討もやってみて

はどうかということ。

それから、ちょっと細かくなりますが、地域の手当について、産総研は特にないのです

けれども、そういったものを持っている他の独法との整合性など配慮して、外からどう見

えているかというものを考えていくべきではないかというようなことをいただいてござい

ます。

続きまして 20 ページに保有資産の有効活用に関する評価を述べております。

基本的には、合理化計画において指摘された見直しすべき保有資産については問題ない、

順調に今後、進むことを期待しているというようなことをいただいております。

一方で、国債等安全性の高い資産などでの運用も含め検討を望みたい。保有資産につい

て意見をいただきました。

次は 21 ページ、欠損金、剰余金の適正化に関するものでございます。

内容及びその処理については妥当ではないかということをいただいております。一方で

剰余金の有効活用、前向きの活用を考慮してほしいという意見もいただいております。

22 ページ、直方サイトの売却の話でございます。

少々詳しくなりますけれども、直方サイトの売却、買い手がつかずに遅延していること

については、早期の解決に一層努力すべきであるという御指摘をいただきました。
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23 ページ、最後ですが給与水準。

少し以前のものとかぶりますけれども、ハイレベルの水準にあることについては、内容

をかんがみると問題は感じられないのではないか。より成果に見合った予算措置がなされ

るように配慮をしていけばいいのではないかということをいただいております。

一方で、地域においては、同一の学歴、経験を持つ地方公務員の給与水準などと比べて

みて、外からどう見えているのかというのをきちんと把握しておくというのも必要かもし

れません。こういった意見をいただいております。

以上、個々の項目について、あらあらではございますが、大体こういった雰囲気の意見

をいただいたということでございます。

それを踏まえまして、総合評価として審議していただければと考えてございます。

それから、資料２－２については、簡単に御説明しますと、今、御紹介したものをフォ

ーマットにのっとって載せております。

これは親委員会で出すものですので、その前に、主な実績として、産総研がアピールし

たい実績についても客観的に我々の方で載せております。少々分厚くなっておりますが、

これを親委員会にかける方向でございます。もちろんこの内容については、本日の審議を

踏まえまして修正していく予定ですので、きょうは資料２－１を中心に審議していただけ

ればいいのかなと考えてございます。

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。

大変丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。

それでは、やり方でございますが、資料２－１の３枚目、下のページとして大きな１と

書いたものをお開きいただきたいと存じます。

まずもう既に事務局で案をつくっていただいておりますけれども、例年のやり方で案を

つくっていただいたということでありますけれども、それをまず確定、確認をしていきた

いと存じます。

まず総合評価は一番最後にやるといたしまして、２番目のコラムを縦、３番目のコラム

を縦というふうに見ていただければと存じます。

２番目のコラム、Ａ、Ａ、Ａ、ＡＡ、Ａ、ＡＡというのがありますので、これはＡでよ

ろしゅうございますね。

その次、コラム３番目になりますが、鉱工業の科学技術【別表１】（25％）というとこ
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ろでございます。

これは先に中の部分をやらせていただきます。括弧して５％、５％、５％、５％、５％

が５つありますので 25％になりますが、ということで４つ目のコラムで全部Ａになってお

りますから、これはＡでよろしゅうございますね。

それから、お１人Ｂ、お１人ＡＡということでございますが、キャンセルアウトすると

いうことであとの方はＡでございますから、Ａということでよろしゅうございますね。

それから、お１人、一番上、その次、Ｂがいらっしゃいますが、これは残りの方がＡで

ございますのでＡ。

それから、次がＢがお１人、ＡＡがお２人ですが、平均しますとＡということになるか

と思いますが、Ａでよろしゅうございますね。

それでその次、最後、５番目でございますが、Ｂがお２人、残りがＡということで、こ

れは平均するとＡになるということでＡということにさせていただきまして、それでよろ

しゅうございますか。

また、元のコラム３つ目へ戻っていただきますと、ここはこれの結論を集めたようなこ

とになっておりますけれども、全員ＡでございますのでＡということにさせていただけれ

ばと思います。

それから、２番目の地質の調査、地球の理解に基づいた知的基盤整備ということでござ

いますが、お１人がＢで、お２人、ＡＡがいらっしゃいますが、これは平均してＡ。

それから、計量の標準、これはお２人がＢで、お１人がＡＡで、平均するとＡになるか

と思われます。

それから、情報の公開等、お１人がＢで、残りの委員の方はＡということで、これはＡ。

それから、次、業務運営の効率化に関する事項でございますが、これはＡがお２人で、

Ｂが４人ということで、平均しますとＢということ。

それから、最後の財務運営の改善に関する事項ということで、これは 20％でありますが、

全員ＢでございますからＢということになるかと思われます。

ということで、これはもうそれぞれの方の横に見たものを、フォーミュラがありますの

で、それで計算いたしますと、一番上の方がＢ、あとは全員Ａということで、総合評価は、

したがって結論的に網かけの部分、Ａになるということになりますが、それでよろしゅう

ございますか。

ありがとうございました。
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では評点はまずこれで事務局で計算していただきましたとおり決めるということで、１

つ１つやっていきたいと存じます。

２と下に書いたものであります。これは総合評価についてのそれぞれの委員の方の御意

見がここに出ておりますが、何かここで特にこれを言っておきたいということがありまし

たら御発言をいただければと思いますが、あとでそれを特に産総研にお伝えするというこ

とも可能でありますが、ほとんどお書きいただいていると思うので、あえて伺う必要もな

いのかなと思いますが、毎年やっておりますので、一応１つ１つやっていきたいと思いま

す。 

よろしゅうございましょうか。

それでは、その次が２番目で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

関する事項ということでございますが、この中で例えば書き忘れたとか、これを言ってお

きたいということがございましたら御発言をいただきたいと思いますが、よろしゅうござ

いましょうか。

それでは、特にないということで。

それから、産総研の方にお入りいただきましたあと、私の方から、先ほどのＡとかＢと

かという結果はお伝えすると同時に、若干のコメントをするのが恒例になっておりますの

で、これは適当に今、室長がおっしゃったようなことからさらに簡潔に私の方から申し上

げさせていただくことにしますので、御了承いただきたいと思います。

４ページ、いかがでございましょうか。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。

一番下の方、随分たくさん書いていただいて大変ありがたい。よろしゅうございますか。

○谷川委員 ＡＡの方が一番下にいらっしゃって、ずっと私も読ませていただいたのです

が、ちょっと意見の違うところがありますので、あえて異を唱えるわけではないのですが、

ちょっと考え方を少し確認したいと思っております。

一番下の方、特に地域センターのことについて強調されて、大変いい試みをいろいろや

っていらっしゃるということをお書きになっているのですが、私自身は、今回の評価には

しなかったのですが、産総研の地域センターの機能というか、位置づけについて多少疑問

を持っておりまして、産総研さんがいろんないいことをやっていらっしゃるのは間違いな

くて、地域センターも中小企業対策、地域企業対策でいろんなことをおやりになるのは私

は悪いことではないと思うのですが、選択と集中といいますか、これから独立行政法人が
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できるだけ機能、役割分担を明確にして、本来の機能に集中していくべきではないかとい

うのを私は思っておりまして、地域センターというところで、私も九州におりますので、

九州の地域センターを見ておりますと、どうも余り性格がはっきりしない。産総研全体と

しては大変すばらしいことをやっていると思いますが、どうも地域センターというのがあ

るがゆえに力が分散しているのではないかという気がしておりまして、ずっと未来永劫地

域センターというのを残して中小企業対策、地域対策とやっていくのが本当にいいのかと

いうと、私はちょっと疑問に思っておりまして、本当を言うと、優秀な方は、ある程度中

央に集めてやっていくべきではないか。

では地方はどうでもいいのかというと、そうではなくて、今、大学も地域のためにどう

いうことをやるかということを随分考えるようになって、地域の中小、中堅企業のための

いろんなサポートを始めております。もともと各府県には、県の工業試験場等あります。

そういうところもあって、大学が地域の中堅・中小企業対策を始め、では産総研さんもや

るとなると、どうも同じようなことをミッションにするとかいうところがたくさんあって、

どうも混乱するのではないかという感じもありまして、あるとすれば、国の立場からする

と、ある程度これは自治体とかだれかと相談をして、地域にある産総研の地域センターと

いうものの役割をやはり見直すべきではないかという気がちょっとしております。

なので、地域における産総研の役割というのは、私は個人的には余りいろいろやるとい

うのは政治的に重要かもしれませんけれども、余りいいことだと個人的には思っておりま

せんので、いろんな考え方の方がいらっしゃいますからあれですが、私自身はちょっとこ

こを疑問に思ったわけでございます。

○木村部会長 わかりました。ありがとうございました。

確かに先生のような御意見は当初からあるのです。もとも工技院から産総研にしたとき

に、地域センターをどうするかと相当悩まれたようです。しかしながら、ニーズがあると

いうことと、地元の要請もあって、地域センターという形で残した。それで産総研が発足

してから確かに一体地域センターは何をやるべきかという議論はかなりあったのですが、

九州の状況はちょっとわからないのですが、関西、北海道あたりでは非常にユニークな成

果が出ているのです。

そういうこともあって、私も当初からこれはちょっと関係しておりますけれども、確か

に産総研が地域センターを持つ必要はあるのかなと思いましたけれども、ずっと見ていま

すと、着実に非常に叱咤激励されて特色を出そうと中央で努力をされている成果が私は出
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ているのではないかなと思いますので、確かに先生のようなお考え方があるのも知ってお

りますし、それも理解できますので、一応今の御意見はあとでお伝えすることにさせてい

ただきます。大変いい、ある意味では非常に重要なポイントだと思います。ずっと議論が

あることでございます。ありがとうございました。

それでは、次の５と書いたところへまいりますが、何かございますか。

よろしゅうございますか。ちなみに５は健康長寿を達成し質の高い生活を実現する研究

開発。

それから、次が６で、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。

よろしゅうございますか。

次がⅢ番目、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。

よろしゅうございましょうか。

それでは、次が環境・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。

次へまいります。次が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。

それでは、次が地質の調査でございます。

次へまいります。次が計量標準でございます。

次が情報の公開、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

のうちの情報の公開でございます。

それでは、次が業務運営の効率化、これは若干ちょっといろんな政治的なこともありま

して、当初、総務省の共通事項に入ってなかったものですから、余り我々としては考えて

なかったというか、それほどマークをしてなかった項目でありますけれども、再評価をお

願いしてこういうことになりましたが、大体皆さん、おっしゃっていること、似たような

ことでございますので、よろしゅうございますか。

財務内容は特に問題がないということでございます。

○松重委員 財務内容とか、そういったところでは、一応ずっと経年的な変化はどうなる

のかという、そういう資料があると、ここの別の意味で判断できる。研究の方は、ある面

では単年度のあれなんですけれども、だから例えば運営交付金が今後、１％ずつ減ってい

るのですか。その中でどういうような改善がされているのか。あと人件費の割合はどうな
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のか。そういうふうな流れの中で今年度どう位置づけされているかというのがあれば、も

う少し別の面で評価しやすかったのではないかなと思います。

○木村部会長 わかりました。

今、松重先生のコメントは事務局に対するものというふうに考えていただいて、特に産

総研には申し上げませんけれども、よろしくお願いいたします。

○谷川委員 特に問題があるというわけではないのですが、毎回同じようなことを言って

あれなんですが、先ほど言った剰余金の話が約 180 億ある。実際、きのう、個別の御説明

をいただいたのですが、ほかの独法もほとんど運用していなくて、実際の財務収益という

のがゼロというのが大方のところがあり、今、金利も安いので、例え多少運用したところ

で大した金額にならないのでこういう形にしたということで、現状の状況を見れば、確か

にそれで可とするということだとは思うのですが、ちょっと私はあえて去年に引き続き同

じようなことを申し上げたのは、ややオフレコに近いのですが、最近、特に独法、野党あ

たりから、むだを排せよというのが相当厳しいことが言われています。あるとすると、仮

に政権が変わったりした場合、一層こういったところについてもチェックが入る可能性は

あると思うのですね。あるとすると、ほかの独法もやってないから我が産総研も 180 億円

ぐらいの大きな剰余金といいますか、現預金がありながら運用がほとんどゼロというのは

本当にそれで持つのかなとちょっと疑問を持ったのであえて言っております。

同じような旧独法で私が前おりました日本開発銀行なんかは、数十億以上の剰余金、現

預金がいつも平均的にありますけれども、それによって数千万ぐらいの運用をしています。

これは短期国債というような形で極めて確実で投機的なものでないものを中心に運用して、

それなりの実績をあげております。

ですので、全くやらないということで果たして持つのかなというのがちょっと疑問なの

が１点と。 

仮に運用しないのであれば、現預金が 180 億も積み上がらないように、もう少しきめ細

かな管理をして、支払いの時期をうまく平準化するとかして、剰余金といいますか、現預

金自体、剰余金自体を減らすという努力は、これはきめ細かな管理でできるものですから、

それはやはりやるべきではないかと思ってコメントいたしました。

あえて問題があるということではありませんけれども、ちょっとお考えになった方が産

総研さんのためにいいのではないかというのを私は思っております。

○木村部会長 私も同感です。国立大学も先生御承知のとおり、相当やられていますので、
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埋蔵金とかなんとかいって。ですから、きちんと運用、それから、何に使うかというふう

なことをアカウンタビリティーをきちんとするということですね。それはコメントを申し

上げる際に申し上げさせていただきます。ありがとうございました。

次の 15 のところは、ここから補足評価表でありますが、これは皆さん、相当お書きに

なっていただいておりますので、特に問題ないかと思いますが。

16 ページ、17 ページ、18 ページ、これは確かに産総研のような非常に高度な研究開発

をするところにとっては、今のままシステムでは無理ですね。ですから、前から委員長会

議で申し上げているのですけれども、Ｒ＆Ｄをやるところだけやはり別の仕切りにすべき

だということを申し上げているのですけれども、なかなか聞いていただけないですね。

19 ページ、20 ページ、これはほとんど同じような御意見。

それから、21 ページのところで谷川先生からのコメントもここにあてはまると思います

が。 

22 ページ、直方サイト。

23 ページ、よろしゅうございますか。

それでは、全部見ていただきましたけれども、これについてここまではきちんと申し上

げるつもりなんですが、補足表については言わなくてもいいですね。今、谷川先生からあ

った御意見だけを申し上げることで、補足表の方のコメントはしなくていいですね。

それでは、これで入室していただいていいのかな、お入りいただいて。よろしくお願い

します。

（産総研・入室）

○木村部会長 それでは、評価の結果について御報告申し上げます。

評価の結果も書類を見てくださいということですむのですけれども、一応私の方から御

説明をさせていただきます。

資料２－１の３枚目をおめくりいただきますと、そこに平成 20 年度評価：項目別の各

委員の評価というのが出ており、総括表であります。

結論的に申し上げますと、欄は上から数えていただくと６つあります。これは６人の評

価員の評価ということでありまして、例年やっておりますのは、それぞれの項目について、

この６人の委員の評価を加重平均、平均して一番下の評価を出すということにしておりま

す。 

ということで一番下の欄をごらんいただきますと、一番左が総合評価で、これは一番最
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後に申し上げますが、まず最初、１番目、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、これは産総研、少し前からそれぞれにパーセントを割り振りまし

て、最終的にそれを使って計算するということになっておりますが、その 20％の分につき

ましては、結論を申し上げますと、一番下にございますように、評価Ａということでござ

います。

それから、その次の３番目のコラムをとばしていただきまして、実際、同じ字で書いて

ありますけれども、時計数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、５つございます。それぞれが５％の

バリューを持っておりますけれども、それの１番、健康長寿云々というところを縦に見て

いただくと、一番下がＡでございます。

それから、Ⅱ番目、知的で安全・安心云々のところが少し評価結果がばらついていると

はいうまでいきませんけれども、違っておりますけれども、決論的に言いますとＡでござ

います。

それから、Ⅲ番目、産業競争力向上云々というところは、お１人Ｂがいますが、平均し

ますとＡでございます。

それからⅣ番目、環境・エネルギーのところが、一番上がＢですが、ＡＡの方もお２人

いらっしゃいまして、平均するとＡ。

Ⅴ番目の産業基盤の構築のところが、お２人Ｂでございますが、あとはＡでございます

ので、平均するとＡということになります。

戻っていただきまして、それをまとめた形の鉱工業の科学技術のところの、ここでいう、

この 25％の中の総合評価という意味で言いますと、全員Ａですから、これはＡになります。

よろしゅうございますか。

それから、その隣へいきまして２番目（２）地質の調査【別表２】でございます。これ

はＡＡがお２人で、Ｂがお１人ですが、平均するとＡでございます。

それから、計量の標準【別表３】と書いてありますが、ここはＢがお２人でＡＡが１人

で、Ａです。

それから、情報の公開については、お１人がＢで、残りがＡということで、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につきましては、お２人がＡで、残りがＢと

いうことでＢ。

それから、最後の財務内容の改善に関する事項につきましては全員がＢで、Ｂというこ
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とになっております。

これですべての結果がそろいましたので、それで計算いたしますと、計算のフォーミュ

ラによりますと、総合評価はＡということになりますので、最終的にＡの評価をしたとい

うことでございます。

それから、次におめくりいただきまして、そこにそれぞれの委員のコメントが入ってお

ります。それで２ページはとばしまして３ページから、これも見ていただければわかると

いうことでございますけれども、コメントだけについて、主なコメントといいますか、私

の目についたコメントだけを申し上げさせていただきたいと存じます。

一番下の方がお書きになっておりますように、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については、当初の計画を超えた成果が挙げられているとい

うコメントが出ております。

一番上では、これは比較の問題だと思うのですけれども、例年に比し、産業界に強烈な

インパクトを与える研究成果が少し少ないような気もするということで、今後を期待した

いというコメントが出ております。

それから、１ページおめくりいただきまして４ページ目でございます。

産総研発足当時から目標でありましたフラットな構造づくりというものがかなり実現し

て、ほかの方もお書きになっておりますけれども、その考え方が構成員に共有されるよう

になっているということで、これは高く評価できるだろうということ。

それから、産総研というのは非常に大きな組織でございますので、産業界のニーズであ

りますとか社会の要求、それに応じてこれまでもやってこられたように組織の更新という

ものをお考えいただきたいというコメントが出ております。

それから、ここで１つ問題提起がありましたので、これは非常に難しい問題提起であり、

かつまた産総研発足以来の課題でもありますけれども、地域センターの役割についてコメ

ントが口頭でございました。これは地域センターのこれまで歴史的ないろいろ経過があっ

て今のような状態になっているわけですけれども、今後とも産総研は地域センターを続け

ていくのかということ。といいますのは、コメントをお出しになった方の御意見では、そ

れよりもむしろ選択と集中で、東京といいますか、本部の方へ力を集中するという考え方

もあるのではないか。それぞれ地方には公試のような組織もあるし、地方でいろんな組織

も育っているから、あえて産総研の地域センターを置いておく必要があるのだろうかとい

う、そういう問題提起でございますので、これは考え方でありますが、これはずっと産総
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研発足当時からあった考え方だと思っておりますので、その辺、今後の課題にしていただ

きたいと思います。

それから、５ページへまいりまして、これは全員がＡということでありますが、これは

健康長寿を達成の項目でございますけれども、非常にいい成果が出ているのではないかと

いう、国民生活に直結した、たちまち安心・安全に結びつくような成果が出ているという

コメントがほとんどでございます。 

それから、その次６ページで、知的で安全・安心な生活の実現ということで、ロボット

関係で非常に高い成果が上がっているというコメントが３つほど出ております。

次、７ページで、下から２つ目の方のコメントで、世界的にも注目される研究成果も出

ている。ただ、大学・企業とは異なる研究推進、成果の実用化への時間短縮にも検討が必

要ではないかということです。これもずっと発足当時から問題提起として出されている項

目でございますので、これについてもお考えいただければと考えます。

それから、一番上の一番最後の行、この分野の研究ユニットの内部評価が必ずしも余り

高くないので、そのことの指摘がございました。

それから、次は８ページで、下から２つ目の方の御意見、世界のトップレベルの機能・

特性を示すデバイスが開発されている。しかしながら、環境・エネルギー問題の顕在化と

ともに、世界でも有力な研究拠点の１つとしてその存在感を示す研究成果、事業化をリー

ドできる連携体制の構築と、それから、ロードマップの再検討を望みたいというコメント

がございますので、よろしくお願いいたしたいと存じます。

それから、９ページ、この分野は、一番上でありますが、地味ではあるけれども、我が

国産業界に大きなインパクトを与えているという評価があります。

それから、その次、10 ページ、地質の調査でありますが、これは大陸棚のことについて

リファーされた方がほとんどでありまして、この業績は非常にすばらしいのではないかと

いうことで高い評価が与えられております。

それから 11 ページ、計量の標準、これについても若干評価の結果そのものはばらつい

ておりますけれども、高い評価が出ているということで、中でも２人ですけれども、被爆

量の低いＸ線マンモグラフィの開発、これは国民の安心・安全ということに直結するアウ

トカムではないかという評価でございます。

それから、12 ページ、情報の公開で、３番目の方の御意見、情報の公開推進と個人情報

保護に対する取組は、実質的かつ積極的であり、組織としての意思が明確に職員に伝えら
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れている点を評価したいという御意見と、一番上、情報公開については、非常にしっかり

努力されているのだけれども、受け取る国民の方が産総研の活動そのものに関心がないと

いう点で、かなり苦戦をされているのではないかというコメントが出ています。

それから、13 ページ、問題の業務運営の効率化に関する事項で、後ろにも出ております

けれども、ここで申し上げさせていただきますと、一番上のコメントで、やはり産総研の

ような非常に先端的な分野のＲ＆Ｄをやるというような機関では、一般入札というのは限

界があるのではないかということです。随契がだめだ、だめだというので一般入札、一般

入札となると、つくっているところは１社しかないというケースが非常に多いものですか

ら、１社入札、落札率 100％、こういう筋書きは当然起こるべきして起こるので、やはり

これもシステムの問題なので、これについては今後とも外へ対する訴えかけ、そういうこ

とを鋭意やっていくべきではないか。

実は私は当初から各省の評価委員長が集められます評価委員長会議に出ておりまして、

私自身も必ずそれを発言しておりますし、それから、ほかの省庁の独立行政法人の評価委

員会の委員長をやっておられる方も必ず発言されます。Ｒ＆Ｄをやっているところは別だ

ろうということで、再三アピールしてきたのですが、なかなか動かないということでござ

いますので、これは産総研の責任というよりも、私に言わせればシステムの責任かなとい

うふうに思いますが、いずれにしてもその中でやらざるを得ないという、そのフレームワ

ークの中でやらざるを得ないということがありますので、いろいろ御努力をいただきたい。

はっきり言うと無理な注文だと思うのですけれども、よろしくお願いしたいと存じます。

それから、14 ページ、財務内容の改善、これは特にこのコメントを見る限りございませ

んが、１つだけ口頭でコメントが出ておりますので、それを御披露申し上げさせていただ

きます。

剰余金、かなりの額をお持ちですけれども、今、運用しても利息等の関係でリスクはあ

っても余り得るべきところがないということなんですが、やはり今後、ますます世の中の

矛先はここへ向いてくると思われますので、政治の状況の変化等も勘案しますと、やはり

運用ということをお考えになるか。その辺のところについて御検討いただきたいというコ

メントが出ております。

あと補足評価のところも御説明しなければいけないのですが、それはもうかなり詳しく

それぞれの委員の皆様方、お書きいただいておりますので、それをごらんいただくという

ことでよろしいかと思います。
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結論として、産総研、私個人の意見でも非常によくやっておられると思います。昨年は

残念ながらコンプライアンスの問題がありましてＢということになりましたが、ことしは

コンプライアンスについては、あとに省略しましたところをお読みいただければ、各委員

の先生方、お書きいただいておりますけれども、非常に意を用いてやっている。これは高

く評価するということでございますので、そういう成果も出たのでしょうか、全くコンプ

ライアンスについては問題がなかったということは大変よかったと思います。

ということで、総合評価もＡになりましたので、今後ともひとつよろしくお願いしたい

ということでございます。

私の方から以上でございます。

それでは、理事長何か感想みたいなことでも結構でございますが、ございましたら。

○野間口理事長 評価いただきましてありがとうございます。

部会長をはじめ各委員の皆様方には、大変お忙しい中を、私どもの年度を通じての活動

や成果について御評価いただきありがとうございました。

また、その過程で、遠路つくばまで足を運んでいただきまして、いろいろと評価いただ

くとともに、大変叱咤激励もいただきまして感謝申し上げたいと思います。

経済産業省からも日ごろ監督、指導いただいておりますけれども、経済産業省の関係の

皆様にもこの場を借りまして御礼を申し上げたいと思います。

ただいまＡという評価をいただきまして、私ども大変うれしく思っております。ただ、

部会長先生のコメント、説明を聞きますと、いろいろまだ考えるべきところがあるなと思

っておりまして、御指摘いただきましたことを真摯に受け止めまして、なお一層の改善を

図っていきたいと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

先ほど先生の方からの地域センターの問題とか、それから、契約のあり方、これは産総

研だけの問題ではございませんけれども、随意契約等への対応とか、あるいは剰余金の対

応とか、いろいろ御指摘いただきました。そういったことを今後の私どもの運営に反映し

ていきたいなと思っております。そういうことをやりまして、運営という点でも御信頼を

いただきながら、社会的なイノベーション競争の時代でございますけれども、日本の産業

競争力強化、産総研がオープンイノベーションのコアといいますか、核となって頑張って

いきたいと思っております。

少し時間を貸していただきますと、産総研、これまで歴史的にも先導的、基盤的な基礎
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研究をやりまして、それを社会へつなげるという取組、それから、計量標準とか地質に代

表されるように、社会の安心・安全、あるいは産業の基盤、これをしっかりと確立するた

めの取組をやってまいりましたけれども、こういった取組、ますます個々の取組、重要で

はないかなと思っております。

それから、私は４月に産総研に参加しただけでございますけれども、この３カ月、いろ

いろ話を聞いておりまして、産総研の中の各分野の連携、シナジーを上げますと、先ほど

来、御指摘いただきましたような成果はさらに魅力あるものにできるのではないかなと感

じておりますし、大学、それから、産業界との連携ももっともっと本質的なところで取れ

るようになっていくのではないかと思っておりまして、そうすることによりまして、先ほ

ど木村先生の方から御指摘いただきました点につきましても、なお一層の高いレベルでお

応えができるのではないかなと思っておりまして、努力してまいりたいと思います。それ

が評価委員の先生方に本日、評価いただきましたことに対するお答えでございますし、Ａ

という評価だけれども、このコメントをながめてございますけれども、今、見させていた

だきますと、改善すべき点も多々御指摘いただいているようでございまして、これらも十

分今後の経営に活かしていきたいと思います。

ということで、評価いただきましたことに対しまして御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

○木村部会長 どうもありがとうございました。今後ともひとつよろしく御努力のほどを

お願いを申し上げます。

委員の先生に申し上げるのを忘れましたが、先ほど室長の方から資料２－２について言

及がございました。これはそこに書いてございますように案でございまして、口頭で御意

見を幾つかいただきましたし、それから、これをちょっとごらんいただきまして、こうし

た方がいい、先生方のコメントをこれに加えてありますけれども、これは全部意見を盛れ

ないのでこれはダイジェスト版なんですね。そうすると過去ありましたけれども、これは

自分の趣旨と違うというふうなことをおっしゃった委員もかなりおりますので、もう一度

ごらんいただきまして、何かございましたら事務局の方へ御連絡いただきたいと思います

が、最終的なとりまとめにつきましては、私と事務局に御一任いただけますでしょうか。

そのように取扱いさせていただきます。本来はこれは前にやるべきだったのですが、忘

れてしまったので、ありがとうございました。

それでは、評価につきましては以上とさせていただきます。
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（３）独立行政法人産業技術総合研究所の中期目標期間終了時における

組織・業務全般の見直し当初案について

○木村部会長 次の議題、３番目でございます。

産総研の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し当初案につきまして、ま

ず室長の方から御説明をいただいて、御意見をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○一ノ瀬産総研室長 資料３に関してでございますけれども、独立行政法人通則法、これ

は 35 条第１項というところによりますと、主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間

の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、あるいは組織の在り方

その他その組織及び事業運営の全般にわたる検討を行って、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとするとされております。

また、同条第２項におきましては、主務大臣は、前項の規定による検討を行うにあたっ

て、評価委員会の意見を聴かなければならないとされておりますので、本日、資料３に基

づいて部会としての御意見を伺わさせていただくことをお願いしたいと思います。

資料３のタイトルをごらんいただくと、組織・業務全般の見直し当初案という形になっ

ております。当初とついておりますのは、実はこの後、秋ごろにもう一度最終案というの

を諮らせていただく予定になっております。その前に総務省等からの勧告が入ったりとか、

若干構成に変化が生じる可能性がありますものですから、まずは当初案としてきょうは御

紹介差し上げます。とはいえ、また改めて秋ごろにお諮りすることになると思いますので、

少し長い目で意見等をいただければと思ってございます。

それでは、そういう前提ですけれども、この資料３、当初案について御説明いたします。

この目的自体は、もちろん組織・業務全般の見直しを行うという方針、骨子を書くとい

うことでございますので、業務をいかに重点化していくかとか、あるいはいかに効率的、

あるいは効果的な運営を行うかといった方針が後々出てくる、後ろの方に書いてございま

す。 

ただ、この紙の構成としては、それを理解するにあたって、先に産総研がどういう現状

に置かれているかということをまずうたって、例えばそもそもどういう成り立ちだったと

か、これまでどういう実績を持っているか。それから、産総研をめぐる状況、どういう事
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態にあるか。その中で産総研がどういう役割を期待されているかというものを最初にうた

ってございます。

それから、後半において、今後の業務の見直しの基本方針ということ、それから、もう

少し具体的に取組の項目を幾つかあげているという構成になってございます。

では簡単に前の方から御紹介していきます。

まず最初にⅠで現状に関する基本認識というところです。

１．産総研の目的が書いてございますけれども、これは設置法の目的規定にのっとって

書いてございまして、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発、それから、産業技術の向

上及びその成果の普及を図る、もって経済、産業の発展並びに鉱物資源・エネルギーの安

定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とするというのを引用させてもらってお

ります。

それから、産総研の特徴でございますけれども、今、非公務員型の独立行政法人となっ

てございます。

その下に書いてございますのは、それぞれの業務、まず最初に２号業務の地質調査、３

号業務、計量標準などを引き合いに出して、こういったものを継続的かつ着実に実施して

きているということ。

それから、鉱工業分野の研究開発、１号業務についても述べております。

基礎研究も引き合いに出しておりまして、基礎研究に一層の資源を投入する。

それから、その次の行には製品化の研究につなぐ橋渡し研究というキーワードを載せて

紹介しております。

さらに次の段に５号業務、人材養成という新しいテーマを掲げております。こういった

ものが産総研の特徴としてあげております。

それから、３．では、これまでの取組と実績としまして、社会的・政策的な研究ニー．

図に応じて、機動的かつ柔軟に研究組織の廃止・新設を行うなど適時・適格な見直しを進

めてきたということを述べております。

開けていただきますと、掲げている期間目標を達成するということを進めておるわけで

ございますけれども、その中で論文引用件数とか、そういったものもちょっと紹介してい

るということでございます。

特に 20 年度においては、研究関連・管理部門の業務・組織・制度の改善に向けた見直

しを行った。研究所内の中堅・若手職員による議論・提言などなど自己改革も進めてきた
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ということをうたってございます。

その過程で、少し引用しておりますが、19 年度に起きた不適切な対応があったというこ

とを出して、それを挽回するためのコンプライアンス上の取組推進本部を設置、研究所内

の内部統制強化のための取組を行ったという経緯を紹介してございます。

産業技術を巡る最近の状況。産総研の周りの状況ということで、これは全体的な話では

あるのですけれども、述べております。

我が国が今後とも国とし国際競争力を維持していくためには、産業技術の水準の向上に

つながる研究開発を継続していくことは相変わらず必要であるということ。特に最近は、

景気、経済情勢の変化もありますので、そういったものも念頭に置いて、次の中期をやっ

ていく必要があるということでございます。

特に海外の取組を引用しながら、今後は新しい新たな国際競争モデルとしてのオープン

イノベーション、海外では進んでいるオープンイノベーションへの対応にちょっと遅れが

あるのではないか。これに取り組むべきではないかというくだりになってございます。

組織等の枠を超えた協業を進めてイノベーションを図るということを述べてございます。

次の３ページ目は、我が国政府と書いておりますけれども、いろいろ法整備あるいは予

算措置、それから、海外との協力というのを進めてきておることを紹介しております。も

ちろんそのためには企業間格差とか地域間格差が発生しないように配慮することも必要。

（２）の状況としまして、産業基盤の継続的な整備の必要性、これはいわずもがなでは

ありますけれども、技術水準がどんどん向上していく。であれば、もちろんそういったも

のを計測したり、評価したりしていく産業基盤の整備はますます必要になるということを

うたっております。

（３）人材養成の重要性ですけれども、今後は高い水準の研究を行うことのできる人材

が必要となる。雇用の枠を越えて、我が国の産業技術向上の観点から重要な課題としてと

らえていくべきではないかという大きな流れをいっております。

こういった流れの中で、産総研が何を期待されているかというのが５．に書いてござい

ます。

世界市場での技術競争はますます厳しさを増している中で、また、死の谷と呼ばれてい

る幅とか、深さとか、かつてないほど増大している。こういう中で新しい国際的な競争モ

デルとしてのオープンイノベーションの対応を進めるべきではないかということを書いて

おります。



35

基礎研究に強みを持つ大学とか、製品化に強みを持つ民間企業の間を橋渡し研究によっ

てつないでいく。そういった機関が持たない機能をますます強化していくことが必要では

ないか。それを産総研が担うべきではないかということをうたってございます。

また以降のところは、エネルギー・環境分野と書いておりますが、要するに市場原理だ

けでは十分な研究開発投資が期待できないところ、こういったところに公的な機関として

継続的に取り組むことが必要ではないかといったことを書いてございます。

そういうことを進める上では、国際標準化への取組、知的財産の取扱いを含めて戦略的

な国際連携のための環境整備を図っていくことが期待されているということでございます。

それから、地域のことを少し書いてございます。各地域において幅広く拠点を有するこ

と、公設試等との連携、中小企業への配慮、地域産業支援活動を行うことの意義も述べて

おります。

また、今後、地域発イノベーション創出に向けて地域活性化を牽引するプレーヤーとし

ての役割も期待されているのではないかということでございます。

先ほど地域センターの役割についての御意見が出ましたので、そういった意見も踏まえ

て具体的な取組を進めていくべきだろうと今、考えているところでございます。

５ページ目、産業基盤の継続的な整備。

地質調査、それから、計量標準の設定等の業務のほか、リスク評価などに取り組んでき

た。今後とも公的研究機関としての産総研が実施していくことが必要ではないかというこ

とをうたっております。

技術水準が上がってくれば、リスク評価等で求められる水準もより高くなっていく。そ

れに合わせて新しい技術が求められていくということではないかと思います。

それから、（３）人材養成の推進。

前にも出てきましたが、橋渡し研究、橋渡しに対する多くの知識と経験を持つ人材をも

ともと産総研は有している、蓄積している。これら人材の過去の経験等を教材にして、実

践的な教育を行うことも可能ではないか。そういう機関であるということです。

20 年７月からは「産総研イノベーションスクール」などが開校しましたし、今後の取組

も必要であるということを述べております。

一番最後には、他の機関における取組を先導するような人材養成機関として中核的な役

割が期待されると結んでおります。

６ページ目、こういった産総研の必要性がある中で、今後の業務の見直しという面では
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どういった取組をするかということをうたってございます。

産総研に対する評価としては、企業でできないようなテーマ、それから、社会全体に貢

献する取組を期待しているというプラスの面もありますが、一方で成果、どういうことが

行われているか見えにくいとか、特許戦略がうまくないのではないかというような指摘も

ございます。

民間からの期待もありながら、取り組むべき課題も抱えているという中で、特に下に４

つあげているものを主要事項として業務の重点化、効率化、効率的・効果的な業務運営、

それから、自己収入の増加のための取組を行うということを掲げております。

１つは１．に書いてございますとおり、産総研そのものの社会での活用ということで、

高度な人材、それから、研究、施設等を産学官一体となって活用していこうということ。

それから、２つ目は産総研研究戦略の策定とその実施ということで、政策的・社会的課

題に対応した戦略を産業界の声も踏まえて策定、実施するということを掲げております。

それから、３番目には「見える化」、研究成果の社会普及を促進すること、見える化や組

織の見直し等を実施することを掲げております。

４番目に管理を徹底していくという改革を述べております。一層の効率化等を実現する。

検討にあたっては、オープンイノベーションを促進するために整備された法的措置、そ

れから、税制等の活用も図っていく。当然ながら職員のモチベーションの向上も図るとい

うことを合わせて書いてございます。

Ⅲ．には業務の重点化ということで、そういった方針にのっとって具体的にどこを進め

ていくかという、特に研究戦略を策定するといった部分、研究開発への取組について少し

体系的に進めていきたいことを述べております。３つのプロセス、①、②、③と掲げてお

りますけれども、まず１つ目には戦略目標をきちんと立てる。これはある程度これまでも

やっていた部分があるのですけれども、さらに②にあるとおり、その戦略目標につながっ

た課題対応型の研究プロジェクト、さらにそれにつながる、それが伴う技術目標を提示し

ていくこと。それから、③で、その中で産総研が担う役割をきちんと整理するということ

です。知財戦略、それから、共同研究の戦略も追加して三位一体となるように策定してい

く。特に競争優位にあるものを選択して資源の集中を図ってはどうかということを述べて

おります。

開けていただきますと、一番上には産業界の意見も取り入れていくことにより、実効的

に確実なものとすることというものを添えてございます。
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それから、その下の上記については以下には、第三期中期計画の開始時には、そういっ

た戦略の準備の作業を進めてはどうかというちょっと前向きなことを書いてございます。

この中では、基礎研究の成果を実用化につなげる研究であっても、その戦略の検討の結

果、対象とならなかった課題については、例えばとりやめること、あるいは結果が進める

対象となった課題についても、ある程度進んでうまくいかないものは見直すといった柔軟

な対応をとって一層の効率化、重点化を図る。最初に決めたことをなにがなんでもやると

いうことではなく、柔軟にやっていくということもうたってございます。

基礎研究についても、革新的・独創的な研究課題のみを実施する形で重点化を図るとい

うことを合わせて述べております。

関連の各種政策的な予算も大括り化して、その中で有望な研究開発を重点的に実施する

ということも合わせて述べてございます。

これが研究開発の実施する際の方針ではあるのですが、一方で、業務を組織、運営の面

でいかなる改善をしていくかというテーマを、それ以降に少々多いですけれども並べてご

ざいます。

１つ目は研究施設の効率的な整備と運営です。

新たな拠点については、最もふさわしい場所に設ける。これは当然でございますけれど

も、産学官、それぞれ組織の壁を越えて結集、融合するための場となるように、さらに国

際競争力の強化に資するようにやっていく。効率的な運用ができるよう検討を進めたいと

いうことでございます。

２．には地域のことを書いてございます。

秋葉原サイトのことを具体的に書いてはございますけれども、そういった見直しの方向

性も含めて固めて対応していく。ほかの拠点についても地域発イノベーション創出のため

に必要な業務を考えていくというようなことを述べてございます。

それから、研究の効率的・効果的な実施のための国際関係業務。

海外の機関、それから、民間企業との連携のあり方の提示など国際関係業務の見直しを

行っていくということでございます。

それから、４．に「見える化」。

活動内容、それから、研究成果が外部からより見えやすくなるようにしていくこと。広

報業務というものの重要性が関わってきますけれども、大企業、中小企業、大学、研究機

関、一般国民等の各関係者にとってより一層見える化につながるような取組をしていくと
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いうことでございます。

５．は成果の社会普及に至るまでの効率的・効果的な組織運営として、１つはイノベー

ション推進の運営に向けた見直し、これまで複数の部署で役割分担して行ってきたものも、

戦略をつくることによって関係者が三位一体となって進めていく。より意思決定を迅速化

させて、より効率よく進める。外部への展開も図る。こういったことをうたっております。

それから、次に②は知財の設定、技術移転の円滑化について述べております。

今後、オープンイノベーションなどを推進していくことになると思いますけれども、ど

ういった知財を産総研が確保、あるいは維持していくべきかというようなことについて考

え方を設定していくということでございます。

それから、移転の対価、柔軟化といったことを進める。それから、外部への発信から社

会普及に至るきめ細かい知財マネジメントを行う内部のサポート体制の見直しも進めると

いうことを書いてございます。

６．は費用対効果の視点の目標設定でございます。

国民へのサービスの提供、つまり研究を集中して行うということの目標も大切なんです

けれども、業務運営の効率化という目標もあったりして、ある程度相反する部分が出てく

るものがあります。こういった幾つかの目標もきちんと総合的な視点で費用対効果の視点

も取り入れた上で追求するということかと考えております。

７．は優秀な人材の確保・育成です。

11 ページに入りますけれども、若手の研究者の採用、それから、弁理士、税理士等の公

的資格、あるいは実務経験を尊重すること。それから、女性研究者、外国人研究者などの

キーワードをあげてございます。

研究職の方についても、研究活動のマネジメント人材の育成、それから、事務職の方に

ついても専門性の蓄積を重視したキャリアパス、資格取得等を進めるといったことを考え

ていってはどうかということでございます。もちろん橋渡し研究を行える人材の育成もあ

げてございます。

８．は能力・職責・実績主義の一層の徹底ということで、職員のモチベーションを向上

させるために、個人評価をきちんとやっていくということです。ミッション実現への貢献

度、それから、業務運営の円滑化への貢献度などもきちんと評価していくべきということ

です。

非常に難しいことではありますが、職務の困難さとか、いかに難しかったかというよう
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なことも考えていってはどうかということを述べております。

９．アウトソーシングの推進です。

既によく進められていると評価をいただいてはございますけれども、より効率的なもの

があれば引き続き進めること。透明性を向上させていくことということをあげております。

一方で、アウトソーシングがすべていいかというところはきちんと精査するということ

で、逆に内部化した方が合理的、あるいは効率的と判断されるようなものがあれば、改め

て内部化することを検討するなどといったことも書いてございます。

それから、外に出すということで、市場化テストの導入可能性をあげております。

そのあとの方ですが、随意契約と一般競争入札、それから、１社応札、100％落札につ

いても配慮していくべき、検討を行うということにしております。

10．は研究評価結果をきちんと業務に反映させていくということです。評価業務の効率

化も行うということを書いております。

11．コンプライアンスの推進。

今回、非常によくできているという評価をいただいておりますけれども、今回に終わる

ことなく、継続的に確保されていくことが必要。ただ一方で、過剰な統制というのは業務

の効率的な遂行を阻害することにもなるということですので、そこは注意しながら、例え

ば役職員の意識向上を重視した参加型のコンプライアンス推進のための取組を行うといっ

たことをあげております。

最後になりますが、自己収入の増加ということで、１つ追加的に述べております。

外部資金による研究。

可能な限り、常勤職員の人件費も外部資金で手当することに向けて検討してはどうかと

いうこと。

研究者個人のモチベーションを向上させて、外部からの研究資金獲得の増加を図るとい

うことでございます。

それから、外との関係で、コンサルタント業務等を受けておりますけれども、その際の

受益者負担についてはより適切なものとなるように、特定のものに限定されないようにき

ちんと評価して負担も考えていくということでございます。

それから、最後のページになりますけれども、海外からの研究資金の獲得、それから、

国内外からの寄附金の獲得も検討していくということ。

２．には外部に対する施設の有効利用、それから、受益負担額の設定ということで、施
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設をできる限り有効活用させていく。可能な限り外部利用が促進されるよう検討するとい

うこと。その際には中小企業などに特段の配慮をするというようなことも合わせて書いて

ございます。

すみません、少々長くなりましたが、以上でございます。よろしくお願いします。

○木村部会長 ありがとうございました。

ただいま御説明いただきましたが、当初案でございまして、先ほどもちょっとお話がご

ざいましたが、最終的には 11 月中旬から下旬にかけて産総研部会を開いて、そこで最終

案を御検討いただき、12 月に経産省の評価委員会全体、親委員会を開いて、そこで決定し

ていただくという運びになります。

ということで、きょうは、特にこれについて詳細に議論をするということは必要ではな

いのですが、今、ざっと説明をさせていただきましたけれども、何かお気づきになりまし

たことがございましたら、御意見をいただきたいと思います。

○室伏委員 できるだけ手短に申し上げたいと思います。

先ほどからちょっと話題に出ていたのですけれども、地方センターのことなんですけれ

ども、いろいろ問題点もあると思いますし、これまで地域のセンターが余り活発に働いて

こなかったという部分もあるのかもしれないのですけれども、私は最近、北海道センター

とか、関西センターの実績を拝見していて、これからもっともっと活躍できる、そういう

部分があると思っているのです。

それでやはり今、地域の産業も、それから、地域の大学も非常に元気がなくて、大学は

つぶれるのではないかというような状況のところがたくさんありますので、産総研が地方

自治体や地方大学と連携をして、そこで新しいイノベーションの創出を図るような、そう

いうことができるのではないかと思っておりまして、かなり努力が必要なのかもしれない

のですけれども、ぜひそういうところで力を発揮していただいて、産総研の地域センター

というものがこんなに役に立つのだということをこの際、はっきりと見せていただけると

いいのではないかなと思っています。

それから、産総研イノベーションスクールなどのこういった人材養成なんですが、他の

機関における取組を先導する人材養成機関としての中核的な役割というだけではなくて、

他の機関に呼びかけていただいて、そしてもっと大きなところから人材を養成する。そし

て若者の雇用を創出する。それが先ほど申し上げた地方での産業創出などがうまくいくこ

とによって地方での雇用も創出できるわけですから、そういった人材育成と雇用の創出と
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いうことがうまく結びついていくのではないかなというふうに思いました。

それから、６ページに産学官が一体となって持続的発展可能な地球社会を実現していく

ための拠点として活用するという、何かすばらしいミッションが書いてありまして、いや、

これはすばらしいなと思って、ぜひこれを産総研のミッションとして大きく掲げて、世の

中に知らせていただいて、子供たちに夢を与えていただけるといいのではないかなとちょ

っと思いました。

それから、いろいろ申し上げて申しわけないのですが、11 ページに若手の研究者の採用

ということを述べていらっしゃいます。若手を採用して育てたり、また、雇用を促進する

ことは非常に重要なんですが、シルバー人材も活用するということも考えていただけると

いいかと思うのです。ここで団塊の世代がみんなやめてしまって、その人たちが蓄積して

きた研究資源などもそこで途絶えてしまうような心配もありますので、人件費などは余り

お払いしなくても多分いいだろうと思いますので、ただ、そういう方が持っていらっしゃ

る「知」というものを利用していくことが今後のイノベーションにもつながるのではない

かと思います。

それから、もう１つ最後に申し上げたいのですが、12 ページに可能な限り常勤職員の人

件費も外部資金で手当するというふうに書いてありますけれども、外部資金での常勤職員

の人件費というのはかなり難しいと思います。大学で実際に常勤職員を外部資金で雇用し

ているということをやっているのですが、結局３年とか、５年とか、短い期間でその方た

ちが任期を切られてしまいますから、非常に不安定ですし、その間に自分の実績を上げな

ければということで必死になってちょっとお気の毒なんです。なんかそういう状況に置か

れますと、自分のことだけしか考えずに組織のために働こうなんていう気が起こらない。

そういう方がふえると思いますので、やはり常勤職員の人件費は何としてでも基盤的経費

の中から手当するのがよろしいのではないかと思っています。

以上です。いろいろ申し上げました。

○木村部会長 ありがとうございました。

ほかに何かございますか。

○松重委員 今度の見直しの中で、オープンイノベーションという言葉が非常に書いてあ

るのですけれども、その中身とか、概念とか、戦略性というのが、これは秋までに議論さ

れると思うのですけれども、そのあたりを詰めていくというのが非常に重要かな。

それも３つのレベルがあると思うのです。国際的なレベル、これは最後の方には、海外
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からの資金調達も含めてということですけれども、本当にそういったのがやれるのかとい

うか、どうやるのか、知財も含めていろんな問題があると思いますけれども、これはぜひ

挑戦していただきたいと思います。

それから、やはりあと地域といいますか、核はやはりつくばだと思うのです。つくばの

いろんな施設もあるのですけれども、もう少し広い意味で見ると、つくばサイエンスパー

クといいますか、あれも 30 年ぐらいなっていると思うのですけれども、その中に産総研

は中核としてあるわけです。企業も入ってきたのもあるし、出ていったのもある。だから

やはりそのあたりも真摯にもう一度、例えばつくばにおける産総研の位置づけないしは推

進母体として、これは一番大きな存在だと思うのです。それを活かすにはどうしたらいい

かということがある。

あともう１つは、先ほど出た地域のことです。これも評価委員の中でいろいろ意見は違

うと思うのですけれども、これから地方分権化とかいわれるときには、やはりこういう拠

点はある面では非常に重要だと思うのです。いろんな予算が地域の連携の中で、大学と、

公試とか、それもあるのですけれども、やはり産総研というのは非常に特許の扱いも含め

て地域が期待しているということだと思うのです。そうすると、例えばナノテクでも、関

西でもあるのですけれども、できないところはむしろつくばでもやれるという、産総研の

中のネットワークも使える。それでいて地域の核にもなる。まさにハブになると思います

から、最初言いましたオープンイノベーションのいろんなステージの中で具体的にこれか

ら秋に向けて検討していただければと思っています。

それからもう１点、ちょっと別なんですけれども、資料２－２の表記の仕方ですけれど

も、これは順番がこうなっているのかどうか知りませんけれども、一番最初に業務運営、

マネジメントがきているのですけれども、これを 110度ぐらい左回りに回していただいて、

科学技術、地質調査、そうなった方が見ばえがいいのではないか。一番最初に悪いのがぽ

っときて、重要なところが横にきているので、これはそういう標識であれば仕方ないので

すけれども、ちょっとそのあたりつけ足しでお願いしたいと思います。

○木村部会長 これも単純に並んでいる順番、国のデザインで立てた項目の順番に書いた

というだけです。それは工夫の仕方で幾らでもありますから。ありがとうございました。

○谷川委員 私も２、３点申し上げたいと思います。

先ほど室伏先生の方からありました６ページの産総研そのものの社会での活用というこ

とで、拠点として活用という、産学官の共通した拠点として活用するという点がありまし
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た。これは全く賛成なんですけれども、ちょっと拠点として活用するという言葉ですと、

やや受け身的な、場を提供するというふうに私はとらえたのですが、評価のところにもち

ょっと書かせていただいたのですが、私はむしろ産総研さん自身が大学、それから、企業、

その間の橋渡しをするという引き算のような存在でなくて、むしろリーダーシップをとっ

て、国家的な大きなテーマに基づく研究課題を立てて、それを大学も、企業も巻き込んで

リーダーシップをとってやっていただきたいなと思っております。

大学というところは、ボトムアップの研究はできますけれども、これが必要だからやれ

ということを研究者に命令してできるところではありませんし、企業はもともと国家的な

目標に基づく研究というのはやらないところですから、そういった極めて重要なテーマを

トップダウンの研究を掲げて、それを産官学を束ねてやれるのは、私は産総研だと思うの

です。橋渡しというようなやや無性格な存在ではなくて、むしろリーダーとしてやってい

だたきたいなという点が１点でございます。

それから、同様のことなんですけれども、私は大学におりますので、大学の研究を見て

おりますと、大分変わってきたとはいいながら、分野融合的な研究というのはなかなかま

だまだ端緒についたばかりです。工学と医学、医工連携とか、いろんな言葉が飛び交って

おりますけれども、実質的にそれを実現して、社会で必要なテーマに対してソリューショ

ンを提供するような研究を分野横断的に束ねてやるということはなかなか難しゅうござい

ます。私がおります産学連携の組織というのは、そういうことをやるためのコーディネー

ター的な役割でやっているわけですが、産総研さんの研究自身も、私は詳細は知りません

けれども、各研究ユニット、各研究分野、研究センターそのものがひょっとしたらタコツ

ボ的な大学と同じような部局、独立的な研究になっているかもしれないというちょっと危

惧を持っておりまして、今回の業務見直しの中に特に触れられてはおりませんけれども、

それを書く必要はあるとは思いませんが、意識として社会のニーズに応じた研究を、研究

センターの横断的にやっていくような、そういう仕組みが必要でないかと思っております。

そういうことをお考えになってやっていただければと思っております。

それから、地域センターのことは、私はどちらかというと批判的な方だったのですが、

もちろん今の地域センターが大きく役割を変えていくということであれば、それは１つの

政策だと思って、それは是とするわけですが、私自身の１つのアイデアといいますか、提

案といたしましては、今、大学は、先ほど来、申し上げておりますように、基礎研究中心

で、徐々に産学連携ということで応用、開発ということについてどう考えるかということ
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に注力し始めておりますが、いろんな基礎研究をやっても、それをいきなり企業に渡すと

いうのは大変難しゅうございます。途中過程で実用化をどういうふうにするかということ

での研究センターなり研究組織があれば、極めて大学の研究も世に出やすくなるのではな

いかということを大学の中で議論していることがあります。

実用化センターといいますか、そういったような機能を地域の産総研のセンターが担っ

ていただけるような、そういうファンクションを持っていただけると、１つの生き方かな

と思っております。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。どうぞ。

○赤池委員 僕も最後に１つだけ。

６ページに書いてある。やはり産総研の研究戦略の策定というのがやはりすべてだと思

っています。そこでちょっと個人的にこの表現がこくんと落ちないのは、産業界の声を踏

まえた、ＮＥＤＯさんだったらいいと思うのですけれども、僕はＡＩＳＴさんの場合は、

やはり産業界のサステイナブルな社会みたいなことに向けた、やはり産業界の構造転換み

たいなものを例えば誘導していくような研究戦略とか、あるいは単なる今の社会的課題と

いうよりも、もっと次世代的な課題みたいなものに対応したやはり研究戦略をちゃんと立

てていく。なかなか民間企業は乗ってこないけれども、やはり推奨社会テクノロジーみた

いなことのある種の方向感を持っていくとか、あるいはもう中長期の戦略化の中で、もっ

とバイオデバイスみたいな有機構造社会に向けた研究開発みたいなことにやはり力を入れ

ていくとか、なんかそういう次世代的戦略感がにおうような表現をぜひ質の方も含めて考

えていただきたいなと思っています。

それと先ほど来、地域センターのお話が出てきていますけれども、僕は地域をどうする

かということよりも、やはり今は産業界でメガファーム型の産業モデルとか、ビジネスモ

デルが壊れちゃっているというのは、うちのお客様の大手のメーカーさんのトップの方と

話すと、みんなそういうお話が出てくるわけですね。そうなってくると、いわゆるこれま

でやってきた選択と集中型ではない、やはりスモールサイエンスの着目みたいなことも１

つこれは日本の科学技術戦略としてきちんと考えるべきではないか。僕はそういうロジッ

クの中で、戦略的に地域開発センターを地方大学とのすみ分けでどういうふうに使ってい

くのかとか、ぜひそれのある種のフロントランナーモデルみたいなものをぜひ構築してい

ただきたいなと思っています。
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最後はオープンイノベーション、非常に重要だと思います。僕自身もオープンイノベー

ションビジネスに関わっているのですけれども、意外に足元に目を向けてないケースが多

くて、いわゆる大学でも、民間企業でも、自社のカンパニー間のオープンイノベーション

みたいなことが全然できてないというのがいろんなところを見てきた実感でして、やはり

アイストランの中で、まずは各研究者間のオープンイノベーションみたいなことをやはり

円滑に進めるシステムみたいなことについて、たえざる検討とか、実験みたいなことをぜ

ひ御検討いただければと思います。

○木村部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御意見が出ましたので、特にそれを入れて修正するという、もち

ろん修正していただくのですけれども、最終的には、先ほど申し上げましたように、11 月

にもう一度御検討いただくということでございますので、事務局の方で整理していただき

たいと思うのですが、私もちょっとさっき室長の説明を伺いながら文面を追っていくと、

何か橋渡し研究というのがやたらに出てくるのですね。今までに比べるとなんかちょっと

一歩引いたのかなという、今まではかなり吉川先生の性格もあったのでしょうけれども、

相当強烈に本格研究ということを打ち出しておられたのに、なんかあれっ、片一方大学が

やる基礎研究と、民間がやる企業化する研究との間を、それだけなのかなというちょっと

弱まったような気がしますので、多分谷川先生がおっしゃったのはそういうことだと思い

ますので、私もその辺はもっともっと強く、要するにリーダーとして君臨するぐらいのこ

とを書いていただいてもよろしいのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと

存じます。

それでは、特に理事長、きょうはよろしいですね、まだ当初案ということでございます

から、今の段階で御意見をいただかなくても、今度 11 月には時間をたくさんとって、も

しあればどうぞ。

○野間口理事長 20 年度の評価のときに部会長の方から御指摘いただきました項目、それ

から、ただいま経済産業省の方から当初案ということで示していただきました内容、それ

から、それに対して室伏委員をはじめとして４人の委員の先生方からいただきました意見、

大変オーバーラップしているといいますか、既に 20 年の段階からいろいろ御指摘いただ

いたことを踏まえて、将来に向けて検討しなければいかんなという思いで聞かさせていた

だきました。

少しこの経済産業省の資料をめくりながら見させていただきますと、４ページあたりに
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市場原理だけでは十分な研究投資ができないというようなのがございます。こういったも

のにここ半年、１年の経済現象、世界の現象を見ますと、まさにこういうときだからこそ、

官の研究所の役割、重要だなと思っておりまして、こういった状況下では、先ほど部会長

の木村先生がおっしゃったように、橋渡し研究だけでなくて、橋渡し研究をサステイナブ

ルにやるためにも、基礎まで立ち返ったしっかりした取組が必要だなと私自身も思ってお

ります。

こちらに来ましてからいろいろ大学、産業界、あいさつ回り等行きますと、産業界でも、

やはり 10 年、20 年耐えうるような基礎的な取組、これもしっかりとやってほしい。そう

いう先導役を、産業というのを忘れずに基礎にチャレンジしてほしいという声が非常に大

きいということでございまして、そこのところは忘れずにしっかり取り組んでいこうと思

っております。

それから、４ページ目のところで、下の方に地域センターのことについても触れており

ますが、先ほど室伏委員とか赤池委員等御指摘がありましたように、私自身実は関西セン

ターと中国センターをこれまでに見に行きまして、今月は中部と、東北と四国、来月にな

りましたら北海道と予定しておりますが、地域の中小企業さん、中堅企業さんとの連携が

非常にとれておりまして、首都圏以上に地域産業に頼りにされている面がございます。た

だし、全部各センターが同じように機材をそろえて先導役をやるというのはむだがあると

いうことで、各地域センターは、世界に通用するようなＲ＆Ｄも１つか２つ抱えながら、

産総研全体の地域の窓口として対応しましょうという取組をやっておりまして、公設試等

との連携、非常にこれはとれているなと私は評価をしておりまして、これをいかに活かし

て地域間格差、各地域の産業クラスター、知的クラスターのコアとして頑張っていくかと

いうことを考えることがいいのではないかなと思っております。

選択と集中でいろいろ改善すべきことは多々あるかと思いますが、まずはそういった点

で、経済産業省の方から御指摘のあるような考えでしっかりと見てみる必要があるのかな

という思いでございます。

それから、６ページでございますが、ここで経済産業省から４項目あげてございます。

実は私、産業界にいるころ、大学とか官の研究所に一番期待するのは何かというときに、

やはり世界の人が一目置くような先導的、先進的な、あるいは深いといいますか、そうい

った成果を、論文でもいいし、知財でもいい。そういうのを生み出してほしい。そういう

ことをいつも言っておりましたけれども、そういった成果をまずみずからの力、あるいは
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大学の力等も呼び込んで生み出す。それも得意の橋渡し研究、本格研究で産業界へ向かう、

チャレンジをするということではないかと思っておりまして、そういう視点でこの１、２、

３に示されたことを具体的に、これはちょうど産総研ビジョン検討をやっておりまして、

第三期に向けて今、一生懸命半年ぐらい前から若手も入って検討しております方向ともベ

クトルが合いますので、しっかりと考えていきたいと思います。

それから、３番目に見える化という言葉がございますが、これは産総研のやっているこ

とをもっとよく見えるようにして、外部から産業界、大学等からもっともっと活用しても

らえるようにというねらいでこういうふうに表現しておるわけですが、松重先生とか、谷

川先生、赤池先生からも御指摘がありまして、見える化というのは、これは本当の意味で

自分がやっていることの課題が何かということを見える化する。これが本来の見える化で

ございまして、Ｒ＆Ｄの課題の意味は何ぞや、それを一歩進めて産業へもっていくために

はどんな課題があるのだ。そういうことを見える化して、見える化したら、それへの解決

策が具体的に考えるであろうということが、いろいろ世間で見える化という言葉が提案さ

れるときの本来の言葉だと思っておりますので、産総研の場合は、この２つの意味がある。

産総研のアクティビティーがよく見えるようにしますというのと、重要な課題についての

課題を分析して、いろいろその課題の中でハードルが高い課題は何だというのをはっきり

見える化して、そこに集中的に取り組んでいこうというようなことで考えて、各研究ユニ

ットの活性化を図っていきたいと思っております。

それから、室伏先生からありましたけれども、11 ページでシルバー人材のことがありま

したけれども、産総研はイノベーションスクール等でポスドクとイノベート人材の社会的

有効活用、表現は適切かどうかわかりませんけれども、活用に貢献しようということで取

り組んでおりますが、イノベーションの時代になりますと、少子高齢化の時代になりまし

て、ワークスタイルが変わってきたなという気がしております。知財をはじめ、イノベー

ション関係の人材は少々年を取っても大いに社会の中で働いて活躍していただけるという

ような可能性があると思っておりまして、そういった場としても産総研は大いに有効では

ないか。そういう知的シルバー人材がのびのびと活用できるというようなことの一助にも

なるような取組ができたらと思っております。

それから、外部資金の話がございました。これは先ほどの随意契約にも関係するのです

が、独立行政法人、あるいは国の官の公的な存在としての資金の使い方、いろいろ課題が

あるなと私も産業界から来て感じておりまして、これは産総研だけでは解決できません。
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木村先生がいろんな場で随意契約の問題点を指摘しているのだというお話がございました

けれども、私もそれを先生にならって大いにいろんな場で意見を発信していきたいし、そ

れから、運営交付金等の問題につきましては、室伏先生、文科省の審議会等でいろいろ御

指摘されておりますが、私も全くそのとおりだと思っていまして、国の資金をより有効に、

しかも有意義に使うようなことを、これは産総研という枠を越えていろいろ意見を発信し

ていきたいと思っております。そういった面でも御指導、御活躍のほどをお願いしたいと

思います。

今回、きょう、いただきました御意見をもとに、また当初案ですので、練り直して経済

産業省さんのいろいろの御指導を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

○木村部会長 ありがとうございました。

それでは、出た御意見を事務局で勘案していただいて、きょう、お示ししたのは当初案

でございますので、最終案に向けて備えていただきたいと思います。

それでは、以上で本日、準備しました議事すべてこなしたと思います。

（４）その他

○木村部会長 その他として何かありますか。

○一ノ瀬産総研室長 １つだけ、本日の議事録でございますけれども、一応公開するルー

ルになっておりますので、先に委員の先生方に案をお送りさせていただきたいと思います。

それで御確認いただいたあとに、当省のホームページに載せるといった手はずになると思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○木村部会長 それでは、きょうは大変長い時間にわたってありがとうございました。

また、次は 11 月ですか、この最終案の検討、それまではありませんね。そういうこと

で 11 月にまたお願いいたしますので、よろしくお願いします。

本日はどうもありがとうございました。

閉 会


