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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２９回） 

議事録 

 

日時：平成２４年２月２２日（水）１０：００～１２：００ 

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０１４号会議室 

議題：１．最近の独立行政法人を巡る状況等（報告） 

２．独立行政法人産業技術総合研究所の第３期中期目標の変更について 

３．独立行政法人産業技術総合研究所の第３期中期計画の変更について 

４．独立行政法人産業技術総合研究所の業務方法書の変更について 

５．独立行政法人産業技術総合研究所の役員の退職に係る業績勘案率について 

６．今後のスケジュールについて 

 

議事内容 

○室伏部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第29回産総研部会を開

始させていただきます。 

 議事に入る前に、中西審議官と野間口理事長からごあいさつを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。 

○中西審議官  おはようございます。経済産業省でこの担当の審議官をやっております

中西でございます。皆様には、いつもお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 実は本日、幾つか議論いただきたいというのもあるのですけれども、皆さんご案内のよ

うに、昨年の年末に独立行政法人の大幅な見直しがございました。やはりどうしてもこう

いう財政的に厳しい状況にある中で、国としても全体将来のことを考えると、今のうちか

らやるべきことはしっかりやっておこうではないかということで、独立行政法人の見直し

がありました。そこの中では、各独立法人をゼロから見直そうではないかと。あるいは、

これまでのいろいろな業態を分析して、その類型ごとにしっかりとしたマネジメントがで

きるような体制をつくっていこうと。そういった話を通じて、最終的に幾つかの法人を統

合する、再編するという形で議論がなされてきたわけでございまして、こちらの産総研に

つきましては、政策的な位置づけとしましては成果目標達成型の法人、さらにその中でも

研究開発を行うための法人ということで位置づけられました。 
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 そういった中では、我々の従来の産総研の位置づけは明確になったかなと思っているの

ですけれども、やはりどうしてもそういう類型という形で議論をする中で、産総研がやっ

ているのは単に技術的な研究のみならず、社会科学的な研究というような意味で経済産業

研究所、あるいは世の中これだけＩＴ化が進む中で、セキュリティーについても類似の技

術の延長の中で議論できるのではないかというようなことで、ＩＰＡが産総研と一体的に

統合されるという結果になってございます。実際には26年４月からという形になりますけ

れども、そういう世の中の流れの中で、新しい産総研に向けた検討を引き続き我々はやっ

ていかなくてはいけないかなと思っているところでございます。 

 詳細につきましては、また事務局から説明させていただきますけれども、それが１つの

大きな我々を取り巻く状況の変化かなというのが１つございます。 

 あと、具体的な審議の中身といたしましては、こちらのほうもこの数年来、いろいろな

形で議論させていただきましたけれども、ＮＩＴＥに、従来産総研が行ってきました特許

生物の寄託業務を移管するといったことを今後やっていくということで、計画の見直し等

がなされるというようなことでございます。 

 以上でございます。いずれにいたしましても、こちらの委員会では、産総研の具体的な

評価、さらには次の24年度に向けたいろいろなさらなるご支援をいただくということにな

りますので、引き続き皆様にはよろしくお願いしたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、続きまして、野間口理事長、お願

いいたします。 

○野間口理事長  中西審議官がお話しされましたように、大変お忙しい中、私どもの評

価委員会にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。 

 私どもは評価される立場でございますけれども、独法制度の見直しということで、審議

官のお話にあるような形になりましたが、経済産業省とよく連携をとりまして、よりよい

形になるようにしたいと私どもは希望しております。 

 理事長として、この見直しのいろいろな検討の会議等に呼ばれたり、産業技術環境局か

ら話を聞いたり、私どもの理事を初め担当の者が内部ヒアリングを受けたりいたしました

けれども、それらを通してみますと、先生方のご指導のおかげもありまして、産総研はこ

れからの独法のあり方を考えていく上で大変よくやっているではないかと。産総研のよう

な形で他の省庁も取り組むべきではないかというようなものが、検討される議員の先生方
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とか民間の委員の方の意見に多かったように思っておりまして、これはひとえに日ごろの

厳しいご指導のおかげだと思っております。 

 さはさりながら、今回の組織見直しをせざるを得ない国家的な事情もありますし、さら

に世界との競争という点で、そういった事情は乗り越えて、さらに発進力の高い研究機関

を日本国としてもつべきだという考えも、またそのとおりでございまして、それに向けて

取り組んでまいりたいと思っております。 

 それから、寄託センターの件に関しまして、きょう、ご審議していただきますようお願

いいたします。私どもは大変いい形になるのではないかと思っておりますし、大震災のと

きに大変被害を受けましたけれども、電源復旧等、いち早く優先的に対応しまして、ブダ

ペスト条約で決まりました知的財産確保のための責任はきちっと果たし得たかなと思って

おりますが、今後はより適切な機関が管理してくれるものと私どもは信じておりますので、

その辺も踏まえてご審議いただけたらと思っているところでございます。本日は、本当に

ありがとうございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。産総研が今後の独法のあり方を示すモデルと

もなるという大変すばらしい評価を外部からいただいているようですけれども、今後もぜ

ひ頑張っていただきたいという思いで伺いました。 

 それでは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  本日、資料が大部にわたりますけれども、資料１が座席表でござい

ます。資料２が委員会の委員一覧。資料３が最近の独法をめぐる状況等ということで、少

し厚いですけれども、ホチキスでとめたものがございます。資料４は１と２がございまし

て、資料４－１が第３期中期目標の対照表、横になっている一枚紙でございます。資料４

―２は、これを溶け込ませました中期目標全体の改定案でございます。資料５に移りまし

て、資料５も２つございまして、こちらは中期計画でございます。資料５－１、横になっ

ているほうが改定の対照表。資料５―２が溶け込ませました中期計画全体の資料でござい

ます。資料６に移りまして、資料６－１が業務方法書の対照表と、資料６―２がそれの溶

け込ませたものでございます。資料７に移りまして、資料７―１が退職役員の基礎業績勘

案率についてということで、資料７―２がその運用に関する閣議決定等でございます。資

料８が今後のスケジュール。参考資料といたしまして、「特許微生物寄託業務の一元化に

関するお知らせ」というプレス発表資料。それから、ＩＰＯＤのパンフレットが１つござ

います。資料は以上でございますけれども、もし過不足等がございましたら、お知らせく
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ださい。 

 それから、本会議の資料及び議事につきましては、ホームページ等で公開させていただ

く予定でございますので、よろしくお願いいたします。議事録等の内容につきましては、

公表を前提にして、後日、確認をいただくための手続をとら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  ありがとうございました。資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、議事次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。最初の議題であり

ます最近の独法をめぐる状況等につきまして、事務局から説明していただきます。お願い

します。 

○渡邉産総研室長  それでは、資料３をごらんください。 

 一番最初のページは、私どもの大臣官房政策評価広報課長の米村名で関係者の皆様方に

ご案内いたしましたデータそのものでございますけれども、先般、独立行政法人の制度及

び組織の見直しの基本方針というのが閣議決定されました。 

 報道等で大分出ておりましたけれども、今回、この制度の見直しにつきましては、法人

の事務・事業の特性に着目いたしまして、類型化とガバナンスの構築及び新たな法人制度

に共通するルールの整備、そして組織の見直しということで、現行 102の独立行政法人が

ございますが、それを65に削減するということが示されてございます。 

 経済産業省の所管法人につきましては、社会科学系の政策研究と理工学系の研究開発、

情報セキュリティーでのシナジー効果をねらいまして、ＲＩＥＴＩと私ども産総研とＩＰ

Ａの３法人を統合するという方針及び日本貿易保険という輸出入に関する貿易保険がござ

いますけれども、この特殊会社化というのも中に含まれてございます。 

 これ以外にも独立行政法人通則法そのものの運用の見直しも今検討されておりまして、

平成26年４月から新たな法人制度に移行していく予定でございます。 

 関係資料はたくさんついておりますけれども、何枚かめくっていただきますと、平成24

年１月20日閣議決定、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針というのがついて

ございます。これが今回の決定そのものの本文でございます。 

 目次をみていただきますと、ここの中には、経済産業省以外のすべての関係省庁の独立

行政法人をどのように見直していくかということが全部書いてございます。 

 産総研の関連部分は、ちょっと後ろのほうにまいりますが、ページでいきますと24ペー

ジに経済産業省というのがございます。経済産業研究所、産業技術総合研究所及び情報処
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理推進機構、上記の３法人につきましては、統合の効果が十分に確保されるよう業務運営

のあり方を見直すとともに、役員数の削減を含む組織や事業規模の見直し、間接部門の効

率化等について明確な目標を速やかに設定し、抜本的な合理化を行った上で統合すること

とし、研究開発型の成果目標達成法人とするという記述になってございます。 

 ちょっと役所言葉も含まれていますので、わかりやすく解説しますと、３つの法人がご

ざいますけれども、いずれにしても統合法人は研究開発型の成果目標達成法人とすると。

研究開発型ということが１つの基本方針になります。そのときに、３法人がそれぞれやっ

ているものをそのまま統合するということではなくて、抜本的な合理化努力をしっかりや

りながら成果を出せるようにしてくださいという方針が示されてございます。 

 あと、もう少しめくっていただきますと、今度はＡ３の折り込んである資料が２つござ

いまして、それの２分の２という最後のほうをみていただきますと、これは経済産業省の

みならず、すべての独法、関係省庁別に、また、法人の特性の類型別にまとめた資料がご

ざいます。例えば一番左の赤のところで上に書いてあるのが廃止ということで、ここに書

いてあるものはもうやめます。それから、民営化、他の法人制度を活用するというような

ものもございますし、特に研究開発関連でいきますと、真ん中の成果目標達成型法人とい

うことで、経済産業省は中段の少し下のところで、産総研を含みます３法人の統合の話も

書いてございます。 

 ちなみに、文部科学省の所管法人につきましては、理研、物材機構、防災研、海洋研、

ＪＳＴを１つに統合するという話もございますし、また、国土交通省の所管法人ですと、

土木研、建築研、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所と、今回、

大くくり化というのが関係省庁の中でも加速的に進んでいるということでございます。 

 それから、右側に行政執行法人ということで、造幣局ですとか印刷局といったところは

国近法人という俗称で呼んでおりましたけれども、極めて国の自主業務に近いところは行

政執行法人という類型化にする。 

 それから、一番右側の国移管。これは通称天上がりなどという言い方もされていました

けれども、一時、独立行政法人ということで外に出したわけですが、業務の特殊性からか

んがみて、もう一度国に戻すべきだというのが３つございます。 

 ここにございますように、今後、新しい独立行政法人制度の中では、真ん中にあります

中核になっているところを成果目標達成型法人という類型にいたしまして、それから、右

の造幣局とか印刷局みたいなところは、通称国近法人と呼んでいますけれども、行政執行
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法人。新しい独法通則法上は、この２つの類型、成果目標達成型法人と行政執行型法人に

分ける。それぞれに応じて、評価や運用のあり方が異なりますので、異なった特性の上で、

今までは全部十把一からげにやっていたわけですけれども、２つに分けて整理をするとい

う方針で進んでいると聞いております。 

 そういった中で、成果目標達成型法人につきましても、研究開発型、金融業務型とか大

学連携型とか類型もございます、特に研究開発型につきましては、さらにまた研究の不確

実性ですとかしっかりとした考慮事項を含めた上で、制度設計の中で最も効率的にイノベ

ーションを促進するような活動に資する仕組みに変えていこうという議論が進められてい

る最中でございます。 

 説明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。次の議題 (2)の中期目標の変更と中期計画の

変更、業務方法書の変更につきましては、関連しておりますので、まずまとめて事務局か

ら説明をお願いして、それから質疑応答ということにしたいと思います。お願いします。 

○渡邉産総研室長  それでは、今ご説明いたしました閣議決定につきましては、もう政

府としての方針で示されておりますので、当部会における審議事項の対象の外になります。

こちらは報告ということでやらせていただきました。そういう位置づけでございます。 

 それでは、今、部会長からご指示がありましたように、これからが、ある意味、この部

会としての審議事項ということになりますけれども、一番最後にございます参考資料のプ

レスリリースがございます。 

 これを、復習させていただきますと、プレスリリース資料の一番下の注のところに書い

てございますけれども、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針というのが平成22

年12月７日に閣議決定されました。ここでは、産総研の特許生物寄託センターと製品評価

技術基盤機構の特許微生物寄託センター、通称ＮＰＭＤと呼んでいる事業と、２つあった

のですけれども、これを統合して、平成23年度以降、順次、必要な措置を講ずるという方

向性が示されておりました。この決定を受けまして、産総研からＮＩＴＥへ当業務を継承

するということになりまして、その後、今年度の３月31日までの期間に両機関で進めてい

る業務を円滑に移すための事務的な作業を続けてまいりました。準備が整いましたので、

昨年の11月16日付で、寄託していただいているユーザーであります産業界、関係者の皆様

方に、統合することを正式にお知らせするということで、このプレス発表を出したわけで

ございます。 
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 この特許寄託業務につきましては、国際的な枠組みの中で進めてまいりまして、日本国

としての寄託機関をブダペスト条約上に基づき、国際寄託当局として既に２つの機関が登

録されてございました。２つの機関を１つに統合するということでございますので、こち

らのブダペスト条約上も、産総研からＮＩＴＥに継承するという手続を同時に進めており

ます。 

 現在、寄託機関の場所は産総研のつくば本部と、ＮＩＴＥは木更津のかずさでやってお

りますが、将来的には産総研のつくばの資源もかずさに移管します。ただし、経過措置と

して、当面１年間ぐらいは、つくばの資産、資源を活用しながら、看板はＮＩＴＥに変わ

りますけれども、ＮＩＴＥの業務として、つくばで一時やっていただきながら、かずさに

もっていくという作業を進めてまいります。 

 したがいまして、産総研の業務として寄託業務がなくなるということになりますので、

関連の中期目標、中期計画、業務方法書、それぞれの中で寄託業務が出ている部分を削除

する必要性が発生いたします。きょうの審議事項は、削除することについてご了解をいた

だきたいということでございます。 

 まず最初に、中期目標の中にどうやって書かれているかといいますと、資料４―１が対

照表、それから資料４―２の本文がありますけれども、これの本文でいいますと４ページ

に出てまいります。中期目標の「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上」

という中に「６．その他」がございまして、ここに今回、「特許庁からの委託による特許

生物株の寄託や分譲等の業務等の全部を廃止し、平成24年４月１日をもって独立行政法人

製品評価技術基盤機構に継承する。」ということを、経済産業大臣から独立行政法人に対

して指示する中期目標の改定を行いたいというのが目標の部分でございます。 

 中期目標に対応して、独立行政法人として中期計画をつくった上で、経済産業省として

これを認可するという行為がございますけれども、計画のほうの記述の部分ですが、これ

は資料５―１をごらんください。資料５―２の厚くとじたほうの資料でいきますと、８ペ

ージでございます。対照表で書いてある関連部分でございますけれども、「特許生物の寄

託に関する業務及びブダペスト条約に基づき世界知的所有権機構（ＷＩＰＯ）により認定

された国際寄託業務等については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成

22年12月7日閣議決定)」における「産業技術総合研究所の特許生物寄託センターと製品評

価技術基盤機構の特許微生物センターを統合することとし、平成23年度以降、順次、必要

な措置を講ずる。」との決定を受け、当該業務等の全部を停止し、平成24年4月1日をもっ
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て独立行政法人製品評価技術基盤機構に承継する。」ということを中期計画の中に書いて

ございます。変更した中期計画をご了承いただければ、産総研より経済産業大臣省に認可

申請の手続を進めるということでございます。 

 それから、３点セットの３点目ですけれども、資料６―１と資料６―２、産総研の業務

方法書というのがございます。法律に基づく組織でありますので、その法人が行う業務の

詳細については、業務方法書の中にすべて記載されてございます。これにつきましても対

照表をごらんいただきますと、変更前のほうで第12条が、「特許生物の受託等に係る業

務」ということでございますけれども、これを削除します。 

 内容につきましては、大きな方針が示された寄託業務のＮＩＴＥへの承継ということで

ございますので、それに伴いまして、今回、中期目標、中期計画、業務方法書の３点をセ

ットで修正させていただければということでございます。 

 説明は以上でございます。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した。今、拝見していて気づきましたが、４―１の

その他のところの独立行政法人製品評価技術基盤機構の「盤」が抜けているのです。４―

２も５も基盤の「盤」が抜けてしまいましたので、申しわけないのですが、よろしくお願

いいたします。 

○渡邉産総研室長  大変失礼いたしました。修正させていただきます。申しわけござい

ません。 

○室伏部会長  よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまご説明をいただきましたけれども、いかがでしょうか。何かご質問

ございましたら、お願いいたします。谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  ご説明ありがとうございました。確認させていただきたいことが２点ござ

います。 

 先ほどおっしゃった資料３の24ページですが、ここに経済産業省所管の３つの機関の統

合について書かれているわけです。きょうの審議でどういうことを我々委員が申し上げれ

ばいいかということのためにお聞きするのですが、従来からこういった形で外部評価委員

の意見を申し上げて、産総研についても、我々の認識としては高い評価で来たと思うので

すが、改めて業務運営のあり方を見直すとかという話がさらにあるということは、産総研

に関しては何が問題になっているのか。そういう議論がもしこの半年ぐらいの間であった

とすれば、さらに何が問題にされたのかということを確認したいのが１点。 
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 それから、この３つの機関の統合案につきましては、私は正確に認識しているわけでは

ないのですが、経済産業省からこの３つを統合することでどうかというように、むしろ経

産省から提案があったというように新聞報道等で聞いているのですが、もしそれが本当だ

とすれば、その考え方はどういうところなのかということを確認のために教えていただき

たいのですが。 

○室伏部会長  ありがとうございます。渡邉室長お願いします。 

○渡邉産総研室長  産業技術総合研究所につきましては、この議論を進めている過程の

中で、行政刷新会議ですとかそういったところでさまざまな議論が行われてまいりました。

そういった中、議論が始まる最初の段階で吉川最高顧問が呼ばれまして、そこで、産総研

が工業技術院時代から16の組織を統合して１つにし、業務の効率化を徹底して進めてきた。

さらには、１つのアイデンティティーとしての確立に向けて続けてきた努力をご説明いた

だき、刷新事務局側からも、これは独法の統合・合理化のモデルケースであるという高い

評価をいただいたと思っております。その上で、今回はこの３法人統合に向けてという結

論になったわけでございますけれども、気持ちとしては、さらにもう一段頑張れというこ

とを政府の方針としてお示しいただいたのかなと考えてございます。 

 例えていうならば、国際的な枠組みの中で、 ＣＯ２の削減に向けて日本政府もコミット

していますけれども、日本政府の省エネルギー努力というのは絞り切った雑巾である。し

かしながら、社会、世界への貢献という観点からは、一定の努力義務を負った上で、さら

に一歩踏み込んでいくということを進めているわけです。産総研についても、私ども事務

局の気持ちとしては、絞り切った雑巾であるという感じはございますけれども、それに甘

えることなく、産総研自身も、もう一度みるべきところはしっかりと見直すと。さらに一

方で、今回、ＲＩＥＴＩとＩＰＡとの統合という話もございますので、私どもが歴史の中

で学んできた実績と蓄積を、必要があれば、この統合プロセスの中で生かさせていただく

ようなことをしていかなければならないのかなと思っております。 

 それから、２点目、この統合につきまして、経済産業省側からの何らかのインプリケー

ションがあったのではないかというご指摘でございますけれども、これにつきましては、

私ども、現場ではそのようなお話を申し上げたつもりもございませんし、むしろ行政刷新

会議側からそういう方針でということを、半ば通告ベースで閣議決定文案がまいりました

ので、当然申し上げるべきことは何度も申し上げながら交渉を続けてまいりましたが、結

果において、こういう方針が示されたという理解でございます。よろしくお願いいたしま
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す。 

○室伏部会長  谷川委員、よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。では、森本委員、どうぞ。 

○森本委員  ご説明ありがとうございました。全体の方向として、こういった方針が出

されていることは理解できましたし、それから、１つは効率化という話がございましたけ

れども、それも１つの重要な目的だったかと思いますが、研究機関としては、それよりも

むしろ、これをきっかけに文理融合の領域での研究開発が新たに発展するというようなこ

とを私としては期待したいと考えております。 

 その観点からしますと、今度統合するＲＩＥＴＩを含めて、研究テーマという観点で、

今までの同じものがそのまま併記されるということではなく、何か新しい双方の融合のシ

ナジーが発揮できるような新たなテーマや領域を定義していくというような考えはあるの

か。あるいは、全体の既存のテーマも含めて、今の時代がいろいろ変わっていますので、

これをきっかけに見直されるような予定もあるのかをお伺いしたいと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。渡邉室長よろしいですか。 

○渡邉産総研室長  統合の方針が閣議決定で示されました。当然、これは１つのマイル

ストーンでございますけれども、具体的に、ここにございますようなさまざまな観点から

の統合プロセスを進めていく議論というのは、これからでございます。今ご指摘がござい

ましたように、ＲＩＥＴＩの蓄積の中で、政策提言機関としてイノベーション政策の蓄積

もございますし、当然、研究開発の実施機関、産業技術総合研究所としてそういったもの

を受けとめながら、新しい方向性を出したり、相互のコミュニケーションを深めることに

よって、より一層進むべき領域もあると思っておりますので、これにつきましては、ご指

摘がありましたような方向で、ぜひ新しいことができるように、関係者と相談を進めてま

いりたいと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございました。今まで産総研には、いわゆる文系の分野がな

かったですね。そういう意味では、今、森本委員がおっしゃったようなことはとても重要

かなと思いますし、今後、文理融合の新しい領域が新しいイノベーションにつながること

もありますので、ある意味で、これをよい機会ととらえていただくというのはとてもよい

ことかと思っています。今はちょっと早過ぎますので、いずれ産総研の皆様からもお話を

伺いたいと思います。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、赤池委員、お願いします。 
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○赤池委員  審議事項ではないのですけれども、研究開発型法人の統合のときに、省庁

を越えた統合みたいな議論はなかったのですか。これは個人的な関心事も含めて、簡単に

ご説明いただければと思うのですが。 

○室伏部会長  中西審議官、お願いします。 

○中西審議官  その質問にストレートにどう答えるかというのがあるのですけれども、

いろいろな行政刷新会議の事務局のほうと各省の現状、そういう思いを議論する中では、

当然のことながら、向こうの行政刷新会議の事務局からは、省を越えた、本来目的とする、

同じ機能を有する者同士にそういうシナジー効果を生ませるべきではないかという議論が

ございましたが、やはり結果的には、壁を越えて統合というところまでは――両省ともに

イエスといわないと、なかなか進まないということもあったので、財政改革がとにかくま

ずやるべきことだし、そのためには間接部門等のいろいろな経費をとにかく削減していか

なくてはいけないというプライオリティーが高かったのではないかということです。 

 正直申し上げると、我々自身に、疑問がかなりあるのですけれども、差し当たりは国民

に対してこういう形で、国としても、全体の財政状況を踏まえての対応はとにかくこれで

頑張るのですという対応で、必ずしも理想的なものではない部分もかなりあるのではない

かというのはわかってはいるのですが、そういうやりとりの中で、今のこういう形に落ち

ついているというのが現状でございます。 

○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。 

 確かに今回の行政刷新会議で話し合われたことは財政的な面だけかなという気がします

ので、一時的な改革なのかなという気が私もしています。いずれ、もう少し広い視点から、

省庁を越えて、統合とまではいかなくても、もっと連携を強めるといった形で、さらに効

率のよいすばらしい実績を生み出すようなことを考えていかないといけないかなと思って

いますけれども、これは次の課題でございますよね。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは、ここでお示しいただいた中期目標の変更と中期計画

の変更、それと業務方法書の変更については、当部会としては了承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） 

 ありがとうございます。ご了承いただきました内容については、これから財務省と協議

をいたしますので、その中で若干の文言の修正が出るかもしれませんが、その点につきま
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しては、私と事務局に最終的なとりまとめをお任せ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。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。次は役員の退職に係る業績勘案率について

です。審議に入りますけれども、審議の間、産総研の皆様には席を外していただきますの

で、この場で、まず産総研に確認しておきたい事項がありましたら質問をお受けしたいの

ですが、これはご説明をいただいてからのほうがよろしいですね。 

ご説明がありまして、委員の方から産総研へのご質問が終わりましたら、一時退席をお

願いしたいと思います。それまでお待ちください。 

○渡邉産総研室長  それでは、説明を先にさせていただきたいと思います。 

 資料７―１は、産業技術総合研究所から評価委員会の室伏委員長に提出していただいて

いる勘案率の基本的な考え方でございます。 

 資料７―２は、平成15年の閣議決定で、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員

の退職金について」という、どのように勘案して、どのように計算していくかという基本

方針の考え方が示されたものでございます。 

 ７―２の４ページ目をごらんいただきますと、基本的な考え方の計算方式が書かれてご

ざいます。業績勘案率の決定、下に数式がございまして、ε′＝ｘα＋ｙβ（ｘ＋ｙ＝１、

ｘ＝ 0.8、ｙ＝ 0.2）ということでございます。αとβという２つの項がございまして、

αというのは産業技術総合研究所としての組織全体のパフォーマンス、そして、βという

のは退職されるご本人の方の個人の業績でございます。したがいまして、在任期間中、産

総研全体がどうであったか、そして、ご本人がどういう貢献をされたかというこの２つを、

組織勘案率に 0.8を掛けて、ご本人の業績に 0.2を掛けて、足していくということになり

ます。ですから、論理的にいいますと、ゼロの場合もあるかもしれませんし、さらにふえ

る可能性もございます。 

 ただ、組織全体のα部分については、評価委員会におきまして、退職されました監事在

任期間中の組織評価は既に提示されて、確定してございます。したがいまして、前項の組

織寄与分はもう決定しておりまして、残された論点は、ご退職されました監事在任期間中

の個人業績をどうみるかということに尽きると思います。 

 それでは、資料７―１、これは産総研からご提出いただいている資料でございますけれ

ども、監事は、在任期間は平成19年７月から平成23年３月末の45ヵ月でございました。基

本的には 1.0というのがご提案でございます。 
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 次のページをめくっていただきますと、まず機関実績勘案率が 1.0ということで書いて

ございますけれども、評価委員会で、19年度から20年度、21年度、22年度、この数年間の

総合評点は大体３．幾つということでございます。 

 先ほどの資料７―２の４ページ目に数式がありましたけれども、その次の５ページにα

の算出という表が出てございます。総合評点として、その組織が 3.0以上 4.0未満のとき

には、各機関の実績勘案率を 1.0にするというのがルールでございます。したがいまして、

監事におかれましては、前段の組織の部分については 1.0。それから、係数としては 0.8

を掛けるということになります。 

 さらに、個人の業績勘案率につきましても、ご提案では 1.0ということでございます。

個人の業績勘案率の算出につきましては、こちらも資料７―２の先ほどの表のあった下の

５ページ目の (3)に個人業績勘案率βの算出というのがございまして、これをみていただ

きますと、当該監事の個人業績勘案率βは 1.0を基本とするということでございます。わ

かりやすくいいますと、しっかりとやっていただければ、通常は 1.0でございます。しか

しながら、さまざまな環境の中で、課題が残されるのであれば減点もあるかもしれません

し、成果を残されたことが認められればプラスになるということもございます。 

 産総研からご提出していただいている原案では、監事在任期間中、基本的な勘案率は 1.

0であろうということでご提案をいただいてございます。考慮するべき事項はプラス・マ

イナスゼロという判断でございます。 

 ご審議自体は産総研ご退出後にということでございますけれども、ご審議に入る前に、

ここまでの説明の中で、もし事実関係として何か確認しておきたい事項がございましたら、

いただければと存じます。 

○室伏部会長  それでは、ただいま渡邉室長からご説明がありました。谷川委員、どう

ぞ。 

○谷川委員  個別の話ではないのですが、ルールのところ、今ご説明のあった７―２の

個人業績勘案率βの算出のところです。 「1.0を基本とする」となっておりますが、「な

お、役員個人の業績の報酬に対する反映方法が確立された場合には」となっています。閣

議決定は平成15年ですけれども、個人の業績の反映方法というのはまだ確立されていない

のでしょうか。 

 なぜこういうことをお聞きするかというと、個人の方が相当頑張ってもそれが反映され

ないというのは、ある意味ではおかしい話で、前理事長がご退任になったときに、機関の
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全体で、多少不祥事があったということでマイナス査定をされかけたことがあって、それ

はおかしいのではないかということで委員全体が反対したことがございましたけれども、

マイナスのときだけは機関全体の状況に反映されて、個人が幾らいいことをやってもマイ

ナスしかないというのは極めて不当だとあのとき思ったことがあるので、ずっと 1.0で７

年も８年も全然検討されていないというのはいかがなものかと。これはこちらの問題では

ないのですけれども、そこら辺の状況はどうなっているのかということで、もしわかれば

教えていただきたいのですが。 

○室伏部会長  ありがとうございます。渡邉室長お願いします。 

○渡邉産総研室長  まず、「反映方法が確立された場合には」ということでございます

が、残念ながら、現時点においても、ルールとして確立されて、新しい基準で運用すると

いう状況には至ってございません。しかしながら、考慮するべき事項があって、なおかつ

評価委員会でそれをご審議、ご了解いただければ、プラスという形、もしくはマイナスと

いう形、両方あり得るわけですけれども、これを含めて関係省庁に協議させていただくと

いうプロセスがございまして、その中で認められれば、いろいろなバリエーション、可能

性はあると考えてございます。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

 もし産総研のほうで何かございましたら。ただいまのこと、よろしいですか。 

○野間口理事長  今のはルールの話ですから。 

○室伏部会長  よろしいですね、わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、ご意見、ご質問ございませんので、産総研の皆様には一時退席をお願いいた

します。 

 

     （産総研退室） 

 

○室伏部会長  それでは、産総研案に関しましてご議論いただきたいと思いますけれど

も、何かご意見ございますか。谷川委員、いかがですか。 

○谷川委員  特に私は依存ございません。 

○室伏部会長  森本委員もよろしいですか。 

○森本委員  はい。 
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○室伏部会長  赤池委員もよろしいですか。 

○赤池委員  はい。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、産総研案のとおりに、この部会の

案として決定させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 今後、部会案につきましては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会で意見をい

ただくことになっています。総務省に提出する資料につきましては、資料７―１の産総研

案をもとにいたしまして、本日、皆様、ご意見は特にございませんでしたので、これがそ

のまま出ていくことになるかと思います。もし何らかの文言の修正などがございましたら、

事務局と私にご一任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。 

 では、最後に事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  資料８に今後のスケジュールがございます。 

 明日、室伏部会長は親部会で全体を含めた議論がございます。それから、あとのスケジ

ュールは、これは毎年の評価委員会としての本丸業務になりますけれども、平成23年度の

産総研としての法人の実績業務をみていただきながら評価をしていただくということにな

りますが、昨年も産総研の実情をよくみていただいた上で評価いただくという趣旨で、い

ろいろなところのご視察をお願いしてございます。ことしにつきましても、できるだけ委

員の皆様方のスケジュールを合わせながら、北海道から九州まで、どこでも結構でござい

ますので、みていただく機会をつくらせていただこうと思ってございます。６月には産総

研で実績報告をまとめてまいりますので、まずはそれを一弾、現場の声プラス産総研でと

りまとめた実績報告を聞いていただきまして、７月にそれに対する評価を行い、さらに親

部会に報告していくというのが当面想定されているスケジュールでございます。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。スケジュールにつきまして、何かご質問とか

ございますか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、本日の会議はこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

 

                                 ――了―― 
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 問い合わせ先 

経済産業省産業技術環境局技術振興課産業技術総合研究所室 

電 話：０３－３５０１－１７７８ 

ＦＡＸ：０３－３５０１－７９０９ 


