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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３１回） 

議事録 

日時：平成２４年７月１２日（木）１０：００～１２：００ 

場所：経済産業省 別館８階 ８２５共用会議室 

議題：１．平成２３年度財務諸表について 

   ２．平成２３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  皆様お集まりですので、第31回産総研部会を始めさせていただきます。。 

 まず、事務局から配付資料について確認をお願いしたいと思います。 

○渡邉産総研室長  本日の資料は、大部になって大変恐縮でございます。 

資料１―１は、財務諸表等をまとめたものでございます。それから１―２が事業報告書

ということで、製本させていただきました厚いものがございます。それから資料１―３は、

財務諸表、きょうこれからご説明がありますけれども、これの概要をパワーポイントにま

とめた縦書きの資料でございます。 

 それから資料２―１、２―２、これは評価関連の資料でございますので、産総研の関係

者の机の上にはございませんけれども、委員の皆様方の机の上に、２―１が業務実績に関

する評価表、２―２がそれをまとめた実績評価表ということでございます。 

 それから参考資料といたしまして、評価を実施するに際しましての、５月29日、前回ご

了解いただきました評価の基準をあわせて参考として配付させていただいております。 

 以上です。もし過不足等ございましたら、事務局までお知らせください。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、早速、議事次第に従いまして、議題１の平成23年度財務諸表等についての審

議に入りたいと思います。まず、財務諸表等の取り扱いにつきまして事務局からお願いい

たします。 

○渡邉産総研室長  独立行政法人通則法の第38条第３項におきまして、財務諸表を承認

しようといたしますときには、あらかじめ評価委員会の意見をお聞きすることになってご

ざいます。また、経済産業省の独立行政法人評価委員会運営規則第７条に、財務諸表の承
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認については分科会の決議をもって委員会の決議とすることができるとも規定されてござ

います。同運営規定第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

って分科会の議決とすることになっております。もう既に産技分科会長としての同意は得

ているところでございますので、よって、本日、部会として議決をいただきますことによ

りまして評価委員会の議決とすることになりますので、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。 

 それでは、平成23年度の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  それでは、ご説明させていただきます。資料１―３、パワーポイントの資

料でご説明をさせていただきます。 

 まず、最初のページ、上下２段組みになっておりますけれども、１ページと書いてござ

います下の部分でございます。独立行政法人通則法に、財務諸表に具体的にどういうもの

を提出するか記載されてございます。その一覧でございます。ここは変更ございません。

貸借対照表、損益計算書、利益処分、それから、省令でキャッシュフロー計算書と行政サ

ービス実施コスト計算書、それから附属明細書という構成になってございます。 

 次のページでございますが、それに事業報告書、決算報告書、監事意見、それから会計

監査人の監査報告書が添付されているという構造でございます。 

 その下、３ページでございますが、この財務諸表の手続でございます。今、室長のほう

からお話ございましたが、それに加えまして、この３ページの表でございますと、右上の

ところに目的積立金に関する協議というのが財務大臣との間にあるということになってご

ざいます。第１期、２期には、この目的積立金の協議というのを何度かやってきておりま

すけれども、現在の期に入りまして、この目的積立金に関する協議というのは行っていな

いということでございます。 

 次のページ、産総研の会計方針のポイントでございます。会計基準、幾つかの選択が可

能なものがございまして、それについてどの基準を採用しているかというのを記載したも

のでございます。ここも、23年度、特に大きな変更はございません。 

 一番下、独立行政法人の会計基準というのがございまして、これが最近ですと毎年のよ

うに少しずつ改訂されてございます。そこにございますような幾つかの改訂がございまし

て、細かいところでは少し表記が変わっているところがございますが、大きな影響はござ

いませんので、ここも省略させていただきます。 
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 ５ページから、主な特徴ということで、特に23年度に特徴的なことを中心に少しご説明

させていただきたいと思います。まず、23年度は不要財産の国庫納付というのを幾つかし

たというのが、これがあらわれてございます。処分につきましては、これまでも評価委員

会でご審議いただいてございますが、その結果として、つくば苅間サイトの建物、機器の

譲渡収入、あるいは秋葉原サイト閉鎖に伴いまして敷金が返ってきた。この返ってきたキ

ャッシュを国にお返しする。あるいは、小金井サイトの研究機器を譲渡し、その現金を国

にお返しするというようなことが反映されてございます。 

 それから、独立行政法人も民間の会計基準と同じように、減損というのが今の基準には

盛り込まれておりまして、それで幾つか減損処理をしてございます。大きく２つ分けてご

ざいますが、１つは、中部センター瀬戸サイトでございます。こちらのほう、会計検査院

の指摘もございまして、23年度末に業務を終了して、中部センターのほうに集約化を進め

ております。まだ土地・建物は産総研が持った形になっておりまして、今年度中に国庫に

お返しするという手続を進めておりますが、業務を終了させたということで、減損処理を

してございます。 

 それから、次、北海道センター。最後に、他９棟と書いてございますが、大分老朽化し

た建物がふえてきてございまして、これを閉鎖するということにいたしましたものですか

ら、減損処理をしてございます。 

 それから、次の交付金の繰越執行のところは、後で数字上でちょっと説明させていただ

きますけれども、次のページでございます。 

 ６ページでございますが、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、目的積立金を申

請してございません。実は第１期、２期は申請ございまして、これは年度を超えて、ある

程度利益といいますか、お金をためて何かに使うという処理をしようというときには、こ

の目的積立金の申請をするということになります。その場合には財務大臣との協議という

のが必要になるわけでございますが、実際上なかなか時間がかかるとかいうこともござい

まして、毎年度の予算の中でそれを組み込んで、当該年度中に執行していこうという方針

を第３期に立てましたものですから、この目的積立金の申請というのはしていないという

ことでございます。 

 それから、次の注記事項の追加情報ということでございます。１年前のときにも報告い

たしましたけれども、呉市にございます旧中国センターの土地を王子製紙株式会社に売却

してございます。平成20年でございますが、一昨年、23年度に瑕疵担保責任に基づいて賠
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償請求の申請がございました。それを１年前にご報告させていただきましたけれども、そ

の後、ことしの２月29日に裁判所に提訴という形になりましたものですから、その旨を注

記してございます。まだ訴訟始まったばかりでございますので、どのぐらいの負担になる

のやらならないのやらというのもなかなかまだわかりませんものですから、引当金のよう

な処理もまだしてございません。 

 それから、最後でございますが、１月20日の閣議決定で３法人の統合というのが決まっ

ておりますので、その旨も注記してございます。 

 ７ページからが実際の貸借対照表等の数字でございます。大きく 100万単位になってご

ざいますが、特徴的なところだけをご説明させていただきます。 

 右側の負債のところ、一番上に、Ⅰ、流動負債でございまして、その下に運営費交付金

債務というのがございます。運営費交付金は、年に４回に分けて、いわば先払いのような

形で私どもに振り込まれますが、振り込まれた時点では、まだ収入ではなく、ここにござ

います債務という形で処理されます。例年ですと、これがもっと少ない、１けた少ない数

字なのでございますが、23年度は、11月に第３次補正で約 100億円の運営費交付金が追加

されてございます。その分が、やや時間的な問題もございまして、執行が、実際、キャッ

シュアウトという形ではできていないということで、ここに債務、あるいは、その左側の

ほうでございますけれども、現金、預金のところの金額が例年よりも 100億強大きくなっ

ているというところがございます。 

 ただ、先ほど５ページの一番下にございましたけれども、これも順次執行されていくと

いうことで考えてございます。 

 それから、次のページ、損益計算書でございます。左側のほうが費用、右側が収益とい

うことで、その差し引きが右の下のほうに経常損失ということで出てございますが、これ

をみていただきますと、経常損失が立っている、すなわち、赤字になっているということ

でございます。この理由でございますけれども、これは昨年も申し上げましたけれども、

減価償却というのが見た目の数字を赤字にさせているわけでございまして、民間企業から、

交付金の場合は、差し引き±０のような形になるように経理の処理がされるのでございま

すが、民間企業からいただいたお金で建物、あるいは設備を買う、減価償却するというこ

とになりますと、初年度に収入があり、２年度以降は減価償却だけということになってし

まいますものですから、２年度目以降の赤字が発生するということになります。 

 それは、独法の経理システム上、当然に起こることでございますので、それをいわばオ
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フセットするために、この右下の、ブルーで色がつけてございますけれども、前中期目標

期間繰越ということで、当然に繰り越されるべきものとして、この前期から第３期に積立

金が送られてきております。それを減価償却相当分を取り崩すことで、最終的には総利益

ということでプラスになるということでございます。 

 ただ、これも、損失もそうですし、利益もそうでございますが、いわば見た目のもので

ございまして、現実にこういうキャッシュがあるわけではなくて、資産になっている分の

処理の関係でプラスになったりマイナスになったりということでございます。 

 次の９ページがキャッシュフロー計算書。キャッシュに絞ってといいますか、キャッシ

ュで見るとどうなるか。資金ショートしていないということの確認かと思います。 

 次の10ページでございます。これが今期の決算における利益剰余金全体の額ということ

でございますが、①が先ほど申し上げました第２期から減価償却に対応するために繰り越

されてきている積立金の残でございます。それから②が、昨年、22年度の決算で利益とな

ったものが積立金という形で表示されます。それから③が、23年度の計算上の利益の額が

ございます。ただ、いずれも非キャッシュ性の積立金ということになります。 

 11ページ、行政サービス実施コスト計算書。これは、この上の10階のスペースのように、

国から無償で、あるいは安く借りているようなものがあれば、それも費用として計算する。

逆に、自己収入を得ているものは控除するということで、国民負担の額を出そうというも

のでございます。 

 次、12ページ以降でございます。こちらは、今までのところは財務会計に従いまして、

未収金とか売掛金とかそういう債権債務を含めたものでございますが、12ページから後ろ

は、いわゆる役所型というのでしょうか、大福帳型というのでしょうか、わかりやすいと

いえばわかりやすい形でございますが、その数字で表示をしてございます。23年度、政府

からいただきました運営費交付金、当初が約 600億、それから左下のほうに、先ほどもち

ょっと申し上げましたが、補正等でいただいた、追加でいただいた分、その上に施設整備

費補助金、受託、その他収入ということで、全体、例年大体 1,000億程度の収入になって

ございます。 

 支出のほうは、それに対しまして 900億弱、ちょっと切るぐらいでございまして、これ

は先ほど申し上げましたが、まだ補正の支出が今年度にずれ込んできているということが

大きな理由でございます。 

 14ページ、自己収入の中で大きなウエートを占めておりますのが受託でございますが、
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受託は、この図でいいますと、左下、NEDOの受託、色が黒で書かれて余り美しくなくて申

しわけございませんが、このNEDOからの受託の部分が39億ということでございますが、こ

こが減少してきております。22年度、68億でございましたので、30億ぐらい減ってきてい

る。これは既にご承知のとおりでございますが、NEDOから、同じ独立行政法人の間で直接、

しかも、産総研だけがNEDOから受託を受ける事は整理していこうということで、ここの部

分は減ってきております。 

 それから、その下、15ページでございます。その他収入内訳ということで、右上にござ

います資金提供型共同研究収入というのが、いわば民間企業からのお金をいただいて研究

している、そういう意味では民間等からいただいている典型的な部分かと思います。ここ

が34億円。実は前年度、39億円ございました。ちょっと下がっております。震災の影響が

民間企業にも多少あって、少し少な目になったのかなあと思っております。 

 財務諸表に関しましては以上でございますが、今年度は、大変恐縮でございますが、16

ページから数枚で契約監視委員会の状況についてのご報告をさせていただいております。

16ページでございますが、産総研の契約監視委員会、これは随意契約の見直し、あるいは

１者応札を減らしていくにはどうしたらいいかというようなことで、手柴委員も含めて委

員会を構成し、毎年、前年度分の契約をチェックする事をお願いしてございます。 

 今回、23年度分の契約につきまして、４回の予定で、今時点で３回委員会を済ませてお

ります。申しわけございませんが、本来であれば、４回全部終わったところでご報告でき

ればよかったのですが、ちょっと追加で委員会にお諮りするような指示が政府のほうから

あったりもして、残念ながら、４回目がまだ残った形でございますが、進めてきておりま

す。実際に点検をお願いしております契約の中身がちょっと網をかけた部分でございます。

随意契約の妥当性の確認をしてくれと。それから、真に競争性が確保されている、すなわ

ち、１者応札がもう少し減らないのかというようなところを中心に毎年チェックをお願い

してございます。 

 特に３と４でございますが、これは今回初めて委員会でのチェックをお願いするという

ことでございまして、２年以上、１者応札だった案件、産総研の場合、 153件でございま

したけれども、これをチェックしていただくようにということで、総務省から昨年の９月

に指示が来てございます。 

 それから、４番目、公益法人に関する支出についても点検するようにということで、こ

れは行政改革実行本部、（事実上閣議でございますが）からの指示もございまして、この
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部分を中心に、７月27日、４回目をご審議いただいて、それで23年度分のチェックが終わ

るということでございますが、３回目のところまでのご報告をさせていただければと思い

ます。 

 ちなみに、その下に、今回が４回目といいますか、４年目になるわけでありますが、３

年目、２年目、１年目と見ていただきますと、一番最初の１年目は、20年度分のチェック

をするために、21年の12月からと、事実上１年ぐらいずれてからチェックが始まってござ

いますが、３年目のところで少し時期を繰り上げまして、９月にしてございます。 

 今回、４年目ということで、６月に繰り上げて、できればきょうの評価委員会までに終

わらせられればと思ったのですが、大変申しわけございませんが、まだ１回積み残してい

るという状況でございます。 

 では具体的にどういう案件をどうやってチェックしているかというのが次の17ページで

ございます。産総研の契約、大変多うございますものですから、全数を一々ご確認いただ

くのは事実上無理だということで、経済産業省もそうでございますけれども、抽出をして

確認いただくというやり方をとってございます。大きく随意契約に関するものと、それか

ら１者応札のところで抽出の方法をご説明させていただいておりますが、まず、随意契約

につきましては、１．のところでございますが、そこに法令等により特定されるものとい

うところから黄色く色がかかっております個別判断というところまで幾つかの類型が書い

てございます。実はこの類型、平成18年に、当時の谷垣財務大臣の名前で各省にいわば通

達が出されておりまして、その通達にこの随意契約の類型が、ここにございますように分

けてございます。 

 その中で、監視委員会では、この個別判断、ほかの類型には属さないというものについ

てご確認いただくということで、23年度につきましては、産総研、27件ございましたので、

これをご確認いただいております。 

 それから１者応札につきましては、この下の２．のところでございますが、これはマト

リックスにしてございまして、横に並ぶ類型と縦に並ぶ契約のパターンでマトリックスを

つくって、その中から抽出するということにしてございます。まず、契約の類型でござい

ますと、イとして物品等を買うというパターンのもの、ロとして、物、機械を特注でつく

ってもらうというパターンのもの、それから賃貸、あるいは工事をお願いする。それから、

それ以外の役務をお願いする。何かしらの研究を外に頼むというパターンに分けまして、

それをそれぞれ、一般競争で１者応札だったもの、企画競争で１者応札だったもの、公募
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随契で１者応札だったものと分けまして、それぞれから、金額が多いものを中心に抽出し

て確認いただいております。23年度は、それに加えまして、同一メーカー、同一機種につ

いての抽出も行ってチェックいただいております。 

 次のページでございます。この抽出の仕方も、年ごとにいろいろ工夫しておるところで

ございます。金額の多いものをピックアップするようになりましたのは２年度から、それ

から、契約先によって、ある会社から非常にたくさん調達しているのではないかというこ

とで、これは３年度目から契約先についてみてみる、あるいは製造メーカーに着目すると

いうことも３年目からやっております。 

 それから、汎用性のあるガスクロとか液体クロマトグラフィのような競合メーカーがた

くさんありそうなものはどうなっているのだろうかという抽出を２年目にやらせていただ

きました。これはもっぱら手柴委員に抽出いただいたようなものでございますが、それか

ら、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、23年度、４年目に関しましては、同一メ

ーカー、同一機種で、事業所が異なって同じものを調達しているという場合は一体価格は

どうなっているのだろうか、なぜ１者応札だったのだろうかということを確認いたしてお

ります。 

 なぜそういう抽出をしたかというのが実はその下のページにございます、委員との主な

やりとりの中の最後の部分にかかってまいりますが、まず最初、幾つかいただいておりま

す意見の中、23年度分のチェックの中でいただいた主な意見３つ書かせていただいており

ますが、１つ目は、これは随意契約に関してでございますけれども、随意契約で同じとこ

ろとやる、理由があるのはわかる。けれども、時間がたってくると、価格交渉の余地はあ

るのではないかというようなご指摘をいただいております。これはぜひちょっとやってみ

たいと思っております。 

 それから、次が１者応札に関してでございます。私ども、１者応札になった資料、入札

公告をかけて資料はとりにきたのだけれども、実際に応札には参加してくれなかった企業

の方にアンケートをお願いして、それを回収してございます。なぜ参加できなかったのか、

しなかったのかというアンケートをいただくようにしてございますが、なかなかそれでも

よくわからない、もう少しアンケートを工夫していかなければいけないのではないかとい

うご指摘をいただいたのが２つ目でございます。 

 それから３点目、これが先ほどの同一メーカー、同一機種で異なる事業所というのにか

かわってまいりますが、実はいわゆるテリトリー制が代理店の間に引かれているのだろう
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という想定のもとにピックアップしたのが先ほどのケースでございます。どうもデータを

みる限り、そのような可能性は高いということでございますが、他方、公正取引委員会の

ほうにも私どものほうから確認いたしましたけれども、テリトリー制そのものが直ちに独

禁法上違反にはならないということでございまして、そこに価格の統制がされているとい

うことがないと違法にはならない、テリトリー制があるということだけをもって違反とは

いえないということで、価格の協定があるのかないのか、外からはわかりませんものです

から、産総研としてどういうことが可能なのか、どうやってその壁を乗り越えていくのか

というところで、知恵を出していかなければいけないということのご議論などをいただい

ているところでございます。 

 ちょっと長くなりましたが、私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。大分契約について工夫していらっしゃるよう

で、ありがとうございます。 

 それでは続きまして、監査報告の結果についてご報告をお願いいたします。 

○内田監事  それでは、ご報告申し上げます。 

 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23事業年

度について監事監査を実施しましたので、その概要をご報告申し上げます。 

 監査は、私ども、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23事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告

書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。 

 監査の結果ですが、まず、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製作されております。適正に表示しているものと認められます。 

 決算報告書及び事業報告書は、先ほども話がありましたように、財務諸表の添付書類と

して主務大臣に提出することになっておりますので、こちらにつきましても監査をいたし

ました。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

るものと認められます。また、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。 

 会計監査人の監査につきましても、その監査結果の報告を受けました。その結果ですが、

会計監査人からも、平成23事業年度の財務諸表、決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。 
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 業務の運営及び執行につきまして、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、先ほどご説明もありました契約の実施状況につきましても、私ども、引き続き、

特に留意し、監査を実施してまいりました。また、専門家による契約案件の点検見直し、

これを実施していただき、その指摘事項を踏まえて、随意契約案件や１者応札案件に関し

まして、透明性、あるいは競争性の確保に調達現場におきまして一層の努力がみられたと

感じております。 

 産総研のミッションの周知、リスク管理、内部統制等に関する法人の長のマネジメント

の状況につきましては、制度の構築状況等、説明を受けるとともに、現場に赴き意見等を

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、監事監査の過程で把握した問題点等につきましては、理事長初め理事、役員、関

係者と意見を交換するなど、監事の意見等を伝えることにしております。 

 今後も引き続き業務の適正かつ効率的な実施に十分配慮し、監事監査に当たっていきた

いと思っております。 

 以上、ご報告申し上げましたが、平成23事業年度の財務諸表及び決算報告書等は適正で

あると表明し、監査報告といたします。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。ただいまの内田監事、大谷監事の監事の意見

書は資料１―１の28ページにございます。それから、今のご説明の中にございました独立

監査人の監査報告書につきましては、同じ資料の26、27ページにありますので、ご参照く

ださい。ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご質問等ございましたらお願いいたし

ます。ただいま、産総研と監査人の方からご説明いただいたわけですけれども、いかがで

しょうか。 

 特段のご質問やご意見ございませんか。 

 ありがとうございます。大変きちんとしたお仕事がなされているということで、皆様納

得なさったようで、次に進ませていただきますが、今、修正を求める意見がございません

でしたので、財務諸表等につきましては本部会では適当であると判断させていただきます。

よろしゅうございますか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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○室伏部会長  それから、もしも何らかの形で一部修正があったような場合には、私と

事務局で対処いたしますので、一任させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題の平成20年度業務実績評価に入り

たいと思います。評価の審議中は、産総研の皆様には中座していただきます。評価の審議

結果が決まった段階でまたお戻りいただいて、結果をお伝えしたいと思いますので、委員

の皆様の中で、今、皆様が退室なさる前に、何かこれは聞いておきたいということがござ

いましたら。 

 どうぞ、手柴委員。 

○手柴委員  それでは、メールでご質問させていただきましたので、改めてこの席、あ

るいは委員で共有化したいと思いますので、質問させていただきます。 

 私、メールで２つの質問をさせていただきました。１つは、技術移転に関する連携体制

の強化で、ライフサイエンス分野の連携チームはないのですかということで質問しました

が、私の誤解でして、実は６分野ごと全部それぞれチームがあるかと思っていたものです

から、ただ、現状の形では３チーム体制になっているというご説明を受けて納得しており

ます。 

 ただ、ライフサイエンスというのは、極めて特殊な特許といいますか、世界でして、ブ

ラックバスターといわれるような 1,000億の医薬品でも、基本特許は４つないしは５つし

かないという感じです。さらに、発明、発見がそのまま主要特許になるというのも、ライ

フサイエンス分野の特殊性だと思います。それで、今後いろいろ、このチームというのは、

私、非常に期待していまして、まさに入り口から出口まで、研究現場から実際にライセン

スするとか、あるいは事業化するとか、ベンチャー化する、出口まで見据えたチームです

ので、この強化をぜひお願いし、充実させるならば、ライフサイエンス分野というのを独

立した形でと願っております。 

 それから、もう一つご質問させていただきましたのは、産総研ベンチャー、もう約10年

になるかと思いますが、かなり多くのベンチャーが創出されたと理解しております。その

中で当初の目的どおりいかなかった場合というようなものもあるかと思いますし、それで、

ベンチャーに関してはアメリカの例が非常によくいわれますけれども、ライフサイエンス

分野でも、大手医薬品の半分ぐらいが依然としてベンチャー発の新薬ということになりま

す。 
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 ただし、中身は、実はベンチャーの生存期間といいますか、存続期間というのは物すご

く短いのですね。ベンチャーつくればいいという、アメリカはそうだとなりますけれども、

実はどんどんつぶれている。ただし、どんどん生まれているということで、それは、１つ

は徹底した、やはりマーケットが厳しくみているということでもありますし、それにかわ

るものとしては、組織内のベンチャーの場合には、自己でチェックを厳しくする必要があ

るだろうと。場合によっては、つくるときから撤退ルールみたいのを設けるというのも当

然あってもいいのかとは思っています。 

 そういう意味で、今回、タスクフォースチームをつくって、それからまた、そこでは十

分な審議をしてベンチャーをつくっていくということで、これも大変すばらしい試みだと

思っていますが、その辺、現在の産総研発ベンチャーの現状について、簡単で結構ですの

で、ご説明いただければと思います。 

○室伏部会長  では、簡単にご説明いただけますか。 

○瀬戸理事  わかりました。瀬戸のほうからご説明させていただきます。 

 今、委員ご質問の、ベンチャーについては、資料の中にも書かせていただきましたけれ

ども、 112社、産総研発足以来操業していますけれども、現在、ベンチャーとして活動し

ているのは87社です。残りの25社のうち10社については、企業さんの子会社になったり、

また吸収されたりしたものが10社ございますので、その10社については、ベンチャーの価

値を認めていただいて、そういう意味では貢献できている部分かなと思います。 

 あと、87社の部分で、どのぐらいうまくいっているのだというようなご議論もあるかと

思いますけれども、そこは、例えば売り上げとか営業利益等々でみても、売り上げなんか

でいいますと、 5,000万円以上の売り上げを出している企業が、１年前の調査で16社でご

ざいました。そのうち３社については４億円以上の売り上げといというような状況でござ

います。 

 今の産総研のベンチャーの状況としては、簡単に申し上げますと大体そんな形ですけれ

ども、大学等発ベンチャー全体との比較でいうと、大学等発ベンチャーの存続が大体85％

ぐらいと統計で出ていまして、産総研が８割ぐらいですから、大体近いぐらいのところか

なと思っております。また、企業に吸収合併されたり企業に買っていただいたりというよ

うな比率でいうと、大学等発ベンチャーで大体３％弱、産総研で６～７％ぐらいというよ

うな、大体そんな比較になるかと思います。 

 以上です。 
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○手柴委員  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。ほかに特別お聞きしたいご質問。 

 どうぞ、谷川委員。 

○谷川委員  質問でもなくて、ちょっとこれは意見なのですが、評価全体の仕方につい

てということで、必ずしも産総研のほうでお答えになれることではないのですけれども、

この評価につきましては、私もこの委員にならせていただいてから少し長くなりますので、

ずっと数年やってきて思うのですが、どうも評価基準というのが、いつも定性的な評価で

やらざるを得ないということで、なかなか厳しいなという気がしております。 

 例えば研究、それから業務運営の効率化、財務等、そういったいろんな切り口があるわ

けですが、特に産総研の場合は大変いいお仕事をされていて、全体としてはいつもＡにな

るのですが、客観的にみて、本当はＡＡでもいいなと思うことも多いのですが、例えば財

務というところがいつも、今回も恐らく、おわかりになるでしょうけれども、Ｂというの

が多くて、それが足を引っ張って、どうもＡにしかならないということが結構続いており

ます。 

 私は元銀行員でもありますので、財務のことについてはわりとよく発言するのですが、

いろいろ私が注文をお出ししていた結果、産総研の方が大変誠実にご対応いただいて、そ

れなりのご努力されているのですが、独法という制約から、しかも予算も国から来るとい

うことで、例えば資金の効率的運用をしようとしてもなかなかできないということがあり

ます。そういうことがあるがゆえに、結果としてＢをつけざるを得ないということが多い

のですが、ではこういう独立行政法人における、例えば財務というところにおけるＡＡ、

Ａのゴールというのはどういうものなのかという具体的な、定量的な姿というのをどこか

が示さない限り、永遠に、産総研の例えば財務評価というのはＢで、それがあるがゆえに、

とにかく全体の評価としてＡＡにならないということが続くのではないかという気がして

いて、これは産総研の責任なのか独法評価委員会の責任なのかわかりませんけれども、特

に財務とか業務運営効率化というところについて、こうなればＡＡだというところのゴー

ルを何とかつくれないものかなとちょっと、これは私、希望しています。でないと、本当

に産総研なんかの研究部門で大変高いパフォーマンスを出されているところが損するので

はないかという気がしておりますので、そういうところを何とかできないかというのは、

定量的なところをできないかという。 

 それから業務運営の効率化というところをずっとみておりますと、どうもコンプライア
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ンス的な観点からのチェックポイントが物すごく多くて、それをやったかどうかで業務運

営の効率化のポイントが高いかどうかというふうになっております。 

 ただ、個人的に思いますのは、もちろん、コンプライアンスというのは大変重要ですけ

れども、むしろ研究法人としての業務運営の効率化というのは、本来は投入した費用とい

いますか、投資に対してどれだけのパフォーマンスを上げたかというパフォーマンスメジ

ャメントでやるべきだと思っています。ですから、幾らコンプライアンスを守ったからと

いって、ほとんど何も研究成果がない、アウトカムがないということであれば、本当は評

価は低いはずなのに、コンプライアンスを中心にやれば評価が上がるという仕組みは明ら

かに私はおかしいと思っています。これは独法全体の研究法人における評価の基準自体を

もっと見直すべきでないかと思っています。 

 これは日本の全体にそうで、特に会計検査院というところが、手続どおりやったらどう

かということをわりと評価の基準にしておりますから、これは産総研に限らず、みんなそ

うなのですけれども、アメリカあたりだと、パフォーマンスメジャメントというのが会計

検査院ですら普通になっておりますので、これは室伏部会長にぜひ評価の上部委員会のと

きに、そのような方向で変えるということはできないのかということをぜひご検討いただ

きたいなと思っています。これはちょっと意見でございます。 

○室伏部会長  ご意見ありがとうございました。今、谷川委員がおっしゃったことは、

もう10年来この委員会でも、上部委員会でも話題になって、常に研究開発のパフォーマン

スを前面に出すべきで、特に研究開発法人においては、財務内容についてほかの法人と同

じレベルで評価するのはまずいだろうということは何度も出ておりまして、それについて

は、何とか、結局それを評価しないわけにいかないのですね。 

 もう既に決まりがございますので、それを逸脱できないので、何とかこれを評価の基準

の中でできるだけ低く抑えようということで、現在ありますようなサービスの質の向上、

さまざまな項目についての評価の評定を何％と抑えてございますよね。その財務内容につ

いては20％という形で低く抑えて、それで評価しようという形にはなっているわけです。

いろいろな他の法人などでは、財務内容とか業務運営の効率化というのはまず一番上のほ

うに出てくるのですが、やはり研究開発法人はそれではまずいだろうということで、財務

内容を、これはテクニカルな問題なのですけれども、最後にもってきて、余り目立たない

ようするとか、実に地味な努力なのですけれども、そんなことをしております。 

 また、これは総務省の政独委でも、私たち、何度かお話ししていることなのけれども、
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国全体のご方針というのがなかなか変わらないといいますか、そんなことがありますので、

その中で何とか頑張ろうという状況だということをご理解いただきたいと思います。 

 森本委員、手短にお願いいたします。 

○森本委員  せっかくの機会ですので、一言。 

 産総研、すばらしい研究チームで多くの知財を創出されております。その知財が大量に

出て、特許等も非常に多く優秀なものが出ておると思いますが、私の意見としては、１つ、

国の科学技術の国際競争力を高めるという視点での知財戦略についてぜひ深く検討してい

ただければと思います。 

 その知財、今まで生み出したものというのは、現在、未来で使うものだけではなくて、

いろんな種類のものが存在すると思います。例えば、現在、企業に移転をして国際競争力

の場で勝ち抜くためにどうしたらいいかというように使えるたぐいの知財、あるいは現在

の日本では既にプライムを過ぎたような特許であっても、それ自体、特許としての価値は

まだ残っていて、新興国を含めほかのところで、言い方変ですけれども、換金できる、あ

るいはライセンスできるようなことで、そこから資金を生むことができるようなタイプの

知財というのもたくさんあると思うのですね。 

 そういったものを積極的に使って研究資金を得る、あるいは現在の、これからの技術に

対する投資に回せるような資金を得るという方法もあろうかと思いますし、それから、逆

にいうと、国際競争力においては、材料とかバイオとか再生可能エネルギーの分野という

のはそのままほうっておきますとほかの国がどんどん先を抜いていく、その中で大量に企

業で活用してもらえるような知財がここで生み出されているようなものをどうやってもっ

とほかの企業が競争力高めるのに使えるかという観点での利活用の、決してこの産総研つ

くった特許の権利をどう守るかということではなくて、それを産業界にどう活用してもら

えるかという観点の知財戦略、そういったものをぜひ検討いただければと思います。 

○室伏部会長  何かお答えいただけますか。 

○湯元理事  今、産総研の知財を、特にライフサイエンス系ですけれども、そういう知

財ファンドなども活用して産業界に利用していただくといったようなところをやっており

まして、そういった、今までにないそういう知財ファンドを活用して産業界に移転してい

くといったようなところにも少し踏み込んで、今、検討しているところです。 

○瀬戸理事  産総研は、今、審査中のものも含めて１万 6,000件ほど特許ありますけれ

ども、その全体を維持するというコストパフォーマンスというだけの観点ではなくて、今、
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森本委員がおっしゃったような、どのように戦略的に知財網を構築できるかという観点で

も含めて、棚卸しという形で検討していきたいと思っています。ありがとうございました。 

○室伏部会長  ほかによろしいですね。 

 それでは、これから審議に移りたいと思いますので、産総研の皆様には一度退室いただ

きたいと思います。 

     （産総研関係者退室） 

○室伏部会長  それでは、これから審議に入りたいと思います。 

 まず、事務局から評価の進め方について説明をお願いいたします。 

○渡邉産総研室長  これから、資料を使いながらご説明いたしますけれども、５月29日、

前回ご了解いただきました評価の基準というのがございます。これをもう一度復習させて

いただきますと、先ほど谷川委員からもご指摘ありました、多少抽象的ではありますけれ

ども、ここで決められていますことは、評価の項目を中心にやっていこうということで、

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、そして、評価については、ＡＡから始まってＤまでの５つの段階にカテ

ゴリーをしていくことになります。中期目標に対する中期計画の達成に向けてしっかりと

やっていればＢ、秀でれば、Ａ、ＡＡ、だめならＣ、Ｄに下がっていくということでござ

います。 

 それで、総合評価を出すに際しましては、各項目ごとにウエートをかけて、それで加重

平均するという形になってございます。国民に対するサービス、その他質の向上というと

ころが全体で研究業務の本丸のところですけれども、そこが60％、それに対して業務運営

の効率化で20、財務で20、トータルで 100ということになります。 

 これが評価の基準とカテゴリーの考え方ですけれども、きょうは資料２―１と２―２の

２つをご用意させていただいています。資料２―１のほうは、前回、産総研のほうからあ

った昨年度の業績に対しまして、事前に先生方にお送りをして、評価シートに埋めていた

だいたものを綴ってございます。 

 これの２ページめくっていただきますと、１ページがありますけれども、これがローデ

ータとして、委員の皆様方からいただいた評価を一枚の表にまとめたものでございます。

横一列がお一方の委員で、それで６人分横に並べて書いてございます。 

 一番下の行のところは、これを平均化して、６人の委員のトータルの評価を仮に入れて

ございます。そういう意味で、これからご審議いただく事項でありますので、括弧がつい

ているということでございます。 
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 もう一つの資料が２―２でございますけれども、先ほどの資料２―１はお一方ずつおつ

くりになられたものですので、全体の評価を進めるに際しまして、評価の項目ごとに各委

員からいただいたことを再整理してまとめたものが資料２―２でございます。 

 つきましては、この資料２―２に基づきまして、大分時間も押していますので、シンプ

ルに概況を10分か15分位でご説明させていただきまして、その後に各項目ごとにコメント

をいただきながら、評価を確定し、最終的には総合評価、これもまた加重平均になります。

という手順になります。 

 資料２―２の１ページから４ページまでは総合評価ですので、説明は最後にいたしまし

て、５ページから始めさせていただきたいと思います。 

 １―１、「サービスの質の向上（研究開発マネジメント）」でございます。こちらの評価

は、ここ数年間、18年度から19、20、21、22年度と引き続きましてＡ判定をいただいてご

ざいます。 

 評価のポイントといたしましては、積極的な研究マネジメントの取り組みにより研究開

発の重点化が図られている。政策実現型の独法としてのミッションが着実に実現されてい

るという評価をいただいてございます。 

 東日本大震災、3.11、ここで多くの深刻な被害を受けたわけですけれども、そういった

リスク発生に対応し、しっかりとした対応をしていただいた。あわせて、オープンイノベ

ーションハブ機能の強化ということで、研究開発拠点形成の活動、つくばイノベーション

アリーナに代表されるようなさまざまな取り組みを、厳しい財政状況の中、うまく推進し

ていただいたという評価をいただいてございます。 

 その下の項目からは、主な実績、それから６ページにまいりまして、各委員からいただ

いた評価の項目、これに関連する部分を抜き書きして記載してございます。あわせて、＜

指摘・コメント＞という形で、これは昨年度の実績を少し超えて、来年度以降もぜひここ

はこのようにしていくべきではないかというような、将来にわたってのアドバイスなりコ

メントというものをそういった形で再整理をさせていただいてございます。 

 ７ページの下からは、組織運営の効率、こちらのほうも、研究戦略をつくってしっかり

やっているということをご評価いただいているところであります。また、組織についても、

スクラップ・アンド・ビルドで、昨年度につきましても、ユニットの改編等も進めてきて

います。 

 ８ページにつきましては、地域センターの活性化でございます。こちらについても、地
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元密着型の機能とナショナルセンターとしての両面を追いながら、地元貢献においても、

中小企業支援というのを公設試と組んでしっかりやっていましたという実績についても評

価をいただいてございます。 

 10ページにまいりますと、知恵、人材を結集した研究開発拠点、つくばイノベーション

アリーナ、これは産総研のみならず、物材機構と筑波大学、そして、先般、高エネルギー

研究所も入りまして、組織を超えた集中拠点ということで取り組みを産総研が中核になっ

て進めているということについて評価をいただいてございます。 

 それから12ページにまいりますと、研究成果の社会への普及ということでございますけ

れども、知財、ベンチャーといったところで苦労しながらではございますけれども、しっ

かりした対応をとってございます。 

 ただ、いまだ課題が多いというところも事実でございますので、これについては引き続

きしっかりやっていく領域であるとご指摘をいただいてございます。 

 以上、この研究マネジメントの20％部分の総評が14ページに改めてまた、表でございま

すけれども、お一方、ＡＡをいただいていますけれども、他の方はＡ、総合判定も仮にＡ

ということで入れさせていただいてございます。 

 15ページ目からは、今度はサービスの質の向上の具体的な研究業務のほうに入ります。

こちらについても、18年度以降、継続してＡをいただいてございます。 

 いずれの研究課題につきましても、震災以後、しっかりとした対応をとり、なおかつ、

再生可能エネルギー、省エネルギー、こういった重要なエネルギー課題についてしっかり

とした対応をとってきています。さらに、アウトカムにつながった代表的成果としては、

動脈硬化度計測機器の市販開始であったり遺伝子組換えイチゴ生産によるイヌ・インター

フェロンの薬事申請等、続々と事業化に向けた取り組みにつながっている、まさに橋渡し

機能を実現しているという事例が評価のポイントに挙げられてございます。 

 15ページ以降、また順番に、ここは個別の研究領域ごとの研究実績と、それに対する評

価、コメントというのが16、17ページに続いてございまして、18ページに、グリーン部分

の評価をいただいてございます。お一方がＢで、あとはＡＡ、Ａということになってござ

います。 

 19ページからはライフ・イノベーションの関連につきまして、同様に、主な実績、そし

て評価、iPSの関連でも頑張っているという評価をいただいてございます。 

 20ページが、＜指摘・コメント＞で、21ページの上段の部分に評価の結果をいただいて
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ございます。お二方がＡＡで、残りがＡということでございます。 

 それから、21ページ目からが「他国の追従を許さない先端的技術開発の推進」というこ

とで、グリーンとライフ以外の領域における主な実績と、それから22ページにまいりまし

て、委員からいただいた評価、23ページに評価の結果をいただいております。こちらにつ

きましては、全委員の評価結果がＡということでございました。 

 24ページからは、今度は３番目の項目の地質の調査でございます。こちらにつきまして

も、18年度以降、Ａを継続していただいてございます。 

 東日本大震災に対応いたしまして、産総研の特色の一つである本分野の研究の高い能力

と、それから過去ずっと培ってきました知見、実績を生かしまして、今回の巨大地震や津

波に対する地質調査やその成果を生かした適切な情報発信を行ってまいったという評価で

ございます。 

 また、さらに鉱、いわゆるマイニングでしたり、燃料、地熱資源、こういったものの賦

存状況に関するデータに基づいた確保につながる成果が得られたということでございます。 

 特に24ページの実績のところに書いてございますけれども、大陸棚の延伸に関する申請

が、産総研のバックデータをもとに認められたという快挙も挙げてございます。さらに、

津波堆積物の調査によりまして、東北大震災の津波の高さの規模等も、大分早い段階で、

震災が起こる前から何らかの情報提供なり対応というのをやっていたわけですけれども、

正式な提言直前で実際の被害をこうむってしまったという、ちょっと残念な結果もござい

ました。ただ、それを想定するようなファクトは過去の研究の中で積み上げて、提言とい

うのを情報発信してきたということでございます。 

 26ページが評価結果。 

 27ページからは計量でございます。こちらにつきましても、イノベーションの基盤とな

る計測技術の開発、生産技術、こういった点の活動が高く評価されてございます。超小型

の抵抗器の開発ですとか小型の積算の線量計の開発を行いまして、つくば市の市民の方々

にお配りして、放射線の計測をする実証実験、こういったもので社会貢献をしているとい

うところが評価のポイントでございます。 

 28ページ目に評価結果ということでございます。 

 29ページ目からが業務運営の効率化でございます。真摯かつ着実な取り組みがなされ、

効果も上がってきていると。時代の要請の変化に応じて不断の実施体制の見直し、ユニッ

ト間、そして本部と地方センターでの連携も確実に行っている。コンプライアンスの体制
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強化、それから安全衛生確保に向けた取り組みがなされているというのがポイントになり

ます。 

 29ページ以降は、また実績、それから評価といったものが続いてまいります。この辺か

らは、刷新会議ですとか独法全体に対する標準的な管理項目の確認というのが幾つか続い

てございます。入札の話も出てまいりますけれども、そういったものも含めまして、確実

にやるべきことはやっているということを今回確認させていただいてございます。 

 特に入札につきまして、38ページのところに個別に記載がございまして、契約監視委員

会、手柴委員にもご参加いただいてございますけれども、こういった取り組みを進めるこ

とでしっかりとした対応を行ってまいってございます。 

 40、41ページあたりは、また個別の規定の整理等の少し細かい数値データが続いてござ

います。 

 それから、46ページが役職員の給与に関する事項でございます。こちらは、平成17年度

対比で約６％減という目標が出てございましたけれども、そちらも達成しているというこ

とでございます。 

 49ページには、ラスパイレス指数の状況も出てございます。昨年は事務職員で 105.5、

研究職員で 104％という数字になってございます。 

 その集計が54ページにございます。54ページのところで、お一方がＢですが、ほかの方

はＡということでございます。 

 55ページからが最後の財務内容。こちらについては、歴年、Ｂということでございます

けれども、運営費交付金の減少や産業界の景気の低下により、財政状況は悪化してござい

ます。しかしながら、共同研究等による自己収入というのを、少しずつではありますけれ

ども、ふやしていると。また、知財収入につきましても、ポリシーを見直しまして、技術

移転を見据えた効果的な取り組みというのを進めている。また、遊休地の処分についても、

国庫返納もしくは売却といった形でやるべきことをやっているという評価をいただいてご

ざいます。 

 こちら、先ほどの業務運営の効率化と重複する事項が多いのですけれども、再掲も含め

て、55ページ、56ページ、57ページ以降書いてございます。 

 こちらの結果を、一番最後の64ページに表がございますけれども、一応こちらは形式的

にとりまとめるとＡということでございます。 

 それで、申し訳ありません、一番最初のページに戻っていただきまして、総合評価とい
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うことですが、これの加重配点になります。20％、30％、５％、５％、20％、20％と掛け、

ＡＡを５点、Ａを４点、Ｂを３点、Ｃを２点、Ｄを１点というふうに換算いたしまして機

械的に計算いたしますと、 3.8点となります。 3.8点といいますのは、 3.5点以上、 4.5

点以下というのがＡでございますので、仮に形式的にこの機械計算の結果を当てはめます

と、総合評価の結果はＡということになります。 

 その総合判定に至るに当たっての根拠というのを２ページ、３ページ目以降に書いてご

ざいますけれども、この記述につきましては、先ほどご説明させていただきました他の評

価項目から多少重複を排除して再構成してまとめ直したものでございます。 

 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。 

 先ほど谷川委員からのご意見がありましたけれども、本部会では、最高部会といいます

か、経済産業省の独法委員会では、このサービスの質の向上それぞれについてこういった

加重平均をつくっております。加重、重さに違いをつくって、それによってできるだけ財

務内容に対する評価の効果を薄めようと、そのようなことをしておりますので、ご理解い

ただければと思います。 

 それでは、ただいまのご説明に関しまして何かご質問とかがありましたらお願いしたい

のですが、一つ一つまずやっていきたいと思います。まず、「サービスの質の向上（研究

開発マネジメント）」ですね。５ページから。この点につきまして、まず最初に皆様のコ

メント、あるいはご議論をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 この評価書の内容につきましては、前もって皆様にお渡しして、中をよくごらんいただ

いていると思いますし、評価をしていただいたときに業績の報告書はよく読んでいただき

ましたので、細かなところは余りご意見等はないと思うのですが、特別こういったことが

ということがありましたらお願いいたします。 

 皆様のご意見がこの中に載せられておりまして、評価のポイントとして、５ページの上

に３点、大きなものが丸で書いてございます。評定結果としてはＡということで、これで

よろしいということでしたら次に進ませていただきますが、よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次が15ページ、「サービスの質の向上（鉱工業の科学技術）」というところで

す。これが一番加重かかっているところで、これが非常に重要だということで30％という
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ことになっていますけれども、この点につきましては大変皆様が高い評価をくださってい

て、それぞれについてのまとめが15ページの「評価のポイント」で３つの丸で挙げられて

います。ほかにもたくさん書いていただきましたけれども、いかがでしょうか。 

 評価書は最終的には産総研に渡りますよね。こういったまとめでよろしいですか。評価

もＡということでよろしいでしょうか。 

 これは全員がＡでございますね。 

 では問題ないかなと思いますので、これはＡということで進めさせていただきます。 

 次が地質の調査です。地質調査は本当に地味な分野で、産総研が長年にわたって続けて

きておりまして、今回、こういった大震災が起こったところで急に光が当たったというと

ころがあるのですけれども、これについても大変たくさんの高い評価をいただいておりま

す。 

 すみません。飛ばして。ちょっと先を急いでしまってごめんなさい。細かなところがご

ざいましたね。18ページ、鉱工業の科学技術というところで、私も前に拝見して、たしか

ＡＡが二人ぐらいいらっしゃったと思ったので、さっきそんなふうに申しましたけれども、

ＡＡ、お二人、Ｂがお一人ということで、平均Ａ。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ライフ・イノベーションについて、次の19ページ、20ページ、21ページの真ん中ぐらい

までございますけれども、これも、iPS細胞のことですとか、さまざまな実証実験とか、

実際に市場化につながりそうなことがたくさん出てまいりましたので、それについて皆様

から、ＡＡがお二人、Ａが４人という結果をいただきました。これも平均Ａということで

よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。次が21ページの真ん中あたりからですけれども、「他国の追随

を許さない先端的技術開発の推進」というところですが、これも23ページに皆様の評価が

ありますけれども、すべてＡということで、平均Ａ、これも評価については問題ございま

せんね。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。で、地質の調査、先ほどお話ししたところですが、これもＡＡ

の方が二人いらっしゃって、26ページですね。これも平均しますとＡになります。これも

これでよろしいでしょうか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。次が、27ページから「サービスの質の向上（計量の標準）」で

す。この計量の標準は、今回本当に、つくば市での実証実験、線量計を用いた実証実験な

ど、そういったことでいろいろ活動していらっしゃるようで、皆様の評価は高かったよう

です。 

 28ページの評価点が、お一人、Ｂがいらっしゃいますが、あとはＡですので、Ａという

ことでよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それから、29ページから「業務運営の効率化」です。これも、

先ほど谷川委員からご意見がありましたけれども、これは一応20％ですね。そういう仮定

になっていますので、それで、いわゆる研究開発のパフォーマンスよりは少し抑えた形で

評価しているという状況がございます。 

 これも、皆様大変高く評価してくださっておりまして、これは大変ページ数が多いので

すけれども、入札とか細かいことがございますので、最終的な評価は大分後、54ページで

すね。そこに委員の皆様で、お一人、Ｂで、あとはＡということですけれども、Ａでよろ

しいですね。 

     （「異議なし」の声あり） 

 職員、役員の給与のことで、ラスパイレス指数が 105とか 104といった数字が示されて

おりますけれども、これは国家公務員よりは多少高いのですが、ただ、産総研の技術職員、

事務職員はほとんどマスターをもった人たちであるとか、それから、研究職の方は当然ド

クターをもっていますので、この値は決して高くはないと皆様評価いただきましたけれど

も、それでよろしいですね。このあたりがかなり世間的にはいろんなことをいわれており

ますので、これは妥当であると判断いただいたということで進めさせていただきたいと思

います。 

 それから、問題の「財務内容」ですけれども、これも、結局目標達成している、 100％

達成できたというのがＢという評価になりまして、質、あるいは量で特段の成果が上がっ

た、質量ともに目覚ましい成果を上げている場合にＡＡということですので、財務内容に

ついてはしっかりやって、よくやっているという状況がＢと判定されますので、これはあ

る程度仕方がないのかなと思っています。何となく、Ｂというのは、響きが悪いですね。

ですが、最終的な財務内容の評価は、お二人、Ａをつけてくださっていますが、４人の方
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がＢということで、平均はＢでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。そうしますと、皆様からそういったご意見をいただき、また評

価をいただきましたので、最終的な総合評価について、議論させていただきたいと思うの

ですが、今、室長からご報告させていただきましたように、加重平均をとりますと、 3.8

点、これが以前に基準を決めさせていただいて、５月に基準についての議論をさせていた

だいたときに、 3.5よりも高くて、 4.5以下というのをＡと決めてございますので、 3.8

はＡという評価になります。この評価点については、これでよろしいでしょうか。 

 最終的に、産総研の皆様にいろいろ、この点はすばらしかったとか、この点を留意して

いただきたいということが申し上げる必要があるのですけれども、今ここに総合評定のと

ころでかなりたくさん挙げられているのですけれども、この中で特に産総研にはお伝えし

たいということがございましたらぜひおっしゃっていただきたいのですけれども、いかが

でしょうか。多分、皆様それぞれにご意見があると思うのですけれども。 

 どうぞ、手柴委員。 

○手柴委員  室伏部会長にそれこそ聞いたほうがよろしいのかと思いますけれども、改

めてみていますと、女性の採用率、目標が15％というのが余りにも低過ぎるのではないか。

国立大学なんか、みんなどのような目標をもっているのか、堤委員もいらっしゃいますけ

れども、ご意見聞きたいのですけれども、考えてみても、15％の目標が結局 18.何％、達

成したというのだけれども、改めてみて、低い数字だなあと感じました。これは目標その

ものをもう一度きちっと、それこそ室伏部会長も入って議論していただきたいなという感

じがしました。 

○室伏部会長  わかりました。実は一般的な状況を申し上げますと、もう数年前になり

ますけれども、内閣府の男女共同参画会議で、2020年までに、ある程度意思決定にかかわ

れる女性を30％までに上げることを目標にしてほしいということを決めまして、当時、物

すごく評判が悪くて、そんなことできるものかと皆さんにいわれたのですけれども、でも、

それを各省庁、あるいは企業の方にもお話しして、かなりそれが今根づきつつあると思っ

ています。 

 各大学でも女性教員のパーセンテージ上げようということをかなり文部科学省などで働

きかけていて、かなりそれについて努力してくださっているところがありまして、九州大

学などはすばらしく努力なさっていますね。一番悪いのが実は東大なのですけれども、東
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大でも、ぜひ教授に女性をふやしてほしいということを申し上げて、だんだんに努力はし

てくださっているのですが、やはり母集団がないからしようがないということを割合平気

におっしゃるので、それはこれから努力する必要があると思うのですが、国立大学でも、

北大、東北大や九州大はすばらしい、そういう制度をおつくりになって、女性教員を雇用

したところにはそれなりの点数制度というのをつくって、そちらに研究費とかそういった

ものが優遇されるという、そんな状況も実はつくっていらっしゃるのですね。 

 ですから、北大、東北大や九州大って、真ん中のほうがどうもよくないなと思っている

のですけれども、やはり15％の目標は低いと思います。雇用状態も、十数％というのもも

うちょっと上げていただかないといけないなと思っていて、特に室長とかそういったリー

ダーのレベルが非常に少ないですよね。これは何とかしていただかなければいけないかな

と思って、私、実は意見の中には書いたのですけれども。 

○手柴委員  どこが目標をつくるのか、これは産総研自身の中で議論していただくのか、

あるいは、きょう審議官もいらっしゃいますけれども、経済産業省も一緒ですね。特にラ

イフ・サイエンス分野なんか、室伏部会長はご存じだと思うのですけれども、就学生が40

％ぐらい女性だと。東大なんかでもそんな感じでみているのですけれどもね。そうすると、

官公庁で、産総研ですら15％ぐらいだと、それだけの女子学生どこへ行ったかというと、

それを民間で吸収しているという話ですよね。だから、むしろ民間はかなり積極的に採っ

ている、男女に関係なく採っているからこそ吸収できているので、そう考えると、官公庁

等の目標がやはり低過ぎるなあというのがありますね。これはぜひ審議会のシステム含め

て産総研側と議論していただきたいなと思います。先頭を切るつもりで。 

○室伏部会長  そうですね。ありがとうございます。何年か前に、産総研が保育園を増

設したり、そういう努力は一応はなさっているのですね。でも、やはりそれでもまだ低い

ですね。ですから、何らかの、少し特別な努力をしていただかないといけないのではない

かという気はしていますけれども。では、そのことをちょっと申し上げましょうね。ほか

にいかがでしょうか。 

 産総研の23年度の業績というか、実績というのは、大震災の被災者でもあったわけです

けれども、それを乗り越えて、どなたかが「再構築」というとてもすばらしい言葉を書い

てくださっていたのですが、新しいものをつくっていろいろ再配置をしたりして、なおか

つ、日本全国の産総研との協力、あるいはほかのところとの協力で、最初に立てた計画を

実にきちんと達成なさったということですね。一部はもう、業績が大変すばらしくて、達
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成目標はるかに超えているものもあるので、その辺が、23年度、産総研の底力をみせられ

たという気がするということが大きな一つの皆様からのご意見でした。 

 もう一点は、自分たちがすばらしくやったというだけでなくて、震災からの復興支援の

ためにさまざまな社会貢献をなさっているという、そこが産総研のすばらしいパフォーマ

ンスだったかと思いまして、これは今後やはり産総研に社会から期待される大きな役割か

なという気がしますので、その２点は非常に重要な点かなと思っています。 

 森本委員、どうぞ。 

○森本委員  今、室伏部会長おっしゃったように、私も、その点、去年はいろんな意味

で科学技術の不振とかそういうのがいわれている中で、産総研の活動が結構表に出てきた

年でもあったかなと思っておりまして、特に地質とか非常に地道な分野が、不幸なことで

はありますが、そういった研究成果が非常に世の中に目に見えるところに結構出てきて、

ある意味、そういった地道な研究というのは非常に重要なのだということを改めて印象づ

けた年でもあったと思うのですね。 

 それから、特に地質の、古地震の研究とか非常に長期間かかって時間かかる研究という

ものは、やはり国の機関でないとできないような研究が非常に去年は参考になったという

こともあったと思います。 

 あともう一つは、地震と関係ないのですけれども、例の大陸棚の拡大の件もありますね。

これなんか非常に特筆すべきことは、科学技術が直接国益に役に立ったという、本来ある

べき非常に大きな成果ではないのかなと思っておりまして、それは必ずしも１年間の活動

ではないはずなので、すごく長期的な、戦略的な観点での研究の成果が、地味な形で、で

も、実はすごく国益に役に立った一つの実証ではないかと思っていて、これが前のほうで

は書いていなかったので、このあたりは結構重要なのかなあと思いました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。確かに大陸棚延伸の話は随分長いことかけて研

究して、国連の審査をやっと通ったのですね。たしか三十何万平方メートルですか、大変

広いところが日本の国土ということになりますので、資源の確保にも随分役に立つと思い

ます。 

 今、森本委員おっしゃったように、23年度は産総研という研究所が社会にかなり認知さ

れた年なのかなという気がします。もちろん先端的な研究は頑張っていらっしゃるし、そ

れはいろんなところで姿をみせているのですけれども、余りみえなかった部分がここで本

当に日本の国のためにも世界のためにも役立つのだということがわかってきて、ある意味、
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基礎研究の重要性を世の中に認識させる一つの例にもなったかと思って、とてもよかった

なあと思っているのです。 

 では、赤池委員から。 

○赤池委員  10ページにもちょっと書かせていただいたのですけれども、福島の再生可

能エネルギー研究開発拠点、これも当然、今、基礎研究という話がありましけれども、高

放射性の廃棄物の処理を含めて、そういう研究は、重要ですけれども、ぜひ私はここの研

究機関の中に現実的なソリューションとなる活動を行ってもらえないかと。私も個人的に

は森林の除染なんてあり得ないとは思っていますけれども、逆の見方をすると、要するに、

山に放射性物質がある今のタイミングを失ってしまうと、もっと被害が拡張してしまう。

だったら、例えば広葉樹林の根株があるような、そういう森というのはドカドカ切ってし

まって、逆にいうと、３万とか５万キロワット級の木質のバイオマスの発電をして、ちゃ

んと国も買ってくれるわけですから、売電しながら、それで濃縮された灰の研究をする。、

繰り返しですけれども、ソリューションとなる再生可能エネルギーセンター、本当にこの

横あたりに、福島にこういうものをつくらなければいけないのではないかと思っているの

で、これは私の私案でしかないのですけれども、ぜひソリューションとなる再生可能エネ

ルギー研究開発拠点の運用とかプログラムというのを可及的速やかにご検討いただきたい

という話をぜひお話しいただければと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございます。とても大切なことだと思います。それも申し上

げることにいたします。 

 谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  室伏部会長、それから赤池委員の意見にも通じると思うのですが、まさに

昨年、大震災が起こって、それに対する対応ということを産総研が研究の面で率先してい

ろんな活動をされたということで大変評価があったということなのですが、それはまさに

国として、国の研究所として対応しなければいけないということをみずから意識してやっ

たからだということだと思うのですね。 

 私、よくいうのですけれども、産総研は大学でもなくて、企業の研究所でもなくて、ま

さに国の研究所なので、国策に沿った研究というのを堂々と前に出してやれるのは産総研

とか理研がそうなので、そういうことをどんどん表に出さないと存在意義が問われるので

はないかということを申し上げておりますけれども、昨年は大震災という、ある意味では

負の事象に対する対応ということで脚光を浴びたわけですが、それは当然やるとして、や
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はり将来を見据えた、国としてこういう研究が必要だと、こういうソリューションが必要

だというところにより注力して、意識して、研究テーマの設定、それからリソースの集中

と、それから産学官連携の中の中核となるハブとなってやるということをより強力にやっ

ていっていただきたいと。まさに大震災のときの経験を踏まえて、やはり国として必要な

テーマについては産総研がリードしていくのだという意識でぜひやってもらいたいと思っ

ています。 

 私もいろんなところにコメント書きましたけれども、技術研究組合に参加して、そのリ

ーダー役になるとか、相当この１年２年、その傾向が強くなってきておりますので大変望

ましいと思うのですが、よりその方向を強化していただきたいと思います。 

 以前、渡邉室長とお話ししましたら、従来、産総研は、その技術研究組合の中に入ると

いうことがだめだったというお話を聞きました。極めて変な話で、理由はどうかわからな

いのですが、昔は大プロというのがありましたけれども、大プロの中核となるような存在、

それで、産構審の答申で、こういうことが必要だというようなテーマに関して率先して産

総研が対応すると、そういう方向でいっ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。たくさんご意見いただきました。ほかにいかが

ですか。 

 堤委員は何かご意見は。 

○堤委員  評価としてはこのとおりで、非常に頑張っていらっしゃるし、いい成果を上

げられていると思うのですけれども、前からいっているのは、経産省での実質的に唯一の

研究所で、それが 3,000人で、これは圧倒的に戦力として弱いのですよ。だから、局所的

な、戦術的勝利は、多分個々でいろいろなところで頑張って得られている状況だと思うの

ですけれども、最終的に、今後例えばそれこそ20年、30年、40年とこうやっていくうちで、

これで本当にもつのかという不安を物すごく感じます。 

 サイトビジットも、僕は中部センターのほうに行ったのですけれども、中部センターは

 200人ぐらいですね。あそこはマテリアル、材料研究の拠点になっているわけですけれど

も、材料研究で、それこそ有機、無機、金属から考えると、 200人というのは、どう考え

ても少な過ぎる。だから、結局、ある程度幾つかのものに戦略的に重点化せざるを得ない

ということをやっていると思うのですね。 

 それで、各局面で各研究課題で成果を確実に上げていくということは、それはそれでい

いことなのですが、最終的に、国として本当にその技術開発をどうやっていくかと考えた
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場合に、それがじわっとダメージ食うのではないかという危機感をもっていまして、先ほ

どの女性の問題も、東大を、ちょっと弁護すると、東大も頑張って、女性用のポストとか

いろいろやっているのですけれども、一番の問題はやはり、単純にポストをふやすとかで

はなくて、大学院から、教育から、やはり10年、20年、30年かかるものなのですね。確か

にライフ・サイエンスとかは女性は結構いますけれども、ドクターまで行くとなると、特

にエンジニアリングの分野ですと物すごく少なくなるのですよ。だから、結局、そこら辺

の問題で、こういった問題も単にパーセンテージでなくて、長期的な人材育成まで含めた

上で、どのように人材を確保して、量的、質的に拡大していくかという総合的な戦略の中

での話だと思うのですね。だから、そこら辺を議論できるような、評価とは関係ないので

すけれども、何か声出しておかないとまずいのではないかなというのが危機意識としてあ

ります。 

○室伏部会長  ありがとうございます。どうぞ。 

○手柴委員  おっしゃるとおり、さっき室伏部会長もおっしゃいましたけれども、その

ためには何をやらなければいけないかという、女性が働きやすい職場環境とかそういうの

をどうやって支えていくのかという、問題はやはり基本的にはあると思います。 

 ただ、今度せっかく３組織が統合して、新しくまた中期計画をつくらざるを得ませんよ

ね。そのときの目標値を定めるのにちょうどいい機会ではないかと思って提案しました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。ちょっと産総研の問題から外れるのですけれど

も、いろいろなところで女性がなかなか残らないというのは、ロールモデルがないという

ことが一番大きい原因なのだろうと思っているのですね。私のところの学生も、お茶大に

そのまま進んで、ドクターまで出る子はやめないのですが、東大に行って頑張って、でも、

やはり、ああ、私たちは男の人の後でしか配慮されないんだなとなると、どうもやめてし

まうのですね。ですから、もったいないなと思って。よくみんなの話を聞くと、お茶大に

は女性教員が多いものですから、普通のお姉さんや普通のおばさんが普通に研究してずっ

と続いているというのをみているわけですね。でも、東大に行くと、女性でそうやって頑

張っている人はごくまれにしかいないので、私は無理なのだろうと思ってしまうというこ

となのだそうで、東大の先生方にはぜひ女性の教授をよそから呼んでくださいと言ってい

るのです。 

○堤委員  国際系なのですけれども、女性の教授２人おります。 

○室伏部会長  すばらしいですね。ぜひぜひまたよろしくどうぞ。ですから、産総研で
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も、少しシニアの人をよそから呼んでくるということをすると、皆さんのロールモデルに

なるのではないかなという気がして、２度ぐらいですか、申し上げたことはあるのですけ

れども、そういった努力も必要ですと。 

○堤委員  室長クラスで、何人か女性の室長さん、いますよね。 

○室伏部会長  何人かいらっしゃるのですが、その何人かが全体の中でどのぐらいかと

いうことで、もう少し増やしていただければと思うのですけれども。優秀な方、たくさん

いらっしゃるので、そんなこともお願いしようかと思います。 

 たくさんいろいろご意見いただきましたけれども、こんな感じでよろしいですか。 

 それでは、総合評価もこれでよろしいですね。では、平成23年度の産総研の総合評価、

Ａということでよろしゅうございますね。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、この評価結果を独立行政法人評価委員会に、恐れ入ります、手柴委員からご

報告いただきたいと思います。そこで、報告の具体的な案文につきましては、この資料２

―２をもとに、皆様からいただいたご意見を踏まえまして、私と事務局とで、訂正といい

ますか、最終的なとりまとめをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。内容

については、ご一任いただいてよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり）。 

 いただいたご意見をこの中に反映させて、上手に取り込んでいきたいと思います。あり

がとうございました。大変建設的に楽しく議論ができたと思います。 

 それでは、産総研の皆様に入室いただきたいと思います。お願いします。 

（産総研関係者入室） 

○室伏部会長  それでは、皆様おそろいになりましたので、産総研に関しまして、平成

23年度評価結果と委員の皆様からのコメントをお伝えしたいと思います。 

 委員の皆様からも大変建設的なご意見をいただきまして、産総研の23年度の評価はＡと

いうことで決定させていただきたいと思います。さまざまなご意見が出まして、いろいろ

皆様から高い評価をいただいているのですが、細かい点につきましては、いずれ実績評価

が皆様のお手元にまいりますので、それをぜひお読みいただいて、委員の方々がどういう

ところを評価していらっしゃるか、あるいはどんなコメントをおつけくださったかという

ことをぜひ検討いただいて、今後に生かしていただきたいと思います。 

 大まかに申しますと、平成23年度は東日本大震災という大変な状況で、産総研自体も被
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災をして大きな被害があった中で、皆様が一丸になってその被災状態からご自分たちの研

究をもとに戻そうとなさって、さらには研究成果が目標よりもはるかに高い成果を上げら

れたという、そういった皆様のご努力がすばらしかったということを委員の方々が高く評

価していらっしゃいます。ただもとに戻そうというだけでなくて、新しいものを再構築す

るといった前向きな研究開発の進め方というのは、やはり産総研の皆様が今までに培って

こられた底力に原因するのだろうなということを皆様がおっしゃっていらっしゃいました。 

 そういったことで、中期計画で挙げられたミッション、これが着実に実行されたので、、

この点もＡという評価になったわけです。 

 それからもう一つ大事なことは、産総研自身がもっていらっしゃった今までのポテンシ

ャルを十分に生かした形で震災復興に向けたさまざまな社会貢献をしてこられたというこ

とです。これはやはり産総研が国の研究所として、国のためにというか、国のミッション

に基づいて、国民の利益に資する形で活動なさって、それが大きな成果を上げたというこ

とだということが皆様のご意見にありました。 

 震災対応で、そういった国策に沿った研究開発が非常に重要であり、社会全体にその存

在が今回非常に認められたというか、認識されたということがございますよね。産総研と

いうと、それほど世の中に余り知られていないという状況があって、いわゆる先端的な研

究についてはいろいろなところでそれを発出しているということはあったのですが、今ま

で地道に行われてきたさまざまな研究がございましたね。そういったものについては余り

世の中に知られていなかった。 

 ところが、今回、東日本大震災ということがあって、産総研のそういった地道な研究が

いかに世の中のために役に立つか、そういうことが社会の皆様が知る機会にもなっただろ

うと。なおかつ、そういう地道に長年にわたって積み重ねていく基礎研究の重要性という

のを、社会の皆様にも、それからさまざまな部門の方々にも周知していただける、そうい

う機会にもなっただろうということで、これは震災という大変不幸なことでありましたけ

れども、それを機会に産総研のさらなる新しいミッションというものが明確化されたので

はないかと、そのようなご意見がありました。 

 福島の再生可能エネルギー拠点、これは非常に今後の産総研にとって重要なお仕事にな

るだろうというご意見がありまして、ただ単に、除染だとかいったものもとても重要では

あるのですけれども、もっと先を見据えた、ソリューションとなるような研究プログラム、

そういったものをぜひ構築していただきたいというご意見がありました。 
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 大陸棚の延伸ですね。これは本当に随分前から続けてこられまして、今回それが国連で

承認されて、日の目をみたといいますか、晴れて日本の国土が、30万平方キロですか、大

変広がったわけで、これはやはり資源の確保とかそういう面でも、産総研が国の利益、国

益に大変大きな役割を果たしたということを示す結果であると。やはり産総研は国益に資

するような研究をしているのだということをもっと表に出して今後も頑張っていただきた

いというご意見がございました。 

 そういったことは、今までの産総研の果たしてこられた役割、それが、今、社会の中で

もっともっと大きなものになっていくだろうという期待と、それから、それについてはも

っと努力をしていただけるとうれしいというようなこともございますので、ぜひお願いし

たいと思います。 

 それから、１点、ここで議論になりましたのが、女性研究者の雇用について、やはりも

う少し目標は高く掲げてもよいのではないか。確かに優秀な方を何名か室長クラスでお雇

いになったりしていることはあるのですけれども、やはり全体の母数を上げていかないと、

女性たちが、自分たちが研究する環境としてここはよいところだとなかなか思ってくれな

いということもありますし、かなりシニアな研究者もふやしていただければ。これはよそ

から引っ張ってくればいいと思うのですけれども、そうすると若い人たちが、自分たちの

ロールモデルとして、自分もああしてやっていけるんだと思うと思いますので、ぜひその

点は日本の研究所を引っ張るおつもりで、ぜひ今後高い目標を掲げてやっていっていただ

きたいなという、そんな議論がございましたので、お伝えしたいと思います。 

 簡単ですけれども、大体今のようなことで、産総研に大きな期待が皆様の中から出てま

いりましたので、ぜひ今後もますます頑張っていただいて、国を先導する、国の研究開発

を先導する機関として、なおかつ、やはり世界を先導するような研究開発機関として頑張

っ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。 

 以上です。 

 それでは、野間口理事長から、まず、今の評価結果につきまして一言いただけたらと思

います。 

○野間口理事長  ありがとうございます。室伏部会長以下、評価委員の皆様方には大変

熱心に評価いただきまして、本当にありがとうございます。前回の業務の内容につきまし

てのご報告でも大変貴重なご意見も賜りましたし、本日はまた、財務のあり方、あるいは

知財活用のあり方等、大変貴重な意見を賜りました。先ほど室伏部会長のほうからありま
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した評価書をいただきましたら、しっかりと読ませていただいて、私どもなりに委員の皆

様方のご意見、ご指示、ご指摘をしっかりと受けとめて経営に反映していきたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

 平成23年は、震災の影響が大変大きくございまして、私どもとしても、一日も早く軌道

に乗せて、社会の期待にこたえるべく取り組むということでございましたけれども、震災

からの復旧だけでなくて、研究を再構築しようということで取り組んでまいりまして、そ

ういった点につきまして、ご理解、評価いただいたということは大変ありがたいと思って

おります。 

 Ａという評価をいただきまして、私どもとしては過分な評価をいただいたなあと思って

おります。谷川委員のほうから、ＡＡになるようなこともやっているのではないかとご指

摘ございました。お話を私どもは本当の評価だと受けとめまして、さらにそれに値するよ

うな活動をしなければいけないなあと感じた次第でございます。 

 福島拠点等は世界に誇れる日本の再生可能エネルギーの拠点にしたいと思っております。

国内の研究者、技術者の参集はもちろんでございますけれども、世界から最先端の研究者

が福島、具体的には郡山でございますけれども、郡山の拠点の活動をカバーすることなし

に再生可能エネルギーは論じられないなあといわれるような拠点に育てたいと思っている

ところでございますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 

 最後に、室伏部会長のほうからご指摘のありました女性研究者の件でございます。いろ

いろサゼッションをいただきましたけれども、私どもとしても、今までよりももっと大胆

に女性研究者の活用、あるいは活躍していただくような環境というのを考えてまいりたい

なあと、必要があるかなあと感じておりますけれども、きょうは再度その思いを強くいた

しました。といいますのは、海外の産総研のような研究機関等をみますと、女性のハイレ

ベルの研究者、大変たくさんおられますし、大変立派な業績を上げておられるというわけ

で、そういったところも参考にしながら考えてまいりたいと思っております。 

 日本産業界全体をみますと、経済産業省の言葉でいいますと、六重苦ということで大変

厳しい状況にあります。我々の成果をまず受けとめてくれるはずの産業開発がそういう状

況でありますので、私どもの研究開発、科学技術イノベーションへの取り組みというのも

今までと同じような形では進められないという環境でもございますけれども、さはさりな

がら、このまま日本の競争力を落とすわけにいきませんので、それに再度活力を取り戻し

ていただくためにはいろんな工夫をして、産総研、頑張らなければいけないと思っており
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ます。 

 今回、委員の皆様方からいただいた意見も含めまして、私どもとしては今後とも努力し

てまいりたいと思っておりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いします。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。今、野間口理事長のお話を伺っていて、委員

会の中であったご意見、１つご紹介したいのですが、産総研はもっとたくさんの研究者を

抱えて、もっと大きくなるべきであろうと。そのためには、やはり産総研だけの努力では

うまくいくわけございませんので、これは経産省及びほかの政府のほうにも働きかけるべ

きであろうというご意見がございましたので、今の陣容でなかなか大変なこともあると思

いますし、こういった不況の中で企業からの協力を得るのも難しいと思うのですけれども、

ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 事務局から、議題、「その他」として何かございましたお願いします。 

○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、皆様方へまた別途送付させていただきます。 

 また、本日の議事録につきましても、案をとりまとめ次第、委員会の皆様に対して送付

させていただきました上で、ご確認をしていただき、経済産業省のホームページに公開し

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 また、きょう、資料がたくさん 

ありますので、机の上に置いておいていただければ、後で送付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございます。では、皆様、これでよろしいでしょうか。 

 赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  福島の再生可能エネルギー研究拠点なのですけれども、部会長のほうはす

ごくやさしい言い方でおっしゃられたのですけれども、僕はもっと厳しい言い方をしたつ

もりなのですね。もちろん、10年先、20年先の再生可能エネルギーについてのご研究等も

当然おやりいただいて構わないのですけれども、やはり日本が直面している放射能に汚染

された、例えば森林の除染から発生してくる木質バイオマスのようなものをどう現実的に

処理するのか、そういうことのソリューションとなる研究開発拠点であってほしいと思っ

ているのですね。 
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 でも、いい意味で、買い取り制度できましたから、例えば汚染された木質バイオマスで

発電でもして、できれば５万キロワット級の発電所をつくって、売電して、そしてたまっ

てくる放射線の灰の処理、あるいは廃棄物の処理というのを具体的にやっていく。当然、

高放射性の廃棄物が産総研にたまるわけですから、これはどえらいことです。でも、経産

省は原発を推進しようとしているわけですから、それに対する火中の栗を拾う責任がある

と思っているのですね。 

 研究レベルでそれにこたえていくのは、私は産総研の重要なミッションの一つだと思っ

ているので、繰り返しですけれども、喫緊の再生可能エネルギーの資源となるそうしたも

のの処理をどう考えていくのかということをぜひ、野間口理事長のリーダーシップのもと、

幹部の皆さんで議論していただきたい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。こういったご意見ございますので、またよろ

しくご検討ください。 

○野間口理事長  今、赤池委員のご指摘の除染の問題ですね。そういったものも含めて

福島拠点のアクティビティの中でどう対応するかと。ただ、福島拠点は完成し、活動が始

まるのがが少しおくれますので、今現在、私どもは既にもう国のプロジェクトに参加して

おりまして、産総研ならではの提案をしまして、それがプロジェクトとして動いておりま

すので、そういった貢献はどんどんやっていきたいと思っております。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。ではよろしくお願いいたします。 

 最後に、中西審議官からごあいさつをお願いします。 

○中西審議官  委員の皆様におかれましては、今年度23年度の業績評価ということで、

かなり広い業務をやっている産総研のいろんなことを評価いただきまして、どうもありが

とうございました。 

 結果、Ａ評価ということでございますけれども、委員のコメントにもちょっとあったの

ですけれども、昨年度はやはり産総研が社会的に広く認知されたという意味では、すごく

厳しい状況の中、前向きなアクションをとられた成果だと社会が認めてくれたという意味

ではいい年だったのかなと我々も認識しております。 

 そういった意味で、いろんな委員から出されたコメントをうまく取り込んでいただいて、

さらなる研究の効率化、社会への貢献の向上といったことに産総研としても取り組んでい

ただければなと思っているところでございます。 
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 それで、この数年間のちょっと先の話にもなりますけれども、現在、政府全体としても

独法改革の中で、国立研究開発行政法人という、ちょっと名前だけ仰々しいところもあり

ますけれども、26年の４月から形式がちょっと変わってまいります。 

 そういった過程の中で、産総研は、皆さんご案内のように、IPAと経済産業研究所と統

合されるということになりますので、新しいいろんな仕組みの中で、ここでも議論いただ

いたものがうまく反映されるように我々も努めていきたいと思っておりますので、委員の

皆様におかれましては引き続きいろんな面でのアドバイスをいただければ幸いでございま

す。 

 今回も、長い間というか、お忙しい中いろんなご支援をいただきまして、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。 

 では、これで本日の委員会を終わらせていただきたいと思います。本日はどうもありが

とうございました。 

 

                                 ――了―― 

問い合わせ先 
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