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○小野分科会長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第32回の

「独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会」を開催いたします。

６月に入って少し梅雨めいてまいりましたが、お忙しいところ、お集まりいただいてあ

りがとうございます。

きょうは、５つの議題を載せてあります次第をお手元に配っておりますが、21年度の業

務実績、21年度の財務諸表、評価基準、最近の独法の動き、最後に中期目標終了時の、次

の中期の姿の議論をしてまいりたいと思います。

それでは、効率よく進めてまいりたいと思いますので、最初に事務局から資料の説明を

お願いいたします。

○松井室長 本日はどうもありがとうございます。そうしましたら、本日の配付資料の

確認をさせていただきます。

お手元に配付資料ということで議事次第を含めて配られている資料一覧がございます。

議事次第をめくっていただきますと資料のリストがございますが、資料１～13までござい

ます。それから、参考資料として１～５まで、また、冊子として『RIETI High Light』等

をお配りさせていただいております。不足等ございませんでしょうか。

それでは、始めさせていただきます。

本日は、先ほど分科会長からございましたとおり、初めに「独立行政法人経済産業研究

所の平成21年度の業務実績について」の報告をいただきまして、続いて、財務諸表の報告

及び審議を行わせていただきます。

その後、事務局から21年度の業務実績評価における年度評価基準についてご説明させて

いただきまして、続いて、最近の独立行政法人の動きにつきまして報告させていただきま

す。その後、中期目標終了時におきます組織・業務全般の見直しについての骨子案を事務

局から提出させていただきまして、ご審議いただくこととしております。

また、議事録や議事要旨及び資料につきましては、独立行政法人評価委員会の評価委員

会運営規則の定めに従って公開ということになっておりますので、ご了解ください。事務
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局からは以上でございます。

○小野分科会長 ありがとうございます。それでは、早速進めてまいりますが、最初に

理事長から一言お願い申し上げます。

○及川理事長 おはようございます。お忙しいところ、また恒例の分科会の季節になり

まして、委員の皆様方にはきょうも大変ボリュームの多い資料で恐縮でございますが、よ

ろしくお願い申し上げます。

１年前のほぼ同じ時期は麻生内閣でございましたが、本日新しい内閣ができるというこ

とで、既に内閣自体が大変大きな変動を遂げている最中でございます。後ほどまたご紹介

をいたしますが、この間政変に伴いまして、いわゆる「仕分け」というのがございました。

全独法、そして、多くの公益法人が対象になったのはご案内のとおりでございまして、

ＲＩＥＴＩも独法の一角を担うものとして当然そのヒアリングの対象になりました。

一方、各省内でも大臣以下三役による仕分けをするようにという内閣からのご指示がご

ざいました。私どもにつきましても、その作業をしていただきました。

結論的には国際的な評価の高いシンクタンクを目指すようにするにはどうすればいいか。

それから、国民へのＰＲ等をより徹底的に行うにはどうすればいいかを考えろということ

で大きな宿題をいただいたと思っておりまして、第３期に向けていただいたときからその

問題に取り組んでいるところでございます。その一端、現在の状況等については、後ほど

松井室長等からご報告があろうかと存じます。

なお、21年度でございますが、数値目標につきましては、お手元に「21年度経済産業研

究所の業務実績評価」という１枚紙をお配りしてございます。これをごらんいただきます

とおわかりのとおり、数値目標はほぼすべて目標値をクリアいたしております。

21年度は第２次計画の４年目でございましたが、４年をもってほぼＤＰ数等については、

第２期全体の数値目標を上回るということになっております。ここには書いてございませ

んが、質的な問題として、21年度のＤＰについては、外部の学者の先生方にはほぼ例年ど

おりの高い評価をいただいております。

ただ一方、私どもの最大のユーザーとなっていただかなければいけないＭＥＴＩの評価

につきましては、私どものアンケート調査、それから、ＭＥＴＩの社会室のそれぞれでア

ンケートやヒアリングを行っていただいておりますが、率直に申し上げまして、一昨年度

よりはやや評価が高くなっているということではないかと思いますので、それだけ私ども

に対する期待が強い、関心も強まっていると同時に是正すべき点は是正しなければならな
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いかと思っております。

ただ、これも後ほどぜひご議論、あるいはお教えをいただきたいと思っておりますが、

私どものアンケートとヒアリングの結果をどのように解釈したらいいのかということでや

や悩ましいところがございました。

これは本省とも打ち合わせをしつつやりたいと思いますが、我々には経済産業省のすべ

てのニーズにはおこたえできないと同時に、やはりアカデミズムと政策当局との間を結ぶ

ことの難しさというのを改めてこの時代に出てきていると感じておりました。その辺が第

３期の大きな課題なのかとも思っております。

成果・普及につきましては、ご案内のとおり、一昨年のリーマンショックを踏まえまし

て、直ちに「世界経済危機フォーラム」というものを立ち上げ、東大等々と組んで４月に

連続的な３つのシンポジウム等を立て続けに行いました。

おかげさまでそれなりの存在感を示せたのではないかと思いますし、また、産業政策局

と連携をいたしまして、12月には危機後の国際的な潮流であります産業政策のある意味で

の新しい流れというものをどうとらえるかといったシンポジウム等、それなりにタイムリ

ーなシンポジウムを企画し実行してこれたのではないかと思っております。

ただ、この間ご案内のとおり、政局の変化等がございまして、いずれにしろ予算的には

徹底的な節約を行って、シンポジウム等をなるべく費用がかからない場所で行うというこ

とで、東大の会場を使わせていただくとか、ＪＩＣＡの研究所で行うとか、会場はすべて

無料の場所を使ったというような節約があります一方、昨年の６月までに１次稿をいただ

く予定でございました編纂誌等の執筆が大幅におくれておりまして、今年度にずれ込んで

しまっております。

等々ございまして、相当額の予算を繰り越さざるを得なくなっているところでございま

す。この辺についてもご審議をいただければと思います。

いずれにいたしましても、その他事務的な面では、随契につきましては個々の契約単位

で内容を精査いたしまして、ほぼ予定の計画どおりの水準には達しているかと思います。

また、情報の機密保持、ご案内の高齢化データがいよいよ本格的にまとまりましたので、

それを外に漏れないようにするためのシステムでございますとか、部内のマネジメント充

実のためのさまざまな対策というものもほぼ軌道に乗ったと考えているところでございま

す。

したがいまして、これらの実績を踏まえ、国際的に評価の高い第３期ＲＩＥＴＩを目指
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すということに対し、具体的にどのようなことを考えていくべきか、これに盛り込んでま

いりたいと考えているところでございます。

その土台となります21年度のご評価でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。

○小野分科会長 どうもありがとうございました。それでは、早速第１議題から入って

まいりたいと思います。

21年度の業務実績ということでございますので、最初に星野さんのほうからご報告をお

願いいたします。

○星野研究調整ディレクター それでは、平成21年度のＲＩＥＴＩの業務実績について

報告させていただきます。非常に分厚いもので恐縮ですが、お手元の資料２に基づいて説

明させていただきます。

まず、第１ドメインですが、少子高齢化社会においてどのように経済活動を維持してい

くかといった総合的な研究です。例えば「少子高齢化のもとでの経済成長」ということで、

吉川研究主幹のプロジェクトですが、薄型テレビのケーススタディーを通じまして、技術

進歩を促進するためには、新製品の需要に対する不確実性を低下させることが重要である

といった研究成果が出ております。

ただ、その下、「社会保障問題の包括的解決を目指して：高齢化の新しい経済学」とい

うことで、市村ファカルティフェロー（以下「ＦＦ」）のプロジェクトですが、これは一

橋大学、東京大学と共同で行っている日本で初めての調査でありまして、去年の９月に第

１回の調査結果、 300ページにわたる英文のディスカッションペーパー（以下「ＤＰ」）

を発表いたしましたところ、非常に頻繁なダウンロード数を記録しております。

また、これは所得水準あるいは学歴と健康状態についてのきめ細やかな結果が出ており

ます。例えば、学歴の低い人ほど健康状態が低いという傾向があるといった研究成果が出

ております。

この第１ドメインにおけます全体でのＤＰの本数は目標の55件を大幅に上回る 121件で

すが、そのうちの27件がこのドメインの研究成果になります。

また、その下に書いてありますシンポジウムですが、これは先ほど理事長が申し上げま

した経済危機対応のシンポジウム、これをドメインごとにやっておりまして、私どもの第

１ドメインのシンポジウムがこの「金融機関と日本経済の行方」というシンポジウムにな

ります。
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それから、山口ビジティングフェロー（以下「ＶＦ」）の「ワークライフバランス――

実証と政策提言」といった出版物も出しております。

２ページは、社会室の調査ですので、これは後ほど松井室長からご説明いただきます。

３ページがＲＩＥＴＩが実施した経済産業省の課室に対する評価です。政策ニーズとい

う合致につきましてはＡ評価ですが、政策形成に与えるインパクトにつきましてはＢ評価

ということで、昨年度より悪い評価になっております。

学術誌等で発表された論文数につきましては、全体で目標の32件を大幅に上回る65件で

すが、そのうち５件がこの領域の研究成果になります。国際シンポジウム等で発表された

論文数が４ページの上にございまして、これも目標を大きく上回る 253件ですが、そのう

ちの44件がこのドメインの成果になります。

外部レビューアーの評価につきましても、このドメインにつきましてＡ評価という結果

になっております。

５ページがイノベーションに関する研究、第２ドメインですが、まず、「産業・企業の

生産性と日本の経済成長」です。これは深尾ＦＦのプロジェクトですが、この生産性の分

野におきましては、ＲＩＥＴＩは既に60本以上のＤＰを出しておりまして、日本における

生産性研究の中心といっていい存在であるといっても構わないと思います。

それから、その下に書いておりますＪＩＰデータベースですが、これは我々がデータを

提供しております EU KLEMS Databaseと相まって、日本のみならず世界の生産性研究の基

盤を形成するものとなっております。

その下の「日本の無形資産に関する研究」、宮川ＦＦのプロジェクトですが、これにつ

きましては、例えば日本の生産性の成長が90年代の半ばからとまっている原因の１つに、

無形資産の蓄積が進まなかったということが考えられるのではないかという問題意識に立

ちまして、無形資産をさらに細かくソフトウェアなどの情報化資産、Ｒ＆Ｄ投資などの

「革新的資産」と「人的資産」、組織資本などの「経済的競争能力の投資」と３つに分け

た場合に、この最後の人的資産、組織資本などへの投資というのは、日本は諸外国と比べ

て非常に低いという結果が出ております。

その下のイノベーションに関するシンポジウムが世界経済危機対応でありまして、去年

の７月に開催したものです。また、企業データに関するコンファレンスですが、これは先

ほど申しました無形資産の分析などをこのコンファレンスで行っております。

６ページは省略させていただきまして、７ページです。この第２ドメインにつきまして
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も、経産省にお願いしたアンケート評価につきましては、政策ニーズとの合致については

Ａ評価ですが、政策形成に与える評価につきましてはＢ評価と、昨年度に比べて悪い評価

になってしまっております。

学術誌で発表された論文につきましては、21件がこのドメインの研究成果です。

８ページがシンポジウムの発表数で、65件が第２ドメインの発表数ということになって

おります。

その下が外部レビューアーの学術評価ですが、第２ドメインにつきましてもＡ評価とい

うことになっております。

第３ドメインが９ページですが、グローバリゼーションに関する研究といってもいいか

と思います。代表プロジェクトの一番最初ですが、「東アジアの金融協力と最適為替バス

ケットに関する研究」ということで伊藤隆敏ＦＦのプロジェクトです。

これは日本の場合、インボイス通貨にドル建てが選択される傾向が非常に高いというこ

とで、それはなぜなのかという問題意識に立ちまして、１つは、エレクトロニクス等の製

品がドル建てで取引される慣行があるということ。もう１つは、日本企業がアジアの生産

拠点を通じて、結果的にはアメリカに移しているという構造がドル建ての比率を高くして

いる原因であるという研究成果が出ております。

その下、「ＦＴＡの経済効果に関する研究」ですが、浦田ＦＦのプロジェクトです。こ

れはＦＴＡ、ＡＳＥＡＮよりもＡＳＥＡＮ＋３、ＡＳＥＡＮ＋３よりもＡＳＥＡＮ６、Ａ

ＰＥＣということで、参加する国の数が多くなれば多くなるほど経済効果が大きいという

結果であるとか、単に貿易自由化だけではなくて、輸入手続の簡素化などの貿易円滑化効

果も組み合わせる、あるいは技術協力と組み合わせたほうが経済効果が大きいといった研

究成果が出ております。

最後は「国際貿易と企業」で、これは若杉研究主幹のプロジェクトですが、例えば我が

国にも非常に生産性が高いのに国際化しない企業があるということ。戸堂ＦＦは「臥龍企

業」と名づけておりますが、その中でも中小企業、あるいはどの産業にも生産性は高いけ

れども、国際化しない企業があるんだということがわかりました。

また、阻害している要因としては資金力不足というより、むしろネットワークの問題で

はないか、あるいは人材育成の問題ではないかといった研究成果が出ております。

９ページの下ですが、第３ドメインのＤＰは22件、「世界不況と国際経済」というのは、

先ほど理事長が申し上げました一連の経済危機関係の第３ドメインについてのシンポジウ
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ムとなります。

それから、中国のＤＲＣとの共同研究の関係ではワークショップを開催しておりますし、

浦田ＦＦの、先ほど申し上げましたＦＴＡの関係で出版物も出版しております。

10ページは飛ばさせていただきまして、11ページがＲＩＥＴＩのアンケートですが、第

３ドメインにつきましては、政策ニーズとの合致及び政策形成のインパクトについて、い

ずれもＡ評価になっております。

この領域において発表された学術論文は17件、国際シンポジウムで発表された論文は57

件という結果になっております。

外部レビューアーの評価につきましては、学術評価ですが、第１ドメイン、第２ドメイ

ンと同様本ドメインについてもＡ評価という結果になっております。

12ページの（４）が編纂史ですが、先ほど理事長が話しましたように、1980～2000年を

対象といたします政策史につきまして、本年度の完成を目標に過去の政策担当者、業界関

係者、経済産業省各部局との意見交換、あるいは査読部会の実施というような形で完成に

向けて鋭意取り組んでいるところです。

13ページが隣接基礎研究領域ということになります。真ん中あたりに書いてあります代

表プロジェクトの説明ですが、例えば「労働市場制度改革です。これは鶴上席研究員のプ

ロジェクトですが、例えば正規・非正規雇用の二極化が企業の人材育成や活動の柔軟性を

阻害しないように、労働市場の改革に取り組むべきであるといった研究成果が出ておりま

す。

その下が「グローバル化・イノベーションと競争政策」ということで、これは川濱ＦＦ

のプロジェクトですが、八幡製鉄と富士製鉄の合併についての実証的研究を行いまして、

この合併によって競争制限効果はみられたものの、生産性向上の効果はそれを大幅に上回

ったため消費者余剰と生産性余剰は、年平均45％上昇したという非常に興味深い研究成果

が出ております。この領域におけるＤＰの本数は50件です。

また、この領域におきましても、労働時間改革のシンポジウムであるとか、――申しわ

けございません。この「労働市場制度改革」の題名は「労働時間改革」の間違いです――

労働時間改革に関する出版も行っております。

14ページがこの領域におけるＲＩＥＴＩが実施したアンケート調査の結果です。政策ニ

ーズとの合致につきましてはＡ評価ですが、インパクトについてはＢ評価という結果にな

っています。
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学術誌で発表された論文、国際シンポジウムで発行された論文、外部レビューアーの評

価ですが、学術誌の論文がこの隣接の22件、シンポジウムの論文が87件です。外部レビュ

ーアーの学術評価につきましては、第１、第２、第３ドメイン及び隣接ともＡ評価という

結果になっております。

この15、16ページは、今までお話ししてきたドメインごとのお話をまとめたものですの

で、ここについては割愛させていただきます。

16ページの下の「その他」から説明させていただきます。研究プロジェクトは大体54プ

ロジェクトございますが、これにつきましては14プロジェクト終了しておりまして、新た

に９プロジェクトを立ち上げるといった形でプロジェクトの新陳代謝を図っております。

この下ですが、つい最近発表されました経済産業省の産業構造ビジョンの策定にも反映

されておりますし、４月に発表された中小企業白書であるとか、今月発表される通商白書

においても、中小企業金融であるとかワークライフバランス、あるいは中小企業の国際化

といったＲＩＥＴＩの研究成果が多数引用されております。

17ページ以降が政策提言になりますが、出版が目標の４冊に対して５冊ということで、

目標を達成しております。シンポジウムも目標６回に対して８回ということで目標を達成

しております。

ＢＢＬについても50件に対して64件、ホームページのヒット数も毎年40万件以上の目標

に対して 125万件と大幅に上回っておりますし、ダウンロード数も 2,400件の目標に対し

て 4,000件以上という形で上回っております。

ニュースレターにつきましても３回の目標に対して４回、広報誌の発行は５回以上の目

標に対して、同数の５回ということで目標は達成しております。

それから、勘案事項としてわかりやすい発信をということで、ＤＰとは別に政策的アプ

リケーションに力点を置きつつ、一般の人にもわかりやすい「ノンテクニカルサマリー」

というものも本年から作成しております。これは英文のＤＰについても和文のノンテクニ

カルサマリーを作成しております。

また、この中の英文のＤＰについては英文のサマリーしかなかったのですが、必ず日本

語のサマリーをつけるようにしております。

その下が経済危機対応のシンポジウムの話ですので、ここは省略させていただきます。

３番目のところは国際ネットワークの深化になります。中国ＤＲＣ、これは国務院の発

展研究センターですが、ここと三度ほどワークショップを開催しております。
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勘案事項の４ですが、経済産業省政策局の局長及び関係課長に対して、ＲＩＥＴＩの研

究員が研究成果を報告する会を４回実施しております。

19ページがその他の勘案事項になります。これはその他の勘案事項の５番目ですが、他

省庁、地方公共団体、政府関係機関等に対するアンケートです。これは昨年と同様Ｂ評価

という結果になっております。

20ページがデータベースの関係で、ＪＩＰデータ、ＡＭＵ等ここに書いてありますよう

にさまざまなデータベースがありますが、例えばＪＩＰデータベースにつきましては、よ

り効率的に実施するために官民競争入札によって業者を選定してシステム開発に着手して

おります。これによって将来蓄積されていくデータ更新を安定的に行うことが可能になる

と考えております。

RIETI-TIDにつきましても通商白書などに用いられておりますが、これも東アジア地域

の縛りを従来のＡＳＥＡＮ３からＡＳＥＡＮ６に拡大するという話で拡充を図っておりま

す。

ＡＭＵにつきましても、チェンマイイニシアチブに対応してAMU-cmiを創設して、デー

タの多面的な提供というものを行っております。データベースのアクセス数ですが、大き

な流れとして増加傾向といっていいかと思います。

21ページがシンポジウム・ＢＢＬセミナーの満足度ですが、おおむね８～９割という高

い満足度をいただいているといっていいかと思います。

21ページの最後がコンサルティングフェロー（以下「ＣＦ」）です。これは経済産業省

を初め、経済産業省などの省庁に在籍しているＣＦですが、必ず特定の研究プロジェクト

に所属していただいて、ＦＦとチームを組んで研究してもらうことによって、政策研究能

力と政策立案能力の両方の向上を図るといった形の対応をとっております。

60名のＣＦが平成21年度に発令されましたが、そのうち34名が21年度に新たに発令され

たものです。あと５名のＣＦがＤＰの執筆を行っておりまして、ＣＦとの意見交換会を２

回実施しております。

○河津総務ディレクター 引き続きまして、業務の効率化に関しましてご説明させてい

ただきます。22ページからになります。

昨年から変化をしたところを中心にご説明させていただきます。まず、アの「流動的な

雇用形態の占める割合」、イの「管理部門職員の割合」でございますが、ほぼ昨年と同水

準で推移をしてきております。
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ウの「効果的で効率的な研究マネジメントの実施」ですが、最初の業務・システムの最

適化につきまして、最初の項目はいわゆる内部管理に関するものでございます。グループ

ウェアを使いまして、プロジェクトの進捗状況を共有する。あるいは四半期ごとに予算の

執行状況を確認し、予算の見直しを行うということを引き続いてやっております。

それから、２つ目の項目は、ＲＩＥＴＩの自作のデータベースに関するものでございま

す。先ほど星野のほうからも若干ございましたように、ＡＭＵ（アジア通貨単位）のシス

テム化を20年度にやりましたが、21年度にはＪＩＰデータベースの自動化に取り組んでい

るところでございます。

それから、３番目がデータの提供ということでございます。理事長のあいさつでも触れ

ましたが、高齢者に関します属性のデータベース、データセットが近々多くの皆様方に提

供可能な状態になってきておりまして、それをにらみまして、新しい情報システムを導入

してございます。

個人に関する情報、お名前とかは入っておりませんが、属性が細かく書いてございます

ので、ある程度絞り込むことができるという可能性もございます。したがいまして、非常

に機密性は高いと思っております。そうしますと、その機密性を守るために一番確実とい

えば、例えば監視カメラつきの部屋でしか使ってはいけないというようなやり方もあるわ

けです。ただ、そうしますと、どうしてもその利用ができる研究者の方が限られてきます

ので、ここのバランスをとろうということで、このシステムを入れてございます。

これは遠隔地でもそのデータにアクセスすることができますし、そのデータへの加工と

いうこともできますが、あくまでそれは手元のコンピュータ、「クライアント」と呼んだ

りしますが、クライアントで行っているわけではなくて、そこからそれを通して遠く離れ

たＲＩＥＴＩの中にあるサーバーの中だけで情報が加工され、お手元のＰＣはいわばそれ

をみているだけというシステムでございます。

「シンクライアント」と呼ばれたりいたしますが、その仕組みを応用いたしまして、機

密性の高いデータを離れたところで加工・集計はできるけれども、データそのもののダウ

ンロードはできないという仕組みをつくっております。私どもは中で「SACSES」と呼んで

おります。

若干そういう技術的に複雑な仕組みを使っておりますので、必ずしもその操作性という

のでしょうか、使われる方のパソコン側のセキュリティの状況とかＯＳの状況によって、

うまくつながったり、つながらなかったりするということがございますので、必ずしも操
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作性自体が高いものではございませんが、冒頭申し上げました「守秘」というものとその

「利用可能性」というもののバランスをとろうということで、このシステムを導入してき

ております。これが３番目でございます。

次の「研究マネジメントの効率化及び明確化による成果」でございますが、ここは例年

どおりでございます。ブレインストーミング、中間報告会、ＤＰ検討会というステップを

踏んでいくということでやってきております。

また、そういうご案内を省内に流して、来ていただくことで政策現場の意見を聞くとい

う機会にも使わせていただいております。

次がエの「内部統制の充実・強化」でございます。この項目自体は昨年もございました

が、今回は少し詳しく書き込んでおります。参考資料３に総務省の研究会の報告がござい

まして、そこで独立行政法人の内部統制についての考え方等がまとめられております。民

間企業、上場企業の内部統制については金融商品取引法で義務づけられておりますが、独

立行政法人におけるこの内部統制の考え方というものが示されております。そこでは独立

行政法人が法令上遵守しながら、その法人のミッションを有効かつ効率的に果たすために、

法人の長が組織の中で整備・運用する仕組みのことだという言い方をしてございました。

この報告書の考え方に沿って私どもがやってきていることをここに少し整理してござい

ます。ただ、この報告書自体が出ましたのはことしの３月、つい先日でございまして、私

どもがこの報告書を読んでやってきたということではなくて、やっていたことをこの報告

書に照らして、このように整理してみたということでございます。

まず、１つ目でございますが、資料の１枚目でございます。私ども通称「月曜会」と呼

んでおりますが、理事長、理事、監事、幹部職員が集まって情報共有、あるいは重要事項

を検討する会を毎週開いてございます。

それから、この内部統制では、コミュニケーションあるいはモニタリングは非常に大事

であるといわれておりまして、情報のコミュニケーションという意味では定例の会議をや

っております。

３番目でございますが、理事長と日常業務で接しますのは、やはりどうしても私どもデ

ィレクター級が多いわけでございます。副ディレクター級あるいはその下のマネージャー

級ということになりますと、日常の業務の中で理事長と直接接する機会というのは、やは

りどうしても相対的に少ないわけでございます。そのコミュニケーションを図ろうという

ことで、ことしの２月からでございますが、理事長の発案で大体２週に１回ぐらいそれぞ
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れのグループ、副ディレクター級のグループとマネージャー級のグループということで１

～２時間、直接意見交換といいますか、懇談といいますか、そういう場をもっているとい

う仕組みをとっております。

それから、４番目でございます。これは従来からやってきておりますが、19年度から情

報のセキュリティということで、情報管理につきまして進めてきております。制度をつく

り、研修をし、内部監査をやり、その指摘事項を改善していくというこのＰＤＣＡのサイ

クル、３巡目をしてきております。

ここには記載してございませんが、私どもの内部監査の特別なチームといいますか、独

立したチームはございませんので、この内部監査の際には基本的に職員が別の部署を互い

に監査するというやり方、私どもは勝手に「クロス監査」と呼んでおりますが、これをや

っております。「監査」という意味では専門のチームがあったほうが質はいいのかもしれ

ませんが、このやり方は、逆にほかの部署の業務の中身がわかるというような副次的なメ

リットもあるのではないかと思っております。

次の23ページでございます。「官民競争入札等の活用」ということで、19年12月の閣議

決定に従いまして、今私ども２つの業務を官民競争法の手続に従って民間の方々にお願い

してございます。

１つは、中国語のホームページの維持管理、２つ目がこれもまた何度も出てきておりま

すが、データベースの関係でございます。データベースの関係で民間にお願いできるとこ

ろはお願いをしようということで進めております。

次の人材育成は、基本的に昨年度と変わっておりません。

次に、大きな項目といたしまして、６番の「入札・契約に関する事項」でございます。

最初に「０番」と書いてございますが、契約監視委員会につきまして、まとめてここでご

説明させていただきます。

これがこれまでと一番大きく変わった点でございます。３月のときにもご報告させてい

ただきましたが、「契約監視委員会」というものを設けまして、契約の中身一件一件につ

きましてご審査をいただいております。昨年の11月の閣議決定で、これは全独法でござい

ますが、契約監視委員会設置ということになりまして、「随意契約」について、それから、

２つ目がいわゆる「一者応札・一者応募」というものについて問題がないかという検証を

することとなっております。

メンバーは両監事に加えまして、公認会計士の白山先生、弁護士の向先生にお願いして
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ございます。まず、この閣議決定で平成20年度の契約分からチェックをすべしということ

になっておりまして、（３）でございますが、まず、20年度分につきまして、本年の２月

１日に開催いたしました。

それから、（４）でございますが、本年の５月に第２回として今度は21年度分、今回ご

報告する分につきましても、この契約監視委員会で個別にご審議いただいております。

（５）でございます。結論といたしましては、不適切であるというご指摘はございませ

んでしたが、もう少し工夫するともっとよくなるのではないかということを幾つかご審議

いただきましたので、それに従ってまた改善をしてきております。

そういう状況の中で、それでは実際にどのように21年度の契約が進んできたかというこ

とについてご説明させていただきます。24ページからになります。

基本的にどういう考え方で進めるのかということでございますが、ここも大きく変わっ

てはおりません。できるだけ一般競争入札にしようということでありまして、（２）の

「企画競争・公募」でありますが、すべてが一般競争といってもなかなかなじまないとこ

ろがございます。

例えば、委託調査などは総合評価の公募でやろう。シンポジウムにつきましても、会場

に札を入れていただくというのはなかなか現実的ではないものですから、名簿をつくって、

そこの名簿でアベイラブルなところから選んでいくというやり方にしようというようなこ

とでいろいろと工夫をしてきております。

ただ、（３）でございますが、どうしても引き続き随意契約にせざるを得ないというも

のにつきまして、①は分室の関係、②が共同研究、③が既存のシステムの改修という考え

方で進めてきております。

④でございますが、この１点が１年前と比べて変更したところでございます。契約監視

委員会のご意見も伺いまして、この１項目を追加させていただきました。これは実は20年

度にこのようなケースがありまして、シンポジウムの会場は上に書きました公募のような

やり方で決めるわけでございますが、その会場指定の業者から音響設備などを入れざるを

得ないというときに、結果的にそれが 100万円を超えたケースが20年度でございました。

これはなかなか避けがたいということで、この１項目をふやさせていただきました。今

までめったに起こっていませんが、会場を競争性のある契約で選定したけれども、そこの

会場の指定業者と音響機器などを借りざるを得ない。その場合、結果的に 100万を超えて

随意契約になってしまうというケースがあるということですので、これはやむを得ないだ
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ろうということでございます。ちょっと細かい点でございますが、変更点でございます。

それから、その下が契約に関する基準等の整備状況でございます。ここも基本的には変

わっておりません。随意契約ができる事項、あるいは25ページの一番上でございますが、

随意契約の限度額。基本的には国と同じということでやってきております。それから、同

じように公表もしてきているところでございます。

めくっていただきまして26ページでございますが、「国の基準との比較」というのがご

ざいまして、よく「国と違う」といって新聞報道等でされるところがございますので、少

し細かくはございますが、ご説明いたしますと、基本的には国と同じでございますが、強

いて違うところを探しますと、②のところでございます。

「見積書の徴収省略の取扱い」、ＲＩＥＴＩでは会計規則で「６万円を超えない契約に

ついては、見積書の徴収を省略できる」としてございます。これに対しまして、国は「 1

00万円以下の随意契約で見積もりの徴収を省略してもよい」とございます。

ＲＩＥＴＩは６万円以下は基本的には“とらない”といっています。国は 100万円以下

は“とらなくてもよい”といっていますが、どうも運用ではとっているようでございます。

したがいまして、厳密にいうと、この６万円以下はＲＩＥＴＩでは「とらない」と決め

ているので国と違うということになりますが、済みません、「違うことは必ず書いてお

け」といわれておりますので、ここに記載させていただいております。

次でございます。「契約の適正実施確保のための取組状況」ということで、最初の「整

備状況・体制」、ここは例年と一緒でございます。重要なものは理事長まで上がるという

ことでございます。

それから、その下の「その他入札・契約に関する取組条項」というものがございます。

総合評価方式のマニュアルの整備を一件審査でやってきておりましたので、後回しにして

おりましたが、このマニュアルもそろそろ整備しようということで進めてございます。そ

の下、複数年契約に関する規定というものを整備いたしました。

以上が規定、ルールに関するものでございます。

27ページでございます。それでは、実際に契約がどのようになったのか。いわゆる随意

契約の比率がどうなったのかというところでございます。最初の表、上から一般競争入札、

企画競争・公募、随意契約というように並んでおりまして、随意契約のところを右にみて

いただきますと、件数で５件、金額で１億円ちょっと、率でいいますと、件数が 9.1％、

金額で24.3％となってございます。



- 15 -

その下に「前年度との比較」という表がございます。ちょっとみにくいのですが、一番

下に随意契約の割合が書いてございます。左側に20年度で、件数でいいますと12.7％、金

額で28.3％でございましたので、件数、金額いずれのベースでも下がってきているという

ことがみてとれるかと思います。

それでは、この水準がどうなのかというのは、この後また説明させていただきますが、

その場合に何と比べるかになりますが、見直し計画と比べることになります。この

「Ⅳ．」でございますが、実はこの計画そのものが改定をいたしておりますので、まず、

これからご説明させていただきます。

従来の計画は18年度の契約実績でございます。当時八十数件ございましたが、八十数件

の契約に基づいてそれを整理していく。それでどのようになりますかという姿が目標の姿、

計画の見直し後の姿となってございました。

今回全独法共通でございますが、これも閣議決定に従いまして、今度は18年度実績に基

づくものを20年度実績に置き換えて、さらに、随意契約を減らせる事項は減らせるように

して新しい計画をつくりなさいということがございまして、それを４月30日に公表してご

ざいます。

そういう意味では、時期的には22年度に入ってからになりますが、この新計画と比べて

どうなるかということでご説明させていただきます。考え方は従来の考え方と基本的には

同じでございますが、先ほど申し上げましたシンポジウムの会場のところ、この１項目を

追加した上で計画をつくり直しているわけでございます。

考え方は今申し上げた点、それから、一番大きな点は発射台が18年度の85件から20年度

の71件に減っておりますので、これで結果的に数字がいろいろ変わってまいっております。

契約そのものが次のページの28ページでございます。随意契約の見直しでどのように変

えていくかということでございます。20年度の件数でいえば71件、金額でいえば約４億円

弱のものの振り分けを変えていくということで見直し後の姿でございます。件数、金額の

合計は変わりませんが、下から２つ目の行、「競争性のない随意契約」を件数、金額とも

にもう少し減らしていこうということになってございます。

それから、一者応札についても減らしていくということで進めるというのが、この新計

画の形になっております。

この計画の補足を若干させていただきますと、29ページの一番上に注として「なお」と

書いてございます。これもまた細かい技術的な問題でございますが、20年度の71件の中に
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は複数年契約のものが９件ございました。つまり、複数年でございますので、毎年は契約

をしないものが入っております。

そうしますと、例えば21年度は当然のことながら、この９件は契約を単純延長といいま

すか、そもそも契約の期間でございますので新しい契約はしません。ですから、見直した

後の姿という意味においては、この９件を落としておいたほうが、分母から外したほうが

より現実に近いということになりますので、その姿を示したものが29ページの上でござい

ます。

具体的にどこがどう変わってくるかといいますと、28ページの上の表、「競争性のない

随意契約」を件数ベースでいうと６件（ 8.5％）、金額では１億 400万（26.3％）になり

ます。

先ほどの９件を除いた姿ということで考えると、29ページになります。件数の６件は変

わらないのですが、その分分母が減っておりますので、比率が 9.7％、金額ベースでも金

額は同じですが、比率が27.9％ということになります。実際の姿は、この29ページの姿に

近づけていこうということでございます。

実際どうだったかというのは、先ほど申し上げました27ページでございます。件数でい

いますと、５件（ 9.1％）、金額ですと１億 900万（24.3％）という姿でございます。年

によりまして、どうしても金額とか件数の増減はありますので、そういう意味でいえば、

単純に上になった、下になったということではなくて、水準的にはもう既に我々の目指し

ている契約の適正化の姿には達していると私どもは考えているというところでございます。

ちょっと技術的なことを細かく申し上げまして恐縮でございました。

それから、30ページに進ませいただきます。30ページに関しましては、契約に関する細

かいことがいろいろ記載されてございます。これはたしか独立行政法人共通に記述する事

項だったと思います。

入札で落札率が高いものはどうしてだったのかという項目が（１）、（２）が企画公募で

一者応札だったものはどんな中身だったのか。それから、（３）の随意契約はどういう中

身だったのか。（４）が関連法人との取引はどうなっているのかというものでございます。

（１）ですが、いわゆる公共工事的なものは、よくこの入札率が高いと談合ではないか

という話があろうかと思います。しかし、私どもでは、むしろ過去の実績で計算をした予

定価格が実勢に近かったということかなと思っております。数百万の案件で談合の可能性

というのは、余り考える必要はないのではないかと思っております。
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それから、（２）でございます。企画競争で応札者が一者というもの。これは長々と書

いてございますが、実は同じような案件を数年間続けてやってきておりまして、当初は随

契、企画競争、そして入札というように変えてきております。

この一者応札だったものは 400万という上限価格を示して、それまでの随契だったもの

を企画競争に変えたわけでございますが、結果的に同じ業者が落札してございます。でき

るだけ競争性が高まるようなことをやったわけですが、ちょっと予定価格を抑えすぎたの

ではないかというのが私どもの推測でございます。余りもうけがないので、新しい業者が

入ってこなかったのではないかと考えております。

実は最後に「なお」で書いてございますが、この中身につきまして、先ほどの官民競争

のプロセスを使いまして、もう１回次の翌年用ということで入札にかけてございます。こ

のときは複数業者が応札をしてくれております。そういう意味では、少なくとも現状のや

り方というのはそうおかしくないのではないかと思っております。

それから、（３）の随意契約でございますが、１つは共同研究、これは従来からご説明

をしてきているところでございます。それから、２番目が分室の借料及びその清掃業者と

の契約でございます。

例年と違いますのが③の情報システム関係でございます。これは先ほどシステムのとこ

ろでご説明をしました遠隔操作、機密性のある情報を遠隔地からリモートコントロールし

ていただくといったシステムでございます。

これは不落になってしまいました。予定価格よりも高い金額でしか応札が行われなかっ

たということで、「高すぎます、もう１回」と３回入札をやったのですが、これは言って

いいかどうかわかりませんが、最後の３万 5,000円がどうしても埋まりませんで、こちら

から「あと３万 5,000円です」ともいえないので、結局不落になってしまいました。

その後、私どもの仕様と先様の予定している中身をチェックして、１つこの機械がなく

ても私どもの仕様を満たすというものがございましたので、そこの仕様変更をしていただ

いて随意契約を結んだものでございます。そういう経緯があるものがございました。これ

についても監視委員会でもう少し詳しい議論をさせていただいております。

それでは、済みませんが、時間もありませんので先に進ませていただきます。次が31ペ

ージの７番の「役職員の給与等の水準の適正化」でございます。ここも昨年と大きく変わ

ったところだけをご説明させていただきます。

31ページは淡々と事実関係でございます。１つだけ補足をさせていただきますと、一番
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下の「参考４」というところがございます。常勤職員が31名、うち事務が24名、研究職が

７名になっております。

実はこの後に常勤職員が45名という数字が出てまいりましたが、ここでいっております

「31名」というのは、この下に注がございますように、21年度中４月１日～３月31日まで

にフルにという意味でございます。４月１日からずっと丸１年間在籍した者だけに限ると

さらに31名ということになります。

したがいまして、差し引きまして十数名は人の入れ替わりがあったということでござい

まして、次の32ページに国家公務員との給与水準の比較として「ラスパイレス指数」がご

ざいますが、これは丸１年間フルに在籍した人だけで比較するといった調査の仕方をして

いるものですから、いわばこのラスパイレス指数の調査対象者が前のページの31名だった

という意味でございます。

このラスパイレス指数をみていただきますと、昨年度の数字には書いてございませんが、

昨年度よりもたしか３ポイント、４ポイントほど下がっております。今申し上げた人の入

れ替えとかでどうしても、昨年も申し上げましたが、私どものような小さい法人ですとど

うしても数字がぶれてしまいますので、そのぶれの範囲であろうかとは思いますが、下が

っております。

逆にいえば、実は20年度がそうでしたが、ぶれて上がる年もあります。ことしのように

下がる年もあるということでございます。基本的な趨勢としては、国家公務員の全国平均

よりも低いというところかと思っております。その他の人数等が載ってございます。

32ページの一番下の「その他（諸手当）」というのがございます。これも報道等で若干

話題になりましたので、補足をさせていただきます。

期末、勤勉のところは、これは国の算定に準じたものにしてございますが、次の通勤手

当です。ＲＩＥＴＩは遠隔地からの方を雇用することがあるのではないかということで、

交通費の上限を10万円にしておいたのですが、国が 5.5万円であるということで、規程が

高すぎるという報道が一時期総務省の調査でございましたため、これを 5.5万円に下げて

おります。実際問題として、この10万円という交通費を支給するケースはございませんで

した。

法定外福利費につきましても、国に準じた取扱いとしてございます。

それから、33ページでございます。ここは決算あるいは決算報告書、財務諸表の数字か

ら引いてきたものでございますが、ポイントだけご説明させていただきます。
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この真ん中の「平成21年度の資金計画」の下に「運営費交付金の未執行理由」というの

がございます。これは理事長からも少しご説明させていただきましたが、まず、内容的に

は編纂の関係で、もとともとこのプロジェクトの後半、特に４年目、５年目に支出が多い

わけでございますが、さらに原稿の提出がおくれているということもありまして、 9,700

万を未執行、繰越としてございます。

それから、研究プロジェクトにつきましても、１つには、先ほど理事長の話にもござい

ましたとおり、予算が大きく削られるかもしれないというような可能性もございまして、

既存のプロジェクトで大型アンケートのようなものについては、できるだけ慎重に、でき

るだけ節約をしていこうということ。あるいは新規の大型プロジェクトを立ち上げるとい

うことについても、議論がどうなっていくのかをみて非常に慎重にやってきたというとこ

ろがございます。

すなわち、資金需要というものがそれだけ少なくなったということから、繰越が大きく

なったというところがあろうかと思います。

最後のページでございます。34ページの一番上、「保有資産の有効活用」というのがご

ざいます。

ご承知のとおり、ＲＩＥＴＩが保有している、財務諸表に載せている資産というのは、

パーティションでありますとか電話交換機とかそんなものでございますが、民間からの賃

貸により使用するものについても、評価委員会にご説明をするようにという総務省からの

ご指示もございまして、その下を書き加えております。

ご承知のとおり、隣の大同生命の20階に、このビルのスペースで約３分の１ぐらいでご

ざいますが、場所を借りてございます。ここに書いてございますが、ＭＥＴＩとのさまざ

まなレベルでの意見交換ということのためにこの場所が必要であろうと、ここに近いとこ

ろという意味で隣が必要であろうということでやってきております。

なお、こういった価格の動向につきましては、契約監視委員会でも議論、ご質疑がござ

いまして、引き続きそのマーケットプライスについての情報を収集していくということ。

それから、必要面積の検証・スペースの使い方のシミュレーションというものも検討して

いってはどうかというお話をいただいております。

それから、「（参考）」といたしまして、いろいろ調べていく過程で消費者庁の賃借料が

わかりましたので報告させていただきます。去年話題になりましたときに、当時の福島大

臣が幾らですという話をしておられまして、その数字が１坪当たり３万 5,260円（税、共
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益費込）だそうでございます。

ＲＩＥＴＩの分室、隣の大同生命で同じ水準でいきますと３万 3,600円と若干私どもの

ほうがお安い価格ということでございまして、霞ヶ関に近いという意味では消費者庁より

も私どもが近いわけでございます。消費者庁は山王パークタワーでございまして、官邸に

は非常に近いところでございますが、そういうことで、私どもとしては絶対水準といいま

すか、霞ヶ関に近いエリアという意味での価格水準という意味では決して高くはないと思

っております。ただ、先ほど申し上げましたように、引き続き価格の動向の情報は収集し

てまいるつもりでございます。

最後に、「その他」といたしまして、アで自己収入について記述してございますが、特

にイの競争的資金につきまして、ご報告をさせていただきます。

受託が 600万強、科研費が 162万円、これはＲＩＥＴＩに振り込まれた分ということで

ございます。そのほかに※印でございますが、科研費の補助金獲得で 702万円、これがト

ータルです。括弧の中の直接経費、先生方の研究費分 540万を加えた金額になっておりま

す。

これは実は20年度よりも下がっておりまして、件数そのものは変わらなかったわけでご

ざいますが、科研費も最初の年が大きくて、２年目に少し下がるという配分をすること。

それから、実は獲得をした研究員１名がその後退職しましたものですから、１件辞退をし

たということで金額が下がってきております。

ちなみに、21年度の数字がそこに書かれておりますが、21年度はまた少し大きく伸びて

多額で内定をいただいております。

少し長くなりましたが、私どもからは以上でございます。

○小野分科会長 ありがとうございました。少し細かいところまでご丁寧にご説明いた

だきまして、ありがとうございます。

質疑応答の時間になりますが、ちょっと時間がないので効率的にやっていきたいと思い

ます。

○松井室長 申しわけございません。その前に経済社会政策室のほうで行いましたアン

ケートについて、先ほど飛ばさせていただいておりましたので、報告させていただきます。

３つの基盤領域に関しまして、領域代表者といわれます11の関係課・室長に対してアン

ケート表を送付の上、私どもで直接聞き取り調査を行いました。

まず、２ページ目をごらんください。まず、第１基盤領域でございますが、政策ニーズ
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の反映について、「ニーズを反映している」ということで 100％でございます。理由は、

吉川先生の研究をはじめとして非常に役立っている、また、政策ニーズを反映していると

いうことでございます。

ただ、一方アカデミックな研究成果を背景としつつも、一般層にもわかるようなかみ砕

いた説明とか図や表を用いるなどの工夫が必要ではないか。また、国内でも最先端、権威

と思うような得意分野をもつべきではないかといった指摘がございます。

２つ目の政策形成に貢献したかどうかですが、「貢献した」が67％でございます。元橋

先生のプロジェクトですが、JSTARを含めて新成長戦略のほうに使わせていただいている

ということでございます。

一方で、プロジェクトによっては中間発表会も成果発表もなかったプロジェクトもある

ということで、そこら辺はもっと活発に活動していただきたいということ。それから、や

やタコつぼに入りすぎている研究があるということでございます。

続きまして、第２基盤領域に関しましては６ページをお開きください。６ページでござ

いますが、こちらの領域も政策ニーズの反映ということではニーズを反映していることが

100％ということでございます。

基本的には政策に関連したプロジェクトは実施しているということで、評価は高いとい

うことでございます。

政策当局の貢献についてでございますが、こちらもこの領域は 100％ということでござ

います。ただ、一方で指摘が幾つかありまして、研究機関や研究発表が政策側の必要とす

る時期に合っていない、タイムリーな政策提言をもう少し行ってほしいといった指摘がご

ざいました。ただ、図や表といったものは非常に有効的に使わせていただいているという

ことでございます。

続きまして、第３領域でございますが、10ページをお開きください。こちらの領域は政

策ニーズを反映しているということで66.7％でございます。

こちらは浦田先生のＦＴＡの研究や「東アジアの金融協力と最適為替バスケットの研

究」等が政策ニーズを反映しているというご指摘がある一方で、この領域設定と個々のプ

ロジェクトがリンクしていないのではないかといったご指摘、また、この先生がいるから

こういった研究をやっているのか、それともその政策ニーズを反映して研究しているのか

どちらなのかといった場合に、この先生がいるからこの研究をしているといったプロジェ

クトもあるのではないかという指摘がございます。
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ただ、個々のＤＰのクオリティーとか研究成果は非常に高いということで、評価はされ

ております。

この領域の政策当局の貢献についてでございますが、こちらも貢献したということで66.

7％でございます。

貢献した理由としては、若杉先生の「国際貿易と企業」研究は、通商白書で取り上げさ

せていただいたとか、幾つか政策のほうに貢献しているということでございます。しかし、

一方でモデルや数字を回して結論を導き出すような学術オリエンテッドすぎる研究が多い

といったご指摘とか、もうちょっと研究の立ち上げ前の段階から経産省に相談してくださ

いということもございます。

それから、昨年度から始まりましたノンテクニカルサマリーは非常に意味があるという

ことでございます。

最後に、これらを合計した合計数でございますが、15ページをお開きください。真ん中

あたりに「上記イ」の１）でございます。「当領域における政策当局のニーズの反映につ

いて」ということで、３領域を合計して87.5％がニーズを反映しているということでござ

います。貢献については、75％が政策形成に貢献したということでございます。

こちらからの報告は以上です。

○小野分科会長 ありがとうございます。それでは、質疑応答の時間に入りますが、最

初に少し理事長からもお話がありましたように、その政策ニーズとは合致しているけれど

も、研究成果が政策形成に与えるインパクトの評価が少し下がっているというお話があり

ました。その点について何か補足してコメントいただけることはありますか。

○及川理事長 よろしいですか。

○小野分科会長 どうぞ。

○及川理事長 ちょっとすぐデータが出ないんですが。

○小野分科会長 データはなくてもいいですよ。

○及川理事長 今松井室長からお話のありましたとおりで、昨年は第１ドメインと第２

ドメインに関しては両方ともほぼ 100％でした。それが第３ドメインになりますと、いず

れもＡ評価はいただいておりますが、政策への反映度が必ずしもよくないといった形にな

っております。

他方、ＲＩＥＴＩのほうがアンケートで、例えばこの国際通商に関して、各課にプロジ

ェクト単位でお尋ねしている評価ではむしろ高いという結果が出ておりまして、この辺が
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ややサンプルによって結果が違う形で出てきております。

したがって、いずれも正しいのですが、どういう形で客観的に全体をとらえていったら

いいかなという点でやや戸惑っているという点があります。

○河津総務ディレクター よろしいでしょうか。資料で申しますと、資料５というのが

ございます。これは今ご説明したものを社会室のほうで要約していただいたものでござい

ます。

この中の22、23ページのところに過去の数字との比較の表を入れていただいております。

きょうご説明をした大きな資料には入っておりませんが、こちらの資料には過去との変化

が載っておりますので、これをごらんいただいたほうがよろしいかと思います。

今申し上げましたのが、23ページの表、これはＲＩＥＴＩがやりましたアンケートで、

下の表で「政策形成へのインパクト（ＡＡ～Ｄ：５段階）」と書いてある欄がございます

が、ここが18、19、20、21と来ておりまして、グローバルアジアのところがＡでございま

す。

ですから、先ほど松井室長からご説明していただいたところからいきますと、むしろこ

この点が辛いということでございまして、ちょっと逆になっているということでございま

す。

○小野分科会長 これはちょっとお伺いしますが、この評価を、例えば経済産業省の中

でいろいろな人の意見を聞きますよね。そのときその評価者は去年と変わったりしている

わけですよね。課長のポストは課長のポストですが、人が変わるわけですよね。

そういう意味で関心の度合いがその都度年度によってどちらに、今の政策当局はどちら

にかじを切るか、関心があるかによって変わりますよね。それとこの研究の継続性との関

係みたいなことをつかまえるのは非常に難しいようにも思えます。

皆さんの現場感覚でコメントしてもらうしかないんですが、そういう意味では個々の人

からみると非常に評価は高いけれども、組織としてみると、ちょっとポイントが合ってい

ないというようなことになっているのかなといった印象をもちますが、いかがですか。

○森川副所長 よろしゅうございますか。このＲＩＥＴＩのほうでやっていますアンケ

ートは、それぞれプロジェクトごとにある一番関係の深そうなセクションの総括の課長補

佐に対してアンケートをするという格好でやっています。

したがいまして、当然ＭＥＴＩですとかなり頻繁に人事異動がありますので、前の年に

はその人は関心をもっていたけれども、今度の人は関心がないとか、その逆といったこと
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があります。もちろん、これは点数を５段階でつけていただいているので主観的な部分が

あるわけです。

したがいまして、私どもといたしましては、数字というのはある程度幅をもって解釈す

るべきだと思っております。このＡとＢというところが「 3.5」という数字を超えるかど

うかというところで機械的に分けていますので、今回このようになっておりますが、例え

ば全体の数字をとりますと、20年度が3.66で、21年度が3.49ということです。

0.01ポイントほどこの 3.5に満たなかったということですが、この２つの違いを有意差

検定いたしますと、Ｐ値で0.64ということです。

要するに有意な違いはないということになるわけでありまして、エビデンス・ベースド

でこういうことも考えていきますと、個人の感覚の違いなどの幅を考えれば有意差はない

ということではないかと考えます。

もちろん、高いにこしたことはないですから、今後もよりいい評価をいただくように努

力したいと考えております。

○小野分科会長 ありがとうございました。それでは、小笠原先生、古城先生、何かご

質問がありましたら、お願いいたします。

○小笠原委員 それでは、私のほうから２つほど大きな点で質問させていただきます。

まず、１つは今の評価の関係です。外部レビューの関係ですが、ご説明いただきました

この19ページの他省庁、地方公共団体、政府関係機関等々のこの評価がなかなかいま一つ

いかないと。これは今度の第３期中期計画の中でも、先ほど理事長からもご説明がありま

したように、広報活動を重点的に行うというお話がありましたが、この具体的な現状の認

識と今後の対策をちょっとお聞かせいただきたいというのがまず１つ目であります。

それから、もう１つ続けてお話しいたしますと、これは私の立場からですとどうしても

聞かざるを得ないポイントだと思いますが、この最後のほうにあります33ページの計画と

実績との開きとして約４億近く差が生じたということでした。その中には研究プロジェク

トで、この通商産業史編纂業務というのは１億ぐらいはありますが、これはちょっと除い

て考えますと、ほかに３億かかったということになります。

ここの中でやはり一番確認しなければいけないのは、その性格として、例えばパフォー

マンスを犠牲にしても削減したものと、それから、パフォーマンスを犠牲にすることなく、

本当に一定の努力によって削減ができたものとでは随分性格が違うのかなと思います。

本来後者であれば、先ほど内部統制の定義のところでもやはりミッションを効果的に、
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効率的に実現するために行う組織ということですから、それが本当にそのミッションによ

って果たせるのであれば、業務達成基準によって収益計上という形で目的積立金のほうに

いってもいいような話があれば、当然それは内部統制とその経営実績というものが見事に

リンクした形で、財務諸表の内部統制についてもきっちりした形で表現できるかと思えま

す。

ただ、その部分はちょっと置いておきまして、きょうお聞きしたいのは、先ほど申し上

げましたように、そのパフォーマンスを犠牲にしてでも削減しなければいけないところが

あったのか、あるいはパフォーマンスは予定どおりできたけれども、きっちりコスト的に

削減できたのか。できれば、その中の大きなもの、こういうところがこのプロジェクトに

ついてこうでしたということをご説明いただければと思います。

○及川理事長 ありがとうございます。この自治体等へのアンケートは例年比較的厳し

いご指摘をいただくわけで、いわゆる学者の方のＤＰの外部レビュー等への高い評価とは

ギャップがあるということですが、まさにそこはおっしゃるとおり、ＲＩＥＴＩの知名度

がまだ余りないということと、恐らく出される論文が多くの数式を使ったような、あるい

は英文の論文が多いということもありまして、なかなかなじみにくい、直接的に行政に役

に立たなかったり、一般の方の関心に触れないという面があるのだろうと思います。

そのために「リサーチダイジェスト」とか、我々もなるべくかみ砕いた形での広報に努

めてきておりまして、この辺はプレスの方に大分人気をいただいて、私どもがＢＢＬなど

をやりますとお持ち帰りになる方が結構おられるわけです。

これは本省からのご指摘もありまして、忙しい皆さんが相当分厚い専門的な論文を読む

ということはやはりなかなか大変だということで、今回の「ノンテクニカルサマリー」と

いう論文をより飛び越えて政策提言に近い、その論文から派生して出てくるインプリケー

ションを政策という形にしたらどうなるかということを短い文章に、必ずそれとあわせて

載せるという形にしてＰＲをしていきたいわけです。

まだ始めたばかりですが、恐らくこの辺はきょうの本省のご評価の中でもそれなりの評

価をいただいているように、一般の方々にも広めていけば「あっ、なるほど。そういうこ

とか」とおわかりいただけるのではないかと思っております。

もう１つは、やはりＲＩＥＴＩはスタッフの都合上どうしても東京だけになってしまい

ます。ですから、ＢＢＬをやってもそれなりのご評価をいただいているとは思いますが、

やはり東京の方しかほとんどお見えになれないわけです。
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去年と違って、一昨年は各経済産業局の地方のお力を得て地方でシンポジウムをかなり

やったのですが、実は昨年度はほとんど……。グルッと一度回ってしまうと各局も大体１

回で、大変だということで、地方でできたのは限られてしまいましたし、京都大学と定期

的にやっておりましたが、今回京都大学のご希望で、今回はどうしても東京でやってほし

いということで、結局地方でやることができなかったわけです。

この辺はやはり地方にもＲＩＥＴＩの名前を覚えていただけるような努力をしなければ

いけないかなと思いましたし、これから地域問題が大きなテーマになりますので、それを

踏まえて広報も地域等にしっかりやっていかなければいけないかなと考えております。

１つは、小笠原先生の問いかけにお答えするとすれば、やはりノンテクニカルサマリー

というものを短い中で政策的に ｲﾝﾌﾟﾘケーションをはっきり打ち出すものを、ＤＰを書い

ている方に書いていただいて、それをどんどん発信していくということを一つやりたいと

思っております。

それから、４億円についてですが、製作費はともかくとして、確かに我々にとっても幾

らが節約で幾らがパフォーマンスかというのは率直にいって難しいところで、パフォーマ

ンスを削ったつもりは全くありません。

ただ、例えば現在幾つかのプロジェクトを考えておりまして、それは大きなデータベー

スにつながる可能性があります。そういったものは慎重に検討会を経て、ようやく今立ち

上がり出しております。

例えば、従来私どもＮＰＯの統計をとっておりましたが、なかなかご利用いただけなか

ったということで一時的に廃止しておりました。これについて新政権とともに「新しい公

共」という概念も出てくる中で、ＮＰＯというものに関するきちんとした、どういう経済

活動あるいは社会活動の中で位置づけるべきかについて悩んでおりまして、松井室長等と

もご相談をさせていただきながら、やるならばきちんとした統計をもう一度取り出すべき

かどうかというようなことを現在検討しております。

ただ、これは昨年度中に何かできればよかったのですが、どういう統計にするかをまず

考えなければいけないということで、もしかすると、大々的にお金が出るのはやはり１～

２年先になってしまうかもしれません。

それから、このご指摘の中でワークライフバランスが中間報告会等でできなかったとい

ったご批判もいただいておりますが、パフォーマンスといったものは委託調査に出してお

りまして、その結果待ちという状況になっているものですから出ておりません。
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ただ、他方出版という点では山口先生にまたすばらしい本を書いていただきまして、こ

れまでの成果をまとめてあります。これは直ちに韓国に翻訳されるということで注目をさ

れておりますし、活動が全く停止していたわけではありません。むしろ、その辺はそれな

りにパフォーマンスをしたと思います。

ですから、これは分析をしたほうがいいのかもしれませんが、一番大きいのは基本的に

は「節約」です。一昨年も資金ショートするのではないかということで大変心配をいたし

ましたが、２割に及ぶ単価のカットを全先生方にお願いし、私の給料も若干削ったりしな

がら対処してしのいだということもありました。

また同時に昨年は政変ということもありまして、どのような形になるか予算は厳しいと

いうことを覚悟すべきでありましたので、節約第一ということをやった上で、予定されて

いたものはほとんど活用させていただいております。

ただ、他方先ほども申し上げましたように、シンポジウム等に関しては、従来のような

高い会場等は避けて、極力安いところ、あるいはこの中でやるというような体制をとった

り、東京大学やＪＩＣＡの研究所をお借りしてやると。これだと会費が全くのタダであり

ます。かつ共催でございますから、運営費も安くなるといった形で節約というか、そうい

う形での実行ができたというところが大きかったと思います。

ただ、これほどそういうことで出るとは思わなかったということと、もう１つは、もし

かしたら、先生はこの点をパフォーマンスとおっしゃられたのかもしれませんが、第２期

の終わりが近づくと、率直にいってプロジェクトの数は減らしていかなければいけないわ

けです。

終わらないと繰り越されてしまいますからお金をお支払いできません。したがって、ど

ちらかといえば数を減らしていくわけです。ですから、ご案内のとおり、プロジェクト本

数は10件弱減っております。そういうところがどうしても後ろのほうに回りまして、全体

としては予算が余る形になっていくということです。

そのかわり、最初の立ち上げの１～２年というのはグーッと伸びて資金調達をやるとい

う、やや複数なのでありがたいことなのですが、資金繰りという点では本当にショートし

てしまうと大変ですので、そこのところのハンドリングが確かに必ずしもうまくはなかっ

たのかなという感じがいたしております。

○小笠原委員 済みません。その点でちょっと確認です。ざっくりした感じでいいます

と、当初はこの第２中期計画が始まる前というのは、大体年間で20億ぐらいの予算で始ま
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っておりまして、この中途の中で17億ぐらいが水準だったのですが、ここへ来て13億ぐら

いの話になったわけです。

これはそれだけパフォーマンスを出されてきたのだとは思うんですが、若干経年で拝見

させていただく立場からすると、ちょっと前まで20億あったものが13億になったわけです

から、本来のミッションを達成するためにはどれくらいならば適正であるのか。これだけ

の産業経済政策の中で難問が山積しているわけですから、当然そこは守るべきものは守っ

ていただきたいなと逆に心配になるといいますか……。

ですから、そういう意味でいうと、これはザッとした見立てで結構ですが、この最終年

度は第３期に向けて大体どれくらいの見込みで着地させて、次へ向かうのか。その辺、今

あるミッションとのバランスでどのように考えていらっしゃるのかというところを率直に

お伺いできればと思います。

○及川理事長 我々の希望としては、できれば20億にしたいのはやまやまなんですね。

というのは、やはりやりたいテーマ、それから本省のほうからいろいろご要望がたくさん

ありますから、できればそれを全部やりたいのですが、それには大きく２つほどネックが

ございます。

１つは、人件費の制約でございます。ですから、プロジェクトを立ち上げた場合にそれ

を支えるスタッフの数に限界がございますので、派遣の方をお願いするにせよ、それもそ

う多くできるわけでもない。そういたしますと、どうしても１人の研究支援のスタッフが

抱えられるプロジェクトの数というのは限られてきます。皮肉なことに先生が熱心で研究

会を多くやればやるほど大変になるわけです。

ですから、その人件費は毎年１％減らしていかなければいけないという中で余りプロジ

ェクトの数はふやせませんので、それを厳選していかなければいけないという問題があり

ます。

もう１つは、第１期に比べて大幅に減ったのは委託費でございます。まさに先生方から

必要と思われるものに厳選させていただき、かつJSTARとかＪＩＰのような大きなデータ

ベースに特化してきた経緯がございます。

ですから、我々としては委託はなるべくなら１回限りで終わらないような、ＲＩＥＴＩ

がもっているデータベースというのは国際的に通用するような、比較できるような、かつ

それなりの規模のものでパネルにできるようなものにしたいということがありますので、

それでいきますとそんなにたくさんはないということになります。
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ですから、そこに絞ってきた結果、従来のように１回限りの委託調査というのは、少な

くしてきた経緯がございます。しかし、そうはいっても、当然幾つかはどうしてもそうせ

ざるを得ないものもありますし、逆に無制限にやり出しますと、これは幾らお金があって

も足りないということになります。

したがって、21年度は委託に関しては必要でありましたもの以外にはかなり節約してご

ざいます。例えば、長岡先生にやっていただいた発明者サーベイというのは非常に大きな

いろいろな成果を上げていただいて、アメリカ、ＥＵと比較ができて、なぜ世界の発明者

の間に違いがあるかというのが浮き彫りになってきたわけです。しかし、残念ながら、こ

の予算はＲＩＥＴＩの予算では昨年度、今年度にかけてはやりません。

幸いなことにＥＵのほうから「ぜひやりなさい」ということでＥＵがお金を出してくれ

たので、現在ＲＩＥＴＩが受託したような形でやらせていただいております。そういうこ

とで節約をしたりして結局続けております。

ですから、こういったものを今後も続けていくために、私どもも現在の予算規模を若干

上回れるくらいには欲しいなとは思っております。ただ、今年度をもって一応編纂の仕事

はほぼ終了いたしますので、その分の予算は出てきますが、これは一応組みませんので、

５年間に直せば大したことはありません。

したがって、全体を考えますと、今から大幅に削られたら、シンクタンクというのはど

うみても15億ぐらいないと存在感はないというのが一般的でございますので、その辺が生

命線ではないかと思っております。

○小野分科会長 ありがとうございました。古城先生、何かコメントでも。

○古城委員 そのアンケートの結果でも政策インパクトの点について、どのようにこの

数字を読むかというのは大変難しいところだと思います。

ＲＩＥＴＩが対外的にも非常に優れた研究所として認知されるためには、やはりアカデ

ミックな研究はかなり重要だと私は思っています。しかし、それをやっていくと、政策イ

ンパクトの点において非常にわかりづらいところが出てくるということもあって、これは

恐らくＲＩＥＴＩが抱えている非常に大きな悩ましい点だと思います。

このアンケートに書かれている政策インパクトの点についての政策当局者のコメントを

いろいろ読んでみますと、やはりこのニーズに対してこたえてくれていないというような

ことが書いてあるわけです。しかし、上のほうの政策ニーズに合っているかどうかという

ところはみんな 100％なのです。
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ということなので、このところを私もどのように読んだらいいのか、もうちょっと評価

の内容がわからないと判断できないと思っております。 研究者に「アカデミックなもの

を余りやらないでください」とはとてもいえないと思います。そうすると、これは前にも

議論になったかと思いますが、やはりもう少しそれをかみ砕いて、政策当局者の意見を入

れるような形でコミュニケーションが図られる必要があるのではないかと思います。

何となくこのままでやるとニーズには合っているけれども、私たちのいうことは全然聞

いてくれていないというようにも読み取れますので、アカデミックなものをかみ砕くとい

う努力も必要ですが、もう少しコミュニケーションをよくすると少しは解決できるのかな

という気もいたします。このあたりはどのようにお考えでしょうか。

○及川理事長 おっしゃるとおりで、実は前からずっとその問題は根源的な問題だろう

と思っておりました。

小野会長がおっしゃいましたように、スタートのときに関心をもっていただいた方がＤ

Ｐが出たときには変わっているという問題もあります。それから、我々はそのために中間

報告会だとか、ＤＰ検討会という３つの段階でご参集いただく機会をもつわけですが、ス

ケジュールがまずほとんど、大変お忙しくて……。もちろん管理職部、あるいは補佐の方

たちには昼間はなかなかおいでいただけないわけです。

それでは、夜にやるかという議論もあったのですが、今度は夜だと職員の労務管理の問

題がありましてなかなか難しいわけです。そういうところで、もう一回ＭＥＴＩの方々だ

けとやる機会をということも考えましたが、それは本当にＤＰ検討会からやるのと同じこ

とになって、業務負担としては年間何十回となるため、中間報告会を入れると、 100日に

及ぶ会をもう一度設定し直すのは不可能に近いという感じがございます。

ですから、その辺は申しわけございません。むしろ今回これだけいろいろなご意見をい

ただいたのは、本当に社会室のおかげだと思っておりますし、逆にＲＩＥＴＩに関する関

心がふえてきているからこそこういう形でのご意見が出てきているのだろうと思いますの

で、ある程度こまめにご意見を伺う機会を設けたらどうかとは思っております。

それはやはりある程度定期的にやらないと多分だめではないかなと思いますので、その

辺は各局のご担当の方にご相談させていただいて、ＲＩＥＴＩは定期的に大体こんなこと

を研究し、こうやっていますが、どうでしょうかということでご紹介申し上げる機会をい

ただければとは思っております。

○森川副所長 ちょっと補足してよろしいでしょうか。例えば、きのう法人税とか税制



- 31 -

についての「ディスカッションペーパーの検討会」というものがありましたが、あれは本

省の課長さんを含めて20人ぐらいの方が来られるという感じのものでした。

それから、私は実は第１期のころにもこのＲＩＥＴＩにかかわる仕事をしたことがあり

ますが、長い目で比較してみますと、本省の人の参加というのは、プロジェクトの研究会

とかブレインストーミング、ワークショップ、ＤＰ検討会と非常にふえていることは間違

いないと思います。

ただ、比較的余裕をもった方が参加されるということのほうが多く、きのうみたいに本

当に忙しい一線の課長が来るようなケースもありますが、数の上ではやはり比較的余裕の

ある人が多いということです。

評価をするときには、本省の総括の課長補佐とか課長が、要は行政のほうでも一番忙し

い人に聞くということで、多分実際に参加している人とは少し乖離があるのではないかと

は思います。

それから、古城先生がおっしゃいましたアカデミックなものと政策インパクトというの

は、確かにプロジェクトごととかＤＰごとでみてみますと、学術的な評価と政策的なイン

パクト、あるいは世の中でどれだけ読まれているかというダウンロードとか相関がゼロ、

または若干のマイナスの相関があるような感じであります。

したがって、１つで全部をねらうのは無理なわけです。ですから、アカデミックなもの

を一方でやりながら、例えば「ポリシーディスカッションペーパー」という比較的わかり

やすい形で発信するようなものがありますし、あるいは先ほど理事長が申しましたように、

「ノンテクニカルサマリー」といった形で少しわかりやすいものも別につくって発信して

いくという形など、１つの論文で両方をねらっていくということではなくて、そういう使

い分けをしながら全体を行っていって、二兎を追うようにしていくということかと考えて

おります。

○及川理事長 もう１つだけ。今回、今まで政策史を入れて４つの領域において政府か

らいただいて５年間やってきているわけですが、そのラップアップとして、したがって、

政策費は別にして３冊の本をまとめてこれまでの成果にしたいと思っておりますが、それ

はできれば一種のノンテクニカルサマリー的なものにしたいと思っております。

そういうことで、本省の方々や外の方のご関心をなるべく引きつけるような形にしたも

のを出していきたいと思っております。

○小野分科会長 いいですか。ありがとうございました。ちょっと運営上時間が押して
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きておりますので、次の議題に移りたいと思います。

第２議題は、21年度の財務諸表です。これはご審議をいただいて決をとらないといけま

せんので、そちらのほうに入りたいと思います。

それでは、河津さん、お願いいたします。

○河津総務ディレクター それでは、時間が押しておりますので、ごくごく簡単にご説

明させていただきます。

１ページ目、貸借対照表でございます。流動資産が６億強ございます。これは先ほども

ご指摘がございましたとおり、負債の部の一番上、「運営費交付金債務」が編纂の分も入

れて４億 3,000万、「未払い金」、大型の委託調査の支払いが年度を超えているというよう

なものがございまして、それを反映して現預金が６億 2,000万あるということでございま

す。固定資産等保有しているものというのは、ごくごく限られたものになっております。

次をめくっていただきまして損益計算書でございます。経常費用が13億 4,500万という

水準になっております。収益のほうが13億 6,000万、差し引きおよそ 1,500万円が経常利

益ということになっております。

キャッシュフローは、今申し上げたお金、キャッシュの出入りということで整理したも

のでございます。

めくっていただきまして４ページでございますが、先ほどの利益、当期未処分利益を積

立金ということで積み立てることとしてございます。

その下の行政サービス実施コスト計算書、これはここの上のオフィス、国有財産を無償

使用してございます。それがローマ数字の「Ⅳ」となっております「機会費用」でござい

ます。仮にマーケットプライスでお支払いをすればということで、この１億 5,800万の数

字が記載されているものでございます。

その後注記がございまして、７ページ以降が附属明細書でございます。特に８ページ、

９ページ以降「運営費交付金債務」の増減、あるいはその振り替えの内容等を細かく記載

したものでございます。

恐縮でございます。極めて簡単でございますが、以上とさせていただきます。

○小野分科会長 それでは、八田監事から報告をお願いいたします。

○八田監事 ありがとうございます。ただいま河津さんからご説明のありました次の資

料４－３に菅沼監事と私八田の両名で行いました監査結果の監査報告書を添付しておりま

すので、ごらんいただければと思います。
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記載のとおりでありまして、今ご説明のありました財務諸表、決算報告書、それにもう

１つ、事業報告書、これが私どもの監査対象でありまして、この独立行政法人の通則第19

条第４項の規定に基づきまして、この第９期事業年度の会計及び会計以外の業務について

の監査を行いました。

監査の結果は記載のとおりでありまして、すべて適正という結論になっております。以

上でございます。

○小野分科会長 ありがとうございます。監査報告は適正であるということであります。

小笠原さんのほうから何かご質問、コメントはありませんか。

○小笠原委員 既に先ほどご質問したところが大きいところなのですが、もう１点だけ。

細かいのですが、固定資産がふえている分は先ほどから話題になっている遠隔操作システ

ムですか。

○河津総務ディレクター さようでございます。

○小笠原委員 こういう場合の契約というのは、実際の請負と納品後の部分とその後の

保守とかそういうものがあるのではないかと思うんですが。

○河津総務ディレクター 遠隔操作システムの調達では２つに分けてございます。入札

そのものは保守も含めた金額でやっておりますが、契約そのものは据えつけを含めたハー

ド部分と保守の部分の２つに分けております。

ここに載っておりますのは、いわばそのハードを買い取っておりますので、その分が載

っておりますが、保守のほうは経費で毎年発生いたします。

○小笠原委員 一括して契約をしているということですね。それで何回もやっていると。

了解です。

○小野分科会長 よろしいですか。

○小笠原委員 はい、大丈夫です。

○小野分科会長 先ほど大枠については大分前の実績評価のところでご議論いただいて、

理事長からもいろいろなコメントをいただきました。また、この財務諸表については決議

をしなければいけないということになっておりまして、「主務大臣が財務諸表の承認をし

ようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞くべきである」ということに独立行

政法人の通則法でなっておりますので、分科会としていいかどうかの決議をとりたいと思

いますが、いかがですか。

（「大丈夫です」との声あり）
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よろしゅうございますか。ありがとうございます。

それでは、当分科会としては適当であるとして議決をさせていただきます。ありがとう

ございました。

それでは、３番目の議題ですが、21年度の評価基準等についての確認を行いたいと思い

ますので、これは松井さんからお願いできますでしょうか。

○松井室長 それでは、時間もございませんので、簡単に説明させていただきます。資

料５～９までをご説明させていただきます。

資料５でございますが、こちらは先ほどＲＩＥＴＩのほうからご説明いただきました資

料２のポイントを資料５にまとめさせていただいております。

例年委員の皆様方には、資料２のほうに評価及びコメントを書いていただいて提出いた

だいておりますが、今年度より官房からの指示もございまして、資料５に書いていただく

ということになりましたので、これはご了解いただきたいと思います。ですので、この資

料５を参照いただきながらご評価いただきたいということでございます。

続きまして、資料６でございますが、資料６は業務実績評価の基本方針ということで、

これも例年いっておりますとおり、標準的に目標を達成された場合をＢとしますというこ

とです。ですから、標準がＢであることを念頭に置いてくださいということが書いてござ

います。

続きまして、資料７でございますが、ここには資料７に沿って資料５の評価を進めてく

ださいということが書いてございます。１点下のほうに提出期限として「６月23日（水）

まで」と書いてございますが、この後、最後にご相談させていただきますが、次の分科会

の日程をもう少し後ろにずらしていただきたいということもございまして、提出期限を７

月５日（月）とちょっと先のほうにさせていただきますので、ここはご訂正いただければ

と思います。６月23日ではなく７月５日までにご提出をお願いいたします。

続きまして、資料８ですが、こちらは「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視

点」ということで、これも昨年出されたものと若干変更がございます。変更があるところ

だけ申し上げますと、主な変更点として、５ページ目の「６．内部統制」でございます。

内部統制に関する取組についての評価が行われているかということで、これは参考資料３

でつけておりますが、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」

が取りまとめた報告書を参考とするということで、一番下にあって申しわけないのですが、

参考資料３の25ページでございます。
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25ページに「独立行政法人における内部統制に対する監査及び評価の視点」ということ

で記載されております。こちらをご参照いただいて評価の参考にしていただきたいという

ことでございます。

続きまして、資料９にまいります。資料９は「平成21年度業務実績評価の具体的取組に

ついて」ということで、これも例年お願いしている部分と同じで、先ほどの内部統制にか

かわる部分が資料９の４ページにございます。先ほどの研究会報告書の内容に沿ったもの

が４ページの「６ 内部統制について」というところに書かれておりますので、こちらも

ご参照いただければと思います。

一応資料５～９までの説明は以上でございます。

○小野分科会長 今のところは、よろしゅうございますか。ご確認いただけましたでし

ょうか。ありがとうございました。

それでは、その次のテーマで「最近の独立行政法人関係の動きについて」という報告を

お願いいたします。

○松井室長 それでは、資料10～12までをご説明させていただきます。

ご存じのとおり、政府の方針でいろいろな仕分け等が行われまして、ＲＩＥＴＩは最終

的な仕分け対象には入らなかったわけですが、仕分けの前段階での議論ですとか省内での

仕分けの議論等が行われました。

まず、資料10としまして、「独立行政法人・公益法人の見直しの『基本』と『３原則』」

ということで、これは経済産業省の方針として出させていただいております。３原則をい

わせていただきますと、１つ目として、「事業の大胆な整理」。２つ目として、「カネの流

れの明瞭化」、３つ目として、「経営資源のスリム化」です。これらに基づいて見直しを行

っていくということでございます。

続いて、資料11でございますが、資料11は、この３原則に基づいて経産省所管の各独法

が改革案を示させていただいております。ＲＩＥＴＩに関しましては、一番最後の12ペー

ジに改革案として２つ挙げさせていただいております。

１つ目として、これまでの研究成果の評価につきましては、関係省庁・学者等によるも

の、この分科会での評価。こういった評価にとどまっていたのですが、今後は第三者の目

からも政策提言機関としての有効性を検証するということで、大学は産業界といった方々、

外部の専門家からなる委員会を設置しまして、研究プロジェクトごとに研究体制や研究成

果の評価を行い、場合によっては研究プロジェクトの刷新を行うということで、高い水準
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での研究体制が維持できるようなチェック体制を導入しながら、国際的にも高く評価され

るような政策シンタンクを目指していくということが１つでございます。

２つ目として、やはり知名度アップも含めて広報戦略を強化するということ。それから、

シンポジウム、セミナーといったところの共催や行政・立法機関、産業界への研究成果の

積極的な発信を行う。さらに、国民目線に立ったわかりやすい情報提供機能を強化してい

く。

そういうことで、この２つを提示させていただいておりますので、これらを含めて第３

期計画のほうに盛り込んでいきたいということでございます。

続きまして、資料12でございますが、こちらは仕分けの議論で行政刷新会議から独立行

政法人が行う事業の横断的な見直しについてということで方針が出されております。

項目だけ申し上げますと、まず、「保有資産の抜本的見直し」ということで、不要資産

の国庫返納、事務所等の見直し、施設と事業規模との再整理。続いて「事業実施の主体・

手法等に関する見直し」としては、事業実施主体の見直しと他機関との重複業務の排除、

事業主体の一元化、取引関係の見直し、自己収入の拡大。さらには、「組織管理（ガバナ

ンス）の強化」ということで、行政刷新会議のほうから管理運営の適正化、事業の審査、

評価をやってくださいという提示をされておりますので、これらも評価をいただければと

思います。

以上です。

○小野分科会長 ありがとうございました。最近の独立行政法人の動きということでの

報告です。

続いては、最後の議題ですが、「独立行政法人経済研究所の中期目標終了時における組

織・業務全般の見直しについて」ということでご議論をいただきたいと思います。

それでは、これも松井室長からでよろしいですか。

○松井室長 ちょっと時間もございませんので、委員の皆様方には、資料13の「中期目

標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて」という骨子案を事前に配布させ

ていただいておりますので、こちらは本当に簡単にさせていただきます。

まず、経済産業研究所の現状に関する基本認識として、アカデミックと政策の中間に位

置しながら、政策現場と連携をとりつつ経済産業政策の土台となる研究を実施するという

ことでございます。

業務全般についてですが、研究体制を含めて現在の「ＲＩＥＴＩ方式」といわれるビジ



- 37 -

ネスモデルを踏襲しながら、さらに機能を拡大して国際的にも高く評価されるような政策

研究所としての飛躍を目指すということで、業務全般については３つほど見直しがござい

ます。

１つは、産業界との連携を強化し、さらに海外の研究機関や研究者との相互交流を活発

化させるということ。２つ目として、中との強化。経済産業省との連携を一層強化すると

いうことで、担当官を設けるとかコンサルティングフェローを機能強化するといったこと

で強化をしていきたいということ。３つ目としましては、独法改革の推進ということで、

これは政府方針に基づきながら改革を推進していくということでございます。

次のページをお願いいたします。調査・研究業務でございますが、（１）は省略させて

いただきまして、（２）でございます。中期目標期間における研究分野として、これはあ

くまでもたたき台でございますが、こんなことを考えさせていただきました。

ということで、まず、日本経済を成長軌道に乗せ、その成長を確固たるものにしていく

ためのグランドデザインを理論面から支えていくための研究分野を設定し、政策研究を推

進していくということで、下にあります５つ、

①経済のグローバル化と新興国の急成長に対応した我が国の国際戦力のあり方。

②社会環境の変化に対応した産業構造のあり方。

③個人や多様な主体に着目した経済制度・社会制度の分析。

④マクロ経済の視点による今後の経済政策の見通し。

⑤リスクテイクと成長、安定を両立させる新しい経済制度。

さらには、経済産業政策に関する先端的かつ特色をもった研究、看板研究分野ですね。

こういったものをもつように推進することによって、国際的水準の研究拠点となることを

目指していくということでございます。

研究は「エビデンス・ベースド・ポリシー・リサーチ」を原則とし、さらに、ＪＩＰや

JSTARなどのデータベースも蓄積していくということ。これまでに発表された研究成果も

体系的に活用しやすい形で提供していくということでございます。

さらに、研究体制の新陳代謝として、研究プロジェクトをタイムリーな成果発信ととも

に期限を明確化するということ、ファカルティフェローの発掘とか若手研究者の登用、国

内外のポスドクの活用、海外研究者の積極的な活用、常勤研究員についても外部と交流す

るというようなことを織り込ませていただきました。

（７）は先ほどありましたので、省略します。（８）は経済成果が政策へどう活用され
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るのか。こういったことも追跡していくということ。

大きな「３」でございますが、広報戦略を強化するということで、研究者や産業界に対

して広くメーリングリストを充実させるということと、産業界や幅広い政策関係者に対し

ても積極的に広報していく。わかりやすい広報手法、マスメディアへもっと積極的にＰＲ。

ＢＢＬセミナーの機能強化、戦略的広報を支えるバックヤード機能の強化といったことで

ございます。

さらに、先ほどございましたノンテクニカルサマリーを含めて政策提言機能も拡充して

いくということでございます。

大きな「４」として評価方法でございますが、世界水準の政策研究所として評価される

ために必要な要素は何なのか、そういったことも考えているということ。さらには、国民

目線でみた独法のあり方として、どのようなサービスが必要なのかといったことも考えて

いるということでございます。

次のページでございますが、財政基盤に関しましては、法人の目的に見合った適正な予

算規模にするとともに、随契の見直しを含め、適切かつ効率的な執行管理をしていくとい

うことでございます。

簡単ですが、以上です。

○小野分科会長 ありがとうございました。もう余り時間がありませんが、少しここは

中期のスタートといいますか、たたき台みたいなことなので、何かご意見がありましたら、

ぜひ賜りたいと思います。小笠原先生、古城先生、このフレーズについてコメントしてい

ただけますか。

○小笠原委員 余り用意していなかったんですが、やはり重要なところでいいますと、

２ページ目のこの研究分野はやはりそうかなと思います。

この中の「また」以下で「先端的かつ特色をもった研究を推進」というお話がありまし

たが、先ほど中小企業等で労働に関してはいろいろなデータを取り上げられていらっしゃ

るということでしたが、私は１つの一点突破の研究として、日本の経済を支えるのが雇用

制度であるとすれば、やはりその雇用制度の中で何かブレイクするものを政策提言に、物

すごくインパクトのあるテーマをどんどん深掘りしていくというのはすごくいいことでは

ないかと思います。

よく考えるとたくさんあるのですが、やはり強いてはそこが国際競争力を物すごく保持

できるのではないかと、そういうヒット作というか、一点突破でいいので、そういうとこ
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ろにすごく深掘りしたようなものがあると非常に存在感というものが出てくるのではない

かと思います。これは本当に個人的な感想でございます。

○小野分科会長 ありがとうございます。古城先生はいかがですか。

○古城委員 私も恐らくそこが一番重要ではないかと思います。「研究分野設定の考え

方」というのがその前にあるわけですが、やはりここを今後研究所がどのようにしていく

のかにすごくかかわってくるところだと思いますので、ある程度ここをはっきりできるよ

うにしますと、評価もそれに合わせて行っていくということになるのではないかと思いま

す。

どういうことに力点を置いているかということになれば、多分評価もそこを中心に評価

することになるので、余り総花的な評価で高い得点をねらうようなことをする必要もない

のかなという感じもします。

もう１つは、産業界との連携、あるいは今まで余り連携がなかったようなところにもう

少しアピールしていくということは、日本の経済基盤の充実といった観点からもやはり必

要なことになっていくのではないかと思います。

○小野分科会長 ありがとうございました。本当はここはもう少し時間をとって議論を

したいのですが、私ども産業界からすると、やはりどうしても成長戦略のどこにポイント

を置いてやっていくのかということが現政権の成長戦略、また、これから具体化されてい

くのだと思いますが、その税の問題にしても、いろいろな仕組みが国際競争力の足を引っ

張るような仕組みがまだまだたくさん残っているようにも思いますし、やはりその成長を

していくということでないと財政の再建もできないのではないかと思います。

「財政再建」というのは、いろいろな税体系を変更していかないと、具体的には消費税

をどうするかみたいなことをやっていかないと信用度が落ちていってしまいます。2015年

になったら、日本の国債の評価が落ちるのではないかといわれているようでは成長してい

かないわけですから、やはり成長していくための議論を、我々も経済人としてやっていき

ますので、ぜひＲＩＥＴＩといろいろなディスカッションの場をこれからももてたらいい

なと思っています。

昨年はたまたま及川理事長には同友会にも加盟していただきましたので、そういう非公

式なルートからもいろいろなニーズを広く集めていただいて、それを中期に文章化して経

済産業省の方針みたいな形にして出していただけるとありがたいなと思います。

また、本件については、もう少しこの評価をやっていただく過程でお気づきになる点が
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あると思いますので、７月５日までにこの評価リストをいただくということになるわけで

すが、それに合わせてこういうことを中期に盛り込んでほしいということでメモを２～３

枚つくっていただいて、自分はこういうふうに思うということをいっていただけるとあり

がたいなと存じます。

また、それに基づいて別途中期に向けて議論をしていければと思います。親委員会のス

ケジュールもまた後であると思いますが、やはりＲＩＥＴＩ自身がどういう方向にいきた

いのかといった当局者の思いをできるだけ伝えられるといいかなと思いますので、ちょっ

と余計なことですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。

それでは、審議十分ではありませんが、そういう次の回がもう一遍やれるというような

思いをもって事務局から最後の事務連絡をお願いします。

○松井室長 ありがとうございます。小野分科会長からご提案いただきましたとおり、

今の３期計画に向けた改善のことでございますが、会長がおっしゃいましたとおり、でき

ましたら、評価シートと合わせて７月５日までにご提出いただけたらと思います。それは

私のほうからもお願いいたします。

今後のスケジュールでございますが、まず、先ほどありました資料５の評価シートに評

価及びコメントを記入いただきまして、これは先ほど申し上げましたとおり、７月５日ま

でにご提出いただきたいということでございます。

参考資料４に今後のスケジュールを書かせていただいております。本日の分科会の後、

この参考資料４には６月29日に分科会を開催するとしておりますが、先ほどの第３期の目

標を含めた議論を私ども省内でももう少しやっていきたいということもありまして、分科

会の開催をもっと後ろに出させていただきたいということでございます。

別途そのスケジュール調整はさせていただきますが、次回の第33回のＲＩＥＴＩ分科会

に関しましては、できましたら、７月12日の週でご都合のいい日にち、時間帯をお伺いし

たいと思っております。

その週に振り替えさせていだきまして、この分科会におきましては、先ほどありました

３期の中期計画も含めて議論させていただきたいと思っております。次の親委員会は、７

月29日木曜日に予定されているということでございます。

それから、ここには書いてございませんが、その中期目標策定に向けたスケジュールで

ございますが、この後８月にさらに経産省内での独法評価委員会がございますので、こち

らのほうでＲＩＥＴＩを含めた中期計画が終了する法人に関しても、業務の見直しについ
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て審議されるということになっております。

さらに、総務省での審議を経て12月に再度この分科会で中期目標について話し合いをし

ていただき、最終的には２月に定めさせていただきたいということでございます。いろい

ろお忙しいところを申しわけございませんが、そういった資料の評価のコメント及び３期

計画に向けてのご意見等をいただきたくお願い申し上げます。

不明点等ございましたら、事務局に遠慮なくお申しつけいただければと思います。以上

でございます。

○小野分科会長 ありがとうございました。今月は少しご負担がかかりますけれども、

７月５日ということでございますので、よろしくお願いいたします。多分これで最後のお

仕事だと思って頑張ってください。

ほかの方から何かコメント等ございますか。よろしゅうございますか。よろしければ、

ちょっと時間を超過しましたが、以上をもちまして、第32回の経済産業研究所の分科会を

終了したいと思います。お忙しいところ、どうもありがとうございました。

――了――


