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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２７回） 

議事録 

 

日時：平成 23年７月 12日（火）１０時～１２時 

場所：経済産業省別館１０階 各省共用１０２０会議室 

議題：１平成２２年度財務諸表について 

   ２平成２２年度業務実績評価について 

３その他 

議事内容 

○室伏部会長  まだ定刻にはなりませんが、皆様おそろいのようですので、ただいまよ

り第27回産総研部会を開催させていただきます。 

 議事に先立ちまして、事務局の人事異動がございましたので、まずご紹介させていただ

きます。 

 市川室長が転出なさいまして、今回より産総研室長に渡邉政嘉室長が着任していらっし

ゃいます。一言お願い致します。 

○渡邉産総研室長  ７月１日付で産総研室長に着任いたしました渡邉でございます。ぜ

ひともよろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、事務局の中西審議官からごあいさつをいただきます。よろしくお願い

いたします。 

○中西審議官  おはようございます。産業技術環境局の中西でございます。本日は、こ

んな暑い中、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。 

 申すまでもありませんけれども、震災の影響というような形で短期的な影響はあります

けれども、科学技術という視点では、次の時代を開くような科学技術をしっかりと展開し

ていくことが求められている時代になってきていると思っております。そういった中でこ

の産総研に対しても、本日の議論自身は22年度の評価ということでございますけれども、

広い意味での期待はまた一層高まってきていると思っております。 

 産総研自身、かなり多岐にわたるいろいろな業務をやっておりますので、委員の皆様に

おきましても、評価に当たっては多大なご尽力をいただいているのだろうなと思っており

ますし、そういったものを、きょう、こういう暑い中でございますけれども、一応全体を

見渡していただきまして、引き続き新しい時代を開けるような科学技術それ自身に対して、

産総研がよりよい役割を果たしていけるような形できょうのご審議もいただければすごく

良いと思っております。暑い中でございますけれども、本日はよろしくお願いいたします。 
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○室伏部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いします。 

○渡邉産総研室長  配付資料の確認をさせていただきます。最初に議事次第、委員名簿。

資料１－１は、財務諸表等。資料１－２は、事業報告書。資料１－３は、平成22年度の財

務諸表等の報告（説明資料）。それから、委員の皆様のところだけということになります

けれども、今回の評価に関連した資料２－１、資料２－２がそれぞれございます。こちら

は産総研からのご出席の皆様方のお手元にはございませんけれども、資料は以上でござい

ます。もし過不足等ございましたら、事務局にお知らせいただければ直ちにおもちいたし

ます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 途中で何か資料にご不足などお気づきになりましたら、おっしゃっていただければ、事

務局のほうからお届けいたします。 

 では、議事次第に従いまして、議題(1)の平成22年度財務諸表についての審議に入りま

す。 

 まず、財務諸表等の取り扱いについて事務局から説明をしていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○渡邉産総研室長  独立行政法人通則法第38条第３項では、財務諸表を承認しようとす

るときには、あらかじめ評価委員会の意見を聞くことになってございます。また、経済産

業省独立行政法人評価委員会運営規程第７条によりまして、財務諸表の承認につきまして

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ます。同運営規程第９条により

まして、部会長は、分科会長の同意を得て、部会の議決をもちまして分科会の議決とする

ことができることになっておりますし、産業技術分科会の同意を既に得ているところでご

ざいます。したがいまして、本日この部会としての議決を行うことによりまして、評価委

員会の議決ということになります。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、平成22年度財務諸表等につきまして、産総研からご説明をお願いいたします。 

○河津理事  担当しております理事の河津でございます。ご説明をさせていただきます。

財務諸表そのものは資料１－１でございますが、資料１－３によりましてご説明をさせて

いただきます。 

 パワーポイント２段組みになっておりますが、まず１ページ目でございます。財務諸表
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の構成は例年と一緒でございますが、その年度末時点での資産、負債の状況をあらわす貸

借対照表。それから、１年間の入と出をあらわす損益計算書。その結果としての利益の処

分に関する書類。それに加えまして、現金がどうなっているかというキャッシュフロー計

算書及び財務諸表に出てこない広い意味での国民負担というものをあらわすための行政サ

ービス実施コスト計算書、それに附属明細書という構成になってございます。 

 めくっていただきまして、それに加えまして、法律で以下のものを添付することになっ

てございます。最初が事業報告書、これが先ほどの資料１－２でございます。それから決

算報告書、それに監事の意見書、会計監査人の監査報告書というのもあわせて提出するこ

とになってございまして、この２、３、４につきましては資料１－１の最後のところ、添

付書類といたしまして23ページ以降に添付をしてございます。順番が会計監査人の報告書、

監事の意見書、最後に決算報告書という形で添付をしてございます。 

 なお、監事の意見につきましては、後ほど改めてまたご報告いたしますけれども、監査

人の報告書は、６月20日付で適正であるという意見をいただいておるところでございます。 

 ３ページ目でございますが、今、産総研室のほうからもご報告ございましたように、私

どもが６月28日付で大臣に提出をいたしておりまして、本日が、この左上の②のところで

ございます。なお、これまでですと、右上にある目的積立金に関する協議というのを財務

大臣にしておりましたけれども、今年度22年度の決算におきましては、後ほどご説明しま

すが、目的積立金を積んでおりませんので、この協議は発生をしないことになります。 

 次に４ページでございます。産総研の会計方針でございます。例年と変更ございません

が、いわば産総研が財務諸表をつくる上でのルール、採用しているルールのポイントの一

覧ということになります。大きく変更はございません。 

 次、５ページ目、ここから中身に入ってまいります。貸借対照表、平成23年３月31日時

点での資産と負債の状況をあらわしたものでございます。左側が資産、右側が負債と差し

引きの純資産ということになってございます。まず最初に左側の資産でございますけれど

も、一番下、合計額が3,582億7,800万円でございます。内訳は、大部分、圧倒的な部分が

その上のⅡ固定資産でございます。建物、土地、建設仮勘定、建設中のものでありますと

か知財権の額その他の資産がございます。その上のⅠ流動資産が現金・預金その他でござ

いますけれども、現金・預金が160億円ほどございます。そのほか未収金、まだ国や委託

先から振り込まれていないけれども、振り込まれることが確実になっている金額などを含

めまして231億円強でございます。 
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 右側の負債のほうでございますが、Ⅰの流動負債の下に運営費交付金債務とございます。

55億円強でございます。第３期の初年度、国から610億円ほどの交付金をいただいており

ますけれども、うち55億円がまだ実際に支出されていないということで、交付金債務とし

て残っております。国からいただいたお金は、一旦債務という形で経理処理をして、使う

ことに応じて収入に振りかえていくという処理をしてございます。この55億円が、まだそ

ういう意味では支払い前の支払い待ちの状態で残っているということでございまして、22

年度中に契約をして、23年度に入ってから納品・納入されものの支払いに充てることにな

ります。その下の固定負債、一番大きいのは資産見返負債というのがございますが、これ

は独立行政法人の特殊な会計処理でございまして、説明は省略させていただきます。 

 この差し引きといたしましての純資産でございます。資本金、資本剰余金、利益剰余金

と出てまいりますが、この資本金は、いわば国から現物出資を受けたもの。その次の資本

剰余金は、施設整備費補助金というものをいただいて整備をして、資産として我々がもっ

ているもの。利益剰余金は、後ほどご説明しますけれども、22年度末時点での利益という

ことになります。以上が貸借対照表でございます。 

 めくっていただきまして損益計算書、６ページでございます。これは22年度１年間の費

用と収益、いわば入と出をあらわしているものでございます。経常費用のほうが、研究業

務費が770億円、一般管理費が82億円となっております。合計で852億円強。それに対しま

して経常収益のほう、入のほうでございますが、運営費交付金が、先ほど申し上げました

610億円ほどいただいた中の収益として認識されたものが580億円、その他もろもろで844

億円強となっております。この差し引きをみますと、ちょっとわかりにくいのですが、右

下の四角の中の経常損失というところがございまして、８億1,100万円の損失、すなわち

赤字ということになってございます。パブリックな機関でございますので、入よりも多く

使うというのは変な話なのですが、なぜこうなっているかというのを少しご説明させてい

ただきますと、実は経常費用の中に減価償却費というのが研究業務の中で108億円ほど、

一般管理費の中にも３億円弱ほどございます。これは過去に購入した資産の支払いを耐用

年数で割りまして、例えば100万円のものを10年で使うとすれば、キャッシュは100万円入

って100万円出ておるのでありますが、費用としては10万円ずつ毎年かかっているという

ことといたします。そうしますと、当然のことながら初年度は100万円入って計算上は10

万円しか出ておりません。90万円黒字になりますが、２年度以降は赤字ということになっ

てしまいますから、それが産総研の場合積み重なってきて、22年度だけをみてみますと、
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先ほど申し上げましたような８億円ちょっとの赤字ということになってしまいます。これ

をいわば調整するために、右下の欄の中を薄いブルーで色が塗ってございますが、前中期

目標期間繰越積立金取崩額というのがございまして、これでいわば赤を消しているという

構造になってございます。例年こういうことが起こり得る構造というのは、産総研に限ら

ず独立行政法人の場合は出てまいります。 

 次はキャッシュフロー計算書でございます。これは、今申し上げたような計算上減価償

却を割るというようなことを逆にしないで、キャッシュだけでみたらどうなるかというも

のでございます。業務活動、投資活動、財務活動と挙げてございますが、最終的には資金

期末残高160億4,400万円、これは先ほどの貸借対照表の現・預金の金額と一致するわけで

ございます。 

 めくっていただきまして、８ページが利益剰余金の内訳でございます。いわば22年度末

における利益と称するものの処分ということでございます。154億4,100万円ございますけ

れども、みていただきますと、いずれも非キャッシュ性の積立金ということでございます。

先ほど申し上げましたように、初年度、会計上は黒字になっているわけでありますが、実

際は翌年以降、ずっとその分がいわば赤字となっていくわけでありまして、それを取り崩

して埋めるための積立金というのが①、第２期から繰り越したものが①でございます。ま

だ106億円残っております。それから、今年度自己収入で物を買って、みた目上は利益が

出ているけれども、来年度以降これをまた崩していかなければいけないということで、み

た目上積み上がっている利益というのが47億円強ございます。これを合わせたものが154

億4,100万円ということでございまして、いずれも非キャッシュ性の積立金でございます。 

 次が９ページ、行政サービス実施コスト計算書でございます。これは、いわば国民負担

というものをみようということでございまして、損益計算書に出てくる費用から自己収入

を除いて、さらに損益外の減価償却、これは損益計算書に出ないで貸借対照表にだけ出て

くるというものを入れて、そのほか計上されていない引当金に相当する額を計算したもの

を載せております。Ⅵが機会費用とございますが、このちょうど向かい側に産総研が経済

産業省からフロアの４分の１ほどをお借りしておりますが、無償でお借りをしております。

仮に賃料を払うとすればというような計算をいたしまして、いわば機会費用を計算して計

上しているものでございます。全体で807億円ちょっとになるという計算でございます。 

 以上が財務諸表のいわば数字の面でのご説明でございますが、最後に10ページでござい

ます。例年と違うところをポイントとしてご説明させていただきます。財務諸表上は注記
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というものがございまして、その中に記載されてございます。まず注記事項の追加情報と

いうことで、３点記載をしてございます。１つは、研究業務費と一般管理費の見直しでご

ざいます。昨年の10月に組織再編をいたしまして、いわば本部で一括処理をしておりまし

た経理事務、調達事務のようなものを各事業所、いわば研究現場に近いところに移すとい

う再編をいたしております。それに伴いまして、その事業所の研究業務推進部室に係る費

用というものを、事業所単位で研究業務費の算出をしてございますものですから、研究業

務費に整理をするということにいたしました。 

 ２点目でございます。３月11日の東日本大震災で当然修繕が必要になってございます。

この修繕に必要な額を見積もって引当金として計上するという方法もございましたけれど

も、一応財源措置といたしまして、別途の施設整備費補助金が補正で23年度に30億円弱い

ただいております。あるいは運営費交付金を工面してやるということをしてございますか

ら、引当金が幾ら幾ら必要だという計算はしていないということで処理をしてございます。 

 ３番目でございます。中国センターでございますが、平成21年度末に移転をしてござい

ます。それに伴いまして旧中国センター、呉市にございましたけれども、その土地を王子

製紙に売却をいたしました。ところが王子製紙から、今年度に入ってからでありますけれ

ども、土壌汚染対策法に定める基準値以上の汚染箇所があったということで、瑕疵担保の

補償請求が来ております。現在、弁護士等と相談の上、これから王子製紙に最初の返答を

するという段階でございまして、現時点では、幾らぐらい私どもが本当に負担をすること

になるかというのは見積もることができません。したがいまして、これも引当金という形

では幾らという形の計上はしていないという断り書きをしてございます。なお、本件につ

きましては、脇本理事を本部長といたしまして、今、対応を協議中ということでございま

す。 

 それから運営費交付金の繰越、ここは先ほど申し上げました55億円が運営費交付金の債

務として残っておりますけれども、これは22年度に契約をしたもので納品が23年度にずれ

込むものに支払っていくということでございます。それから目的積立金でございます。こ

れまでは特許収入のようなものを目的積立金ということで計上して、ある程度ためて、そ

れを使うということを１期、２期とやってきたかと思います。そういう会計処理は現状で

も可能でありますけれども、ちょっと方針を変えまして、まとめて使うというよりも毎年

度予算に組み込んで使っていくということに切りかえようということで、22年度では目的

積立金の計上をしてございません。実質的に申し上げますと、財務省との協議で、私ども
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が目的積立金として積み立てることができると考えた額と、財務省がここまで認められる

という金額との差がございまして、そういうエネルギーを考えると、毎年度確実に予算の

中で執行していくという道も十分あり得るということで、考え方を変更してございます。 

 11ページ以降は決算報告書の数字を表にしたものでございます。運営費交付金614億円

となっておりますが、これはいわゆる真水で国からいただけることが決まった額で、財務

諸表の計算上、使った額とはずれておりますが、むしろ感覚的にはこちらのほうがわかり

やすいかと思います。12ページ、13ページ、14ページ、構成は例年とそう大きく変更はご

ざいません。ごらんいただければと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、監査結果につきましてご報告をお願いいたします。 

○内田監事  内田です。それでは、報告させていただきます。 

 独立行政法人通則法第19条第４項の規定に基づき、産業技術総合研究所の平成22事業年

度の監事監査を実施してまいりました。その概要を報告させていただきます。 

 監査は、私、内田と大谷の両名で実施いたしました。まず、監査の概要ですが、平成22

年度における財務諸表、決算報告書、事業報告書について監査を実施しております。また、

法人における重要な会議等に出席することにより、法人の組織及び制度全般の運営につい

て監査を実施してまいりました。 

 その監査結果ですが、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

会計基準等に準拠して作成されており、適正に表示されているものと認められます。事業

報告書については、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

報告書については、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と認められ

ます。会計監査法人の監査につきましては、その監査結果報告の説明を受けました。結果

は、監査法人からも、平成22事業年度の財務諸表、計算報告書等は適正に表示されている

との意見の表明を受けております。業務の運営及び執行につきましては、年度計画に基づ

き適正に実施されているものと判断されます。 

 また、契約の実施状況については、昨年度に引き続き特に留意し監査を実施するととも

に、専門家による仕様書の審査を行いました。その結果、競争性のない随意契約や一者応

札の案件に関しまして、透明性・競争性の確保の一層の改善が認められました。産総研の

ミッションの周知、リスク管理、内部統制に関する法人の長のマネジメントの状況につい
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ては、制度の構築状況等の説明を受けるとともに、現場に赴き意見を聴取するなど、その

状況の把握に努めてまいりました。 

 また、監査の過程で把握した点につきましては、関係部署あるいは役員等と意見を交換

するようにいたしております。このまま、引き続き業務の適正かつ効率的な実施に十分配

慮し、監査に当たってまいりたいと思っております。 

 監事監査の概要及び結果は以上のとおりですが、最後に改めまして、平成22事業年度の

財務諸表及び決算報告書は適正であると表明し、監査報告とさせていただきます。以上で

す。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの監査報告につきましては、お手元の資料１－１の23ページから26ページまで

にございますので、ご参考にしてください。 

 それでは、ただいまの産総研及び監査報告のご説明につきまして、ご質問がおありでし

たらお願いいたします。いかがでしょうか。 

 どうぞ、手柴委員。 

○手柴委員  手柴です。今、内田監事から詳細な報告をいただいたのですが、この１－

１の26ページのところに「財務諸表及び決算報告書」とありますが、事業報告書の業務監

査というのは非常に重要になっていますので、先ほど口頭ではご説明があったのですけど、

この書類には事業報告書というのは記載がなくてもいいのですか。「財務諸表及び決算報

告書について監査したところ」というところに「事業報告書」という文言は記載しなくて

もいいのかという質問です。特に昨今、業務監査というのが非常に重要だと指摘されてい

ますし、監事の皆さんは、理事会に陪席されて業務監査を日ごろからやっていらっしゃる

ということをお聞きしていますので、その文言を入れなくていいのかなという素朴な質問

です。これは幾つかの公益法人などでも、監査あるいは監事の意見書の中で、時々「事業

報告書」という文言は必要なのではないかというような議論もありましたので質問しまし

た。 

○室伏部会長  いかがでしょうか。 

○内田監事  大変恐縮ですが、規定上求められているというか、こういう形のフォーマ

ットになっているものですから、今までもそうしてきております。今、委員がご指摘のと

おり、事業監査につきましては、各現場に出向いたり、各現場との意見交換等ずっとやっ

てきておりますので、今、委員がおっしゃるとおり実態的にはやってきております。それ
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から、先ほど監査結果ということで報告させていただきましたが、そのことについてもそ

こでは触れさせていただいております。 

○手柴委員  引き続きもう一点なのですけれども、資料１－３で河津理事からご説明い

ただいた財務諸表の注記事項ということの中で、他の経産省独立行政法人と共通している

ようなものはあると思うのですけれども、例えばその取り扱いの中で、東日本大震災に係

る修繕費と再構築費に関しての引当金は計上しない、あるいは目的積立金は申請せず支出

予算に組み入れて執行した。この辺は他の経済産業省の独法も基本的には同じような処理

ですか。 

○河津理事  申しわけございません、まだ各法人が公表していないものですから、私ど

もちょっと確認しようがないのでわかりませんが、恐らくは同じようなものではないかと

思います。ちなみに、私が前おりました１階上の経済産業研究所では、ずっと目的積立金

は計上しておりませんので、そこは共通してございます。 

 震災の対応がどうなっているかは、ちょっとわかりかねます。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 震災の対応は、次の委員会で報告があると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ、谷川委員。 

○谷川委員  この財務諸表を作成するときの考え方といいますか目的とするところを確

認したいと思います。損益計算書のほうの考え方というのは余り私も疑問はないのですが、

財務諸表をつくるときの考え方といいますか、何を目的としてこういうのをつくられるか

ということの考え方をお伺いしたいと思います。企業ですと、資産回転率をよくするため

に、できるだけ資産は効率的に使うということで圧縮をしていこうと考えます。でも産総

研は、国立ですし研究所ですから資産はできるだけ少ないほうがいいということはないの

でしょうが、研究をするための施設、そのための資産はできるだけ圧縮したほうがいいと

思っていらっしゃるのかどうか確認したいです。 

 それから、研究にかかわる資産以外、流動資産もそうですが、そういうものについて圧

縮する方向で考えられるのか。いや、とにかく従来どおり横流しでいくのか、理想とする

ところは何なのかというのをお伺いしたいと思います。ただ、これに関しましては産総研

だけにお聞きするのは大変申しわけないと思っています。これは少し前にも議論したこと

があるのですが、財務状況のところについてＡか、Ｂか、ＡＡか、Ｃかということを議論
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するときに、独法ないしは国の研究所における望ましい財務状態というのは何なのか、ゴ

ールは何なのかということを国が示してくれないと努力のしようがないと思うのです。と

にかく資産は少ないほうがいいのか、剰余金も少ないほうがいいのかということが何も明

らかにならないまま努力されるというのは大変酷な話だと思うのですが、そういう問題は

あるとしても、とりあえず産総研としてはどういうふうにお考えになっているのか、その

あたりをお聞かせいただければと思います。 

○室伏部会長  お考えをお聞かせいただけますか。 

○河津理事  必ずしも財務の観点からだけということではなくて、産総研全体でという

ご質問だと思いますが、大きく２つ論点があるかと思います。１つは資産、もう一つはキ

ャッシュ。資産に関しましては、むしろ私どもは、どちらかというと、あるものは有効に

使いたいというふうな意識のほうが強いと思っております。ただ他方で、虫食い状態で建

物を使っているぐらいだったら、全部空っぽにして、むしろ維持費をかけないほうが、産

総研全体としてはコストが抑えられるということもございます。産総研の場合、組織を毎

年のように、特に研究部門は毎年のように見直しますので、ある程度引っ越しをしたりと

か、あるいは技術研究組合が入ったりというようなスペースが必要だと。そういう意味で

の余剰は、必ずいつももっていなきゃいけないわけではありますけれども、さはさりなが

ら、本当に使わなくて済む建物は順次閉鎖をしていくというような形での資産の整理とい

うものは、ある程度必要だと思っております。今回の震災でも、むしろそういう空きスペ

ースを集約して、棟を使わないことにしようというような動きも進めておりますので、そ

ういう形での資産の整理というものはあると思っております。ただ、冒頭のご質問にござ

いましたように、小さくすればいいというような考え方は、正直申し上げてもっていない

ということでございます。 

 それから、期末の流動資産、キャッシュが多いということにつきましても、基本的には

減らしていくほうがいいというふうに思っております。つまり、未払い金が多いというの

はそれだけ支払いを待っていただいているわけでありますので、それは公的な機関として

必ずしもいいことではない、できる限りお支払いできるものは払っていく、結果的に期末

残が減るということはいいことだろうと思っております。ただ、そうはいいましても、パ

ブリックのお金、税金を使ってお払いをする以上、私どもがお支払いをする先に対して確

定検査を私どもがしなければいけないという部分もございます。そうしますと、どうして

も年度が終わって、３月31日が終わって４月に入って確定する。そうすると、どうしても



 

- 11 - 

支払いは４月にずれ込む、未払い金になるということはございます。 

 したがいまして、これも減っていくほどいいということではない。やはりそこは、ルー

ル上どうしても４月にならざるを得ないものもある中で、そういう意味では３月に払える

ものはできるだけ払うということであって、結果的にその水準がどうなるかというのは、

繰り返しになりますが、減らしてさえいけばいいというものではないというふうに思って

おります。 

○室伏部会長  よろしいですか。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  ただいまの質問に関連しますけれども、本年の計算の結果、収支が出た結

果を受けて、翌年以降の交付金の額の適正な申請等に関してどういう連係があるのか、あ

るいはないのかというのが１点目です。 

 ２点目は、参考までですけれども、固定資産の減価償却の計算について、こういった先

進的な機器というのは長期にわたって使うことは少なくて、多分最初の５年、10年である

意味技術的な寿命というのは来ますけれども、それでも定額法というのと定率法、どうい

う選択肢があるのかというあたり、ちょっと考え方を教えていただきたい。お願いします。 

○河津理事  まず、１点目の予算のほうでございますが、交付金の算定は、独立行政法

人ができるときにそういう制度設計になったわけでございますけれども、基本的には計算

式があって、法人ごとに微妙に違いますけれども、その計算式に従ってやっていくという

のが基本的な考え方でございます。もっとも、最近は、法人によっては積み上げという昔

の予算要求みたいなことをやっているところもあるみたいですが。この計算式の中には、

前年度の決算を反映させるというよりも、去年の交付金のいわゆる真水の金額からあって

１％ずつ減らすとか、３％減らすとか、そういうようないわば機械的にじわじわと減って

いくと。しかも、最近はだんだん減るスピードが速くなっているという、必ずしも決算と

は連動しない形になってございます。 

 ２点目でございます。機器は、大体４年で償却を定額法でやっています。 

○森本委員  さっき、例として10年と。 

○河津理事  さっきの10年というのは、そういう意味では長かったということでござい

ます。済みません。 

○室伏部会長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 ほかには何かございますか。 

 それでは、特別に修正を求めるというご意見はなかったと思いますので、財務諸表等に
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つきましては、本部会としては、これで適当であると回答するということでよろしゅうご

ざいますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○室伏部会長  ありがとうございます。今後、もし財務省から何らかの修正などを求め

られた場合には、私に判断をお任せいただきたいと思います。必要でしたら、またフィー

ドバックさ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。 

 それでは、次の議題の平成22年度業務実績評価に入ります。 

 評価の審議中には産総研の皆様には中座していただきまして、評価の審議結果が決まり

ましたときにまたお呼びいたしますので、お戻りいただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、委員の皆様、今ここで産総研の方々に確認しておきたいことがありま

したらおっしゃっていただきたいのですが。 

手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  私が多分誤解していたのだと思うのですが、資料をずっと読んでみると、

今回、研究総括とか副総括とかありますよね。それから、以前から、例えばライフサイエ

ンス分野では湯元理事が担当の理事というのがありましたよね、基本的には同じですか。 

○野間口理事長  同じです。 

○手柴委員  同じですね。ですから、昔、担当理事といっていた人は、基本的には研究

総括になっていると。それだけちょっと確認したかった。 

○室伏部会長  ほかには何かございますでしょうか。 

 では、よろしいようですので、恐れ入りますが産総研の皆様、中座をお願いいたします。 

     （産総研関係者退室） 

○室伏部会長  それでは、審議に入りたいと思うのですが、まず事務局から評価の進め

方についてご説明をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  評価基準でございますけれども、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はＢ、要するにきちんとやっていればＢというのが原則にな

ります。さらに質、量の面から特に特筆すべき点、Ｂの基準よりもこういうところがさら

に飛び抜けていいという場合には、この評価シートのほうに記載をして、評価をＡにした

りＡＡにしたり、もしくはだめな場合は下げていくということになります。 

 各事業年度にかかわる業務の実績に関する評価につきましては、この部会で審議を行い

まして、その審議結果を、あさって７月14日木曜日に予定されております経済産業省の独
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立行政法人評価委員会のほうへ報告をさせていただきまして、この報告に基づく審議を経

た上で最終的な評価が決定されるという段取りになります。 

 これから具体的な審議に入らせていただくわけですけれども、資料２－１と資料２－２

の２つがございます。この資料でございますけれども、まず資料２－１、「平成22年度業

務実績に関する各委員の評価（総括表及び項目別）」というタイトルがついてございます。

１ページ、２ページ、最初のところは目次ですけれども、２ページめくっていただきます

と、そこに、今回の最終総とりまとめに当たります項目別の各委員の評価総括表がござい

ます。この表をみていただきますと、一番下は括弧がついていますけれども、これは、き

ょうこれからご審議いただくわけですが、各委員の皆様方のコメントを平均化して、それ

を形式的に括弧の中へ入れたということでございます。 

 ２ページ目以降、ずっと後ろのほうに続きますのは、委員の皆様方からいただきました

個別のコメントを、その項目に関しまして、評価の結果とあわせて抜き書きをさせていた

だいてまとめたものでございます。どの委員からいただいたコメントかというのは、名前

を伏せてわからないような形にさせていただいてございます。これが資料２－１ございま

す。 

 それから資料２－２、一番表のカバーにレーダーチャートの図がついているものがござ

いますけれども、こちらはもう少し細かい、委員の皆様からご指摘をいただいた指摘事項

のみならず評価のポイントですとか主な関連する実績ですとか、最終的な評価も含めて、

評価を項目別にまとめたものでございます。一番最初のページにございますのは全体の総

合評価。今、このレーダーチャートの中には何の印もついていませんけれども、これから

ご審議をいただいた結果をこのチャートの中に最終的には埋めて完成するということにな

ります。 

 この１ページ目の左の上のところに各事項の評定と書いてございます。業務運営の効率

化、サービスの質の向上、サブとしてマネジメント、科学技術、地質の調査、計量の標準、

そして財務内容ということでございます。これらの項目につきましては、もう既に一定の

比率で按分しながら総合評価を出すということが決めてございます。１枚目の表の右のと

ころに「各事項の評定から算定される総合評定」ということで、①×20％、②×20％、③

×30％といったように、この総合評価の点につきましては、按分をしたものを掛けて総合

点を出すというやり方でございます。 

 ３ページ目をごらんいただきますと、下のところに（注）と書いてございますが、ちな
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みにＡＡの場合は５点、Ａの場合は４点、Ｂの場合は３点、Ｃの場合は２点、Ｄの場合は

１点を、先ほどの計算式に入れると自動的に計算されるということでございます。 

 例えば４ページ、５ページをみていただきますと、これは構成の考え方ということです

けれども、「２．業務運営の効率化」とありますけれども、それ以外の項目も後ろのほう

に全部ございます。最初に評定結果として、例えば17年度はＡ、18年度はＢというふうに

過去の歴年の実績がございます。それから評価のポイント。さらにその下の段落にまいり

ますと、総評として、Ｂとなる基準というのが一番左側に書いてありまして、右側には主

な実績、評価。 

 ６ページにまいりますと、委員の皆様からいただいている指摘・コメントというのが入

っているところがございます。これは必ずしも全部は入っておりませんが、いただいた実

績と評価とコメントというのが３段書きで書いてございます。 

 ７ページにございますように、個々の評価項目に応じて委員からいただきました評価の

結果というのが、一番下の表に、便宜的に番号をつけさせていただいた下に評点として結

果が書いてございまして、一番右には平均化したものが括弧書きで書いてある。この資料

につきましては、なぜこういう評価をしていったのかということを対外的に説明していく

根拠として使わせていただくということでとりまとめたものでございます。 

 資料の構成、考え方につきましては以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 今のことにつきまして、ご質問はおありですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまのご説明を踏まえまして、本部会として平成22年度の業務実績評価

についてこれから審議をしたいと思います。「平成22年度業務実績に関する各委員の評価」、

資料２－１の１ページをおあけいただきたいのですが、こちらに皆様の評価の結果を表に

してまとめてあります。ここに示してあります「Ⅰ．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」、それから「Ⅰ－１．総論（研究開発マネジメント）」

「Ⅰ－２．鉱工業の科学技術」、そして「Ⅰ－３．地質の調査」「Ⅰ－４．計量の標準」、

さらに「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」とい

うことで、この順序で審議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最初にサービスの質の向上ですけれども、資料２－２ですと28ページから細かなことが

載せてございます。各委員からいただいたご意見を、私、前もって拝見しましたが、非常

に丁寧に隅々まで読んでいただきまして、大変有効な示唆、コメントなどいただいており
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ますので、この２－１の１ページに従いまして、特に何かご意見があればということで先

に進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、国民に対するサービスの質の向上という項目ですが、皆様の評点を拝見します

と、ＡＡ、Ａ、Ａ、Ａ、ＡＡ、Ａということで、平均しますとＡということになると思い

ます。これに関しまして何か特別なご意見がございましたらおっしゃっていただきたいの

ですが、いかがでしょうか。国民に対するサービスの質の向上ということに関しましては、

各委員から大変よい評価をいただいておりまして、産総研のミッションが着実に実現され

ていて、それに対する工夫なども非常によくやられているし、国の政策に対する貢献度も

大きいということで、大変よい評価をいただいていると思います。 

 いかがでしょうか、特別にここは言っておきたいというようなことがございましたら。

よろしいですか。 

 では、この項目につきましては、委員会として評点はＡということでよろしゅうござい

ましょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○室伏部会長  それでは、ここはＡということで確定させていただきます。 

 次に、Ⅰ－１ですが、研究開発マネジメントに関しまして、ここも大変皆様の評点がよ

くて、ＡＡが３人というかなりよい評点です。平均しますとＡかＡＡかということなので

すけれども、これもできればＡということで確定させていただければと思うのですが、こ

の点についてご意見はいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  産総研の評価というのは、評価部があってきちっと毎年評価されていて、

あれだけの立派な研究ユニット評価報告書ができていて、研究の中身等は、まさにピアレ

ビューをやっていただいた報告書を読んで我々が判断するという感じになるかと思うので

すが、ちょっと気になったのは、内部の評価者がお一人でかなり広い分野をカバーされて

いるのではないか。それで、本当にそれだけカバーできるのかなと。もう少し内部評価者

をふやして、分担を狭くしてあげたほうがいいのではないかという感じがしました。ただ、

外部と内部の割合は、今回また外部のほうをさらに多くしたというのは非常に高く評価で

きる。もう一つ、固定化されないように人選も大幅に変えていったというところは、高く

評価していいものと思っています。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 
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 森本委員、どうぞ。 

○森本委員  拝見しますと、どれもすばらしい研究をしていると思いますし、外部の機

関で同等の研究をしている場合にも、ひけをとらないものが多いと思います。ただし、研

究開発マネジメントという視点から考えた場合に、本来の産総研のミッションに照らして、

外部あるいは民間で十分に投資がされて進んでいる分野についてよりも、民間での投資が

難しいとか、公益的なものであるとか、超長期的なものであるとか、そういったところと

の研究テーマあるいは人員配置のリソースのバランス、この辺の評価というのも何らかの

形でみていただきたいと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 確かに産総研には、企業や大学でできないようなことに注力してほしいというご意見を

毎年いただいていますので、今回もその辺を少し強調してお話をさせていただこうと思い

ます。 

 それでは、Ⅰ－１の研究開発マネジメントにつきましては、Ａという評価でよろしいで

しょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 次に、鉱工業の科学技術です。これにはグリーンイノベーション、ライフイノベーショ

ン、先端的技術開発の推進、イノベーションの実現を支える計測技術の開発といったいろ

いろなものが含まれるわけですけれども、この２つのイノベーション、それと先端的技術

開発の推進といったことをまとめた形で、Ⅰ－２．鉱工業の科学技術についての評点をお

願いします。これも大変評価は高くて、それぞれの分野において非常によくやっている、

先端的な日本の研究開発を先導できるものをやっている、なおかつそれが国の施策にのっ

とったものであるというご意見をたくさんいただいております。このⅠ－２につきまして

も、評点はＡＡとＡとに分かれましたが、この平均をとりますとＡということになります。

これはいかがでしょうか。この部分について、何か特別なご意見はございますか。 

 どうぞ。谷川委員。 

○谷川委員  評価の水準ではないのですが、私、真ん中のグリーンイノベーションのと

ころをＢとつけてちょっと目立つのですが、正直に申し上げて、いろいろな研究分野を産

総研はカバーされていて、私自身も文系の人間だから、それの絶対的な評価をするという
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のはなかなか難しくて、私の場合はどうしているかというと、別冊でいつもいただく、外

部の評価者の方がそれぞれの研究ユニットについて１年間の評価を点数評価でなされてい

るのをずっと眺めて、それで相対的に高い評価をされていらっしゃるところを私の判断基

準の大きなポイントとして点数をつけております。その中でたまたま私、このグリーンイ

ノベーションにＢをつけたというのは、相対的にライフイノベーションは、それ以外のと

ころと比べて─ライフイノベーションの場合は、ｉＰＳ細胞等で世界初のようなものをや

られましたのでＡＡとつけたのですが、エネルギー関係を含めたグリーンイノベーション

のところは、世界の水準からすれば高いと思いますけど、産総研としては従来と余り変わ

らないのかなということでＢとつけさせていただきました。 

 申し上げたいのは、ここにいらっしゃる委員の皆様方も、例えば自然科学系でもすべて

の分野に精通しているわけではないので、こういう研究のレベルについて、よかった悪か

ったというのをすべて責任もって判断するというのはなかなか難しいのではないかと思う

のです。ですので、今回私が思いましたのは、先ほどいいましたように、外部の評価者の

それぞれの専門の方が評価したものを参考にしてやったわけですが、そういったそれぞれ

の分野の専門の方が評価したものをもっと表に出して説明をしていただけないかなという

気がいたしました。前回の部会のご説明は、産総研からのご説明ですし、いただいた産総

研のまとめた資料も、我々はこれがよかったと思うというところの自己アピールでありま

したので、客観的な評価でなかったと思うのです。ですので、できるだけ専門の方がやっ

た外部評価のところをもっと前面に出して、資料としてちょうだいできるとありがたいの

かなと思っています。私、Ｂをつけて、ちょっと無責任だったかなという気もしないでは

ないのですが、それなりに努力したつもりですが、やはり限界があると思いますので、我

々がいただく資料のあり方というのをもう少し考えていただければなと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 Ｂというのはミッションをきちんと達成しているということですので、決して悪い評価

ではありませんので、ご心配なさらないでください。 

 確かに外部評価の結果というのがもう少し表面に出てきたほうがいいかもしれないです

ね。皆様、多分それを資料の中から拾い出してお読みになっていらっしゃると思うのです

が、そういったものがもっと表面に出てくると私たちの評価もやり易くなるかもしれませ

ん。 

 ほかにはいかがでしょうか。 
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 森本委員、どうぞ。 

○森本委員  グリーンイノベーションについてですけれども、昨今のエネルギーの事情

とか国の総合的な競争力、あるいは技術戦略白書の中にも盛り込まれておりますように、

非常に重要な課題だと思うのです。ただ、今までどおり継続ということではなくて、この

部分に対して何か重点的な変化というか、追加の活動をしているとか、そういう差分を拝

見したい。そういう大きな流れとか国の重要ニーズに対してこたえているという部分の動

き。同じようにいい仕事をしていますということではなくて、この部分のこういう社会的

な要求にこたえて、どの部分を新設・倍増しましたとか、そういうめり張りというのが必

要なのかなと思いました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 特に大震災が起こって、これから随分いろいろ変わってくると思いますので、そのあた

りは産総研にぜひ期待したいところですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、鉱工業の科学技術というところは、評点Ａということで確定させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今いただいたご意見は、後でまた産総研のほうにお伝えしたいと思っています。 

 次ですが、地質の調査についてです。これはＡが４名とＡＡが２名ということで、平均

いたしまして評点Ａということになります。今回の大震災に関して、産総研でも1,000年

も前の貞観地震について調査をしていたということで、いろいろ報道もされました。地味

な研究が脚光を浴びたというふうに思うのですけれども、このあたりにつきまして何かご

意見ございますでしょうか。特によろしいですか。後でまたまとめていろいろご意見を伺

いますので、思いつきましたら、そのときにお願いいたします。 

 では、Ⅰ－４の計量の標準です。これは皆様並んでＡということですので、評点はＡに

なるかと思います。特別に何かここでご意見ございましたら伺いたいのですけれども、よ

ろしいでしょうか。 

 では、業務運営です。これは４ページからになりますけれども、業務運営の効率化に向

けてということで、皆様細かくみてくださったようです。これにつきましては、Ａが４名

とＢが１名、ＡＡが１名ということで、平均しますとＡということになります。何かご意

見ございましたら伺いたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 谷川委員、どうぞ。 
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○谷川委員  これも私だけがＢなのですが、今回大分体制も変わりましたので、従来は

もう少し厳しい方が多かったので、私は特に目立たなかったはずなのですが、一人だけＢ

で、ややまずいなと思っています。私がＢをつけましたのは、基本的に産総研は、業務の

効率化もそうですし研究マネジメントもそうなのですが、努力を絶えずされていらっしゃ

って大変評価をしています。でも体制変更とか仕組みの変更というのを大変頻繁にやって

いらっしゃるのですが、体制変更とか組織変更という極めてエネルギーのかかるやり方で

はなくて、もう少しソフトな運営面での改善に努めて、実際の実効が、アウトプットでは

なくてアウトカムが出るようなことをもう少しお考えになったほうがいいのではないかな

と考えております。組織変更とか仕組みの変更というのは研究現場にも相当影響が出ると

思いますし、私自身は、極めていい研究をされていらっしゃる産総研に余りこういう形で

ストレスをかけることはいいとは思っていません。世間が厳しいのでいろいろやらなきゃ

いけないというのはわかるのですが、やり方をもう少しシンプルにしてもらえないかなと

いうことでややきつ目に評価しました。また大した問題ではないと私は思うのですが、会

計検査院の指摘を１カ所受けておりましたので、ちょっとＡにはできないなという意味で

Ｂにいたしました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 会計検査院の指摘があったということでＢと判断していただいたようですけれども、こ

の点について、ほかの委員の方はいかがでしょうか。特にご意見はございませんでしょう

か。会計検査院の指摘を重く受けとめて、ここをＢとしても全体の評価には変化はありま

せんので、そういう考え方もできるかとは思いますが。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  ご指摘のこともあるかと思うのですが、ことしに関しては、先ほどもご意

見があったように、新しい体制で抜本的に業務の効率化に手をつけたというところは非常

に高く評価していいのではないかというふうに私は考えますので、特にＡ評価で、そのま

までいいのではないかと思っています。 

 それから、谷川委員がいわれたのは、私も会社に長くいましたのでおっしゃるとおりで、

ものすごい労力が要りますよね。組織を変えるとか業務体制を変えるというのは、企業の

場合は末端まで、隅々までやらなきゃいけないので、全社挙げて物すごい体力を使ってや

る仕事です。ただ一方で、ステークホルダーの目を意識して、特に株主さんの目を意識し

てやらなきゃいけないので徹底したことをやりますけれども、ここまでおやりなったので 
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後はソフトの面でというご意見がありましたけど、私もそれに関しては大賛成で、少なく

とも第３期期間中はきちっとこれを充実させていくということでお願いしたいと思ってい

ます。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 実は私も同じような意見をもっております。余りにも組織替えが進むことで、中の方た

ちに、かなりストレスがかかるだろうと思って、かえって芽生えていくはずの研究が損な

われるのではないかという心配をしております。そのあたりは少しご注意いただきたいな

という気はしておりました。ありがとうございます。 

 では、Ａでよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、ここもＡということで評点を確定させていただきます。 

 次に、財務内容の改善に関する事項ですけれども、これはＢが３名、Ａが３名というこ

とです。平均をとりますとＡかＢかどちらかですけれども、財務内容というのは、よほど

特別なことがない限り十分ミッションを達成しているということで、Ｂでいいのかなと思

うのですが、もしこれをＡにしたいというご意見がございましたら、おっしゃっていただ

けますか。 

 谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  先ほども申し上げたのですが、これは産総研の責任ではなくて、国ないし

はこういう評価委員会が、ＡとかＡＡというのはどういう姿だというのを明確に示してい

かないと、努力のしようがないと思うのです。ですから、残念ながらそれがわからないの

で、私はＢでやむを得ないのかなと思うのですが、ちょっとこれは気の毒だなという気が

いたします。私はそれ以外に、剰余金の問題が気になりますし、またベンチャーに技術移

転をしたときに、その対価を現金でもらわずにほかの方法を検討したいというお話があり

ました。その方向でいいのですが、そのような話というのは、数年前から当たり前のよう

に議論されてきたことなので、今ごろそういうことを議論するのはちょっと遅いのではな

いかなという気がしています。財務という分野においてのいろいろな措置は、いいほうに

は向かっておりますけれども、一つ一つ何を今やるべきかということについての緊張感と

いうのはもうちょっとあっていいのではないかなということもあり、これは確信をもって

私はＢをつけました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 
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 それでは、これはＢということで確定させていただきたいと思います。 

 そうしますと、全体の平均はＡ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂということですので、総合評

価はＡとなりますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 それでは、総合評価Ａということにしたいと思います。 

 それでは、今、大体確定されたのですけれども、ここで委員の皆様から、産総研にこう

いったことは伝えておきたいといったこと、何かコメントなどがありましたら、ぜひおっ

しゃっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 谷川委員,どうぞ. 

○谷川委員  総合評価のところにも書いたのですけれども、産総研のミッションという

のは、産にもできない学にもできない、国立研究所としてしかできない骨太の研究を産と

学をリードしながらやっていく、リーダーシップをとってやっていくということだと思う

のです。私自身は、コメントに書きましたけど、技術研究組合というものも一つのツール

にしながら、そういう方向で努力をし始めていらっしゃるなということで私は評価をした

のですが、もっとやっていいのではないか。特に大震災後、科学全体の位置づけとかあり

方とか意義が問われているようなときなので、国の研究所の役割というのは極めて大きく

注目されていると思うのです。ですから、どういう研究をすべきか、どういう技術開発を

すべきかということについて、産総研がどんどん提案をして、国の研究の方向を引っ張る

ような提案をどんどんされて、そのテーマのもとに、この指とまれという形で産と学を引

っ張っていくというのがもっと目立っていいのではないかなと思っております。学におり

ますと、国策のためにこういう研究をしようといってもなかなか学者はついてきませんし、

産業界のほうは利益にすぐ結びつかないとなかなかやらないということがありますので、

これは国の研究所しかできないような問題だと思いますので、ぜひそういうところをもっ

と伸ばしていただければなと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 森本委員,どうぞ. 

○森本委員  総論のような形になりますけれども、私のほうからは３点。 

 １点目は、先ほど谷川委員のお話にもありましたけれども、国の研究所としてのミッシ
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ョン、戦略的なテーマへの投資ということのめり張りということです。先ほどから出てい

ますので繰り返しになりますけれども、エネルギーやら防災関係、それから、何よりこの

エリアというのは日本だけでできるところではなくて世界共通の課題ですので、特に外国

の先端的な研究所との戦略的な提携とか連携、こういったものをやっていただきたいなと

思います。 

 ２点目が、今度は守りのほうですけれども、知財の戦略です。特に新興市場とかへ日本

の企業が出ていくときに、知財的にはほとんど丸腰で出ていくような状態で、新幹線の例

を出すまでもなく、あらゆるところで流出しています。それでも今の状況として世界に出

ていかざるを得ないという状況の中で、どういう形で日本の企業の技術資産、知財、こう

いったものをプロテクトしていくかというあたりの制度といいますか、あるいはそこのか

わりにそういった特許をとってエリアを守っていくといいますか、そういうような何らか

の形で知財戦略というのが要るのではないかなと思います。 

 ３点目が、ライフサイエンス等に代表されるような先端的な研究ですけれども、民間や

大学でも盛んにやられている分野であります。したがって、新しい発見とかをしたという

すごく華やかな部分はいいと思うのですが、本当に研究者が困っていることは、それを実

際に臨床に応用していくまでの間の長い道のりで、そこは大体民間では投資し切れない分

野なのです。例えば臨床の評価とか膨大なテスト、試験、それにかかわる申請等の作業の

あたりは、華やかな部分ももちろんいいのですけれども、本当の意味での民間に技術移転

をしていくに当たっての必要な部分というのは、何らか地道な形でやれないかなというの

が３点目です。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 いわゆる研究・開発の死の谷ですね、そこを産総研が何とか担当してほしいということ

ですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  さっき森本委員のお話を聞いていて、例えばグリーンイノベーションでも、

太陽光発電の問題とか燃料電池とか蓄電池とか、そっちのほうにもっとお金を入れればい

いではないかと私も思うのですけど、交付金の中でやるには、これはやはり無理だなと。

そうすると、どうやってもう少し重点化していくかというと、経済産業省をはじめ国への
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提案力を強めていく、そして外部資金をとってくるというしか、独法の場合は他にちょっ

とやりようがないんですね。交付金が年１％ずつ減らされる中で割り当られたお金の中を、

理事長以下理事の方が、ここの分野にもう少しと思ってもなかなか難しいので、国への提

案力を強めて、外部資金として獲得していくということで重点化を図っていくというしか

ないと思いますし、今までもやっておられたと思いますので、それをより強力にやってい

ただきたいということです。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 毎年交付金が減っていく状況で、すばらしい研究というものをどう発展させることがで

きるかという問題が大きいと思います。外部資金をとるのもなかなか大変ですけれども。 

 はい、手柴委員。 

○手柴委員  今回の大震災で、活断層・地震研究センターの岡村センター長らの成果が

注目を浴びましたが、じゃあもう少し広くほかの地層の研究もやろうと思っても、今の交

付金の中ではなかなかできないですよね。ですから、あとは国への働きかけ、提案力を強

めるしか現実にはできないと思うのです。本当はもっとふやしてもいいのだと思うのです。

あれだけ注目されて、重要性がはっきりしたわけですから。 

○室伏部会長  そうですね。国への提案力、産総研もそうですけれど、経産省からもぜ 

ひその辺は力を入れていただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ、堤委員。 

○堤委員  今回初めて評価させていただいたので、感想も含めてコメントをします。こ

の評価は、１番のところが業務の質の向上、２のところが業務運営の効率化あるいは改善

ということで、２、４、要するに業務運営、財務運営とかいうのは、いかにけちけちやっ

たかということで評価される。１に関しては質の向上で、民間ですとシェアをどれだけ伸

ばしたかとか、売り上げをどれだけふやしたか、あるいは雇用がどれだけふえたかで評価

される。これを続けるとどんどんシュリンクする方向になってしまうのではないかと、非

常に危機感をもちました。というのが正直なところです。 

 改めて気づいたのですが、産総研の人数が3,000人を切っていると。海外の機関に比べ

ると１けたぐらい小さい。経産省の抱えている実質的な研究所として、多分これでカバー

するということ自身、正直いって、無理があると思うのです。もちろん財務、国の赤字国

債だとか、そういう問題はあるのですけど、戦うにはこのぐらいは必要だというのが必ず
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あると思うのです。それに関して考えますと、結局１けた小さいということは、先ほどか

ら議論されているように、あるいはいろいろなところで議論されているように、産総研は

産総研でしかできないような研究というのは多分あり得なくて、要するに産学官が完全に

連携して総当たりでやらざるを得ないというのが、量からみたところの本質なのではない

かと思うのです。だから、評価は確かにそうなのですけど、これは評価から逸脱するかも

しれませんけど、量的に圧倒的に不利に立っている我が国の研究開発体制をどうしたらい

いかということを何らかの形で発信していかないとまずいのではないかなというのが、今

回の一番大きな印象です。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 このことは産総研からも発信してもらうことが必要だと思うのですけれど、こういった

委員会からも、どういう形かで発信する必要があると思いますね。確かにこれだけの組織

でかなり大きなものを抱えていただいて、一生懸命やっていただいているのですけれども、 

独法の評価というのはある程度決まった形で、通則法にのっとった形でやらざるを得ない

ということがあって、なかなかそれぞれの独法の特徴的な形での評価が出来ない状況があ

るんですね。評価の仕方については、これまでも、毎年、問題が指摘され、独法評価のあ

り方そのものを議論してきているのですが、産総研部会だけではなく、経産省の独法評価

委員会からの意見を総務省の政独委に上げたりはしているのですが、なかなか改革が進ま

ない現状があります。でも、堤委員のおっしゃることは非常によくわかりますし、谷川委

員、手柴委員、赤池委員、今までおいでになった委員の方たちは、このことをいつも問題

にして、議論をしてきております。もう少し違ったところで、全体としての評価のあり方

について議論をして、もっとよりよいものにしていく必要もありますし、国の科学技術を

支える、政策を支えるという意味から、様々な研究独法のあり方ということも議論してい

かなければいけないのだろうと思うのです。こういう社会情勢の中でなかなかそれも難し

いということがあって、今後、何かの機会にぜひこういった議論もしていきたいと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。堤委員。 

○堤委員  今の枠組みでもやりようがあるのではないか。例えば研究者総数はむしろ減

っているにしても、実質的に大学から研究者を受け入れるとか、ほかの機関から受け入れ

る、あるいは企業と連携して研究組合で受け入れているということで、実質的にはふえて
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いるはずですよね。そうしないとその成果は上がりませんから。だから、そういうのを積

極的にこの項目の中で評価してもらうという、実質的にやりようがあるのではないかなと

思います。 

○室伏部会長  確かに外からの方たちをたくさん受け入れてやっていらっしゃるので、

余りその点は今皆様の評価の中には書かれていなかったのですけれども、書き込むことは

したほうがいいかもしれませんね。後で事務局と相談して、書き加えるようにしたいと思

います。 

 はい、よろしくどうぞ。 

○赤池委員  ３点ほど。 

 国民に対して提供するサービスについてですが、評価表をまとめるときに、国際標準化

委員会への積極的な参画や議長の就任実績などは非常に重要なところなので、ぜひ強調し

たまとめ方をしてもらえればと思っています。 

 ２点目は、特に科学技術の分類の名称は時代とずれているのではないかと思います。

「鉱工業の科学技術」という表現は違和感を覚えます。グリーンイノベーションの中でも、

森本委員がおっしゃられたように、低炭素対応技術は継続的に発展的にやっておられます

が、どちらかというと、画期的な成果は植物工場のイヌインターフェロンとか、あるいは

ウイルスのベクターを用いた有用物質の生産とか、バイオイノベーション分野ではないで

しょうか。日本の科学技術政策をみたときに、中長期的には多分この部分が確実に育って

いくはずですし、名称を変えてもらえないか、ぜひ検討してもらいたいと思います。 

 同じことが地質の調査についても言えます。今回の震災関連の継続的な地質研究を評価

しますし、大陸棚の研究も評価しますが、ぜひ国策として強調してもらいたいのは、資源

の調査を大きな領域として位置づけるべきなのではないか。メタンハイドレードなどもそ

うですし、小笠原村とか硫黄島などでレアアースの開発をしていく。あるいはそのための

研究開発をぜひやるべきだと考えます。そうしたことからも、名称を見直すタイミングな

のではないかという気が個人的にはしています。 

 ３点目なのですけど、今回成果を上げた、植物工場やウイルスのベクターを用いた有用

物質の量産とか、北海道センターの実績ですね。何で北海道センターがこのような良質な

成果を短期間で上げているのか、ぜひ分析する意味があるのと思います。所長が優秀なの

か、あるいは研究者の引っ張り方に何か特徴があるのか、地域センターやインナーのセン

ターも含めて、成功している研究チームのビジネスモデルというか成功の要因はきちんと
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解析する価値があるのではないかなという気がしています。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 以前に、失敗したものも解析してほしいという意見を申し上げて、それなりに報告が出

てまいりましたけれども、確かに成功例とか失敗例とかいろいろなものについて、きちん

と解析して次に引き継ぐということは大事ですね。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。まだ時間はあるようなのですけれども、

早く済んでもよろしいですよね。 

 それでは、大体皆様のご意見が出そろった思いますので、本部会として、平成22年度の

産総研の総合評価をＡというふうに決定させていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 では、この部会で審議した評価結果は、あさって開かれる経済産業省独立行政法人評価

委員会に報告いたします。手柴委員に報告していただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。報告の具体的な案文につきましては、資料２－２の「平成22年度業務実績評

価（案）」をもとに、本日、いろいろとよいご意見をいただきましたので、それを踏まえ

まして加筆・訂正をさせていただきます。特に大きな訂正はございませんが、先ほどのご

意見を加筆したいと思いますので、よろしくお願いいたします。その最終的なとりまとめ

は私と事務局でさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 それでは、産総研の皆様が、お待ちかだと思いますので、10分以上早いですけれども、

お入りいただくことにいたします。 

     （産総研関係者入室） 

○室伏部会長  それでは、おそろいになりましたので、産総研に対する平成22年度評価

の結果及び委員の方々のコメントの概略をご説明させていただきます。 

 平成22年度の評価は、Ａということで確定させていただきました。いずれ細かな評価結

果を皆様にお渡しすることになりますが、本日、委員の方から出されました幾つかのコメ

ントについて申し上げようと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 産総研が、社会の要請や産業構造の変化に対応して、ミッションを着実に達成していら

っしゃるということで、産総研のご努力に対しては、委員の皆様が、大変よくやっていら
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っしゃると評価していらっしゃいます。特に。企業でもできない、大学でもできない、そ

ういった研究開発について産総研がぜひ注力していただきたいというご意見があり、今後

さらにそういった方向へのご努力を進めていただきたいと思います。そして、挑戦的なテ

ーマ、戦略的なテーマに絞って研究開発を続けていただくのがよいのではないかというご

意見もありました。産総研が特別な機関だという意識は、もう職員の皆様の間に浸透して

いると思うのですが、さらに浸透をさせていただいて、すぐれたパフォーマンスを挙げて

いただけることを、委員の皆さまが期待していらっしゃいます。 

 大変頑張って、実績を挙げていらっしゃるのですが、ちょっとした懸念が、何人かの委

員から表出されました。それは頻繁に研究組織の見直しとか制度の見直しとかをやってい

らっしゃって、非常にドラスティックな改革をしていらっしゃるのですが、これが余り 

に過ぎると、職員のストレスになるのではないか。それが、マイナス方向に働く可能性も

あるのではないかという懸念です。組織や体制は十分に見直されていると考えられますの

で、ここでソフト面での改善というふうに少し方向転換をなさったらどうか、第３期期間

はソフト面での改善ということに注力なさるほうがよいのではないだろうかという意見が

複数の委員から出されました。ぜひお心にとめて今後の改革に当たっていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 国際標準化への貢献は非常にすばらしいことで、産総研ならではのお仕事だろうといっ

た評価もございました。 

 それから、北海道センターが、植物工場ですとかウイルスベクターを使った新しい物質

の製造などで大変よい成果を挙げていらっしゃいますが、そういったよい成果を挙げてい

るセンターやすばらしい成果を挙げたグループなどで、ビジネスモデルの解析をするとい

うことも大事ではないか。それを次に活かしていくということも大事だろうといったご意

見もございました。 

 それから、戦略的なテーマに絞ってということを先ほど申し上げましたけれども、特に

グリーンイノベーションの分野で、今までどおりよい成果を挙げているという見方ではな

く、ここで違った視点からの、挑戦的な研究開発に打って出るということもお考えいただ

けるとよいのではないか。そういったテーマを開発していかれることで、国に対して提案

力を高めるということがとても大事ではないかというご意見もありました。国に対して産

総研が提案力を高め、そして何らかのプロジェクトを打ち立てて、そこに「この指とま

れ」という形でいろいろな方が参加する。それによってますますプレゼンスを高めるとい
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うことで、外からの資金も集められるのではないかというご意見もありましたので、その

点もぜひ記憶に残していただきたいと思います。 

 それと、知財戦略における産総研の動きを期待するとのご意見がありました。日本の企

業が様々な優れた知財を外国からとられてしまうとか、流出してしまうといったことがた

くさんあるわけですので、産総研が何らかの形で日本の企業の知財をプロテクトできるよ

うなことも考えていただくとよいのではないかというご意見でました。なかなか難しいこ

とかと思うのですが、日本の産業を守ることにおいても、産総研の役割に期待があるとこ

ろです。 

 大体そんなところでしょうか。いろいろなご意見がありましたが、細かなご意見は、後

ほどまとめた形でお渡ししたいと思います。 

 もう一つ申し上げたいことがあります。今回、貞観地震のことで大分マスコミなどで報

道されていますけれども、産総研の実態をもう少し世の中に発信をしていただいて、それ

によって資金を集めるということもあり得るでしょう。また、地質調査では、レアアース

などの資源の調査、国策に合った研究開発に力を入れることもこれからは必要ではないか、

そんなご意見がありました。 

 そういったたくさんのご意見と産総研に対する期待が皆様から述べられたのですけれど

も、海外の大きな研究所などと比べますと、極めて少ない予算と少ない人員で大きなプロ

ジェクトを背負って頑張ってくださっているので、これについては産総研の皆様だけのご

努力ではとても難しいだろう、経産省や私たちの評価委員会なども声を挙げて、本当に重

要な国のための研究開発を進めるためには、もっと本腰を入れてもらわなければいけない

のだということを訴えていこうという議論で最後はまとまりました。東日本大震災の後で、

たくさんの期待が産総研にも集まっていると思います。そういったときに非常に動きやす

いのがこういった独立行政法人だと思いますし、産総研の皆様はいろいろな資源をおもち

ですので、大震災の復興に関して、あるいは次に起こってくるであろうさまざまな災害に

対しても、研究開発を進め、役立てていただけるだろうと思いますので、今後とも挑戦的

なご努力をお願いしたいと思います。 

 以上、委員の皆様のご意見をご紹介させていただきました。またさらに評価書をお渡し

いたしますので、それをよく読んでいただいて、次に活かしていただければと思います。 

 それでは、野間口理事長、お一言お願いいたします。。 

○野間口理事長  委員の皆様方、本当にありがとうございました。平成22年度の評価を
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実施していただいたわけでございますけれども、Ａという評価をいただきまして本当にう

れしく思っております。今回から室伏委員に産総研部会長をお引き受けいただきましたし、

また、森本委員、堤委員に新しく加わっていただきまして大変熱心に評価をいただきまし

て、本当にありがとうございます。つくばセンターだけでなくて北海道センターとか関西

センターも大変皆さん方お忙しい中ご視察いただきまして、現場の研究状況、経営の状況

を詳細にご評価いただいたと思っております。本当にありがとうございました。日ごろ経

済産業省の皆さんにも大変監督・指導いただいておりますけれども、委員の皆様方からＡ

という評価をいただきましたので、少しは恩返しできたかなと思っております。 

 今、室伏部会長のほうから、委員の皆様方からのご意見の紹介がございました。まこと

にご指摘のとおりだと思います。６月15日のこの部会、本日の部会で委員の皆様方からい

ただきました質問・指摘事項も含めまして、我々が経営をやっていく上で問題意識として

もっているところの大変悩ましいところを突かれたなという気がいたしまして、そういっ

た点はしっかりと検討しながらやっていかなければいけないなと思った次第でございます。 

 具体的にいいますと、先ほど、財務体質、アセットのマネジメントをどういうふうに考

えているのだというお話もございまして、公的研究機関と民間はやや違いますのでその辺

のところの悩みはあるのですが、組織の活力を失わない、持続性を失わないというような

ことを考えながら、できるだけいただいた資金を効率的に活用するという視点でやってお

ります。そういった点で、広く世間をみておられる皆様方から何かまた参考になるような

ことがございましたら、ご意見を引き続きいただけたらと思いながら聞かせていただきま

した。 

 それから、室伏部会長から、まとめとして戦略的・挑戦的なチャレンジが必要だという

お話がございました。先ほどの財務報告にありましたように、少々交付金等窮屈になって

きつつありますので、ともすれば縮小均衡的な発想に陥りがちなのですが、何度もご指摘

いただきましたように、公的研究機関として日本の産業競争力を維持拡大することへの貢

献の役割は非常に大きなものがあると思っておりまして、ご指摘いただきましたようなこ

とを胸に秘めて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。そうしますと、どうして

も組織の見直しとか、ある意味で少々研究者に対して厳しい側面を強いる面もありますけ

ど、これは、そういった産総研の役割を果たす上である程度は必要なことかなと思ってお

りますけれども、これが過度に研究者のウェルネスを損なわないように注意しながらやっ

てまいりたいと思います。 
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 具体的に国際標準への問題とか東北復興への貢献とか資源問題等々、私どもこれはこれ

からの重要な課題と思っておりますので、そういった点につきまして新しくチャレンジが

始まりましたら、委員の皆様方にいち早く報告できるようにやっていきたいと思っており

ます。国際標準の話が出ましたけれども、産総研の取り組みをシンポジウムという形で８

月24日に開催しようと、公開する形でやろうということで今準備を進めておりますので、

そういった活動もしっかりと取り組みながらやっていくということで委員の皆様方のご指

摘にこたえていきたいと思っております。 

 今回は大変立派な評価をいただきましたが、この評価に甘えることなく、さらなる研究

所レベルの向上に向かって取り組んでまいりたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から、議事次第に議題(3)その他とありますけれども、何かあ

りましたらお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  本日ご了解いただきました評価結果につきましては、様式を整えま

して、また皆様方へ送付をさせていただきたいと思います。また、本日の議事録につきま

しても、案をとりまとめ次第、委員の皆様方へ送付し、ご確認をいただいた上で経済産業

省のホームページに掲載し、公開したいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日お配りしました資料は大部にわたりますので、机の上にお残しいただければ

後日お送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  それでは、皆様、これでよろしいでしょうか。 

 それでは、お暑い中、どうもありがとうございました。また、あさって親委員会があり

ますので、手柴委員、どうぞその節はよろしくお願いいたします。皆様、どうもありがと

うございました。 

 

――了――  
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