
日時 平成２１年１２月１７日（木）

場所 経済産業省 別館１０階 １０１４共用会議室

出席者 木村部会長、赤池委員、谷川委員、手柴委員、室伏委員

議題

（１）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

の見直しについて（案）

（２）独立行政法人産業技術総合研究所の役員給与規程の改正について

（３）その他

開 会

○木村部会長 それでは、時間になりましたので、ただいまから第21回産総研部会を開

催させていただきます。

議事に入ります前に西本審議官から、政治の体制が変わりましていろいろなことが起き

ておりますので、その辺のことを踏まえてごあいさつを兼ねて少し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。

○西本審議官 ご紹介いただきました、産業技術環境局の産業技術と環境を担当してお

ります西本でございます。よろしくお願いいたします。

本日は木村部会長を初め、評価委員の先生方、大変お忙しいところをお集まりいただき

まして、ありがとうございます。日ごろ私どもの政策に対していろいろな観点からご指摘

いただきまして、本当にありがたく思っております。

前回、７月３日でしたが、私どもより最初に見直し案を提示して、それを審議いただき

まして、そのときに幾つかサゼスチョンがございました。それを踏まえて９月９日に、私

が総務省の独法評価委員会に出向きまして、先生方にいただきました評価を踏まえて説明

をしてまいりました。また総務省の独法評価委員会から幾つかの指摘が出されて、12月９

日、総務省の独法評価委員会から勧告の方向性といいますか、このように見直してはどう

ですかというサゼスチョンをいただきました。この後、ご紹介いたしますけれども、それ

らを踏まえて見直し案を改定いたしました。それを本日ご審議いただこうということでご

ざいますので、ぜひよろしくお願いします。

それで木村部会長からご紹介いただきましたけれども、前回、７月３日にお集まりいた



だいた以降、政権交代等もあって、産総研の運営にかかわる部分もいろいろな動きがござ

いましたので若干ご紹介いたしますが、まず21年度の一次補正。私ども産総研は、さきの

産構審の提言にもございますように、オープンイノベーションの核となる拠点をきちっと

つくっていきましょうという議論がございました。21年度の一次補正で 360億ぐらいとれ

たのですけれども、一次補正そのものを見直すということになりまして、補正額全体では

２兆 7,000億円と、大きく削られたわけです。その中で私どもの拠点の関係も幾らか削減

をされましたけれども、当初産総研で構想しておりましたいろいろな拠点の部分について

は、きちっと執行できるような額は確保できているかなと思います。

あわせて22年度の予算要求につきましても、概算要求も新たに見直して新規概算要求と

いうことになったわけですけれども、特に今の政権の中でグリーンイノベーション、すな

わち環境を通じて成長をもたらすということで、グリーンイノベーションをかなり大きく

くくったような政策が表明されておりまして、この中で私どもはそれに合わせて、いろい

ろな研究開発をグリーンイノベーションにシフトさせたような予算に組み直して、新規概

算要求を10月15日に出したところでございます。この中でも、やはり産総研が大きな役割

を担っているのかなというように私どもは思っています。

それから、行政刷新会議の中でも、独法は幾つか事業仕分けの俎上にのせられたわけで

す。私も産総研の部分につきまして、あの場に出ていきましていろいろご指摘をいただき

ましたけれども、その中で最後の結論は、見直しを行うという提言がされております。人

件費とか、間接部門とか、事務部門の費用がやや多過ぎるのではないかというようなご指

摘があり、そういうものを含めて最後の結論は見直しを行ってくださいということでした。

今回の見直し案の改定には、そういったものを全部考慮して改定してまいりましたので、

そういう案になっておるというように私どもは自負しておりますけれども、きょうこの場

でご審議いただきたいと思っておるところでございます。ご審議のほど、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、具体的な審議に入ります前に配付資料の確認をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 では、事務局から資料の確認をさせていただきます。議事次第の

紙が載ってございますが、外していただきまして本資料で資料１―１というものがござい

ます。Ａ３の大きな紙を畳んだもので、これが見直し案の最終的な概要を鳥瞰図的につく

ったものです。それから、資料１―２というものは文書本体でございます。かなり大部で



膨らみまして、18ページほどのボリュームになってございます。資料２も議題の１つにあ

りますけれども、役員給与規程の改正についてという資料でございます。これが本資料で

ございまして、さらに参考資料をつけてございます。

参考資料１は見直し当初案、総務省に対し説明を行ったものであり、産総研部会、それ

から親委員会のご意見を踏まえて当初案としてまとめた上で、総務省に渡ったものでござ

います。参考資料２は、参考資料１の当初案をみて総務省が我々に送ってきた勧告の方向

性であり、彼らのアドバイス、注記する点ということでございます。参考資料３は、独立

行政法人の事務・事業の見直し結果（概要）というものでございます。これは横置きＡ４

の紙でございますけれども、要するに勧告の方向性として総務省が概要をまとめたもので

ございます。今回、見直し案をつくっているところが産総研のほかにもございまして、全

７法人に対して出されたものでございます。参考資料４は、二次評価結果（概要）という

ものでございます。これは本日の議題に直接関係するものではございませんけれども、こ

れまでに年度の業務評価を審議いただきました。その結果、産総研についてはＡという評

価で総務省に出ていってございます。それ自体は変わりませんけれども、その評価に対し

て総務省からも少し指摘を追加して、公表しているものでございます。これは参考までに

ということになります。参考資料５は本日いろいろ審議いただく根拠になっているもので

ございまして、独法の通則法の抜粋文でございます。参考資料６は、評価委員会の運営規

程。参考資料７は、政独委で出している勧告の取り組みの方針ということであり、つまり

勧告の方向性を出すことができる根拠になっているものでございます。参考資料８は、独

立行政法人の契約状況の点検・見直しについて、最近になり、契約についてきちんと見直

しを行うよう閣議決定がなされましたが、この本体でございます。こういう流れも、また

本日の見直し案に取り込んでいるということでございます。

資料は以上でございます。落丁、足りない資料がございましたら、お知らせ絵いただけ

ればと思いますが、よろしいでしょうか。

さらに、資料１の本体を赤字で訂正したものもお手元に置いてあると思います。これは

あくまで委員の先生方のご参考にということでございますが、赤字部分が変わった点であ

るととらえていただければ結構でございます。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。資料はよろしゅうございますか。

それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。本日は議事次第にござ



いますように、主な議題が２つあります。１つは審議官からご紹介がございましたように、

産総研の組織・業務全般の見直しでございます。２つ目が、役員給与規程の改正でござい

ます。よろしくお願いいたします。

早速でございますが、議題１「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・業務全般の見直しについて（案）」、事務局で準備した案について説明をし

て頂いた上で、ご意見を賜りたいと思います。

それでは、一ノ瀬室長、よろしくお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 それでは、早速ご説明いたします。資料について申し上げますと

資料１―１、それから１―２ということになります。

審議官からのごあいさつにもありましたとおり、総務省からの勧告の方向性を踏まえて、

基本的にはすべて取り込むというのが常套手段でございますけれども、その指摘をどこに

入れていくのが適当かということをいろいろ考えて、以前の見直し当初案の中に織り込ん

でございます。さらにごあいさつの中にもありましたけれども、最近の事業仕分けとか、

行政刷新会議の動きとか、それから契約の点検のための委員会を作ることをご紹介しまし

た。こういった動きもありまして指摘は適宜、現時点で最新のものを取り込んでおくべき

ということを考えてございます。こういった点も含めて、今回つくり直しました。 もう

１つご説明すると、産業技術を巡る環境について、最近は環境対策の重要性が強くうたわ

れている。それから国民生活のための研究開発といいますか、健康長寿といったテーマが

強く現政権から挙げられてございますので、そういったことを見直し案の前提にある現状

認識のところに、できるだけ幅広く取り込んで新しいものにするということを考えました。

以上の３点を主に取り込みまして、新しい見直しについて、つまり最終案というものでご

ざいますけれども、これをつくり上げたということでございます。

本体に入ります前に、参考資料２を少し引用してご説明します。要するに、総務省が勧

告の方向性というものを送ってきましたが、主にどういったことをいってきたかというこ

とを簡単に、先にご説明します。参考資料２自体、両面８ページにわたるものでございま

すけれども、第１から第８までの大きな柱を掲げて、総務省から指摘を受けているもので

ございます。この中に書いてあるものは、実をいいますと以前見直し当初案で我々がうた

っておりましたことと、それほど違うものではございません。もともと考えられていた方

向性が、逆にいうと間違っていなかったかなという思いもありますけれども、さらにもう

少し踏み込んでみたらどうかというような点が幾つか書かれてございます。



簡単にご説明します。１ページの第１、まず事務及び事業の見直しというところで、研

究開発の一層の重点化ということがあります。前提のところは産総研が取り組んできたこ

とが書いてございますけれども、下から５行目ぐらいから、今後の研究開発の推進に当た

っては実用化・製品化の姿を見据えてやる。さらに、さらなる選択と集中を図り、重点化

を図っていくということが書いてございます。次のページにかかりますけれども、そのと

きには具体的、かつ定量的に取り組みを明示していくということが書いてあります。

２、他の機関等との連携の強化には、３行目ぐらいにありますが、異なる研究分野や領

域を融合した取り組みの充実などが重要だという前提から、ほかの組織も含めた共同研究

を推奨する言葉が書いてございます。海外を含めた大学、他の研究機関や民間企業等の人

材、知見・ノウハウ等をより積極的に活用したらどうかということが書いてあります。さ

らにその下には省庁間の壁を越えること、ほかに存在する多数の研究開発独立行政法人の

ことも触れてございます。この方向自体は、そのままの取り組みということで考えてござ

います。

第２の柱ですけれども、外部資金の獲得についてコメントされてございます。一番下に

外部資金の獲得に関して次の措置を講ずるものとして (1)から (3)まで、３ページに入り

ますけれども掲げてあります。

(1)においては運営費交付金を充当してやるものと、外部資金の積極的な導入を図って

実施するものと、明確にきちんと整理して位置づけてくださいということです。外部資金

をとること自体、悪いことではないということだと思いますけれども、そういう整理をき

ちんとしてやるべきだということ。それから外部資金の獲得については、研究者がインセ

ンティブをもてるような方策を策定してはどうかということです。産学官の連携の一層の

強化、それから外国企業を含む民間企業からの研究資金の獲得に努めるものとするという

視点でございます。

(2)については優先度をきちんと考えていくということで、留意することとして２つが

挙げられてございます。プロジェクト等との関係・位置づけを明確にすること。きちんと

産総研のミッションに照らして優先度とか、重点的に取り組むべきものとか、そういった

ものを位置づけておくこと。それから特定の研究者に過度に資金が集中することのないよ

うに、また、ほかの研究の進捗に悪影響がないように、研究者のエフォートも管理しなが

らやってはどうかという視点です。

(3)、外部資金による研究開発の有効性を定期的に検証していくべきではないかという



ことが書いてございます。

次に、第３の柱でございます。人材の確保・育成のための取り組みの強化について、基

本的には充実すべきということが書いてあるのですけれども、具体的には４ページに行っ

て次の措置を講じたらどうかということで、中・長期的な人材の確保・育成のための人事

戦略を策定してはどうかと書いてございます。外部の人材の活用などを挙げながら、計画

的な人材の確保・育成に取り組んではどうかということ。そして、それに応じた人事シス

テム、研究者の評価システム、キャリアパスの見直しなども行うということが書かれてご

ざいます。

さらに２のところでは具体的な事業に触れているのですけれども、今行っている産総研

イノベーションスクール、それから専門技術者育成事業については、今の事業の有効性を

きちんと検証し、存続の要否も含めた見直しを、次の期間中に考えてはどうかということ

をいわれてございます。

４番目は、地域センターに係ることでございます。前半は産総研の各センターが各地の

研究開発の推進などできちんと窓口として役割を担っている、連携機能を果たしていると

いうことを理解してもらった上で、５ページに続きますが、これまでの取り組みの成果に

ついては４つの点を挙げ、そうした視点から厳格な検証を行っていってはどうかというこ

とを書いてございます。それから各地域センターが一様に同一の機能を担うことを前提と

しないで、所在する地域の特性に応じて機能についても大胆な見直しを行ってはどうか、

また地域センターの役割を再検討してはどうかということが、次期中期目標期間の間の課

題として書かれてございます。

４つの視点というのは①から④の中にございますけれども、まず地域のニーズ・特性に

応じた研究開発、地場産業への技術移転、成果普及が明確にロードマップの下にできてい

るか、またきちんと地場産業の振興、新産業の創出に寄与・貢献しているかという点です。

２番目はオープンイノベーションの推進、連携で顕著な成果をおさめているかどうかとい

うこと。３番目は、各地域センターが有するリソースが、地域の研究開発ニーズに的確に

対応したものになっているかということでございます。４番目には、引き続き現在の所在

地にあっていいものかどうか、それが効率的なのかどうかというのも、きちんとみていっ

てくださいということが書いてございます。追加的に６ページにわたりますけれども、い

ろいろな施設について経費の節減にもきちんと配慮して、無駄なく必要な研究スペースを

確保するということ、またそれから終わったものについては廃止、処分するようなことも



考えていくべきという指摘がされています。

６ページにありますけれども、５番目の柱、ベンチャー開発センターの見直しについて

は、今組織としてベンチャー開発センターを設けておりますけれども、これまでの成果、

問題点等については厳格に検証し、それから存続の要否も含めた見直しを行うようにと書

かれてあります。

６番目の柱は研究ユニット評価の充実についてですが、現在は評価委員が個々のユニッ

トの評価を行っています。これが年１回の開催となっていますが、例えば評価者と研究者

との意見交換の機会を増大するなどといったことを含めて、評価のあり方について考えて

みてはどうかということが書かれてございます。

７番目は知的財産の一層の活用ということで、大前提として産総研はトップクラスの地

位をきちんと維持していることは理解してもらった上で、さらに特許の出願件数とか、所

有件数、知財の活用の数値を一層高めることが期待されている中で、より具体的、かつ定

量的な目標を示して頑張ってほしいということがうたわれてございます。

第８の柱は全般的なことになるのですけれども、３つのことを書いてございます。１番

目は、効率化目標の設定をすること。具体的には一般管理費、それから事業費に係る効率

化目標については具体的な目標を設定すること。２番目は給与水準の適正化等。これまで

も人件費の削減というのはやってきておりますけれども、引き続き着実に取り組みを進め

なさいということを書いてございます。３番目に、少し新しい話ですが、契約の点検・見

直しであり、これまでも取り組みはきちんとやってきましたけれども、さらに11月17日の

閣議決定で、独法はそれぞれ点検・見直しを行うことをすることとなり、具体的には各大

臣が各独法について検証をする委員会をつくることになってございまして、産総研につい

ても設置されてございます。こういった組織を利用して随意契約の見直しを始め、徹底的

な改善を考えていきなさいということが書いてございます。

以上、勧告の方向性についてのご説明でございました。この勧告の方向性が１つの柱で

ございますけれども、これを踏まえて資料を改定したということでございます。

それでは、資料１―２、本体に沿ってご説明いたしますけれども、修正をしたところが

わかる赤字の資料をおもちの方は、ごらんいただければ幸いでございます。中身について

は基本的に黒字で書いてあって、もともとのベースは以前ご説明した内容でございまして、

ここに新しく追加したものが赤字になってございます。

ただし、黒字の部分についても、実は９月９日、総務省に出したときのものでございま



して、以前、７月の産総研部会でいただきました意見、例えば地域センターの機能、役割

をもっと前向きに、地域でもイノベーションを生み出すような機能を出したらどうかとか、

産総研自体のビジョン、リーダーシップを発揮してほしいといった意見を前回の部会でい

ただきましたが、こういったものは、既に黒字のところに反映させてございます。さらに

いうと、この産総研部会の上にある親委員会でも幾つか指摘を受けてございます。部会と

似たような指摘が多かったのでございますけれども、きちんと研究開発をやること、技術

開発の位置づけ、国家戦略として重要だということを冒頭できちんとうたってはどうかと

か、それから産総研ならではのミッション、大学との役割と違う人材育成など、産総研の

ミッションをきちんとアピールしていってほしいというような比較的前向きな応援の意見

が多かったのですが、こういったものを入れてございます。それがベースとなっておりま

すので、この内容は既にご説明しておる部分でございますが、さらに赤字の部分で、新た

にどういう視点で追加したのかということをご説明したいと思います。

では、１ページから参りますけれども、冒頭、赤字で直っている部分は主に現政権が秋

口以降、予算の見直しでも掲げた視点でございまして、経済と環境の両立、それから国民

生活の向上に重点を置くべきといった視点でございます。特に日本は資源が少ないために、

世界の中で戦っていくためには産業技術力をもつこと、国際競争力を確保することが重要

だということで冒頭、少し述べてございます。

その中で研究開発、技術開発のテーマとして、我が国としては低炭素社会の実現に向け

た経済と環境の両立を目指すグリーンイノベーションの推進、それから健康長寿社会、安

全・安心な社会の構築といった国民生活の向上のための研究など、今の社会的な課題に取

り組むべきであること、しかも、きちんと出口を見据えて進めていくのが重要だというこ

とをうたってございます。これが、我が国が技術立国としてやっていくために必要なこと

であろうということを書いてございます。具体的に環境・エネルギー対策について、日米

間の取り組みも少し追加させていただきました。

さらに国内に目を向けて、企業間の格差や地域間の格差が発生しないように、地域の中

小企業の活動等にはきちんと配慮するということを書いてございます。ここが産業技術を

巡る最近の状況として、現政権が特に力を入れているものとして若干追加させていただい

た部分となります。

(2)以降、新たなイノベーションシステムの構築の必要性については以前にも入れてご

ざいました。ただし、オープンイノベーション、新しいイノベーションシステムというこ



との説明として、若干わかりやすく実用化を視野に入れた効率的な研究を進めるためには、

産学官の多様な人材を１ヵ所に結集する取り組み、また技術実証など、要するに、製品化

につながるようなことを入れるということでございます。さらに、国際標準化を図ること

が大変重要であるということを補足でつけさせていただいております。 (2)の最後のとこ

ろにも知財戦略、それから標準化戦略を含めて構築していくことが必要であるということ

を重ねて書いてございます。

それ以降、産業基盤の継続的な整備の必要性は同じでございます。人材育成についても

同じであり、コンクリートから人へという流れもございまして、人材への投資は重要視し

ていこうという点もございます。

２．以降はもともと書いてございましたけれども、産総研設置の目的、それから特徴を

書いてございます。基礎的研究の成果を製品化の研究につなぐために出口を見据えてやる

ということで、特徴をうたってございます。

４．これまでの産総研の取り組みとして、まず冒頭に非常に多数の研究所と統合して始

まっており、その結果、管理費の削減等も実績が上がっているということも冒頭に書いて、

今見直し、削減といわれている中で、きちんとアピールしていくことを少し追加しており

ます。それ以外、基本的には前回と同じでございますけれども、いろいろな貢献をしてい

くことを多々述べております。

そうした中で、５．産総研に今後どういう期待がされているかということを４ページか

ら書いてございます。以前は３つの柱で書いておったのですけれども、 (1)に書いてござ

いますとおり、今、社会的に取り組むべき課題についての貢献は、まず最初にうたってい

こうということですので、そういったことを４ページの下から書いてございます。

ただし、実をいいますと、この取り組みをやるということ自体は前回も書いてございま

して、こういった目的もきちんとやっていくと構成を変えて書きかえてございます。５ペ

ージの上では持続的発展可能な社会実現への貢献とか、産業競争力強化等への貢献を、重

要なミッションとして位置づけてやっていくようなことを少し添えてございます。

それから (2)の前ですけれども、製品化につなぐという産総研ならではのことを特に書

いて、グリーンイノベーション推進といったキーワードも添えてございます。

(2)新たなイノベーションシステムの構築ですが、これは以前にご説明したとおりでご

ざいます。基本的に継続してやっていくということでございます。特に新しくイノベーシ

ョンという言葉も今後、重要となってきますので、ますます産総研の取り組みをきちんと



位置づけるという方向でよいと思ってございます。

(3)新時代の産業基盤の整備、それから (4)イノベーティブな人材養成の推進も以前と

同じでございます。７ページまでが大前提。この後、８ページ以降の後半が見直しについ

ての主な内容になりますけれども、基本方針の部分に入るわけでございます。

Ⅱの基本方針の２つ目、大きなパラグラフの中程に書いてございますけれども、ことし

の11月に、行政刷新会議ワーキンググループにおいて事業仕分けが行われたことに触れて

ございます。産総研の運営費交付金が取り上げられたわけですけれども、見直しを行うと

の評価結果が出されるとともに、その際には組織・業務のあり方を抜本的に見直してほし

いという指摘が出されてございます。ここに中身まで詳しく書くわけではございませんが、

こういった指摘があるのをきちんと受けとめていることをアピールするということでござ

います。

その下に４つの主要事項として、次の９ページにわたる１から４までを１つの切り口と

して書いてございます。構成自体は変わりませんけれども、１つ目は産総研そのものの社

会での活用を行っていくこと。２つ目には、政策的・社会的課題対応型の戦略を策定する

こと。３つ目には成果、やっていることの「見える化」を進めていくこと。これで普及を

図るということでございます。さらに４つ目には絶えざる業務組織運営改革の実施を継続

することで、以上４つの主要事項を切り口として書いてございます。

４つ目の絶えざる業務組織運営改革の実施について、特に総務省の勧告の方向性とか、

最近の事業仕分け行政刷新会議の行っていること、求めてきているものが入ってございま

すので、少し追加をさせていただきました。内部の管理体制・管理コストの精査による業

務の費用対効果の向上を図るため、絶えざる業務組織運営改革を行うということでござい

ます。

それ以降、少し濃い目にハッチをかけている部分が勧告の方向性からの文言を張りつけ

たところでございます。きちんと書いておかないと、さらに勧告をされることになります

ので、これは織り込むということにしてございます。具体的には一般管理費、それから事

業費に係る効率化目標についてはきちんと具体的な目標設定をするとともに、これまでや

ってきた人件費の削減に関する取り組みを、引き続き着実に実施するということでござい

ます。

それからハッチのかかっていない部分で追記しておりますけれども、一般管理費、諸手

当、法定外福利費についても、国及び他の独法との比較において適正な水準であるかにつ



いて、検討を行っていくということを書いてございます。これは業務評価の二次評価で総

務省からいわれているものでございまして、こういったものも追加してございます。

さらに、それ以降は勧告の方向性にありましたけれども、給与水準について人件費に係

る取り組みを進めた結果、見込まれる水準、達成時期を設定しているところですが、引き

続き取り組みを進める中で検証の結果、取り組み状況を公表していくということを書いて

ございます。

この４つの主要な切り口から、以下、具体的に何をやるかということを追加しておりま

す。構成は同じでございますが、９ページのⅢ．業務の重点化のところからまた追加した

部分をご説明します。

業務の重点化というのは、先ほどの切り口でいうと戦略をつくって研究開発をやってい

くというものが、２．の切り口にありましたが、それに対応するものでございます。特に

民間企業のニーズ等を把握して、実用化・製品化後の姿を見据えて有望と見込まれる研究

開発にリソースをより重点的に投入する、さらなる選択と集中を図る、また実用化・製品

化という目標を明確に設定した研究開発への重点化を進めていく。これらが勧告の方向性

にございましたので、こういった部分も追加してございます。

それから10ページに入りますと、戦略目標達成のために他の機関と連携をする課題対応

型研究プロジェクトを設定するということです。これまでも取り組んできましたけれども、

さらに追加的に勧告の方向性に書かれてありましたので、そういったところを付記してご

ざいます。政策との関係とか、他との連携強化に実効的な措置・取り組みを明らかにして、

具体的かつ定量的な技術目標とともに提示する、またそれから産総研みずからのリソース、

知見・ノウハウでは直ちに対応できない分野・技術等については、自前主義にとらわれる

ことなく共同研究を推奨していくということで、海外を含めた大学、他の研究機関、民間

企業も積極的に活用していくことを勧告の方向性に基づき追記してございます。

その下の戦略目標の策定、国家プロジェクトの提示、それから戦略自体の策定に当たっ

ては、イノベーション推進担当部署等を含めて総合的なこと、実効力を確実なものとして

いくことを以前書いておったのですけれども、さらに省庁間の壁も越えてやるべきという

指摘がございましたので、そこを新しく追加してございます。実用化・製品化の取り組み

における中核的な結節点として、機能を発揮していくということ、ほかの独立行政法人と

の連携などにも広げて取り組んではどうかということを、勧告の方向性に基づいて追記し

てございます。



次のページにわたりますけれども、ベンチャー開発センターの記述がございましたので、

ここに書いてございます。書いてあることは勧告の方向性と同じなのですけれども、これ

までの成果、問題点等についてはきちんと検証して、見直しを行うものとするということ

を追記してございます。

それから11ページの後半、Ⅳ．効率的・効果的な業務組織運営についてでございますけ

れども、先ほど４つの切り口を申し上げましたが、いかに具体的に取り組んでいくかとい

うことで幾つか書いてございます。17ページまでわたりますけれども、11項目の具体的な

取り組みを書いてございます。この中に非常に多数、勧告の方向性の反映がされてござい

ます。

まず最初に、１．研究施設の効率的な整備と運営についてでございますけれども、先ほ

どの経費節減にも配慮するということ、それから無駄なく必要な研究スペース等を確保す

ること、終わった場合にはきちんと廃止、処分することを追記してございます。

２．地域における機能の重点化・効率化については、中の議論でも指摘を受けましたけ

れども、さらに勧告の方向性でも、より具体的に挙げられた部分を書いてございます。①

から④の観点を踏まえて地域センターの位置づけを考えていく、役割を検討するというこ

とを書いてございます。

13ページに、３、４、５と具体的な取り組みがありますけれども、こういった部分は特

に大きなものはありませんでしたが、最後に知財の活用について具体的、定量的な目標を

示すということを追加してございます。

６．については、引き続きマネジメントの体制や管理コストについても精査すること、

費用対効果を上げる取り組みを図るということを追記してございます。これは行政刷新会

議の指摘を踏まえて少し追記したものです。

７．優秀な人材の確保・育成については勧告の方向性でもきちんと書かれてございまし

たので、15ページの中程になりますけれども、「上記については」以降で書いてございま

す。もともと産総研の取り組みとして弁理士、税理士等の公的資格をもち実務経験を有す

る研究者のこととか、女性研究者、外国人研究者、シルバー人材の育成といったことも書

いていったのですけれども、さらにこういった取り組みをする上での観点として、勧告の

方向性を受けたものを追記してございます。中・長期的な人材の確保・育成のための人事

戦略の策定は、先ほど申し上げたようなことをそのまま取り込むこととしました。さらに

具体的な事業であります産総研イノベーションスクール、それから専門技術者育成事業に



関する有効性の検証や見直しも記載してございます。

16ページ、アウトソーシングの推進で挙げていたところに、契約の点検・見直しの実施

ということを追記いたしました。先ほどご説明しました点検の委員会を設置する話でござ

いますので、そういった中で具体的には検討していって、そこで出たことは中期の中でき

ちんとやっていくことになるのですけれども、市場化テストの導入可能性にあわせて随意

契約の見直し、計画に基づいて遂行していったものに加えた、例えば一者応札の検討、 1

00％落札率の割合の検討をやっていくことを書くことにいたしました。ハッチのついてい

る部分は、勧告の方向性にありましたとおり点検委員会のことを指しておるのですけれど

も、随意契約が本当に競争性を確保できているかという観点で、点検・検証を行うことを

追記しているわけでございます。

10．については評価の項目でございましたので、先ほど勧告の方向性でご説明しました

研究ユニットの評価のあり方についても、見直しを行うということを追記させていただき

ました。

17ページ、自己収入の増加という項目はもともと大きく立ててございました。施設をき

ちんと有効活用して、外部の利用者との関係といったものも整備し、外部資金の獲得に取

り組んでいくことを書いていたのですが、それに関係することとして指摘された部分、例

えば外部資金で行う事業ともともと交付金で行っている事業との位置づけを明確にするこ

とや、それからモチベーションを上げて外部資金が確保できるように進めていくことを、

17ページの中に書いてございます。

18ページにおいては２つの点、すなわちほかの研究との関係・位置づけを明確にしてお

くことと、特に研究者のエフォートなども配慮してやることに留意することを追加してご

ざいます。

少し長くなりましたけれども、以上の点が秋口に整えました当初案からの変更点という

ことで、追記したものでございます。

資料１―１、Ａ３の折り畳んだ資料も用意してございます。以上を鳥瞰図的に記述した

ものでございます。この表は夏につくってございましたけれども、特に変わっている点と

しては、産業技術を巡る最近の状況のところで、まず一番左端に環境対策や、国民生活向

上に重点を置いた研究開発を進めることを記載しております。

実は取り組むべき組織・業務の見直しとして下の後半に書いてある部分が、かなり膨ら

んでございます。外から指摘を受けたものについてはきちんと書書かざるを得ないもので



すから、そういったことを膨らませて書くことといたしました。

非常に長くなりましたけれども、以上で見直しの最終案についてのご説明とさせていた

だきます。

○木村部会長 ありがとうございました。お聞きいただきましたように、後半、９ペー

ジ以降のハッチをかけました部分については、先ほどの参考資料２に記述されております

総務省の指摘事項を、多少修文をして張りつけたものでございます。

全般を通して、いかがでございましょうか。特にご指摘いただくことがございましたら、

ご発言いただきたいと思います。何かございますか。――どうぞ、室伏委員。

○室伏委員 全体をきちんと読んでおりませんので、もしかしたら誤解があるかもしれ

ませんが、その場合はご容赦ください。

ちょっとしたことですが、１ページ目の第２パラグラフです。「このような状況下」か

ら７行目に、「我が国が技術立国として国際競争力を維持していくため」とあるのですが、

これは「科学技術立国」としたほうが産総研のミッションとしては適当かと思いますので、

そうしていただきたいと思います。

それから、２つ下のパラグラフです。そこに「企業間格差や地域間格差が発生しないよ

う」とあるのですが、これでは後ろ向きの言い方のような気がします。どのように修文し

たら良いか、難しいのですが、例えば「我が国の企業や地域がさらに活性化され、その活

力が向上する」といった言い方にされたほうが、前向きな姿勢が出ると思います。

それから、全体として、大変よくまとまったものだと思うのですけれども、例えば産総

研がこれまで大事にしていらした資料１―１の「業務の重点化」の下から２つ目の■、

「基礎的研究については10～20年先の産業変革を促す革新的・独創的研究課題に重点化」

というところがありますが、短期的にはすぐに製品化には結びつかないけれども、日本の

産業にイノベーションを起こすような可能性のある芽を育てるところが、ここに余り書き

込まれていないと思うのです。産総研のミッションとしては、目先の成功、成果も大事で

はあるけれども、わが国の科学技術の発展と国力の増進のために非常に役に立つ、そうい

う可能性のあるものを、多少時間やお金がかかっても育てていくということが重要ですの

で、そのことを書き込んでいただきたいと思います。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。

どうぞ、赤池委員。



○赤池委員 基本的に同じような意見ですが、今回、文言の追加で見直しのミッション

は非常にわかりやすく整理されているので、この案で承認したいと思っています。ただし、

ミッションは整理されていますが、産総研自体が今後どのように戦略的に進化していくの

か。その血肉の部分が、正直申し上げて伝わってこないのです。逆にいうと、その部分を

出していくような文言を検討すべきではないでしょうか。

例えばオープンイノベーションについていうと、一番のポイントは、省壁を越えた独法

研究機関とのオープンイノベーションだと思うのです。いかにして産総研はそのための結

節の核になるのか、どういうシステムを検討していくのかという記載が、もし今から検討

できるなら入れるべきではないか。例えば産総研と農業生物資源研究所とのオープンイノ

ベーションが起きてくると、グリーンイノベーションという言葉で片づけられるアグリバ

イオ研究は確実に高度化していくはずです。その中で来年のＣＯＰ10を踏まえ、遺伝子資

源へのアクセスと利益配分的な戦略にも触れ、今までの技術を生かして生命産業を高度化

していく方針などを打ち出すべきです。そういう文言、アグリバイオ的な言葉が全然入っ

ていないですよね。この時代状況の中でいかがなものかと思っています。

さらに従来と違う生命産業技術と産総研の技術がシナジーされてきたときに、国際標準

戦略とか知的財産戦略というのが多分すごく大きく変わってくるし、そのためには民間と

のさらなるオープンイノベーション的な連携が必要になってくるので、外部資金の導入、

獲得について、具体的にどういうインセンティブを検討しているのかといった記述もほし

い。もっと前向きな産総研が伝わってくるような、文言がもし現時点で追加できるようで

したら、ぜひご検討いただければと思います。

○木村部会長 大変ありがとうございました。

どうぞ、谷川委員。

○谷川委員 今回の案は総務省からの勧告を受けたものとして、それに対する対応とし

て書かれたものとしては大変よくできたもので、ほぼ良いと思うのですが、総務省からの

指摘だけに対応するのではなくて、もう少し主体的に産総研さんの意向が入ってもいいの

かなと思った点がございます。

それはもともと産総研さんの研究カテゴリー自体が、橋渡し研究といいますか、大学が

やる基礎研究でもない、企業がやる開発応用研究でもない。その間のところが確実にギャ

ップとしてあるので、そこをやる、というミッションなのですけれども、そういう産と学

の間をやるとなると、どうしても引き算の残りをやるようなイメージがずっとつきまとい



ます。今後、産総研というものが絶対必要だといっていくためには、積極的な意味で産総

研のやる分野、仕事が必要なのだという主体的な書き方が必要だと思うのです。橋渡しと

いう言葉はしようがないのですけれども、どうも主体的な言葉がみえないと思うのです。

私は大学におりますので常々思うのは、大学は産学連携ということで積極的にやろうと

していますけれども、大学のほうから産学連携をしようとしても、それを仕掛ける人が大

学の中にいないためになかなかできないのです。産のほうも、なかなかそういうことがい

えない。そうすると、特に産総研のような国の研究機関ができることというのは、前にも

申し上げましたけれども、産総研という存在がリーダーとなって産と学を積極的に引っ張

っていく。国家的な研究課題を設定して、産と学を引っ張っていくコンソーシアムの中核

になる。リーダーシップを発揮して、そういう研究コンソーシアムをつくり、かつ引っ張

っていく。そういうものが産総研さんの存在意義だと私は思っているのです。

それに近いことが、10ページのところに少し書かれています。「戦略目標の策定、国家

プロジェクトの提示」云々で書かれていますのでいいのかなと思ったのですが、もうちょ

っと言葉を足してでも、「リーダーシップをもって」とか、「みずから積極的に進める」と

いう主体的な言葉を入れていただかないと、大学もやっているし、それから産業界も研究

をやっているから、産総研は要らないのではないかという議論にもっていかれるような気

がするのです。ですから、主体的な、みずからこうやるというようなことを、ぜひワーデ

ィングを入れていただければなと思います。

それに「拠点として場を提供する」という言葉は幾つかあるのですが、極めて消極的な

印象があります。産総研さんは研究人材をもっているわけですし、また大学にはないマネ

ジメント人材、プロジェクトマネジメント人材もいます。それから産業界にない中立性も

あるわけですから、ぜひこのような表現をお願いしたいな、というのが１点です。

もう１つは、地域センターのことなのですけれども、今後の取り組みのところで書かれ

ておりますのは、ほぼ総務省の勧告どおりのことを述べているわけです。書かれていない

からいいといえばいいのですけれども、これは前に申し上げたのですが、地域には県の工

業試験所もあります。大学も地域の中堅・中小企業に対する技術相談、技術コンサルティ

ングを強化しています。明らかに産総研さんの地域センターとダブる機能をもつところが

たくさんあるのです。そういう存在を全く無視してここに書かれていることは、全部産総

研さんの中でどのように特徴を出していくかということだけなのです。そうすると、ほか

にも似たような機関があるから、もう地域センターは要らないのではないかという議論が



必ず出ると私は思うのです。総務省の勧告で書かれていないからいいというのではなくて、

この前の事業仕分けでは、「似たようなことをほかでやっているところがあれば、やめた

らいいのではないか」という議論が大変多うございました。であるとすれば産総研さんの

地域センターが「他の同種の機関と連携して」とか、そこは書き方をうまくして「役割分

担をしながら」とか、他の同種の機関とは違う機能を持つと言う、そういった観点が必要

なのではないかなと私は思いました。

もう１点、ちょっと忘れておりましたけれども、オープンイノベーションということで

他省庁の同種の機関と連携するのは極めていい試みといいますか、姿勢だと思うのです。

果たして産総研さんの中の各研究所が相互に連携してやっているかというのは――これは

前に申し上げたのですけれども、やや疑問で、国家的課題をもとに研究するときは、当然

のことながら各細かな科学とか、化学とか、機械とか、そういう小さなカテゴリーでない

はずなので、市場から出てくるニーズを大きくとらえて、それに対して産総研自体が各研

究所を横断的にまとめて対応する姿勢がなければいけないと思うのです。

ですから、他の機関とオープンイノベーションをやるというのは大変重要なことですけ

れども、その前に、まず産総研さんの中で研究所の横のオープンイノベーションをぜひや

っていただきたいと思います。そういうことを書いたほうがいいのかどうかというのは、

みずからやっていないようなことを出すとまずいということであれば書く必要はないとも

思いますが、そういう意識が必要だと私は思っております。

○木村部会長 ありがとうございます。

では、手柴委員。

○手柴委員 先生方からいわれて改めてつけ加えることもないのですが、特に室伏先生

がいわれたように、私もこの前の事業仕分けで産総研やＮＥＤＯ、あるいは他も聞いてい

まして、科学技術創造立国はどこにいったのかというような、首相は炭酸ガス削減とか、

日本には科学技術があるということをおっしゃるのですが、なかなかそれがみえてこなか

ったと思います。

一方で、この中で冒頭に「資源小国」という言葉が入ってくると、やはり科学技術創造

立国ということが、「資源小国」に資するのだというのが産総研の中で強い意思としてあ

ればいいのかなと思っています。特に産総研の特徴に計量とか標準というところ、まさに

基盤をつくって幅広く産業に資するところがありますので、そういう特徴が、もう少し冒

頭のほうで出るような表現があればいいかなと思いました。



それから、まさに室伏先生のご指摘で「企業間格差や地域間格差が発生しないよう地域

の……」、ここは私も全く同意見で、何をいっているのかよくわからなかったところです。

以上です。

○木村部会長 ありがとうございました。一通り伺いましたが、大体委員の皆様のご意

見は共通しているかと思います。

総務省の資料、並びに参考資料２いずれにも、産総研のミッションについては詳しく記

述されています。確かに中期目標期間終了時における見直しですから余りミッションにつ

いては、それほど振りかぶって構える必要はないのかもしれませんが、やはりミッション

はミッションとして重要でありますので、総務省も、ミッション、ミッションといってい

るのだと思います。ということで、Ⅰ．「産業技術総合研究所の現状に関する基本認識」

のところで、いきなり「産業技術を巡る最近の状況」というのが来ていますが、そこのと

ころに産総研のミッションを加えてはどうでしょうか。

そうしますと、赤池委員の表現が一番いいと思いますが、血肉の部分ですね。それをま

ず最初に書いて、その後、「産業技術を巡る最近の状況」に引っ張っていくということで、

どうでしょうか。そういうことで、修文してみます。修文したものを委員の先生方にもう

一度お回しして、それでまたご議論をいただくことでどうでしょうか。

理事長、それでよろしゅうございますか。後で理事長のコメントをいただきたいと思い

ますが、一ノ瀬さん、コメントありますか。

○一ノ瀬産総研室長 大変貴重な意見をありがとうございます。ぜひできるだけ取り込

んでやりたいと思います。

１つだけ申し上げますと、来週の21日、月曜日にすぐに親委員会がございますので、修

正を御了解いただくやり方を考える必要があります。

○木村部会長 そこまで委員の先生方にお諮りすることはできないかもしれませんが、

お任せいただくということでよろしゅうございましょうか。

私も総務省の資料の、３ページの「人材の確保・育成のための取り組みの強化」のとこ

ろに、産総研は特許の出願件数、特許の所有件数でトップクラスの地位を占めているとあ

りますので、そういうことで評価をされているのでこうなったのかなと思ったのですが、

その次のページをみると、「産総研がその人材リソースに縛られず、社会経済情勢や新産

業創出の動向を踏まえ、ニーズに即応して産総研のミッションに照らして最もふさわしい

研究開発を実施するとともに」と書いてあります。これは非常に大切なことなので、こう



いうところを生かしてミッションをきちんと書くということにしたいと思いますが、よろ

しゅうございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、そういうことで修文をさせていただきます。確かに、最近の政治状況に対し

て極めて敏感になっているという印象を受けますが、ある程度やむを得ないのかなとも思

います。

それから地域センターのことは、以前から谷川委員が何度もコメントされていますので、

その辺のところも少し入れることができればと思います。

いずれにしても、お任せいただくということでよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。

それでは、野間口理事長、何かご発言がございましたらお願いします。

○野間口理事長 委員の先生方、本当に貴重なご意見をありがとうございました。

今、木村先生からありましたけれども、四囲の状況を気にし過ぎて、少々しり込みし過

ぎているのではないかなという気がしないでもありません。

室伏先生のご指摘にありましたように、表面だけではなくて本質的なところでもっとし

っかりと見直してみろというご指摘、そのとおりでございます。ぜひその点のところを、

また私どもからもいろいろ協力して、よりよいものにしていくように努力してもらいたい

と思います。よろしくお願いします。

それから赤池先生からありましたが、進化の血肉の様子がわからんではないかと。いわ

れてみましたらそのとおりでございまして、産総研はどの研究ユニットも、あるいは産総

研の経営自体がオープンイノベーションの推進というように私はみております。その辺で

具体例を挙げられるような文章でしたら、いい具体例をいっぱい挙げられるのでございま

すけれども、そこのところをよりアクティビティが出る形で、これも工夫の余地があるな

と思いました。その辺、本当に貴重なご意見でございます。考えさせていただきたいと思

います。

谷川先生からありました地域センターの位置づけ、あるいは公設研との関係。私どもの

みえる化なんて、わかったようなことを書いておりますけれども、みえる化の努力が足ら

ないのかなと思いました。公設研等とは非常に密接な連携をとっておりまして、公設研の

手に負えないようなものは産総研が引き受けてやるようにできております。人的交流も非

常に積極化しておりまして、公設研の所長を産総研から出しているところが３ヵ所か４ヵ



所ございまして、この連携は本当にいいなと私は思っておりますけれども、この辺はもっ

と広い分野の方にご理解いただけるような努力もしていかなければいかんなと。

○谷川委員 ぜひアピールをしていただきたいなと思います。

○野間口理事長 ええ、そうですね。オープンイノベーションに関するものもございま

した。先生、ぜひ一度、筑波のご視察でも……。九州センターでもよろしいですし、臨界

でもいいですが、ご視察いただいて、産総研は中に閉じていたら何の成果も出ないのです。

産業に生かして初めて成果が出るわけでありまして、それは私もかわって来てつくづく思

ったのです。研究リーダーの皆さんは、本当にそういうマインドが旺盛だなと思っており

ますので、ぜひ一度、そういう機会をつくらせていただけたらと思います。

それから先進性、先導性が出ていないのではないかと。産総研の特性、姿を、リードし

ているのではないかというご指摘だと思います。――主体性ですかね。

○谷川委員 主体性です。

○野間口理事長 その辺をこの資料の条件下でもっと出るように、明快にご理解いただ

ける。これは室伏先生、皆さんがおっしゃったことも同じだと思います。ぜひその辺のこ

とも見直す必要があるかなと思います。

最後でございますけれども、総務省からの勧告を聞きましたときに、勧告という言葉。

私、民間のキャリアが長いものですから、どんな厳しい勧告だろうと思ったのであります。

産総研がいろいろご指導を得ながら取り組んでいる姿勢、方向は認めた上で、よいところ

をもっとしっかりやれといわれているところが多いように思いました。それはなぜかとい

いますと、７月の前委員会で木村先生を初め、評価委員の先生方にご指摘いただいた重点

化の問題とか、それから人材の問題に対して、まじめに取り組んでいることでもありまし

たので示せたかなと思っておりました。それを総務省の評価委員もみてくれたのではない

かなと。勧告の精神はよくかみしめてよりよい方向に取り組むということで、先ほど室長

より説明がありましたけれども、私どもはそれに従ってしっかりと中身を入れていかない

といかんと思っております。

以上でございます。長々と済みません。

○木村部会長 ありがとうございました。ということでございますので先ほど申し上げ

ましたように、修文についてはこちらでやらせていただきたいと思います。月曜日の親委

員会にもお諮りしますので、それに備えたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、次の議題へ参ります。先ほど申し上げましたように、役員給与規程の改正で



ございます。一ノ瀬室長、これについてもご説明をお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 資料２にございますけれども、「役員給与規程の改正について」

というものをご用意いたしました。これは独法通則法第53条第１項の規定によって、役員

に対する報酬等の支給の基準変更の届け出が提出された場合は、評価委員会に通知するこ

ととなってございます。これをご紹介したいということでございます。

また通則法第53条第２項には、評価委員会は主務大臣に対して意見を申し出ることもで

きるとなってございます。そういうこともありまして、この場でご紹介したいということ

でございます。

基準に関する事項については、ちょっと形式的なことを申し上げますと、経産省の独法

委員会運営規程の中で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と書いてあ

って、同じ規程の中ですが、部会長は分科会での同意を得ることができるということで、

いろいろ書いてございます。要するに、部会長でもございます木村委員長に同意をいただ

くということで、評価委員会の議決とするということが規定されております。念のために

申し上げておきます。

それでは、資料２について簡単にご説明させていただきます。現状として産総研の中の

役員給与規程があり、もともとこれに基づいて役員給与は支給されてございます。

今回の改正の趣旨でございますが、要するに国家公務員の動きに合わせてやるというこ

とになってございますので、国家公務員に関する動きがあったときには、これに応じて見

直しをされ、通知をするということであり、そういう観点が書かれてございます。

(1)のところは、６月分賞与の一部凍結ということです。ことしの５月８日でしたけれ

ども、国家公務員の６月分の期末・勤勉手当の一部を暫定的に凍結することが決定されま

した。こういうことが起きますと、独法についても社会一般の情勢に適合したものとなる

ように措置を講ずるということで、経産省から独法に要請をするわけでございます。それ

で本年６月支給の賞与の一部を凍結していただいた経緯がございました。

(2)人事院勧告を踏まえた給与改定なのですけれども、本年８月11日、人事院勧告を受

けまして関係の法律が国会に提出されたり、取り扱いについて閣議決定がなされたという

ことがございました。それで独法役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準

を十分考慮して、国民の理解が得られる適正な給与水準にすることが要請されたというこ

とでございます。それで独法通則法第62条の規定で、役員給与について国家公務員の給与

等を考慮して定めなければならないとされてございます。こういったもろもろのことを踏



まえまして、役員給与について人事院勧告に準拠した改定を行ったということが背景にご

ざいました。

具体的な改正の内容は３．のところに書いてございますけれども、１つ目、まず６月分

賞与の一部凍結をされたわけでございます。 0.2ヵ月相当分を凍結されました。これが６

月１日にさかのぼって手続が行われたということでございます。

さらに (2)人事院勧告を踏まえた給与改定として、年間支給額に対する引き下げ額、マ

イナス 2.4％というものが出ましたものですから、国の指定職俸給が産総研の役員給与と

対応するものと考えていただければいいのですが、マイナス 2.4％相当を同じように産総

研の役員給与の年俸から引き下げるための改定をされたということでございます。具体的

には２つ書いてございますけれども、月例支給額をマイナス 0.3％減にされたということ、

それから賞与については２ヵ月から1.65ヵ月、つまりマイナス0.35ヵ月分に改定する措置

をされたということでございます。一枚紙が概要でございます。

その次に移っていただきますと具体的な新旧対照表として、ちょっと細かいですけれど

も規程の改定部分をつけてございます。傍線を引っ張ってあるところが変わっている部分

でございます。少し広範にわたりますので、２、３ページつけてございます。

その次には、給与規程の全文を載せてございます。ポイントとしては国家公務員の手当

の動向、特に指定職クラスが産総研の役員に相当するという点を踏まえて、必要な部分の

給与規程の改定をされたということをご理解いただきたいということでございます。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

これはやや奇妙なプロシージャーで、部会で適当であると答えなければいけないのです

が、適当でないとは答えられません（笑声）。よろしゅうございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、ただいま申し上げましたように、部会としては適当であるというように決め

たいと思います。――適当でないといったらどうするのでしょうかね（笑声）。一遍ぐら

いいってみたい気がしますけれどもこれは冗談です。

では最後に、事務局からまとめをお願いいたします。

○一ノ瀬産総研室長 大変ありがとうございました。最終見直し案につきましては木村

部会長とも改めてご相談しながら、ご指摘いただいた点をできるだけ反映させて、次の親

委員会にもっていけるように整えたいと思ってございます。



追加で少し先の話になりますけれども、来年２月ごろには第３期の中期目標、それから

中期計画の策定ということについて、またいろいろお知恵を拝借したいと思ってございま

す。５年に一度ということで、大きな節目を迎えるもので作業もたくさん発生するわけで

ございますが、最近の動向も踏まえて、また非常に難しい時期でもありますけれども、や

るべきことでございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

それから、手続上の話でございます。本日の議事録につきまして事務局で案のとりまと

めができましたら、すぐに委員の皆様にもご送付させていただきます。ご確認いただいた

上で、経産省のホームページに掲載して公開するという段取りにしたいと思ってございま

すので、これもよろしくお願いします。

以上でございます。

○木村部会長 ありがとうございました。

これまで何度か申し上げましたが、もし政権がかわらなければ、もうこの評価委員会は

存在していないはずだったのですが･･････。評価の体制が、今後どうなるのかさっぱりわ

かりません。先日、国土交通省で独法理事長と評価委員会の委員長が集められまして、大

臣と１時間ぐらいの話し合いがありました。私、新しい政権の評価体制に対する考え方に

ついて質問したのですが、前原大臣から「まだ決まっていない」という返事しかありませ

んでした。評価のやり方をどうするかはまだほとんど議論されていないようですね。そう

いうことで、また先生方にはこれまでと同様の作業をお願いせざるを得ないことになろう

かと思いますが、よろしくお願いいたします。――どうぞ。

○赤池委員 皆さんも感じられたと思うのですが、やはり事業仕分けのやりとりで相当

問題を感じておられる研究者とか、プロジェクトの方がおられるのではないかと思うので

す。物によっては、仕分けられてしまって切られそうな中小の町工場さんを僕も知ってい

ますけれども、そういう課題みたいなものをできればぜひ整理してもらう。

今、活動のみえる化というのはネットベースで相当戦略的なことができるので、例えば

仲間の研究者とか科学技術のジャーナリストが、こういうプロジェクトをつぶしていいの

かとか、現実的にこういうメーカー参画の道が断たれているとか、何かそういうコミュニ

ケーションも重要なのではないかなというのをすごく感じてしまったので、そういう情報

みたいなことをいただけるなり、整理していただくことも、お手間になるかもしれないで

すけれども、重要なのではないかなと思って。

○木村部会長 経産省としてやるとすれば経産省関係のものについて整理をして、仕分



けられたものについて、これでいいのかというようなキャンペーンを張るのですかね。経

産省の広報活動の１つでしょうね。産総研だけの問題ではないですね。そういう国民運動

というか、そんなものを起こす必要があるような気もします。どうしたらいいでしょうか。

○赤池委員 経産省としてやるのは難しいと思うけど、産総研の中で。

○木村部会長 全体でやるのはなかなか大変ですよ。先ずは自分の関係するところから

声を上げていって、そういうものを大きな動きにしていくことではないかと思うのですが。

――西本審議官、何か。

○西本審議官 これは文科省が始めたのですけれども、スパコンの話があったときに、

これはいけないというのでホームページで意見を募集といったら、もう何千件も意見が来

たと。

○木村部会長 それでは、どうもありがとうございました。先ほどありましたように次

期へ向けての作業がありますので、よろしくお願いいたします。

――了――


