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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３５回）  

 

議事録 

 

日時：平成２５年７月８日（木）１５：００～１７：００  

場所：経済産業省 別館１階 １１４共用会議室  

議題：１．平成２４年度財務諸表について 

   ２．前回の産総研部会の意見に対する回答 

３．平成２４年度業務実績評価について 

 

議事内容 

○室伏部会長  皆様、こんにちは。 

 まだ時間になりませんが、遅れる予定でいらっしゃる谷川委員のほかはお揃いですので、

始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、ただいまから、第35回産総研部会を開催させていただきます。 

 谷川委員から、10分ほど遅れるとご連絡をいただいておりまして、先に開始することは

ご了承いただいております。 

 それでは、議事に先立ちまして、事務局で人事異動がございましたので、ご紹介させて

いただきます。 

 産総研室の渡辺室長が異動になられまして、紙業服飾品課長になられました。後任とい

たしまして、三上建治室長が着任されましたので、一言お願いいたします。 

○三上産総研室長  ６月18日付で産総研室長に着任しました三上でございます。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。 

 続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

○三上産総研室長  よろしくお願いします。 

 配付資料につきましては、前回の部会から、行政のペーレーレス化ということでパソコ

ンを導入しておりまして、今回もこの試行を継続しております。 

 基本的な会議資料につきましては、全てパソコンの中に入っております。 

 他方、限られた時間で審議する必要がございますので、特に重要な資料、今回でござい
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ますと、資料３の業績評価の部分につきましては、紙でも印刷してありますので、紙でも

パソコンでも、見やすい方をご覧になっていただければと思います。 

 また、前回と同様でございますが、パソコンの画面の一番下のところのＰＤＦのマーク

を押すと各書面を選べるようになっておりますので、そこから選んでいただければと思っ

ております。 

 パソコン、画面等に何か問題があるときには、こちらですぐ手当ていたしますので、ご

連絡ください。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、議事次第に従いまして、議事を進めたいと思います。 

 最初に、議題の１番で、「平成24年度財務諸表等」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、事務局からご説明をお願いします。 

○三上産総研室長  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

するときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞くことになっております。 

 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、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、部会長は分科会長の同意を得て、部会の議決をもって分科会

の議決とすることができることになっておりまして、今回、既に産業技術分科会長の同意

を得ているところでございます。 

 よって、本日、部会としての議決を行うことによって、評価委員会の議決とすることに

なります。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 実は、産業技術分科会長は私でございまして、自分で自分に同意するということになり

ますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２４年度の財務諸表等につきまして、産総研から説明をお願いしたいと

思います。 

 福岡理事、お願いできますでしょうか。 

○福岡理事  私は、６月末に産総研の理事を拝命いたしまして、また、総務本部長を担

当しております。その意味で、本日、２４年度の財務諸表につきましてご説明させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 座りまして説明させていただきます。 
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 資料は、財務諸表ですので大部でありますが、それを細かく説明するには時間が足りま

せんので、簡単に説明する資料を用意しております。お手元にあるかと思いますが、資料

１―３をご覧いただきたいと思います。 

 この資料は、財務諸表のポイントを書いているものでございまして、特にポイントとな

るところを説明したいと思います。 

 この資料の中では、財務諸表に関するルール、手続等を書いているものが５ページ目ま

でありまして、まず、それをご説明いたしまして、その後、６ページ目以降、財務概況に

つきましてご説明したいと思います。最後に、契約監視委員会のことにつきましてご説明

したいと思います。大きく分けて、その３点になっております。 

 ちなみに、冒頭申し上げますが、この財務諸表につきましては、主務大臣の経済産業大

臣が選任された会計監査人トーマツから、適正である旨の意見をいただいているところで

ございます。 

 では、資料に従いまして、１ページ目からご説明したいと思います。 

 １ページ目は、財務諸表とはどういうものかということで、当たり前の話ではあるので

すが、独法通則法に書かれた財務諸表ということで、貸借対照表、損益計算書、利益の処

分または損失の処理に関する書類、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト

計算書、附属明細書となっております。 

 次のページですが、添付書類として、事業報告書、決算報告書、監事の意見書、会計監

査人の監査報告書があります。 

 この資料の中では、バランスシートと損益計算書の話を中心に、ご説明したいと思いま

す。 

 ３ページ目は、手続の話です。 

 今、経産省さんからご説明がありましたが、まず、産総研で財務諸表をつくりまして、

会計監査人の意見、監事の意見を経て経済産業大臣に提出して、評価委員会で意見をお伺

いするというプロセスになっているところでございます。 

 次のページ、４ページ目でございます。 

 産総研の会計方針でございますが、これはこれまでと変わっておりません。本年、変え

たところはございませんが、念のため、確認のためということで、収益の計上基準は費用

進行基準で、費用の発生に応じて収益に計算していくということ、減価償却は定額法で、

引当金につきましては、特に、人件費関係の２つ目の賞与引当金・退職給付引当金は、自
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己収入の部分のみ引当金を計上していくという形になっております。消費税等の計上基準

は、税抜きで計算しているということでございます。 

 次のページに移っていただきまして、５ページ目は、事業内容に関連する大きな特徴と

いうか、トピック的な話でございます。 

 １番目が、不要財産の国庫納付でございます。九州センターの直方サイトの土地・建物

等を国庫納付しているということで、これは資本金の減資ということになっております。 

 減損の認識ということですが、使わなくなった施設につきましては、閉鎖することを予

定して、帳簿上から消していくということでございまして、資産のほうでも、純資産のほ

うでも資本剰余金のマイナスの項目を立てるということで、実際上、消していくというプ

ロセスであります。 

 注記事項ということですが、売却した土地の土壌汚染に係る瑕疵担保責任ということで、

呉市にある旧中国センターを王子製紙株式会社さんに売却しております。それにつきまし

て、土壌汚染問題についての瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の訴えが提起されて、現

在、裁判中であります。この点につきまして、注記事項として書いているところでありま

す。 

 その他の話として、独立行政法人関係の全般の話でございますが、独立行政法人の制度

及び組織の見直しの方針に基づく組織統合ということが昨年来議論されてきたわけですが、

それが本年１月に当面凍結となったことを財務諸表上も書いているところであります。 

 「セグメント情報にかかる現物出資資産の再配分」とありますが、これは、先ほどの統

合の話の準備ということで、科学技術研究開発、地質調査、計量関係、技術指導等の独法

産総研法上の業務区分に従った区分にするということなのですが、従来、一括的に計上し

ていたものを、統合の準備もありまして、分けたというところがこのポイントであります。 

 次のページに移りたいと思います。 

 次は、貸借対照表でございます。２５年３月３１日付の資料でございます。 

 次のページにＰ／Ｌもありますが、産総研の事業形態を財務的にみれば、資本金を現物

出資で国からいただいて、毎年の運営経費を交付金、施設整備費補助金でもらい、また、

いろいろな研究開発の委託費をもらい、また、企業からいただく自己財源等々を含めて運

営しているという形であります。つまり、いただいた金を研究費や人件費などに使って、

事業を行っていくという形で、ある意味、堅実な運営形態ということになるかと思います。

他の独立行政法人をみると、貸し付けを行ったり、債務保証を行ったり、出資を行ったり、
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預かり資産の運用をするなど、財務的にみれば、ある意味、リスク要因を抱える事業を行

っているところもございますが、産総研は、もらった資金を使っていくということで、大

きなリスクを抱えている運用ではありません。そういう意味で、特に大きなリスクが隠れ

ているわけではないという前提のもとで、ポイントのみご説明したいと思います。 

 まず、貸借対照表ですが、右の上に負債というところがあります。その負債から申し上

げます。何点かポイントを申し上げたいと思います。 

 １点目は、負債のところですが、借入金という項目はありません。資金は借り入れをし

ていないということであります。産総研は設立以降、借入金は行ったことがないというこ

とで、そういう意味で堅実性を示す指標でもあります。 

 ２点目は、負債の中の運営費交付金債務ですが、177億円あります。これは、政府から

いただいた運営費交付金で、まだ使っていない金額を運営費交付金債務として計上してい

るものでございます。この点につきましては、資料の８ページ目に詳しく書いております

ので、そこでより詳しく申し上げたいと思います。 

 ３点目は、資産のほうの流動資産ですが、現金及び預金という項目が１つ目にあります。

259億円ございます。比較的潤沢な現金をもっているところでございます。これは、先ほ

どいいました運営費交付金債務、国から運営費交付金をいただいているのですが、まだ使

っていないものがある。それがこの現金・預金にあらわれているところでございます。 

 ４点目ですが、ローマ数字Ⅱの固定資産のほうの上から３つ目に建物等減損損失累計額

がございます。ここにつきましては、北海道センター等、事業所を閉鎖したところがある

という話を先ほど申し上げましたが、その閉鎖に係る減損の認識ということで、上から３

つ目の建物等減損損失累計額のところは、３億8,000万円ほどマイナスが増えているとい

うことになります。 

 次、重要なところで言えば、純資産の３つの項目であります。資本金、資本剰余金、利

益剰余金の３つが書かれてあります。 

 １つ目の資本金は、設立時に国からいただいた現物出資の評価額であるのですが、２４

年度におきましては、先ほど申し上げました直方サイトの土地と建物を国に返還しており

ます。その分の3.1億円ほどが減資ということになっております。これがことしの特徴で

あります。 

 ２つ目に資本剰余金がございます。これは、先ほど固定資産のところで述べました閉鎖

する建物の減損を認識したということで、それに対応するところが資本剰余金ですが、先
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ほどの減損部分を、資本剰余金のマイナスを立てるということで認識しています。書いて

いる46億8,700万円は累計額ですので、この額が本年度の減損ではないのですが、そこの

マイナス項目として計上されているところです。 

 ３つ目の利益剰余金は、123億円ございますが、一言でいえば、独自財源で購入した固

定資産の減価償却分の累計分であります。これは資料の10ページ目に詳しく書いています

ので、そこでまた改めてご説明したいと思います。 

 資産合計3,553億円ということでございまして、その規模で運用しているところであり

ます。 

 では、次のページに移っていただきたいと思います。 

 損益計算書で、昨年度１年間の部分でございます。 

 右の方の経常収益の１番目に運営費交付金収益とあります。これは、国からいただいた

運営費交付金の中で、今まで使ったものをここに書いているところでございます。使って

いない部分は、先ほどのバランスシートに載っている運営費交付金債務の方に載ります。 

 経常収益の上から５番目の受託収益は、国もしくは企業からいただく研究委託費等々で

ございます。 

 経常収益では、この２つが大きなところです。 

 左側の経常費用につきましては、大きく２つに分かれています。研究業務費と一般管理

費です。これは、基本的に研究現場で使われている費用なのか、それとも管理当局、本部

で使われている費用なのかということで区分されております。 

 その上で、両方に人件費が立っていまして、両方で合わせて395億円ほどあります。こ

の中には、交付金から拠出している正規職員等々の人件費と、外部資金から得られた研究

資金の中で雇用している契約職員の方々等々のもの、全て含んでいまして、400億円ぐら

いが産総研の人件費ということになります。 

 なお、人件費だけでいいますと、本年度は、国家公務員に準じた約10％の給与削減が行

われましたので、その分が20億円ほど前年度と比べて減っているところであります。 

 そういったところが経常費用の大きな項目でございます。 

 その他、左側の経常費用の方に臨時損失が立ち、収益側の方に臨時利益を書いておりま

す。臨時損失は、固定資産を徐却したときに出てくる損失の認識でありまして、臨時利益

はほぼそれに見合っているのですが、臨時損失が発生した固定資産の徐却損に対応させる

ために、資産見返り負債を収益に振り替えるということで、ある意味、独法会計特有の計
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上でバランスさせているところでございます。 

 その他、積立金の取り崩しがありますが、これは、前期に買った固定資産、自己財源の

ものなのですが、今期に減価償却するときに取り崩すという前提で積み立てられたもので

ございまして、本年度発生した減価償却費分を取り崩しているということで、差分として

当期総利益８億円が出ております。これも10ページの方で細かく説明したいと思います。

これはキャッシュ性のものではないということで説明を加えたいと思います。 

 次に、８ページ目で、運営費交付金債務でございます。毎年お話ししていることである

のですが、運営費交付金は国からいただく資金でございますが、その資金は直ちに収益に

計上するのではなくて、とりあえずバランスシートの負債に運営費交付金債務として計上

して、使ったものだけを運営費交付金収益としていく。そういう経理処理が独法の通例と

して行われるわけですが、運営費交付金が幾ら翌年度に繰り越されるのかというものを示

したものがこの表でございます。 

 この表の１行目は、毎年度、国からいただいた運営費交付金の総額でございまして、そ

の年度中には使わず、翌年度に繰り越すものが運営費交付金債務なのですが、それが２行

目にあります。22年度が55億円、23年度が191億円と大きく伸びて、24年度が177億円とな

りますが、その２行下の未執行繰越額、つまり契約済みのものを除いた額は、22年度が25

億円、23年度が160億円、24年度が減って93億円となっております。 

 23年度にこの金額が増えておりますのは、震災がありまして、残念ながら、研究現場で

はなかなか研究が進まなかったというのが事実なのだろうと思います。そういう意味で、

交付金をいただいても、その年度中には十分に使えず、24年度以降、それをかなり使って

きているところだと思います。そういう意味で、24年度以降は、執行はかなり進んできて

います。そういう意味で、研究も順調に動き始めているということが言えるかと思います。

例えば、当初予算の交付金の578億円分からすると、未執行の繰り越しは55億円で、１割

以下ということになっていますので、順調に行われて、研究費を使って研究が進められて

いるという一つの証左かと思います。 

 次に、キャッシュ・フロー計算書に移りたいと思います。次のページです。 

 下の２行、資金期首残高、資金期末残高の差分が21億円のマイナスとなっております。

それを業務活動、投資活動等に分けて、その資金の減少額の原因を分析するということで

つくられている計算書であります。 

 資金減少額21億円は、先ほど申し上げました、前年度から繰り越された交付金債務の執
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行が進んだこと、また、施設整備費につきましても執行が進んでいるということで、手元

の現金が減っているということになっているところでございます。 

 次のページに移りたいと思います。 

 利益剰余金の123億円の内訳ということですが、利益剰余金は、字のとおり、剰余金で

はあるのですが、産総研の場合、キャッシュで積み上がっているものではございません。

自己財源で取得した固定資産の減価償却費分です。徐却する場合、徐却も含みますが、そ

の翌年度以降に行われる減価償却費徐却のための費用として計算される非キャッシュ性の

積立金ということでございます。 

 その123億円は、３つに分かれます。 

 ①の前中期目標期間繰越積立金は、前中期、13年度から21年度までに取得された固定資

産の翌年度以降といいますか、22年度以降に行える減価償却費の相当分ということです。 

 積立金は、第３期中の既に終わった22年度と23年度に取得して、翌年度以降に行われる

減価償却費分です。 

 ③の当期未処分利益は、24年度に取得して、25年度以降に行える減価償却費の相当分と

いうことで、この８億円が出てきます。 

 この３つの合計で123億9,500万円という数字になりますが、いずれも自己財源で取得さ

れた固定資産の減価償却費に相当する額ということであります。 

 ちなみに、③の当期未処分利益の８億円を、積立金を増加させるということにするとい

うのが利益処分に関する書類に相当するところであります。 

 では、次のページに移りたいと思います。 

 行政サービス実施コスト計算書でございます。これは独法会計で使われている一つの計

算であります。 

 ローマ数字Ⅰの業務費用の（１）の損益計算上の費用、先程見た損益計算書上の費用83

5億円と、実際に国が費用として幾らかけたのかということで、いろいろな調整項目を計

算して、特に分かりやすいのがローマ数字Ⅶの機会費用ですが、出資金相当分を仮に国が

運用した場合、幾らコストがかかったのかといったものまで積み上げた上で、産総研の運

営に国として幾らコストをかけたのかという数字でございますが、自己収入分の200億円

は除外するといった計算をしていますので、その意味で、上から２つ目の損益計算上の費

用とローマ数字Ⅸの行政サービス実施コストの816億円はほぼ同様の額になっているとい

うことが言えるかと思います。 
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 12ページ目以降で、出納管理的な収入決算、支出決算を行っています。 

 収入額は900億円ということでございまして、運営費交付金が約３分の２ということで、

あと、受託収入、その他収入、施設整備補助金でございます。 

 支出決算の方は、費目に応じて、研究開発費、地質関係、計量関係、技術指導等々に分

かれているところでございます。 

 14ページに移りますと、先程ありました収入の中の受託収入部分です。124億円の中で、

国からの受託はかなり多い部分です。国から以外でも、ＮＥＤＯさんや公益法人からの受

託がかなり多く、民間企業からの受託は10億円程度ということになっているところであり

ます。 

 その他収入は、資金提供型共同研究、企業からの共同研究費、それから、ＪＳＰＳさん

からの最先端プログラムの費用といった機関補助金、知財収入等々あります。 

 16ページ目以降に、契約監視委員会による話が書かれております。これは本日の３点目

の話でございますが、契約監視委員会といいますのは、産総研で行われている随意契約や、

一般競争入札であっても一者入札が行われているものについて、適正な契約が行われてい

るかどうかをチェックしていただくということで行われているものでございまして、ここ

にいらっしゃいます手柴委員、弁護士の方、公認会計士の方、その３名の方の委員による

点検が行われています。 

 といいましても、産総研の場合、契約件数が多ございますので、全部チェックするわけ

にはいかないので、抽出したものにつきまして点検をしていただいております。 

  １、２、３とありますが、随意契約、一般競争契約で一者応札のものにつきましては、

大体１割ぐらいの案件を抽出しておりまして、その抽出の方法をそこに書いているところ

でございます。論点となりそうなものをピックアップしているところであります。 

 契約見直しフォローアップに関する点検ということで、競争性のない随意契約の案件、

いろいろな展示会に出る場合、その展示会の主催者に対する会場借料といったものが相当

しますが、どうしても随意契約にせざるを得ないものもありますので、そういったものや

公益法人に対する支出につきまして、全件をチェックしていただいているところでござい

ます。 

  「平成25年度 契約監視委員会委員からの主な意見」とありますが、昨年度の契約につ

きまして、25年度の最初に３回ほど委員会を開きまして、意見をいただいております。 

 主なものを２点ほど書いております。 
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 24年度におきまして、随意契約見直し計画、これは随意契約の比率を下げるという目標

ですが、その達成は評価する。ただ、それを毎年度維持することは困難であることは理解

した。そういうご意見をいただいております。 

 ２つ目ですが、政府調達の案件につきまして、適切な仕様書作成が重要なところですが、

契約審査委員会という所内の委員会において審査するという取り組みを評価していただい

ております。 

 このようなご意見をいただいているところでございます。 

 今、話に出てきました、随意契約の目標はどうなっているのかというのが次のページで

ございます。 

 真にやむを得ない随意契約の範囲を厳し目に管理するようにということで、20年度の随

意契約見直し当初から厳し目に実行しているところですが、22年度に削減の目標を設定し、

24年度にそれを達成したという経緯がございます。その目標は22年度につくったものです

が、件数ベースで2.1％、金額ベースで9.7％にするということで、24年度にはそれを達成

したところです。 

 ただ、毎年度の状況の差もありますので、必ずしもこれが達成されるかどうかわかりま

せんが、今後、引き続き、この目標を達成するべく、いろいろな調整を進めていきたいと

思っております。 

 早口で申しわけございませんでしたが、以上で説明を終わりたいと思います。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。 

 続きまして、監査報告の結果について、伊東監事からご報告をお願いいたします。 

○伊東監事  伊東です。座ったままで説明させていただきます。 

 お手元の配付資料１―４にありますとおり、平成24事業年度の監査報告につきましては、

６月25日に理事長に報告させていただきました。評価委員の皆様にはこれからご報告申し

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、産総研の平成24事業年度の監査を実

施しましたので、その概要を報告させていただきます。 

 監査につきましては、平成24年度期中におきましては、私の前任の内田、また、大谷と

監査してまいりました。私は平成25年４月から産総研の監事を拝命しましたので、４月か

ら６月までの期末監査においては、大谷と私・伊東で実施してまいりました。 
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 まず、監査の概要でございますが、平成24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の監査を実施するとともに、会計監査人トーマツからも産総研の監査

の結果の報告・説明を受け、財務諸表等についての適否を検討してまいりました。 

 また、産総研における重要な会議に出席するなどして、産総研の組織及び制度全般の運

営状況についても監査を実施してまいりました。 

 次に、監査結果でございますが、お手元の配付資料１―１にありますとおり、財務諸表

につきましては、独立行政法人会計基準、また、一般に公正妥当と認められる会計基準に

準拠して作成していることを確認しております。産総研の財政状態、運営状況等について

も適正に表示しているものと認められます。 

 また、配付資料１―１の最後のページ、29ページにありますとおり、決算報告書につき

ましては、予算区分に従って、決算の状況を正しく表示しているものと認められます。 

 お手元の配付資料１―２の平成24年度事業報告書につきましては、三百何十ページもあ

るものでございますが、産総研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。 

 また、会計監査人の監査につきましては、その監査報告を６月20日に受けまして、その

結果でございますが、会計監査人からも、平成24事業年度の財務諸表、決算報告書につい

ては特段の問題もなく、適正に表示されているという意見表明を受けております。 

 次に、業務の運営状況について報告いたします。 

 研究所の業務運営については、関係諸法令等を遵守の上、第３期中期計画に基づく平成

24年度事業計画に従って、適法に実施されていると認められます。 

 役職員への研究所のミッションの周知、コンプライアンスの徹底、リスク管理、内部統

制等に関する理事長のマネジメントにつきましては、常に改善活動が継続的に行われてい

ると認められます。 

 先程、福岡理事から説明がありました契約案件の点検・見直し等も含めて、今、独立行

政法人を対象とした政府・行革実行本部等からの見直し要請がたくさんありますが、それ

についても機動的に対応されていると認められます。 

 監事監査の概要、監査結果につきましては、以上のとおりでございますが、最後に、改

めまして、平成24事業年度の財務諸表、決算報告書及び事業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。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、福岡理事と伊東監事からご説明いただきましたが、ただいまのご説明につき
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まして、何かご質問等が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  谷川でございます。遅れてまいりまして、どうも申しわけございませんで

した。 

 特に問題があるという意味ではなくて、産総研さんの予算の収支のつくり方をお伺いし

たいのです。普通の会社であれば、収入が幾らあると決まってから、その範囲内でどれぐ

らいの費用を見積もるかということで、利益を最大化するために、そういう順番で考える

のですが、独法の場合は、先に経費が来て、それから収入をつくって、最終的に差し引き

どうなるかという順番でできているのですが、実態上のつくり方としては、今年度、運営

費交付金がどれぐらい来るのかということを見積もり、いろいろな収益に関しても、過去

の実績からみて、どれぐらい入るかということで、それから、作戦といいますか、どうい

うことをやろうかということを考えた上で収入計画を立てて、利益を大きく上げる必要は

ないので、とんとんにするためには、研究費を各部署にどうやって効率的に配分するかと

いう立て方でやるのではないかと思うのですが、実態は、どのように予算計画を立てて、

予算管理をされていらっしゃるのかということをお伺いしたいのです。 

○室伏部会長  福岡理事、よろしいですか。お願いします。 

○福岡理事  谷川委員のご指摘のとおりでございまして、確かに経費は先に立つのです

が、基本的には、政府の予算で交付金が幾ら立つのかということは、予算要求の過程で我

々も伺っておりますので、その交付金の範囲で、正規職員の人件費はある意味、固定的な

経費でございますが、それにプラスアルファさせて、各研究分野に配分する研究費を幾ら

積むのかということが大きな話題になるところでありますが、それを幾らにするのかとい

うことで調整して、予算を組んで、その執行に当たるという形になっているかと思うので

す。 

○谷川委員  もう一つだけお伺いしたいのですが、実際に各研究部門に研究費を配分す

るとき、どういう考え方で配分するのでしょうか。収益が上がりそうだといったことでは

必ずしもないと思うのです。戦略的にこういうものが必要だといったことであると思うの

ですが、どういう配分の仕方をされるのか、教えていただければと思います。 

○室伏部会長  福岡理事、よろしいですか。 

○福岡理事  予算の配分ですが、我々の場合、６つの研究分野がありますので、全体の

金額を６つの分野に割り振るという形にしております。 
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 ご質問は、６つの分野への割り振りの基準だと思いますが、前年度の数字もあるのです

が、それに加えまして、外部資金の獲得状況などによって増減させるという形にしており

ます。外部資金をどんどん獲得できているようなところは研究が活発なので、その分、交

付金も多目に渡すといった調整をしているところであります。 

○室伏部会長  谷川委員、よろしいでしょうか。 

○谷川委員  はい。 

○室伏部会長  他に如何ですか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、委員の皆様のご意見を伺いましたが、特に修正を求めることはなかったと思

いますので、財務諸表等につきましては、本部会としては、これは適当であると認めると

いうことでよろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 今後、一部修正などがある場合には、私に判断をご一任いただければと思いますので、

その点もご承認いただけますでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、「前回の産総研部会の意見に対する回答」ということでございます。 

 これは瀬戸理事にお願いしたいと思います。お願いいたします。 

○瀬戸理事  それでは、論文の生産に関連するご説明を前回させていただきましたが、

前回の部会での委員の皆様方からのご意見を踏まえて、状況を解析いたしましたので、追

加のご説明として説明させていただきます。 

 資料２でございますが、資料２の２ページ目は、前回の部会でご説明した資料でござい

ます。 

 ３ページ目からが新しい資料でございまして、グラフが２つございますが、左側のグラ

フは、産総研が発信している全体の論文に対する産総研の研究者がトップオーサーになっ

た論文と、外部の研究者との共著で、外部の研究者がトップオーサーになった論文の比で

示したものでございます。 

 右側のグラフは、年代別に、どの年代がどのくらい論文を生産しているのかということ
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でございますが、20代から30代、40代、50代の３つで分類させていただいています。 

 論文の減少というところに着目いたしますと、20代から30代の生産性が2008年ぐらいか

ら落ちているということと、20代から30代の研究者の数が2005年から2011年にかけて右肩

下がりで大きく落ちている。ここが非常に大きな要因ではないかと思っています。 

 続いて、４ページ目でございますが、前回の部会で、量にだけ着目するのではなくて、

質というところもしっかり見るようにというご指摘がございましたが、左側の図は、イン

パクトファクターがどういう推移を辿っているかというものでございます。 

 これも年代別に示しておりますが、これはジャーナルとプロシーディングスと両方合わ

せたものでインパクトファクターになっておりますが、全体の傾向としては、各年代とも

に右肩上がりで上がってきているということです。 

 追加的にご説明しますと、ジャーナルだけですと、インパクトファクターの絶対値とし

ては、この２倍から2.5倍ぐらいの値になっていますので、2011年では、20代から30代は2.

7ぐらいだったと思いますが、そういうインパクトファクターの値になっています。 

 また、国際共著はどのくらいの規模になっているのかというご質問がございましたので、

データとして示しますと、国際共著の論文数は、ボリュームとしては、ほぼ一定数が発信

されています。全体の論文数が減っていますので、率としては25％近いぐらいのところま

で行っているという状況です。 

 今、お手元に、別途、参考資料として配付させていただきましたものがございますが、

参考までにということでご説明させていただきますと、外部との連携研究が論文生産とど

んな関係になっているのかといったところを今調べているところでございまして、その一

部のデータでございますが、外部資金の割合が非常に高い11ユニットと低い９ユニットを

選びまして、それぞれのユニットは各年でどのくらいの論文生産数であったかということ

を、外部資金比率の関係でプロットしたものでございます。 

 大きな傾向としては、外部連携研究に伴って増える資金獲得作業や連携事業の事務的な

阻害要因というよりも、外部資金の獲得によって研究促進効果が出ている。論文生産性と

しては、どちらかというと高い傾向になっているということです。 

 その下の２ページ目でございますが、他独法との論文数推移の比較では、理研と物材機

構との比較で示させていただいております。 

 最後の３ページ目でございますが、産総研の年齢構成ということで、左側が2010年時点

での年齢構成でございまして、20代から30代の比率は25％を若干切るぐらいの年齢構成に
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なっています。右側のグラフにございますように、2001年当時は、20代から30代は40％ほ

どの構成比であったわけですが、現在は、20％から25％の間ぐらいのところに落ちている

という状況でございます。 

 今後、ヒアリングを含めて、いろいろな個別の研究グループ等の傾向等をもうちょっと

ミクロに検討して、その要因を探って、今後の対応に反映させていきたいと考えていると

ころです。 

○室伏部会長  ご説明、ありがとうございました。 

 それでは、この件につきまして、質疑応答に移らせていただきますが、如何でしょうか。

かなりいろいろな問題を含んだ案件かと思うのです。 

 堤委員、どうぞ。 

○堤委員  １人当たりの論文数は、多分、どこも余り変わらない。多分、東大もこのく

らいだと思うのです。物凄く頑張って、論文生産性が２倍になるといったことは絶対あり

得ない。 

 ただ、これは何を意味しているかというと、明らかに人数が少ない。減ってきている。

単にパーマネントな職員の数だけではなくて、オープンイノベーションハブのような形で

連携をやるといった中で、実質的な研究者が２倍、３倍になって運営しているというのが

実態だと思うのですね。 

 特に産学連携に限っていいますと、論文が出にくいというところがありまして、研究者

が１桁多い大学との連携や国際連携など、その辺のところの連携をもう少し工夫するとい

うのがソリューションなのではないかと思います。 

 私も大学の研究者ですので、この問題は物凄くシビアで、分野が違えば、最終的には論

文数で比較されるのがアカデミアの世界ですので、国際連携、学との連携を進めて、実質

的な研究者の数を増やすためには、どうやったらいいかということを考える必要があるの

ではないかということを示しているのではないかと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 今の件につきまして、産総研の皆様から何かございますか。 

 瀬戸理事、お願いします。 

○瀬戸理事  先程、参考資料で外部連携研究との関係を示しましたが、これはお金との

関係だけでやっていまして、外部連携研究には、今、先生がおっしゃったように、企業さ

んとの共同研究もあれば、大学との共同研究もあれば、国際共同研究もあるわけで、それ
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ぞれの共同研究の効果というか、影響はどのようになっているかというところを細かく見

ようと思っております。 

○室伏部会長  谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  私も大学で産学連携の支援をやっている立場から申し上げますと、私は今、

大学の方をみているのですが、産学連携に対して、大学の研究者はどのように見ているか

というと、自分たちと全く違ったタイプのところと連携することは、阻害要因になるとい

うよりは、むしろ新しいヒントを沢山もらうという意味で活性化するという評価が高い。

３年ほど前に、九州大学の工学研究院の研究者300人にアンケートをとったことがあるの

ですが、そのときの評価は、産学連携の効果は研究の活性化、つまり、新しい研究のヒン

トをもらえるというのでポジティブに見ることが多い。もちろん、いろいろなアドミ的な

こともあるのですが、それは産学連携を支援するところがしっかりやってくれれば結構で、

むしろウエルカムだというポジティブな意見が多かった。私自身は、論文の数が減るとい

うことについてはまだ余り理解できておりませんが、それ自体がまずいということには絶

対ならないと思うのですね。 

 むしろお伺いしたかったのは、若手の20代、30代の研究者が2005年ぐらいから2011年ま

でで劇的に減ってきていますが、どうして産総研さんで、20代、30代の人がこんなに減っ

てきたのか。よほど居心地が悪いのか、産総研さんの研究の方針が若手に夢を与えていな

いのかといったことをちょっと思ったので、他の組織と比べて、20代、30代がすごく少な

いという構成をどのように考えられるかということが重要かと私は思ったのです。 

○一村副理事長  私からお答えいたします。 

 平成17年に、独立行政法人の人件費を５年で５％削減というのが出てまいりました。し

たがいまして、私どももそれに合わせて、人を減らすということになってしまいました。

ちなみに、2001年から2005年までの５年間では637名採れたものが、2006年から2010年の

５年間では361名に減っております。そういうことで、入ってくる人数の数を絞られたこ

とと、2001年から2005年まで入ってくる年齢の平均層は33歳ぐらいでしたので、その層は

７年たつと全て40歳以降に移行してしまいます。そういう意味で、入ってくるのは半分ぐ

らいになっていますので、その分だけ、20代、30代の比率が減ってしまったというのが背

景説明でございます。 

○谷川委員  対策は何かお考えですか。 

○一村副理事長  特に第３期以降は、コンスタントな人の採用という計画でずっと進め
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ております。それと併せまして、若返りを図っておりまして、博士もしくはポスドク１、

２年の人材を積極的に採用しております。今、若返りと併せて、平均的な人数採用という

ことで、長期的にみれば、今回の問題は解決に向かうと思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 大学でも人員削減で、若手がどんどん減っているのですね。これは日本全体の問題だろ

うと思います。 

 他に如何でしょうか。 

 よろしいですか。 

 この件は、産総研だけの問題ではなくて、日本全体の研究所や大学といった研究機関が

これから考えていかなければいけないかなり大きな課題だと思いますので、先程、細かい

分析をしているというお話でしたが、是非その辺を進めていただいて、今後、日本の科学

技術が衰退しないように、いろいろな計画などを立て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。 

 それでは、この件はここまでとさせていただきます。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 次の議題は、「平成24年度業務実績評価」ということで、今日のメーンの議題でござい

ます。 

 この評価の審議中は、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

まった段階でまたお戻りいただきますので、産総研の皆様が中座なさる前に、これだけは

聞いておきたいとお思いになることがありましたら、委員の方々からご質問なりご意見な

りお願いしたいのですが、如何でしょうか。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  論文のデータを非常に興味深くみさせていただきました。前回、特に国際

共著はどの程度あるのかという私の質問に対し、瀬戸さんの話では、今後、さらに細かく

分析されるということなのですが、その際、分野ごと、研究部門ごと、ユニットごとに非

常に細かい解析をすればするほど、将来、中期目標、あるいは中期計画を立てる際に非常

にいい参考になると思いますので、そのデータベースの一層の充実を図っていただきたい

と思います。 

○室伏部会長  森本委員、どうぞ。 

○森本委員  先程、全体の研究力という問題がありましたが、他の国の国研とのベンチ
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マークという形で、その具体的な目標を是非設定していただきたいと思います。 

 大学でも、世界の大学ランキングで落ちてきたという問題がありますが、本当に実力が

落ちたのか、それとも、他の国が順位を上げるような戦略を立ててきているのに対して、

こちらは準備不足なところがあったのかということがございますが、国研においても、単

に、前期に比べて低落傾向とか増加傾向ではなくて、具体的なベンチマークの対象になる

外国の機関を設定して、そこに対するベンチマークということで目標値を設定していただ

けたらいいなと思います。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 ということでございますので、いろいろご配慮いただきたいと思います。 

 谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  前回休みましたので、こういう議論が出たかもしれないのですが、論文の

減少について深刻にとらえて、少し議論があったようなのですが、そもそも産総研はどう

いう研究を目指すのかということについては、２代前の吉川理事長のときに、大学の基礎

研究でもないし、企業が行っているような応用開発でもなくて、その中間というと、引き

算のようなイメージだとちょっとマイナスなのですが、そうではなくて、大学の研究や民

間の研究を引っ張っていくような真ん中の本格研究をやるのだという方針を立てられて今

までやってきたと思うのです。そういう観点からすると、論文数が多いにこしたことはな

いものの、少なくなったから産総研の力が落ちたと考えるのは考えものだと私は思ってい

ます。 

 こういうと、純粋アカデミアの方に怒られそうなのですが、産総研が目指すものは、論

文の質はもちろん大事ですが、論文の数にそれほどこだわる必要があるのかどうか、私は

クエスチョンマークが残っておりまして、むしろ大学と企業をつないで、その結果、国策

に基づいたソリューションを出す。それは具体的な収益という形、実用化研究につながっ

て、大きな利益をもたらすということでもいいと思いますが、産総研のパフォーマンスを

みるときは、論文数だけではなくて、実用化研究の成果がどれぐらい上がったかとか、別

の指標を考えるべきではないかと思っております。 

 私は、大学で産学連携の応援をするときに、大学の研究者のアカデミズムに対するこだ

わりに苦労しているところがあるので、産総研が論文数にこだわることに対して、私はち

ょっと斜めに構えているところがありまして、余りこれを議論することはどうかと個人的

には思っております。新しい国研として、特に国研の中でも産総研として、どういうもの
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を目指すべきかという再定義をして、そのための指標を明確につくるべきではないかと思

っております。 

○室伏部会長  ありがとうございました。評価の中でもそういったご意見がいろいろあ

ったと思いますので、後でまたご議論ということにさせていただきます。 

 赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  論文数もそうなのですが、生物学や生化学の論文が非常に伸びているので

すね。私は昔から、「鉱工業の科学技術」というカテゴリーや文言の使い方が気持ち悪く

て。いや、もちろん、グリーン・イノベーションやライフ・イノベーションはそうなので

すが、これは産総研だけに限ったことではないのですが、こういう生物学的な知財、生物

機関工学みたいな方向観は、もしかすると、とてつもないアカデミアのトレンドかもしれ

ないし、産業界もそういう方向観に期待しているのかもしれないので、これは中長期の検

討課題かもしれないのですが、物づくり、ビジネスにつないでくださっている独法なので、

そういう議論を上の方々で是非やって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した。 

 それでは、申しわけございませんが、産総研の皆様、中座していただきまして、議論が

済みましたら、ご連絡させていただきますので、戻って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、まず、事務局から、評価の進め方についてのご説明をお願い

したいと思います。 

○三上産総研室長  よろしくお願いいたします。 

 評価の進め方でございますが、まず、前回の部会で決定した事項の確認となります。 

 資料の一番最後に、参考と振った資料があります。見ていただいても結構ですが、ご説

明しますので、聞いていただいても結構でございます。 

 評価の基準の変更が前回の部会でございまして、２つございました。 

 まず、基準につきまして、これまで、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと５区分あったのでござい

ますが、Ｂのこれまでの表現としては、おおむね達成したという曖昧なもので、ニュアン

ス的には、一部、達成していないものがあればＢというネガティブなものでございました

が、前回の部会から、着実に達成したというものがＢになっております。計画どおりに実
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施されていればＢというのがノーマルになること。 

 もう一つは、総合評価の算出の仕方につきまして、ウエートが若干変わっております。

これまでは、本業部分につきましては60％、管理・間接部門、業務運営や財務の部分は40

％の比率でございましたが、このウエートが、本業部分については70％になりまして、管

理・間接部門は５％ずつ減ったということでございます。 

 これは前回部会で決定している事項でございますので、ご確認までということです。 

 また、今回の実績評価につきましては、例年と同じでございますが、本部会での審議後、

その結果を、今年の場合であれば、７月25日に予定されている経済産業省独立行政法人評

価委員会へ報告し、この報告に基づく審議を経た上で、最終的な評価となることとなって

おります。 

 それでは、説明に移りますが、よろしいでしょうか。 

 資料は３―１と３―２の２つになります。 

 ３―１につきましては、皆様からご提出があった評価シートを、重複も含めて、そのま

ま記載しておるものでございます。 

 ３―１の表紙を含めて２枚めくっていただくと１ページ目になりまして、総括表の結果

が並んでおります。各横１列ずつが、お１人分の委員から提出していただいたものの結果

に相当しまして、６列並んでおります。一番下の行が、皆様の評価を平均した結果でござ

いまして、暫定になっております。今日の部会で結論を得るということで、一番下は括弧

がついているところでございますので、変更はあり得るという位置づけでございます。 

 もう一つの資料が３―２でございます。３―１のままでも議論できなくはないのですが、

時間も限られておりますので、項目ごとに論点と皆様からいただいたコメントを整理し直

しているものでございます。今日は、この３―２に従いまして説明させていただきます。 

 その後、項目ごとに審議・評価いただいて、最後に総合評価をしていただくという形に

なります。 

 それでは、進めさせていただきます。 

 資料３―２になります。資料３―２をご用意ください。 

 １ページ目から３ページ目までは総合評価になりますので、最後に、改めて立ち戻って

評価したいと思っております。 

 ４ページ目からになります。 

 これは、項目２―１「サービスの質の向上」のうち、「研究開発マネジメント」につて
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でございます。 

 この評価は、平成19年度から連続してＡ判定をいただいております。 

 「評価のポイント」としましては、産業界との連携により、多くの成果が上がり、産総

研がオープンイノベーションハブとして十分に機能していることを評価していただいてお

ります。 

 また、各地域センターでは、地域ニーズや特性に応じたレベルの高い研究開発の推進、

地域の中小企業との連携した技術開発や人材育成への支援等の取り組みが行われ、地域活

性化への貢献が十分に見られる点も評価いただいております。 

 なお、この資料の見方でございますが、４ページ目中段以降から、本項目を構成する細

目の評価事項になっています。 

 右側の欄には、皆様から提出のありましたコメントが記載されておりますが、特筆すべ

き実績については＜主な実績＞に、評価については＜評価＞に、今後、将来にわたって改

善すべき点や助言などのコメントがあったものについては＜指摘・コメント＞として整理

させていただいております。 

 まず、４ページ中段からの１の「『課題解決型国家』の実現に向けた研究開発の重点分

野」につきましては、オープンイノベーションハブ機能の強化という考えの下、国民に対

して提供できる具体的な研究開発の成果が生まれているとのよい評価をいただいておりま

す。 

 一方、その下にあります＜指摘・コメント＞の欄におきましては、大震災の復興支援等

の取り組みでは、国研として役割を果たしているものの、今後、エネルギー分野に限らず、

他分野での活躍を、と更なる期待も寄せられております。 

 ４ページ目下段になりますが、２の「地域活性化の中核としての機能強化」につきまし

ては、ページをめくっていただきまして、５ページ目一番下の＜評価＞の欄の初めの○に

ありますように、地域活性化の中核としての産総研の役割は大きく、地域センターにおけ

るレベルの高い研究開発の推進、地域の中小企業との連携と技術開発や人材育成の支援な

どにおいて、様々な効果的な成果が上がっているとの評価をいただいております。 

 続いて、６ページ目下段となりますが、３の「産業や社会の『安全・安心』を支える基

盤の整備」につきましては、めくっていただきまして、７ページ目上段の＜評価＞にあり

ますように、特に国際標準化に関して普及に努め、様々な標準提案を行い、産業の安全・

安心を支える基盤の整備に寄与する活動が推進されているとの評価をいただいております。 
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 同ページの中段、４の「『知恵』と『人材』を結集した研究開発体制の構築」ですが、

＜主な実績＞の一番初めの○にありますように、人や場等の産総研のリソースを活用して

20の技術研究組合に参画し、17の組合の主たる研究拠点を産総研内に設置して、集中研究

を実施していること、また、４つ目の○にありますように、産総研イノベーションスクー

ルにおいて、博士課程大学院生11名を受け入れて育成した等の実績を評価いただいており

ます。 

 一方、人材育成につきましては、８ページ目の＜評価＞に記載がありますように、若手

研究人材のキャリアパス支援については、今後、より重要な事業と位置づけて、更に間口

を広く、優れた人材育成にもっと努力すべきこと、また、より多くの研究者を抱える大学

との連携を更に推進して、実質的な研究者数の増加を図るとともに、国際連携を通じて、

人材育成の取り組みの更なる推進を期待することが寄せられております。 

 続きまして、９ページ目でございます。「研究開発成果の社会への普及」でございます

が、＜評価＞に記載されていますように、オープンイノベーションハブ機能の強化を梃子

にして、地域活性化、研究開発体制の強化を推進して、その成果も着実に見えてきたとさ

れています。 

 10ページ目から11ページ目にかけては「その他」の事項になりますが、11ページ目の＜

評価＞の欄の一番初めの○にありますように、職員の意欲の向上を引き出し、優秀かつ多

様な人材を確保・育成するため、柔軟な人事制度や多様なキャリアパスの確立、研修制度

の充実、効果的な個人評価の制度の確立などが実施され、また、働きやすい職場を構築す

るための保育や介護支援も効果を上げていると評価されています。 

 他方、更に取り組むべき点としましては、同ページの＜指摘・コメント＞にありますよ

うに、優れた女性研究者・技術者の活躍推進のために、更なる工夫が必要であると寄せら

れております。 

 以上が初めの項目の「研究開発マネジメント」についての説明でございますが、本項目

の評価結果については、12ページの表の通りとなっております。全員がＡでございまして、

平均判定もＡとなっております。 

 続きまして、13ページ目からは、２番目の項目、各研究項目の具体的な評価になります。 

 研究業務は幾つかございますが、先ず、１つ目の柱としまして、「鉱工業の科学技術」

でございます。 

 こちらについても、19年度以降、継続してＡをいただいております。 
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 グリーン、ライフ、その他、いずれの研究分野につきましてもしっかりと対応をとって

いること、特に、再生可能エネルギー、省エネルギーといった重要エネルギー課題に対応

した点について評価をいただいております。 

 まず、グリーン・イノベーションにつきましては、14ページ目の上にありますように、

スーパーグロース法により、カーボンナノチューブの連続生産技術につきまして、非常に

高い評価をいただいております。 

 17ページの中段でございますが、グリーンイ・ノベーションにつきましては、お二方が

ＡＡ、あとはＡということでございまして、最終的に平均はＡでございます。 

 続きまして、17ページの下段からはライフ・イノベーションになります。 

 同様に、＜主な実績＞、＜評価・コメント＞の並びになっていますが、19ページ目の上

から２つ目の○にございますように、世界初の閉鎖型遺伝子組み換え植物工場での植物栽

培方法の確立、また、新しいｉＰＳ細胞誘導遺伝子の発見など、24年度は、特に健康工学

研究部門、生物プロセス研究部門等で目に見える成果を上げていると評価をいただいてお

ります。 

 他方、ライフ分野につきましては、20ページにありますように、従来の製薬・医療の産

業側との連携をもっと進めることが必要ではないか、また、工学、理学、薬学、生物学系

など、大学連携を積極的に図るべきとの助言をいただいております。 

 20ページの中段は評価結果になりますが、お三方からＡＡをいただきまして、残りがＡ

となっております。 

 20ページ目下段からが（３）の「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、ライフ、グリーン以外の領域、例えばロボット開発、サービス工学、ベンチャー

等についての実績を記載しておるところでございますが、同様に、良い評価をいただいて

おります。 

 本項目につきましては、お一方がＡＡ、他の方がＡで、評価平均はＡとなっています。 

 続きまして、24ページ目になります。 

 項目２―３、研究業務としての２つ目の柱の「地質の調査」でございます。 

 こちらも19年度以降、Ａをいただいております。 

 「評価のポイント」にありますように、昨年度は、地震・津波に関する研究について、

ゆっくりすべりの新発見など、国民にとって関心の高い分野において重要な研究成果を上

げたこと、また、国民の安心のための情報提供と産業基盤を支える新資源の探索と確保と
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いう重要なミッションを着実に、十分に果たしたという高い評価をいただいております。 

 27ページ中段以降に今後の評価も書かれておりますが、世界トップ水準の研究レベルの

維持と研究成果の社会への伝達・共有について、もっと考えるべきとの助言をいただいて

おります。 

 評価結果としては、平均はＡになっております。 

 続きまして、28ページ目からは、業務の柱として３番目になります「計量の標準」でご

ざいます。 

 計量では、イノベーションの基盤として、計測技術、評価基盤が開発され、具体的には、

光格子時計や標準物質の開発など、優れた成果が上がっていることが評価されています。 

 本分野への指摘としましては、30ページになりますが、安定した成果は上がっていると

認められますが、世界をリードし、業界に大きなインパクトを与える活動がもっとあると

よいとの今後の期待が示されております。 

 評価は、お一方がＢで、残りの方はＡでありまして、平均としてはＡとなっております。 

 以上が研究分野でございまして、これからが組織面になります。 

 31ページ目からが組織運営になります。 

 冒頭の「評価のポイント」にありますとおり、理事長のリーダーシップの下、絶えざる

真摯的な取り組みを実施、職員の意識改革と信頼関係の構築に成果を上げたこと等が評価

されています。 

 31ページには「業務運営の抜本的効率化」について、33ページからは「研究活動の高度

化のための取組」について、34ページからは「職員が能力を最大限発揮するための取組」

について、結果が記載されております。いずれも高い評価をいただいております。 

 また、例年、本事項で指摘されていることでございますが、研究所内で女性や外国人の

研究者を更に増やす対策についても、引き続き、多くの委員から期待が示されております。 

 36ページ目以降は、「国民からの信頼の確保・向上」、「内部統制」についてですが、こ

れも、理事長の強いリーダーシップの下で着実に実施しており、監事監査も適切に機能し

ているとの評価をいただいております。 

 ページが少し飛びまして、41ページ目以降になりますが、入札・契約についてです。 

 昨年度の部会で入札について詳しく説明を差し上げましたが、産総研内に設置されてい

る契約監視委員会の取り組みも含めて、引き続き、しっかりと進められてきたと評価され

ております。 
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 43ページ目下段からは、各種の組織内の基準や規程の整備などの対応状況が報告されて

います。 

 具体的な契約の締結や一者応札、随意契約に関する内容につきましては、45ページ目以

降に、参考４、参考５として対応状況が記載されております。 

 ページが飛びますが、51ページ目からは＜役職員の給与等に関する事項＞でございます。 

 こちらは、総人件費削減への取り組みを確実に実施していること、また、時限措置では

ありますが、24年度につきましては、復興支援のための予算供出として、国家公務員の給

与削減支給措置に沿って独法としても役職員の俸給月額の削減を行いまして、産総研とし

ての昨年の削減率は8.2％でございました。 

 また、53ページには24年度のラスパイレス指数がございます。昨年度は、事務職員で10

4.9、研究職員で102.7という指数になっており、100は超えておりますが、これは、昨年

の指数と比べると微減しているものでございます。 

 以降、給与に関する参考資料が続いております。 

 以上を踏まえまして、「業務運営の効率化」についての評価の集計は、59ページになり

ますが、お一方がＢで、その他はＡでございました。 

 60ページ目からが最後になります「財務内容」でございます。 

 こちらについては、歴年Ｂで継続しておる項目でございます。 

 最近継続している指摘でございますが、運営費交付金の減少や産業界の景気の低下によ

って財政条件が悪化している中で、今後は、知的財産の活用や共同研究による活動を通じ

て、自己収入を増やすことへの期待が皆様より示されております。 

 その一方、最先端研究機器・施設を共有するＩＢＥＣセンター等の拠点構築は、資産の

有効活用の点、成果の社会への還元、企業との有機的連携の促進の点から、皆様から高い

評価をいただいております。 

 60ページ中段から、「財務内容」、「欠損金、剰余金の適正化」、「運営費交付金債務残高

の適正化」等に関する項目が続いております。 

 67ページ目からは、今日の前半の議論で説明がありましたバランスシート等、財務諸表

の関係について記載されています。 

 これらを含めまして、「財務内容」としての評価は、69ページの表になりますが、３名

の方がＢ、残り３名の方がＡであり、平均をとると、残念ながら、例年に引き続き、Ｂと

いうことになっております。 
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 これで個別の項目について申し上げましたので、最後に総合評価となります。資料３―

２の１ページ目に戻っていただければと思います。 

 総合評価につきましては、加重配点になっております。これまで報告しました各評価結

果につきまして、ウエートがかかっております。 

 機械的に計算しますと、今回は3.85点となりまして、これは、区分としては、3.5点以

上4.5点以下でございますので、現時点の試算では、総合評価はＡとなります。 

 総合判定に当たってのポイントは、１ページ目から３ページ目以降に記載しております

が、この記述につきましては、先に説明させていただいた個別項目での皆様のコメントか

ら重複を排除するとして再構成したものでございます。基本的には、皆様のコメントを活

かしているものでございます。 

 早口になりましたが、評価結果に関する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。 

 只今ご説明いただきましたが、先ず、「サービスの質の向上」から順番にご議論いただ

きまして、それぞれの評価を確定していただいて、最終的に総合評価ということにさせて

いただきたいと思います。 

 最初に「サービスの質の向上」の「研究開発マネジメント」ということで、皆様からご

意見をいただければと思います。 

 これは皆様、Ａでらっしゃいますので、全体の平均もＡということになりますが、この

点について、特段こういったことを言っておきたいとか、何かご意見がございましたら、

おっしゃっていただければと思います。如何でしょうか。 

 評価書の中には皆様のご意見が非常に細かく載っております。これは、いずれ産総研の

皆様に読んでいただくことになると思いますが、特別にここは、ということがありました

ら、是非おっしゃっていただければと思います。できましたら、皆様のご意見をそのまま

活かす形でこの中に記載して、産総研にお渡ししたいと思いますので、是非お願いいたし

ます。 

 先ず、「研究開発マネジメント」で、如何でしょうか。 

 かなり述べられているというか、十分かなという気がしないでもないのですが、よろし

いですか。何か異論があるということでも結構です。 

 では、先に進めさせていただいて、また後で何かお気づきになることがありましたら、

おっしゃってください。 
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 次に、「鉱工業の科学技術」ということで、ここは非常に重要な部分ですが、ここで何

か特段のご意見などございますでしょうか。この部分は、産総研の評価の中では非常に大

きなウエートを占める部分です。 

 グリーン・イノベーションは、ＡＡがお２人、Ａが４人で、平均点がＡです。ライフ・

イノベーションは、ＡＡが３人、Ａが３人で、平均をとるとＡになる。先端的技術開発の

場合は、ＡＡがお１人で、あとはＡということです。 

 如何でしょうか。何か特にご意見がございますでしょうか。 

 先程の「研究開発マネジメント」は、特にこれ以上ということはなかったのと皆様の評

価が一致しておりますので、これはＡということで評点を決定させていただきますが、１

―２の「鉱工業の科学技術」に関しましては、グリーン・イノベーション、ライフ・イノ

ベーションともにＡＡがお２人、あるいは３人いらっしゃいますので、もしも、ここはＡ

ではなくて、ＡＡに是非したいといったご意見がございましたら、そういったご意見も受

けさせていただきますが、如何でしょうか。 

 今、室長から重要な点をご説明いただきましたので、委員の皆様も大体言い尽くされた

とお考えかもしれないので、もしそれでよろしければ、この評価を確定していきたいと思

いますが、如何でしょうか。 

 グリーン・イノベーションですが、これはＡという評価でよろしいですか。 

     （「はい」の声あり） 

 次に、ライフ・イノベーションですが、こちらは如何でしょうか。 

 では、暫定的にＡということで進めさせていただいて、後で振り返って何かご意見がお

ありでしたら、おっしゃっていただきたいと思います。 

 ３番目の「他国の追従を許さない先端的技術開発の推進」は、ＡＡがお１人ですので、

平均でＡでよろしいですね。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  セグメントの問題なのですが、３番目の他国の追従を許さない云々という

ところを評価しますと、それでは、１番目のグリーンイノベーション、２番目のライフイ

ノベーションは最先端ではないのかというと、そんなことはなくて、皆さん、他国の追従

を許さない、やはりトップを走ろうと思ってらっしゃると思います。グリーン・イノベー

ションの分野でも確かにいいと思うのですが、殺虫剤の抵抗性の遺伝子は、実は害虫側の

進化ではなくて、共生していたバクテリアが農薬の耐性のメカニズムだったというおもし
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ろい基礎研究まで、グリーン・イノベーションというところに入っているのですね。地質

・計測はいいのですが、（１）、（２）、（３）は、セグメントとして、ずっと見直さないで

行くのでしょうか。 

 ここに森本さんがいらっしゃいますが、セグメント情報の公開は、企業にとって非常に

重要な問題なものですから、場合によっては、セグメントの中に入れるものを変えるとい

ったことをやっています。産総研でも見直した方がいい時期なのかなという感想をもって

います。評価のときに戸惑いをもっています。 

○室伏部会長  分かりました。もしかすると、皆様の中に、そういったことをお感じに

なった方がいらっしゃるかもしれないのですが、そういった議論が今までなかったので、

以前、評価基準を決めるときには、そういった議論をせずに過ぎてしまいましたが、今、

手柴委員から問題提起がありましたので、今回は基準が決まっていますので、今のことは

これからの議論にするということを皆様に覚えておいていただいて、是非いろいろご検討

いただきたいと思います。 

○赤池委員  蒸し返しになりますが、良質な研究の７割ぐらいは、先程も言ったように、

バイオ・イノベーションです。 

○室伏部会長  そうですね。 

○手柴委員  赤池先生が言われたように、鉱工業は、戦後ずっとこうなっていますね。

先生のご指摘があって「うん、なるほど」と思っていました。確かに、ここの部分は変え

てもいいのかもしれないですね。 

○室伏部会長  そうですね。皆様、何となくこういうものかと思ってやってこられたと

思います。私も何か変だなと思いつつ、今まで来てしまったのですが、改定できるという

状況があるならば、こういったこともこれから議論していきたいと思います。ありがとう

ございます。 

 谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  全くテクニカルなことで恐縮ですが、例えば、ライフ・イノベーションの

ところで、３人の方がＡＡで、３人の方がＡで、平均すると4.5なので、これは自動的に

Ａになるとなっているのですね。地質のところも同じで、３人の方がＡＡで、３人の方が

ＡだとＡなのですね。まさにライフ・イノベーションがそうなのですが、気持ちとしては

ＡＡに近いけれども、Ａとやられた方もいて、偶数の評価委員が半々に分かれると、全部

下の方になってしまうのはどうかと思うことがあるのですね。３人、３人で、平均して4.
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5だからＡになったときなどは議論して、それはＡＡになるようなことがあってもいいと

思うのですね。 

○室伏部会長  それで先程、２番は３人がＡＡでいらっしゃるので、如何でしょうかと

お聞きしたのです。 

 それでは、地質についてはまだ議論していないのですが、この３つ、ＡＡがあるものに

ついて、皆様からご意見をいただきたいと思います。 

○赤池委員  私、ライフと地質はＡＡに変えます。 

○室伏部会長  ああ、そうですか。まだ公表されていませんので、よろしいですよね。 

○三上産総研室長  はい。この議論を聞いていただいて、上げる下げるは可能な場でご

ざいます。 

○室伏部会長  分かりました。 

 赤池委員が、ライフ・イノベーションと地質はＡＡに上げるということですが、計算上

は両方ともＡＡということになりますね。そういった点、作業をお願いしてよろしいです

か。 

○三上産総研室長  はい。 

○室伏部会長  ありがとうございます。 

 それでは、「鉱工業の科学技術」につきましては、（１）がＡ、（２）のライフ・イノベ

ーションがＡＡ、（３）の他国の追従を許さない云々がＡということで確定してもよろし

いでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 産総研の皆様はとてもよくやっていらっしゃるので、評価はできるだけ高いほうがいい

とも思うのですが、国全体の流れからみると、余り評価が高過ぎるとたたかれるというこ

ともあり得るので、その辺が難しいところかなと思います。 

 それでは、次の「地質の調査」ですが、これはＡＡが４人ということで、これはＡＡに

していただくということでよろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 次に、「計量の標準」ですが、これはＢがお１人いらっしゃって、あとは全部Ａですの

で、評価はＡということでよろしいですね。 

     （「はい」の声あり） 
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 ありがとうございます。 

 「業務運営の効率化に関する事項」もＢがお１人で、あとの皆様はＡということですの

で、評価としてはＡと確定させていただいてよろしいですね。 

     （「はい」の声あり） 

 次は、ＢとＡがちょうど半分ずつなのですが、この点に関してはどういたしましょうか。

順調に進捗しているのはＢということですので、Ｂは悪い点数ではないわけですが、財務

内容の改善は、量も質もよくなることはなかなか大変だろうなと思いますが、この点につ

いて、ご意見をいただければと思います。 

 赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  他の独法の例がわからないので、例えばどういうパフォーマンスをやった

らＡになるのかということで、ここは毎年悩んでしまうところなのです。 

○室伏部会長  今まで親委員会でＡになったのは、例えば貿易保険など、何らかの形で

非常に収益を上げたといったところですね。地道にやっているところはみんなＢというこ

とで落ちついているのですが、考え方をどのように変えていくかということも今後の検討

課題かもしれないと思っています。 

 如何でしょうか。 

○森本委員  Ｂでよろしいのではないかと思います。 

○室伏部会長  森本委員からＢでよろしいのではないかというご意見がありましたが、

他の方は如何でしょうか。 

 それでは、これは一応Ｂということにさせていただきます。 

 一応、大体の評価が確定いたしましたが、それぞれの項目について、コメントでも何で

も結構ですが、特別にこのことを、ということがありましたら、おっしゃっていただきま

したら、後で産総研にお伝えいたしますが、何かございますでしょうか。 

○堤委員  何度かお話をしていると思いますが、産総研は経産省の唯一の研究組織で、

研究者が2,000人ちょいとですね。アメリカだと、ＤＯＥの傘下の研究所だけで十幾つあ

って、最大で２万人近くですか。全体でいいますと、10万人ぐらいいるのですね。例えば、

民間のシンクタンクのバテルはＤＯＥと結構連携していますが、あそこだけで３万人いる

のですね。先程の論文数の議論も、評価というよりは、論文数が少ないということは、結

局、研究者数が絶対的に少ないのだということを何らかの形で発信しないとまずいのでは

ないかと思うのですね。 
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 アメリカは、純粋にそれだけいるだけではなくて、よく調べた方がいいと思うのですが、

例えば、ＤＯＥの研究所の中にバテルや大学などが入って、彼らが運営したり、うまくや

っていますね。あれが産学官連携の一つの醍醐味で、その研究者数をうまく増やしていっ

ていると思うのです。 

 文科省がずっと統計をとっていて、アメリカは全体で百二、三十万ですか。ＥＵは、個

々は少ないのですが、全体で140万人ぐらいの研究者ですか。日本は60万人ぐらいですね。

人口で半分なのですね。半分だからいいやというのではなくて、半分だと半分のことしか

できない。だからこそＥＵとアメリカは、ある程度まとまりながらも２つで分け合って、

研究開発をうまくやれている。ちなみに、中国は80万人か90万人、もう100万人ぐらいい

っているかもしれませんね。研究は頭数のところが絶対ありますから。 

 日本の場合、30万人ぐらいが大学の研究者なのです。だから、それを引き込みながら、

かつ、特にアジアを中心として、留学生などを日本の大学や産総研のようなところで教育

して、また帰ってくるようなうまい仕組みを考えないとまずいと思うのです。だから、こ

の評価をやっていてもじくじたるもので、いいか悪いかというより、本質的に、そこのと

ころに物凄く問題があって、それを何とかするような方向にもっていかなければいけない。

だから、評価なのだけれども、コメントのところでそういう意見を出して行くといったこ

とで、いろいろなところでそういうことを考えて行った方がいいかなと思っています。 

○室伏部会長  ありがとうございます。実は親委員会でもそういうご意見を何度かいた

だいていまして、毎年のように、もっと人を増やすべき、予算を増やすべきというご意見

があるのですね。なぜ動かないのかというのが問題だと思うのですが、今おっしゃったよ

うに、大学と上手に連携することで実質的な研究者数を増やすというのはとてもよい方策

だと思うのです。 

 先程、日本の研究者は60万人とおっしゃったのですが、学術会議で言っている表の数は

80万人だそうです。そのうち半分ぐらいが大学関係でしょうか。そういう人たちを巻き込

んで、もう少し上手に運営していけば、もう少し何とかなりますね。大学は、自分のとこ

ろの研究者を外に出したがらないという非常に悪い空気があることはあるのですが、もう

少し意識改革をしていくことも大事なのだろうと思うのです。 

○堤委員  もう一つ、去年のあれもそうですが、今年は、サイトビジットで九州の方に

行ったのですが、あそこは100人いないのですね。したがって、どういうことが起こるか

というと、ポイントを絞って、重点的な分野に特化せざるを得ない。だから、あそこです
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と、太陽電池の評価や半導体の製造のところは、物凄くうまく機能していると思うのです

が、ただ、研究開発ですから、常に成功し続けるということは絶対あり得ない。失敗する

ものも絶対ありますから、今のような非常に綱渡り的なことをやっている。例えば太陽電

池に関しても、はっきり言って、あんなものは量産で、今や、あっという間に中国で生産。

そういう外的な要因があると研究開発自身も、その次のステップとして何をやったらいい

かということで、そこのところに物凄く危機感を感じました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。私も東北センターに行ったのですが、あんなに

少ない人数で、すごく成果を上げてらっしゃるのですね。でも、あんなに少なくて、成果

を上げていてすばらしいですねで終わってしまってはいけないと思うのです。そのことは

申し上げたのですが、少ないのに頑張っている、それでいいとなってしまうのは怖いです

ね。イノベーションなり何なりを次々生み出せるようなシステムにしないと、地域センタ

ーもどこかで疲弊し切って終わってしまうということもあるかもしれないですね。 

 森本委員、どうぞ。 

○森本委員  ２点、話をしたいと思います。 

 １つは、先程、堤委員もおっしゃっていたのですが、大学との連携は重要だと思います。

ただし、先程、80万人で半分は大学とおっしゃいましたが、その中で、国際的な質の高い

研究を生み出しているところは限られていると思います。そこで、それ以外の、数はかな

りいるけれども、質的にはどうかというところの底上げという意味での連携も大事だと思

いますというのが１つ。 

 もう一つは、逆のことを言うようですが、先程、テーマの選定は前年度からの継続とい

うのが主な動機というか、産総研の研究の中で本当に世界トップクラスのアウトプットを

出しているところで、もっともっとリソースやお金をつけた方がいいのではないかという

ところ、また、国の政策など重点実施・投入すべきところ、あるいは、世界的に競争が急

激に激しくなったようなエリアにダイナミックにリソースやお金をシフトできるようなメ

カニズムがもっと要るのではないかと思います。 

○室伏部会長  ダイナミックにリソースを投入するのは、産総研の中だけではなくて、

国全体をみて、ということですね。 

○森本委員  そうですね。 

○室伏部会長  わかりました。 

 谷川委員、どうぞ。 
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○谷川委員  先程、堤先生がおっしゃったこととほぼ同じようなことを思っていまして、

こういう評価をやっていると、特に効率というチェック項目がありますので、如何にきち

んと手順に従ってやったかといった評価も結構高くて、もちろん、研究の成果として、ど

れぐらいのものが出ているかということもやりますが、産総研という極めて小さい中で、

よかった、悪かったという話で、本当にそれでいいのかということを考えざるを得ないと

思うのです。日本の国全体でどれぐらいの研究力を上げるかということを考えた場合に、

産総研だけではなくて、もっと大きなピクチャーで考えなければいけないことがあるので、

どこかのタイミングで、そういう議論にもっていってもらいたいというのが１つ。 

 特に先程、瀬戸理事のご説明を聞いていて愕然としたのは、若い人がこれだけ産総研か

ら出て行くといいますか、どんどん減って行くということで、これは産総研のことだけな

のか、日本全体でどうなのか分かりませんが、もし国研での研究に希望を失って出て行く

とすれば、それは大変ゆゆしき問題です。特に国研の場合、給料がどんどん減らされてい

く。しかも公務員たたきがあって、国の研究所に対して合理化ばかりいわれる。本当にそ

ういう縮み志向でいいのかと思うのです。 

 国全体で国研に期待して、国研にもっといい仕事をしてもらおうと思った場合には、お

金の減り張りもつける。成果を上げた研究者にはしっかりと研究費もつける。もちろん処

遇もよくするといった減り張りのある科学技術政策をやらなければ、この国の科学技術は

伸びていかないと思うのですね。そういうことを誰かが言わないと、パブリックは徹底的

に効率的にやるべきだ、給料を減らせというのでは若い優秀な人は来ないし、海外から絶

対来ないと思うのですね。そういうカルチャーを絶対変えてもらわなければいけないと私

は思っています。 

○室伏部会長  ありがとうございます。このことは産総研に申し上げるというよりは国

ですね。先ずは経産省に言ったらいいのでしょうか。 

○三上産総研室長  もちろん、経産省も問題意識として強くもっておりますし、また、

幸い、中鉢理事長は総合科学技術会議の有識者議員でございまして、先般も理事会の場で、

この問題について１時間を超える議論がなされておりました。 

○手柴委員  先程いただいた年齢構成をみると、理化学研究所はちゃんと30代がメーン

になっているのですね。 

○三上産総研室長  補足させていただきますと、先日、私も理研を見学させていただき

ましたが、大体７割、８割が任期つき研究員という構成になっておりまして、他方、産総
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研は国家プロジェクトの受け皿的な組織の意味合いもあるものですから、チームプレーと

いうことで、シニアの方も含めて、研究者の固定が多いと思います。また、地質や計量と

いった業務もありますので、理研との単純比較は難しいのだろうと思います。 

○堤委員  ただ、流動化をやったときに、上のほうは全然流動化させずに、下の方だけ

流動化したのです。その結果、産総研でも、ぽっと入るのではなくて、５年間は試用期間

で、５年たった後に本採用するといったことになっているのですね。だから、はっきりい

えば、矛盾を全部若い人に押しつけてしまって、その結果、今、産総研に入るのもそうで

すし、物材機構や理研などに入るのも物凄いですよ。物材は世界中から集めますから、論

文数が30、40、50といったレベルで競争させています。だから、日本の大学でドクターを

とったのがそのままぽっと入るのは物凄く難しい。中でやっている人も「いや、今だった

ら自分たちは入れないな」とかみんな言っているのですね。だから、明らかに構造矛盾が

あって、その実態は何なのかというのを、今おっしゃったことも一つの原因だと思うので

すが、ちゃんと調べた方がいいかなと思います。 

○手柴委員  １つは、理研と比べて産総研の方が、アカデミアに出ている人間も少ない

のではないかという気もしているのですね。その辺は、まさに研究者の流動化というとこ

ろの問題にもなりますし、それは細かくみたほうがいいような気がします。このデータは

衝撃だと思っています。 

○堤委員  私の友達も、特に産総研は、どんどん年をとっていって、若い人がほとんど

いないと言っていますね。 

○手柴委員  一方で、アカデミアへの転出は物凄く難しくなっているようです。例えば、

５年前ぐらいに生命科学科が、中央、学習院、法政大学に一斉にできたのですね。非常に

いい人材がいたから推薦したのですが、みんな落ちたのです。教授募集に対して50倍とか

100倍なのですね。アカデミアは狭いのですね。どんどん出て行きなさいといっても受け

入れる側は少なくて、これは非常に問題ではありますね。 

○室伏部会長  そうですね。大学も本当に人がどんどん減っていますが、そういう構造

的な問題は、今、そう簡単には解決できない状況になっていますね。それをどうするかと

いうのは国全体で考えていかなければいけないと思うので、是非、中鉢理事長にも総合科

学技術会議で頑張っていただいて、こういう独法の評価の委員会からも何か提言できるよ

うなものを作れればいいかなという気もしています。 

○堤委員  先程、出てきていました鉱工業などの分類とも関連すると思うのですが、大
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学が落ち込んで言っているのは、明治以来の物理や化学、電気などのディシプリンは、現

在の科学技術に完全に対応できなくなっている。これは共通認識で、大学は大学で、そこ

から次のカテゴリー分けといいますか、そこを模索しているのですが、どうしても、昔と

った予算というか、こちらのあれを残したままということになりますから、どこもみんな

苦労している。だから、今、その辺、変わろうと。あるいは変わらざるを得ない。うまく

変わったところは、生き延びるというところに来ているのだと思いますね。 

○室伏部会長  変えたくないという人たちもいるので、そこがまた問題だと思うのです。 

 それでは、今、皆様からご意見をいただいて、ライフと地質はＡＡに変更しましたが、

それで計算しましても総合評価は3.9点でＡは変わらないということですので、総合評価

もＡということで確定させていただきます。 

 それでは、今、皆様からいただきましたご意見を、後程、産総研の皆様にお伝えさせて

いただくことにしたいと思います。 

 他に、これはということがおありでしたら、１つ、２つ伺いますが、よろしいでしょう

か。 

○赤池委員  厳しい言い方をすると、繰り返しになってしまいますが、９領域の研究人

材を見直す。評価し直して、研究体制そのものを革新的に変えるぐらいの議論をそろそろ

必要としているのではないかと思います。 

○室伏部会長  産総研の中で、ということですか。 

○赤池委員  はい。 

○室伏部会長  分かりました。かなり厳しいことになるかもしれませんが。 

○赤池委員  今ならまだ間に合うかもしれない。 

○室伏部会長  分かりました。領域の見直しと人材の見直しですね。 

○森本委員  先程、日本の全体といいましたが、産総研の中でもという意味も含めてで

す。ダイナミックなリソースシフトというのは、そういう意味も含めてですので、訂正さ

せていただきます。 

○室伏部会長  分かりました。 

○堤委員  海外比較を一度やられた方がいいかもしれませんね。理研などとの比較では

なくて、ＤＯＥはどのくらいだとか、どうやっているか、あるいは中国は今どうやってい

るか。その中での国研のあり方みたいなものを一度議論したほうがいいかもしれませんね。 

○室伏部会長  例えば、そういう資料を作っていただくといったことも産総研にお願い
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するということでよろしいですか。 

○堤委員  はい。 

○室伏部会長  分かりました。申し上げることがたくさんできましたが。 

 それでは、評価は今のようなことでよろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、この評価結果は、経済産業省の独立行政法人評価委員会、親委員会に報告い

たします。 

 具体的な案文は、資料３―２、今、皆様にご検討いただいたものを基にいたしまして、

今いただきました様々ご意見を私と事務局とで最終的にとりまとめさせていただくという

ことで、ご一任いただいてよろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 国に対する働きかけも何らかの形で必要になると思うのですが、そういうことになりま

したら、委員の皆様のご協力をいただきたいので、よろしくお願いいたします。 

 では、産総研の皆様に入室いただいてもよろしいですね。 

 

     （産総研関係者入室） 

 

○室伏部会長  長らくお待たせいたしました。 

 それでは、産総研の皆様に、平成24年度評価結果と委員の皆様のコメントの概略をお伝

えさせていただきたいと思います。 

 総合評価は、今、いろいろ議論させていただきまして、Ａということで確定させていた

だきました。 

 内容についての細かいことは、近いうちに評価書を皆様のお手元にお届けすることにな

りますので、是非ご覧いただきたいと思います。 

 産総研が24年度に行ってこられました様々な事業につきましては、委員の皆様から大変

高い評価をいただいております。細かいことは是非ご覧いただきたいのですが、産総研が、

産総研としてのミッションに基づいて、非常に努力なさって、様々な領域で高い業績を上

げていらっしゃることについては、皆様が高く評価していらっしゃいますので、その点、
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どうぞ評価書をご覧ください。 

 その他に、皆様から今日いただいたコメントがございますので、そのことをお話しさせ

ていただきます。 

 以前から何度か、そういった議論はされていたのですが、産総研が日本の中で産学官連

携の本格研究を進めるという大変大きなミッションをもつ研究所であるにもかかわらず、

研究者数も2,000名余り、そして予算も決して多くない。こういう状況で、これではいけ

ないのではないかというご意見がまた出ました。 

 海外、特にアメリカなどと比較しますと、組織として非常に小さいですね。こういった

組織の中で、本当に頑張ってやっていくのはなかなか大変だろうということをおっしゃる

委員がいらっしゃいました。皆様、同じようなご意見でした。 

 例えば、アメリカのＤＯＥの傘下の研究所では、調べてみなければ正確なところはわか

りませんが、研究員が10万人いるだろう。ただ、そのときに、この研究所の中に大学が入

り込んで、大学と研究所がともに上手に運営をやっているということがありますので、産

学官連携が非常にうまく動いている状況だろう。 

 そういったことを考えますと、産総研の中にもっと大学を取り込んで、実質的な研究者

数を増やすということもやってみたらどうだろうかというご意見がありました。大学との

連携がもっともっと進められべきではないかというご意見がありました。 

 その中で、国際的にすばらしい成果を上げている大学との連携ももちろん大事ですが、

産総研に少しお手伝いいただいて、大学の底上げを図る試みもやっていただいたらよいの

ではないかというご意見がありました。 

 産総研の中でも、世界のトップクラスの成果を上げてらっしゃる研究者、あるいは研究

部門がありますが、そういったところにもっとダイナミックなリソースの投入ということ

も考えてごらんになったらどうかというご意見がありました。 

 今、評価の様々な事項といいますか、セグメントを分けてやっておりますが、このセグ

メントそのものが時代的に非常に古くなっているので、これに基づくのではなくて、今後、

もっと新しいセグメントの考え方を産総研の中でも是非検討していただいて、ダイナミッ

クなリソースの配分をするということと、その領域そのものを少し見直す。人材の配分も

見直す。もちろん、人というリソースだけではなくて、予算のリソースもそこで見直して

いくことが、産総研の成果を更に高めるために重要であろうということが皆様からのコメ

ントとしてありましたので、お伝えさせていただきます。 
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 今のような状態を何とかしなければいけないのですが、これはかなり大きな国としての

課題だろうということで、ぜひ中鉢理事長から総合科学技術会議などにもご提案いただい

て、日本の国がこれ以上衰退しない、もっともっとイノベーションを生み出すためにどう

したらよいかということを、是非、中鉢理事長のお力でも推進していただきたいというこ

とが皆様からのご意見でございました。 

 地域センターを見学させていただきました委員たちから、非常に小規模で、人数も少な

い、予算も少ないのに非常に頑張っていらっしゃって、なおかつ地域のために役立ってい

らっしゃるという意見が出ましたが、それだけではいけないのではないか。つまり、人数

が少ないのに非常に頑張って、今、地域のために成果を上げていても、そういういっぱい、

いっぱいの状態で、次に進むときにいろいろな課題が出てくる。例えば、地域センターで

進められている研究開発が、もしかすると中国などでもっと安価に、いろいろな製品に結

びつくようなものが出てきたときに、そこで地域センターが次のイノベーションを生み出

すのは難しいのではないか。人数も少ない、予算も少ないという状況は問題ではないかと

いうご意見が出ました。今、本当に頑張っていらっしゃるので、頑張っていらっしゃるこ

とが次につながっていくという状況を是非つくり出して行くべきであろうというコメント

がありました。 

 また、先程、研究者数や論文数など、様々なデータをお示しいただきましたが、あれも、

産総研の中、あるいは日本の様々な研究所の中の問題ではなくて、もっともっと大きな日

本全体の問題として解決していかなければいけない課題だろう。アカデミアでも人員の削

減が非常に大きな問題になっていますので、そういったことで広く議論していって、実際

の解決策を生み出さなければいけないと考えられるのですが、そのときに、国内のデータ

だけではなくて、海外のデータを是非集めていただいて、海外との比較の上で、日本の産

総研、あるいは日本の国内の科学技術政策のあり方をもう少し突き詰めていったらどうか。

今後、いろいろデータをお集めくださるというお話でしたので、是非、海外比較もやって

いただきたいという意見が出てまいりました。 

 大体そんなことでございまして、全体的には、非常にすばらしい業績を上げていらっし

ゃるということで高い評価がなされましたので、評価書をお読みいただきたい。 

 私が今申し上げたのは、どっちかというと辛口のというか、これからに向けて、是非、

産総研に頑張っていただいて、日本の、世界のかもしれませんが、産業とアカデミアを結

ぶ働きをしていただきたいという委員の皆様からの強い要望でございます。 
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 他に何か言い忘れたことがありましたら、委員の方、お願いいたします。 

 よろしいですか。 

 是非、ダイナミックな見直しやリソースの投入のこともお考えいただきたいということ

ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、中鉢理事長から一言お願いいたします。 

○中鉢理事長  Ａという評価をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 委員の先生方には、大変長期間にわたって評価いただきまして、大変感謝申し上げます。 

 私は、この会議は初めての経験でございますが、もちろん、昨年の、野間口前理事長の

ときの議事録も逐一見させていただきました。野間口前理事長も、Ａの評価をいただいた

ことに厚く御礼申し上げていましたが、私も御礼申し上げたいと思います。 

 私は、就任以来、３つの視点ということで、いろいろ職員にお願いをしてきました。１

つは、産業界の声にどれだけ応えて行くかという視点、２つ目は、社会の課題に対してど

れだけ貢献して行くか。ポリティカル・ウィルも含めて、そういったことについて、どう

いう貢献をして行くか。３つ目は、世界水準を維持しているか。この３つの点でございま

す。こういった点で十分な貢献、あるいはそういう声に応えているかどうか、今、作業を

してみておりますが、いずれにしましても、そういったことで、もう一度、産総研の現在

ある姿とあるべき姿を模索しているところでございますので、是非、ご指導いただきたい

と思います。 

 世界のトップクラスということを標榜しているわけでありますが、ただいま室伏部会長

からもお話がありました、ダイナミックにリソースを投入してみたらどうかというご提言

でございますが、私の個人的な考えでもございますが、産総研版ファーストをやってみた

いなと。これはいろいろ異論もあるかと思いますが、今、理事の皆さん、あるいは幹部の

皆さんからも色々意見をちょうだいいたしまして、もう少し中心的・集中的なリソースの

投入を考えて、こういった取り組みを通して、産総研のやっていることを明示的に表せな

いかなと思っております。 

 それから、今のセグメンテーションの表示の仕方、鉱工業という言い方や表示の仕方は、

現在の産業活動に対して反映していないのではないかと。私もそのように思います。しか

し、依然として、新聞等も鉱工業生産指数といった言い方をしておりますので、国民の皆

さんといいますか、政治の皆さん、あるいは霞が関のコンセンサスもみながら、私どもも

変えていきたいと思います。 
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 しかし、それとは別に、我々の６分野、環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通

信・エレクトロニクス、ナノテクノロジー、地質、計測はどうもメッシュが違う。産業の

領域を言っていたり、技術を言っていたり、メッシュが違う。特に、イノベーションの鉱

工業というところの４つの分野は、環境・エネルギーは分かりやすいとしても、では、こ

れと同じにツライチでやったときに、ナノテクノロジーなのだろうかということで、私自

身も、率直にいいまして、違和感がございまして、このことについて、どのようにしたら

いいのか、今、皆さんに意見を求めているところです。このことは、別に組織の改編をし

ようといったことではございませんで、少なくとも国民の皆さんによく分からない産総研

は直ちに是正すべきだろうと思っております。 

 次にご指摘がございました、地域センターのリソースの不十分さといいますか、コンパ

クトではあるけれども、十分な規模感をもっているかということについては、私も全く同

感でございます。しかしながら、地域が地域センターに期待するものは大きい。今の政府

の成長戦略にある地域資源の活用ということからしても、地域に対して目はより向けられ

て行くだろうと思いますが、各県にある技術開発センターは、今、地域の中小企業の人た

ちの依頼業務や色々な分析など、各県単位で一生懸命やっているのですね。それが診療所

だとすれば、診療センターに相当するのが地域センターではないか。ですから、そこで手

に負えないものは、どうぞ地域センターにもってきてください、地域センターで手に負え

ないものは、どうぞつくばにもってきてください、つくばで手に負えないものは理化学研

究所でもどこでも解決しようではありませんかということを私自身は思っております。し

たがって、リソースの不十分さをネットワーキングによって何とか関係性を保ちながら、

補完的な対応はできないかなと思っております。 

 最後に、研究者の数の問題ですが、室伏部会長がおっしゃるとおり、総合科学技術会議

の中でもこの問題をやっていますが、一方で、ダイバーシティーの問題もありまして、今、

どちらかというとダイバーシティーの問題が着目されていますが、それ以前に、諸外国に

比べて理科離れの問題や科学者の減少が大きな潮流になっております。この問題は、他の

研究所、大学、企業などと連携しながら検討していきたいと思っております。 

 これに絡めて論文のお話も冒頭にございました。部会長から、論文の問題は産総研だけ

の問題ではないと。私もそう思います。しかし、産総研はこの問題を問題視する。これは

国の問題ではあるけれども、国に預けてこの解決をするものではない。いい論文を出して、

民間の人たちがそれに着目して、お金を出して産業に持って行こうとする流れは、論文が
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全てではないですが、非常に重要だと思っております。これをパブリシングすることは大

事だろう。これを課題として、何とか答えを見つけていきたいと思っております。色々な

検討機関、民間企業、学会も含めて、色々なところにアプローチしながら、産総研の解決

につながる道をたどっていきたいと思います。 

 重ねてお礼申し上げますが、本当に熱心にご評価いただきまして、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。すばらしく高い評価になっておりますので、

是非、評価書をお読みください。 

 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○三上産総研室長  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、

皆様へ送付させていただきます。 

 また、本日の部会の議事録につきましても、案をとりまとめ次第、委員の皆様へ送付し、

ご確認いただいた上で、経済産業省のホームページに掲載し、公開したいと存じておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  安永審議官からご挨拶をいただきます。 

○安永審議官  どうも長時間ありがとうございました。また、室伏先生以下、委員の皆

様には、短期間で膨大な資料を読み込んでいただくというご負担をおかけしました。御礼

申し上げます。 

 また、Ａ評価という非常にいい評価をいただきました。今日、Ａという評価が主題では

なくて、先程、理事長からもお話がありましたように、Ａという評価だけれども、いろい

ろな国民の皆さんからの期待、また、この部会でご指摘いただくプロの世界でのご指摘を

どうやって次の解決に結びつけていくかということが大事だと思います。 

 若い研究者の減少といいますか、採用されていないというグラフを先週の金曜日に見て、

私も愕然としました。我々も、これは非常に大きな課題だと思っています。メーンテーブ

ルに座っている方々は、私も含めて、ほとんど50歳以上だと思うのです。研究者は、活力

のあるところに動く。30代といった方がそれなりの比率でおられないと、研究機関はなか

なかうまく行かないのではないかという気がしております。 

 また、研究機関の評価は論文だけではないと。企業ですと、これは特許の数になるわけ

です。研究マネジメントの世界ですと、客観的に評価可能な指標は、どうしても論文の数

と特許の数になってしまうのですが、例えばプロ野球でも、確かＯＰＳという指標が開発
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されて、これは三冠王の条件ですが、打率ではなくて、出塁率のほうが大事だと。だから

フォアボールも入れろとか、打点だけではなくて、得点プラス打点が必要だとか、ホーム

ランの数だけではなくて、塁打数が大事だとか、指標も色々進歩しております。もちろん、

世の中のタイトルは、首位打者、ホームラン王、打点王でいいのですが、研究の評価とし

て、単なる論文の数、あるいは単なる特許の数ではない、きちんとした指標を、産総研の

皆さんとも議論して、我々政策側がよく考えていかないと、産総研がこれだけ努力してい

るのに報われないということになってしまうのではないかと思います。 

 また、人数、予算というリソースの面は、非常に大事なご指摘をいただいたと思ってい

ます。ただでさえ少ないのに、減っていってどうするのだというご指摘でございます。こ

れは政府全体での大きな課題でもありますので、総合科学技術会議を含めて我々も問題意

識をもっていきたいと思います。 

 また、産総研という組織には、当然、成果を出していただくと同時に、ある意味で閉鎖

的といいますか、何となく内輪で済ませる、自前で済ませる、オープンイノベーションと

は対極的な日本のカルチャーを変える起爆剤になってほしいと思っております。そういっ

た意味でも、今後、新しいタイプの研究、また、社会や企業とのかかわりを求めて、産総

研の方々と一緒に議論していきたいと思っております。 

 本当にありがとうございました。 

○室伏部会長  それでは、これで終わらせていただきます。今日は本当にありがとうご

ざいました。外に出るととても暑いと思いますが、熱中症にはくれぐれもお気をつけくだ

さい。ありがとうございました。 

 

                                                                  ──了── 
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