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○小野分科会長 おはようございます。皆さんおそろいですので、お暑いところきょう

はありがとうございます。

第 33 回目の独立行政法人評価委員会経済産業研究所の分科会を開催いたします。きょ

うは議題が２つございまして、１つは中期目標ということ、もう 1 つは 21 年度の実績評

価ということです。審議の都合上、最初に「中期目標終了時における組織・業務の見直し

当初案について」からスタートしたいと思います。

それでは最初に、資料の配付、あるいは事務局のほうから少し御説明をお願いします。

○松永課長 本日はお暑い中、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。

最初に、配付資料を確認させていただきたいと思います。お手元の資料は、表紙の議事

次第に続きまして、資料 1、それから資料２の横長、参考資料が１、２とございます。そ

れ以外に、卓上に委員の方のみに配付資料が１点ございますので、御確認いただきまして、

もし不足等ございましたらお知らせいただきたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、前回６月に、第３期中期目標策定に向けた見直しの骨子案を御議論いただき

ました。本日は２点議題がございまして、１つ目は「中期目標について」でございます。

小野分科会長から各委員の御意見を御提示いただくようにということで、これをいただき

まして、この点も踏まえて事務局において当初案を作成させていただきました。最初の議

題ではこれを御審議いただくことを考えております。

次に、２つ目の議題は「経済産業研究所の平成 21 年度の業務実績評価について」でご

ざいます。事務局より各委員からいただいたコメントを説明させていただくとともに、経

済産業研究所から補足すべき点等について説明させていただきまして、その後御審議いた

だくと、こういう形で進めさせていただきたいと思います。

なお、平成 21 年度の業務実績に関する評価の結果は、規定により、常勤役員の業績給

の支給に勘案されることになっております。

それから、これは前回も同様だったかと思いますが、業績評価を審議する段階になりま
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すと、経済産業研究所の皆様方には御退席をいただく形にさせていただきます。

それから、御審議いただきました評価結果でございますが、７月 29 日に親委員会の評

価委員会が開催されますので、そこに御報告させていただきます。そこで最終的な評価が

決定されることになっております。場合によっては差し戻しという形になりまして、再度

評価いただく可能性もございますので、御留意いただければと思います。

また、議事録及び議事要旨については、独立行政法人評価委員会運営規程の定めに基づ

きまして、公開することになっております。御承知おきください。

事務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した。

それでは早速ですけれども、資料１から進めてまいりたいと思います。それでは、松永

さん、資料１の御説明をお願いします。

○松永課長 お手元の資料１「独立行政法人経済産業研究所の中期目標期間終了時にお

ける組織・業務全体の見直し当初案（第３期中期目標策定に向けた見直し案）」という形で

資料を用意しております。全体で９ページほどの資料でございます。こちらを簡単に御説

明させていただきたいと思います。

まず構成ですが、「経済産業研究所の現状に関する基本認識」を説明しまして、次に「業

務全般についての見直し」、最後に８ページ目から、「財務基盤」という形の３部構成にな

っております。

経済産業研究所の現状に関する基本認識ですが、独立行政法人経済産業研究所は、平成

13 年に通産省から経済産業省に変わることを機に、独立行政法人制度を活用しました。国

の組織に縛られず、自由な発想で政策研究を行うべく独自の研究機関として、内外の経済

及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究を効率的、効果

的に行うとともに、その成果を普及する、経済産業政策の立案に寄与する、こういうこと

を目的として創設されたものでございます。

以来、行政官のみならず、国内外の有識者、多様な専門知識を結集したプラットフォー

ムとして中期的な経済システム改革の問題に関する調査・研究を行ってきたところでござ

います。

今後、平成 23 年４月以降、第３期の中期目標期間を迎えることになりますが、次項以

降で提示します業務全般の見直し、政策現場の行政官との連携の強化、学術的な理論や手

法に裏打ちされた経済産業政策の土台となる政策提言を行っていく必要があるのではない
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かと思います。さらに経済産業政策にとどまらず、日本全体の国益の観点から、日本の政

策シンクタンクとしての位置づけを明確にして、国際的にも評価される政策研究所を目指

すということを記述しております。

とりわけ、アジアという視点が重要になってくるとございますが、これは新経済成長戦

略の中でも位置づけられております。アジアを中心とした国際的な評価を高めることが必

要ではないかという記述をしております。

次に２ページ目でございます。業務全般についての見直しというところで、１．経済産

業省が経済産業研究所に対して期待する役割、使命でございます。

経済産業研究所は、ＲＩＥＴＩ方式ということで、人的ネットワークの活用によって知

を結集し、時には経済産業政策に修正を迫るような研究を含めて、幅広く政策研究を実施

してきたわけでございます。ＲＩＥＴＩ方式で、立ち上げ段階から行政官が対等な立場で

研究に参画する形をとってきたわけでございまして、これが経済産業研究所の強みの１つ

となっていると思います。

それから、強みとしては、実証研究に必要なインフラの構築、データベースの構築は民

間の研究機関や大学ではなかなか難しいところがございますので、そういったことを取り

組み、さらには広く研究者に開放しているわけでございます。ＪＩＰやＪＳＴＡＲ等でご

ざいます。

第３期中期目標期間においては、現在の経済産業研究所のビジネスモデルを活かしつつ、

開かれた知のプラットフォームとしての機能を強化することで、国内はもとより、国際的

にも高く評価される政策研究所としての飛躍を目指すことが必要ではないかと思います。

そのために、まずは連携先の拡大・充実ということで２ページの（1）で書いていると

ころでございます。ＲＩＥＴＩ方式で、大学や民間企業などの研究者をはじめ 800 人にわ

たる参加者により研究を行い、ディスカッションペーパーも 720 本という形でこれまでも

成果を上げてきたわけです。

３ページですが、さらに、国内の大学や官民のシンクタンク等の研究機関との共同研究、

シンポジウム、セミナー等を通じた連携。さらには、経済界との連携強化を実施していく

ことが必要ではないかと思います。

また、これまでややもすると不足していたところがあります研究成果の発信ですが、シ

ンポジウムやセミナーを効果的に活用する、さらには新たな情報発信先の開拓を行う、こ

ういったことで経済産業研究所の広報力を強化していく。それから、海外においても、既
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にＣＥＰＲとか、ＤＲＣとか研究機関等の交流が進んでいるところですが、ここもしっか

りと強化していくことが必要ではないかということでございます。

そのため、政策当局の近くに位置して、政策実現と密接な関係がある経済産業研究所の

メリットを最大限にアピールしていくことが効果的ではないかということが記述されてお

ります。

それから、（2）で、経済産業省との連携強化ということを記述させていただいておりま

す。そのためには、これまでも最初のテーマ設定からＲＩＥＴＩ方式で密接な連携をとっ

てきたわけですが、さらに強化していくために、経済産業サイドにもオーナーシップ意識

を持ってもらうような連携強化の工夫も必要ではないかということを記述しております。

それから、情報連絡については、政策担当サイドに明確に、どういう貢献を期待してい

るかもわかるような形で情報提供していく工夫もできないかという記述でございます。

それから、コンサルティング・フェロー制度についての記述が４ページにございます。

ユニークな制度として、行政機関に在職しながら経済産業研究所においても研究活動を行

うコンサルティング・フェロー制度というものがございますが、経済産業省とＲＩＥＴＩ

を密接につなぐ以外に、若手職員の政策立案能力のレベルアップを図るとともに、フレキ

シブルでインパクトのある政策提言を発信することを可能にするという機能についても期

待していくということでございます。

第２期においては、必ずしもコンサルティング・フェロー制度が有効に機能していたと

は言いがたいところがございますので、有機的な連携を実現していくことが必要ではない

かということでございます。

（3）は独立行政法人改革の推進でございます。役員人事及び契約に関して、公平性・

透明性を高めていく観点を推進していく。役員人事については公募制の導入等の検討を行

い、役員人事のあり方について見直しを行っていく。契約については、随契は、真に合理

的な理由があるものに限定し、競争入札についても実質的な競争が確保されるように努め

るということでございます。

２つ目は調査・研究業務でございまして、(1)研究分野設定の考え方でございます。これ

は従来からもそうなのですが、経済産業省のニーズを踏まえた研究とともに、中長期的な

視点、それから経済産業省の知見を超えた発想で、我が国の経済産業政策の立案に貢献す

るという目標でございます。

第３期においても、真に必要な研究に重点化し、調査・研究業務を行っていきたいとい
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うことでございます。４ページの下から①、②、③、④という視点を書いてございまして、

政策的含意の強い研究を行うこと。研究分野が第２期から５年を経ているので、しっかり

と経済環境の変化に対応して見直していくこと。それから、新しい視点を切り開くという

ことで、人間のための経済や新しい行政・公共のあり方、等々の内容も織り込むというこ

と。それから、メリハリのついた研究分野とすること。こういった視点で第３の中期目標

期間における研究分野を考えていきたいということでございます。

全体的な考え方は、日本経済をどうやって成長させていくかということが経済産業政策

の目的ですので、そのための研究を推進していくということで、５ページの中ほどに「研

究分野の例」という形で広めのテーマにしておりますが、経済のグローバル化への対応も

含めた産業構造の変革についての問題、経済インフラの問題、個人の多様な主体に着目し

た経済社会制度、こういったところを研究分野の例とさせていただきました。

この点については、これからまた議論を深めさせていただいて、また委員の皆様方から

の御意見もちょうだいしながら、年末それから来年にかけた中期目標の設定、中期計画の

策定において、より具体的にこの目標設定についてつくっていきたいと思っております。

（3）ですが、客観的・中立的な分析を前提とした政策研究の推進ということで、「エビ

デンス・ベースド・ポリシー・リサーチ」の実施を研究の原則とするということでござい

ます。

（4）としては研究資源の蓄積ということで、データベースの整備がＲＩＥＴＩの重要

な目的、目標であると考えております。

次に６ページ目でございます。（5）研究成果の体系的な積み重ねと活用というところで

ございます。研究論文は、これまで第１期、第２期を通じてかなり蓄積されてきておりま

す。それを次の研究へと発展していく観点から、わかりやすくカテゴリーとして分類し整

理を行うことが必要ではないか。今までの蓄積をきちんと整理して、次につなげていくこ

とが必要ではないかという点を記述しております。

（6）は研究体制の新陳代謝ということで、これは不断にやっていかなければならない

ことでございますが、まず視点としては、研究プロジェクトごとの期限の明確化とタイム

リーな成果の発信でございまして、ややもすると政策当局の思っているスケジュール感と

違う形で研究が進捗していることがありますので、タイムリーに発信し、成果を出してい

ただくことをもう少しできないかということでございます。２点目は、ファカルティフェ

ローの発掘・活用促進。３点目は、若手研究者を、ネットワークが肝ですので、常に若手
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研究者の方々を発掘し、ＲＩＥＴＩに参加していただくようにするということでございま

す。それから、非常勤研究員のみならず、常勤研究員についても外部交流を促進させると

いう点。それから、先ほども申し上げましたが、オーナーシップを持たせるという点。そ

れから、個々の研究が「蛸壺化」、「自己目的化」することのないような、体系的な成果発

信、大くくり化などを実施するという点でございます。

それから、研究に対する外部評価ですが、本日の分科会のようにきちんと外部評価をし

ていただいているところですが、事後評価にとどまらず、期の途中でも進捗状況も含めて

管理する。これは今まではＲＩＥＴＩ自体で行ってきたわけですが、外部の目も入れて、

評価を定期的に行っていく仕組みもあわせて実施する必要があるのではないかという点で

ございます。

７ページの上のほうに書いてありますが、研究の中間段階においても、研究の進捗状況、

効率性、施策への反映状況等を検証し、効果が見られないような場合には、研究プロジェ

クトの改廃を含めて行っていくようなチェック体制を導入するという点でございます。

それから、研究成果の追跡ですが、どのように活用されたか、ここら辺をしっかりと追

跡していく工夫をしていくという点でございます。

３番目ですが、政策提言・普及業務でございます。これまでもディスカッションペーパ

ーのホームページへの掲載、シンポジウム等々含めて情報発信をしてきたわけですが、よ

り戦略的な情報発信が必要ではないかということでございます。

産業界や幅広い政策関係者への情報発信。ユーザーフレンドリーな広報手法の推進。内

外の新聞やマスメディアに対する積極的なＰＲ。ＢＢＬは非常に評価されているわけです

が、その機能強化。それから、戦略的な広報活動を支えるためにバックヤード機能を強化

すべきではないか、等々を記述させていただいております。

次に８ページで、政策提言機能の拡充という点でございます。政策提言機能を実際に政

策立案に役立てていただくための工夫でございます。オーナーシップ意識の醸成以外にも、

ノンテクニカルサマリーを充実させることで、これを政策提言機能の拡充、実際に使って

もらう上でユーザーフレンドリーなやり方で実施、拡充していくということでございます。

４．評価方法でございます。従来からの評価手法は、大半は継続する必要があると思い

ますが、第３期を迎えるに当たっては、新たに以下の観点を盛り込んだ評価手法、あるい

は評価手法の追加について検討を行う必要があるのではないかということで、Ⅲ．財務基

盤の上のほうに２つほど黒い点で書きましたが、「国際的に評価される政策研究機関として
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必要とされる要素。」、「国民目線で見た独立行政法人の在り方としての評価。」等々につい

て、評価方法として観点を盛り込む必要があるのではないかということでございます。

最後に、財務基盤でございます。適切な予算規模と執行管理ということで、問題として

は若干、翌年度に繰り越すことが常態化している課題があるのは事実ですので、今後の課

題として、ここら辺の問題をきちんと考えていく必要があるということでございます。

９ページですが、人員体制や調査研究業務等に係る事業計画を十分に精査した上で、日々

の徹底した業務の効率化を行うことはもとより、髄契の見直しを含め、適切かつ効率的な

執行管理を推進していくということでございます。

最後に、財源のところでございます。財源としては、交付金、委託費、官民からの受託

業務、競争的資金、自己収入等々がございますが、交付金、委託費ということが主たる財

源とすることは妥当ではないかということでございます。

（2）官民からの受託事業ですが、経済産業政策に貢献する使命を果たすことが不確実

となってしまっては本末転倒ですので、そういった点がないようにしつつ独立行政法人と

しての多様な主体に貢献し、プレゼンスを高めるという観点もございますので、経済産業

研究所の研究領域に適合する内容であれば、前向きに検討することを記述しております。

それから、競争的資金でございます。競争的資金についても、本来の目的から外れるこ

とがないようにする点は重要ですが、政策研究機関としての地位を確立していく上で重要

でございます。

他方、研究所の競争力の高さを示すとともに自立を促すためという観点もありますので、

競争資金の獲得については、それを目指すべきであるという指摘が親委員会のほうでござ

いました。したがいまして、本来の目的とする研究領域に適合する内容であり、かつ各研

究員が獲得を目指したい場合には、よりよい研究計画が提案できるように積極的に支援す

ることが必要ではないかということでございます。

最後に、自己収入であります。自己収入の拡大を図っていくということを記述しており

ます。

以上、長くなりましたが、私からの説明とさせていただきます。

○小野分科会長 ありがとうございました。

９ページに及ぶ見直し案ということですので、いろいろな論点があるかと思いますが、

少し皆様のほうから御意見を出していただけるとありがたいと思います。

小笠原先生、どうぞ。
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○小笠原委員 御説明ありがとうございます。私のほうから２つありまして、まず１つ

は、第２期までの中期計画期間で取り組まれてきたことと、今後この第３期中期計画期間

で取り組むべきものとの間での大きな違いというか、今御説明いただいて私もなお一層Ｒ

ＩＥＴＩの役割は強く認識するところで、どんどんアフォートしていくべきだと思うので

すが、第２期までの部分でやってきたことと第３期はどこが違うのか、その特徴なるもの

をいま一度御説明いただきたいというのが１つです。

もう１つは、御説明の中でも多分強調されていらっしゃるのではないかと思うのですが、

経済産業省との間でオーナーシップを持っていただきたいというお話が数箇所出ています。

ここの具体的な取り組みがどういう形でやられるのか、その辺を具体的に御説明いただけ

ればと思います。概念的にはわかるのですが、具体的になると結構大変ですし、どういう

のがフォーマルにやられるのか、その辺を御説明いただければと思います。

○松永課長 ありがとうございます。第 1 点目の第２期の期間と第３期の期間という点

ですが、まず、研究の手法としてＲＩＥＴＩ方式は有効なやり方ですので、基本的な手法

は維持しつつ、かつデータベースの設置に効果を上げているところはしっかりやっていこ

うと考えております。しかしながら、さらにそれを強化していくために特にどうやってい

くのかということ、あと国際的な連携も含めて経済産業省との連携、他機関、産業界との

連携をどう強めていくかということを、これからの課題として書かせていただいたところ

でございます。

研究領域という点で申しますと、第２期にやってきた研究領域は、引き続き日本経済に

とって重要な部分が多いと思います。しかしながら、それも見直しながら５年たつと、そ

れについて大きな経済の変化によって重点の分野、置き方が違うところもあろうかと思い

ますので、しっかりと見直した上で、近年関心が高まっているような領域も組み込んだ形

で研究分野についてはしっかりと見直しをしていきたい、こういうことを内容に書かせて

いただいているところだと思います。

２点目の連携強化というところは、なかなか難しいところでございます。従来からＲＩ

ＥＴＩ方式という形でブレーンストーミング・ワークショップの段階から、それから、そ

もそもプロジェクトをどうするかについても、経済産業省から提案をもらったりという形

では進んでいたわけですが、これをどうやってより緊密にしていくかということのアイデ

アがいろいろと出ております。これも中期計画をつくる過程で、もう少し経済産業省内で

も議論を喚起していくということだと思いますが、今いろいろと議論している内容として
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は、そうはいっても中長期の課題でありますので、どちらかというとそういう研究を必要

としている意識の高い、省内でも調査系の課ですね、経済産業省で申しますと当課とか、

調査課とか、白書を書いている課とか、そういう方たちと今まで以上に定期的な会合も含

めて、より密接に意見交換ができないかということでございます。

それから、経済産業省側も今議論している過程では、ＲＩＥＴＩ側がどういうことをや

っているかということが、特に役所の場合ですと人事異動があるとか、何をやっているか

ということについてどうしても疎くなります。前のポストと違うポストになって、この課

ではどうＲＩＥＴＩと交流しているのかということがわからないものもございます。当初

は、ある課からオーナーシップを持ってやっていただいていたのに、人の切れ目でプロジ

ェクトに対する関心が薄れていくこともあるので、そこら辺はよりＲＩＥＴＩ側からもき

ちんと説明を申し上げるということですし、ＲＩＥＴＩ側からも遠慮なく、例えばＯＥＣ

Ｄとか、国際機関とか、あるいは他の大学でコンタクトを経済産業省の中でも持っている

課がありますので、そういうところでうまく相互交流ができるようにできないかというこ

とを今議論している最中でございます。

○小野分科会長 大事なテーマですので、及川さんからも御意見を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。御指摘いただいたのはごもっともで、実は両方

とも私自身まだ完全に整理し切れていないと申し上げたほうがいいかもしれません。第２

期との違いは、ただこれはかなりＲＩＥＴＩの中ではそれなりの考え方がしっかりしてい

るというか、あると思います。基本的にはこれまでの成果は引き続いてやっていくわけで

すが、第２期は、より海外に評価されるような機関を目指そうということだろうと思いま

す。

率直に申し上げて、国内ではそれなりに経済学、あるいは一部政治学の先生方とのパイ

プ等を築くことには成功してきたと存じます。海外の方もたくさんお招きしましたし、Ｃ

ＥＰＲ、ＤＲＣ、あるいはハーバード大学等々の連携もしてまいりましたけれども、まだ

まだ弱いと思います。今回書いていただきましたように、アジアからスタートするかは別

にしても、志をより海外に向けるというのが第３期かなと思っております。所長は、した

がってアジアの知の拠点になろうということを掲げておるわけでございまして、それが

我々ＲＩＥＴＩとしての考え方でございます。

オーナーシップというのが、若干言葉としてはいろいろな見方をされてしまうのかもし
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れません。ただ、私どもが資金的にも政府の機関としていただいている以上、当然のこと

ながら政府のニーズ、そして政策への反映ということが大事なのはわかります。問題は、

ここ数回にわたって社会室のほうで御調査いただいた各原課、担当課の皆様方から、必ず

しも貢献していないという御指摘があって、それにどうこたえるべきかというのが悩みで

ございます。

さっき松永課長からお話がありましたように、手順は一応いつでも御招待する形でお呼

びしておりますが、そんな途中で呼ばれたってわからないよ。特に人がかわると、最初に

ブレーンストーミングしたときと、中間報告あるいはＤＰの時点で人がおかわりになって

いることがあると中断してしまいますし、幾らノンテクニカルサマリーだけ出しても、問

題意識がないとなかなかそれは受け入れていただけないという面もあります。

かといってＲＩＥＴＩは、単純なＭＥＴＩの下請機関になるべきでもない。これは前回

第２期の御議論を先生方にいただいたとき、むしろ非常に厳しくその辺は御指摘いただい

たことがございます。そこは今後も、単なる下請機関になってしまうことではないように

しなければいけない。しかし、確かに御批判がある以上、それをどう消化しこの少ないス

タッフでどういうふうにやっていくかというのは、いろいろな工夫をしていかなければい

けないし、我々の努力が足りない点は地道にやっていかなければいけないだろうと思って

おります。

いずれにしろ、現在本省のほうで具体的には、それぞれのプロジェクトに大くくりでま

とめて領域代表という形で、ある局なら局の方にお１人にお願いしたいというか、数人に

お願いしておりますので、これは逆に言うと何十本というＤＰを見てくださいというのに

等しいので、やや無理がある。したがって、関係の深い課の方に、人はかわっても引き継

ぐような形で、個々のプロジェクト単位で見ていただけるような仕組みがお願いできない

だろうか。人がかわってもそうであれば、その課のその担当の方に引き継ぐような形にし

ていただいて、御関心を持っていただく。

あるいは、どうしても担当の課がない場合は、まさにコンサルティング・フェローみた

いな制度があるわけですので、その方たちにフォローしていただき、本省のほうにフィー

ドバックしていただくということが考えられないだろうか、等々を今考えて御相談させて

いただいている最中でございます。

○小野分科会長 ありがとうございました。

あわせて藤田先生からも、今のテーマについてコメントいただけますか。
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○藤田所長 ２つの点でありますが、１つは第２期までとどういうふうに違うかという

ことであります。私の私見でありましてまだ煮詰めているわけではありませんが、今まで

経済産業研究所は、一生懸命いい研究をやって優等生であったことは確かだと思います。

ただ、今からは優等生を乗り越えて、今度は本当に日本における中長期的な産業経済の政

策立案に本当に資することができるような総合的な視点と研究も本格的にやりつつ、また

それに関して情報を発信していく必要があると思われます。現在の政治的な課題を見まし

ても、財政も含めて金融、税制、地域の問題、日本全体にかかわることを広い立場から討

議していくような場というか、今までと違った形の政策研究的なもの、あくまでアカデミ

ックなものに基礎を置いた、ほかのコンサルティングの機関と差別した形の、あくまでエ

ビデンスベースのアカデミックな研究を目指した形で、総合的な研究発信もしていくよう

にしたいというのが１つであります。

それから、経済産業省とのもっと積極的なお互いのインターアクションということであ

りますが、ＲＩＥＴＩが日本全体の経済産業社会の研究プラットフォームないし磁場の機

能を果たすようになれば、自然と若手の人も積極的に参加したくなるものと思われます。

余り招待しなくても、いろいろな研究会とかディスカッションに参加したくなるような、

それだけ魅力のある場に育てていかなければ、形だけ整えてもだめのような気がいたしま

す。

以上です。

○小野分科会長 ありがとうございました。

というようなことですので、小笠原先生の答えになったかどうかわかりませんが。

○小笠原委員 大変参考になりました。藤田所長さんからのお話で、優等生的なところ

をさらに乗り越えるというお話がありまして、確かにそうだなと。これから閉塞感という

か、ある種普通に流れると惰性に流れますし、惰性でこういくとどんどん対外的には淘汰

される。つまり惰性からの圧力と淘汰からの圧力をどうやって乗り越えていくかというと

きに、模範生というか優等生的では難しいなというのは、すごく痛感するところがありま

す。

あえて優等生的ではない発言をさせていただきますと、恐らく今までもＭＥＴＩとの関

係はある種きっちりあって、そこの両者間だけのつながりというかおつき合いだけだとな

かなかその辺の、適切かどうかわかりませんが、オーナーシップ的な発想は生まれにくい

のではないか。本当に優等生的ではない発言で申しわけないのですが、異性で言えば、ほ
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かの異性とのつながりとかつき合いが出てくれば、当然ながら両者の関係が、よりオーナ

ーシップ的な意識というのは強くなる。その１つに対外的な部分の動きが当然あるでしょ

うし、私自身はＭＥＴＩとの関係をさらに強める意味でも、他省庁の間にものすごくイン

パクトのある提言があるからこそ、それは発信としてはＭＥＴＩの所属から来ているのだ

という意識がむしろ出てくればいいのかなと思っております。そういう意味での連結間、

ハブになっていただきたいと思います。

○小野分科会長 ありがとうございます。

それでは、古城先生からもコメントいただけますか。

○古城委員 私のほうからは、研究体制の新陳代謝ということで、今藤田所長のほうか

らお話がありましたように、ここに若手研究者、あるいはポスドクなどの積極的な活用と

書いてあるのは大変よいことではないかと思います。特に若い人は今大学での職がなかな

かない現状で、博士号を持っている人は多くなっています。こういう有為な人材をうまく

活用することができないと、大学のほうも送り出し先がなく大変困りますので、こういう

研究所で活発にある期間だけでもいいから一生懸命やりたいという人をちゃんと使ってい

くということがいいことではないかと思います。一たん常勤になってしまうと、どうして

も本務のことがありますので一生懸命になれませんが、こういう方を使っていくことも積

極的に考えていただけるのはいいことではないかと思います。

それに関連して、今までフェローの方はいろいろカテゴリーがあったわけですが、その

カテゴリーをもう少しわかりやすくというか、きちんと位置づけることも必要ではないか

と思います。それと常勤の方と非常勤の方がいて、常勤の方が少ないというのがここの研

究所の特徴であるわけです。もちろんふやしたほうがいいわけですが、財政的な問題でふ

やせなくて、ＲＩＥＴＩのビジネスモデルができてきたと思います。そのフェロー間のメ

リハリというか役回りというものをもう少しつけたほうが、恐らくフェローの方もやりや

すいのではないかと思います。そこのところがもう少しわかりやすくというか、積極的に

その環境を活用していくようになると、ＲＩＥＴＩモデルはもうちょっと発展できるので

はないかと思います。私はその関係が今どうなっているのか詳細がよくわかりませんが、

外部から見ているとそういう感じがいたします。

それから、第３期の特徴として海外との提携、あるいは発信ということで、これも非常

によいことだと思います。最後の評価方法のところですが、「国際的に評価される政策研究

所として必要とされる要素。」と、それから「国民目線で見た独立行政法人の在り方として
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の評価。」ということ、これはどこもこういうことを望まれるのですが、これはなかなか難

しいことだと思うのです。「国民目線で見た」というのは、恐らくこういうふうに書いてお

くのは必要なことだと思うのですが、どういうふうにこれを出していくかは大変難しくて、

海外でも存在感のある研究所になっていくためには、やはり高度なことをやることが必要

で、そのことを国民がわかるかというとなかなかわかりにくいわけです。

ですので、これは恐らく政策にインパクトがあるということを追求していけば、その研

究が別に国民に直接影響がなくても、政策にインパクトがあるということで、ある程度国

民の評価は高くなると思います。もちろん財務の状況とか透明性を高めるのは重要ですが、

この２つの評価のポイントをうまく両立させるには、そこのところである程度インパクト

があることが示せると、国民のほうもそれに対しての評価を出してくるのではないかと思

います。

国民目線でと言うと、安易な方法で評価することになりがちなのですが、そういうもの

では研究所の評価にはなじまなくなってしまうのではないかと思いますので、ちょっと工

夫していただければと思います。

○小野分科会長 ありがとうございます。

松永さん、何かコメントありますか。

○松永課長 両方の点、御指摘のとおり、前者の点も若手の研究者の重要性ということ

で。手法については研究所のほうから補足があると思いますが、現状でも、例えばリサー

チアシスタントを使ったりということも含めていろいろとやっているところだと思います。

２点目については、御指摘のとおりでございまして、若干このように平板に書きますと、

国際的に高い評価と国民目線でというと、何か離れたような感じがあるということだと思

います。一方で、国際的にきちんとした政策研究機関として評価されるとともに、国の機

関である以上、国民に評価されることをどうやって追求していくかということをミッショ

ンとして持っているということで記述したところでございます。

そのためのやり方として、古城先生おっしゃったように、政策にどれだけ反映されてい

るかという点もございます。それから、ややもすると行政庁内部、あるいはアカデミアの

世界だけというところのみならず、産業界に対してどう評価してもらうか。それからマス

メディアも含めて、ＲＩＥＴＩはかなりしっかりやっているんだよということをもっと理

解してもらうかということも含めて努力していきたいという形で、前半も含めて記述させ

ていただいたところでございます。
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○小野分科会長 ありがとうございます。

それでは、ポスドクの件については藤田先生からコメントいただけますか。

○藤田所長 第１点の研究員でありますが、我々もＲＩＥＴＩの限られた予算で、研究

所としてバランスがとれた実質的な研究所ということを常に悩んでいるところですが、現

在、若い人の潜在的な人材は多いわけですから、それを発掘して、いろいろな形で常勤と

して来てもらうこともふやそうとしております。常勤でなくてもいろいろな形でＲＩＥＴ

Ｉに研究者として関係してもらうことを今進めているところであります。また、それにふ

さわしいような若手の人がＲＩＥＴＩに行けば勉強になると、最先端のことがわかるとい

う形の公式の研究会でなくても勉強会という形をある程度、こういうエスタブリッシュし

た研究者を中心にして、いろいろな形で勉強会みたいなものもどんどんやっていきたいと

思っております。

それから、１つは外国で学位を取った人も含めて、常勤の研究者を常にいい人を発掘し

てＲＩＥＴＩに関係してもらう。できれば常勤、そうでなければいろいろな形で研究に参

加してもらうということをもっと積極的に進めたいと思っております。

それから、評価のほうですが、国際的になるにはどうするか。これは比較的はっきりし

ている方向でありますが、これも一層やるつもりでおります。今までも推し進めてきてお

りますが、国際的に本当にいい研究者の方々に、いろいろな研究プロジェクトに参加して

もらっております。ただ、その人たちが日本に来て研究してもらって、一般の方々に認知

してもらえるというわけには必ずしも全員いかないわけで、そこにも工夫が必要かと思っ

ております。

もう 1 つは国民的目線ですが、私は前はアジ研にいましたが、アジ研はスターがいまし

て、テレビに出てきて、うちのワイフなんかも、「ああ、あの人が出ていらっしゃったわよ」

ということで、「アジ研」というのが出ます。アジ研が何をやっているか全然わからないの

ですが、アジ研のスター、例えばイラクに何かありましたら出ますよね。これはアジ研の

いいところだと思います。ＲＩＥＴＩはなかなか難しくて、紛争ごとにその地域の人のス

ターを出すわけにはいかないですけれども、何か工夫していろいろな方に、テレビの討論

にも出てもらうことも考えなければいけないの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す。

及川さん、いかがですか。

○及川理事長 フェロー、若手については全く古城先生がおっしゃったとおりで、実は
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それをここのところずっと研究というか、どうすればいいかということを考えている最中

でございます。日銀の金融研究所が 1 つのいい例を前例としてつくってくださっておりま

すので、あれが 1 つの参考になるかなと考えているところでございます。

それから、フェローのカテゴリーの位置づけというのが、ちょっと済みません認識がよ

くわからなかったのですが、どういう先生のイメージなのでしょうか。

○古城委員 例えばコンサルティング・フェローの話がこの中に出てきましたけれども、

コンサルティング・フェローの方は省庁から来られて、それでそこで研究してまた戻って

いかれて政策にインパクトを与える、そういう位置づけなわけですね。それで、そこのと

ころが余りうまくいっていないような評価が出ていたと思います。そうしますとコンサル

ティング・フェローの方と、それから常勤のフェローの方はよく研究所の中で会ったりデ

ィスカッションする機会は多分おありだと思いますが、今度非常勤で来られるファカルテ

ィフェローの方がどのように役割分担というか、例えば政策のインパクトといったときに、

もっとコンサルティング・フェローの方に省庁間との間の役割を担ってもらうようなこと

を考えてもらうとか、何かそういうようなことがあると、単にどこから来た人かというの

でカテゴリー分けしているだけではなくて、もう少し役割があるといいのではないかとい

うのが私の印象なんです。

○及川理事長 わかりました。おっしゃるとおりで、本省のほうでつくっていただいて

いる先ほど松永課長の御説明にもあったように、おっしゃった点をかなりの部分御指摘し

ていただいているのだろうと思います。率直に申し上げましてコンサルティング・フェロ

ーはたくさんおられますので、名前だけになっている方も結構おられます。それに対して

非常に熱心にいろいろなものに参加されている方もおられます。ですからケースバイケー

スですが、その方に一種明示的な形で何らかの、オブリゲーションではなくてもいいので

すが、おっしゃるように何らかの役割を期待する、そしてそれに応じておこたえいただけ

るというのが理想だと思います。その方向で努力したいというのが今回の御指示になると

思いますので、そうしたいと思います。

問題は、皆さん忙しいんですよね。こちらは命令権限がないところで、若干そこが難し

いという感じがします。ですから、プロジェクトにその仕事と関係のある課にやっていた

だきたい。そうすればおのずと多少の関心は持っていただけるだろう。どうしてもなけれ

ば、先生おっしゃったようにコンサルティング・フェローで、関心を持っている人に担っ

てもらいたいという形で整理がつかないかというのが今のところ考えている状況でござい
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ます。

○小野分科会長 ありがとうございました。

私のほうから３つぐらい考えてほしいと思うのですが、１つは業界と経済産業省との研

究会みたいなものがいろいろなレベルで行われていると思うのです。その研究会とＲＩＥ

ＴＩとの関係みたいなものをうまくつかまえると、要するに業界との研究会というのは、

一番政策ニーズに近いところで議論をしてもらっているはずです。それぞれの業界はどう

したらいいですかみたいなところから産業政策に転換していく。このような研究会みたい

なものとＲＩＥＴＩとの関係をうまくつくってもらうと、政策ニーズに見合うテーマがよ

り身近に発掘できるというか、それをテーマに取り上げたほうがいいのではないかと思う

し、逆にＲＩＥＴＩのメンバーが研究会の中に入ってもらうこともいいのではないか。そ

ういうのを 1 つ考えてもらったらということです。

それから、経済産業省との関係は、最後は人事権で、偉くなる人は必ずＲＩＥＴＩを通

っていくという仕組みになっていれば、おのずから皆さん関心を持たざるを得ない。局次

長は必ずＲＩＥＴＩを１年経験させるとか、そういう人事政策みたいなものを取り込んだ

ほうが、むしろ本当に経済産業省の政策というのが、これからはより高度なある程度期間

たって温めてそれを実行していくみたいな、そういうことが世界との競争力を高めていく

上ではかなり高いレベルのことを求められるわけだし、過去のいきさつや経緯も全部整理

し直してやっていく必要があるように思うので、そういう意味ではもう少し人事の配置の

妙みたいな、これはなかなか表に書けるような話ではないかもしれませんけれども、その

辺を少し議論してもらったらいいのかなということです。

もう１点は財務基盤の話ですが、ずっと 15 億とか 17 億ということでやってきているの

ですが、これがよりもう少し政府の御都合からすると削減方向に行くはずですが、ＲＩＥ

ＴＩそのものとしては国際研究機関として成り立っていこうとするならば、もっと経費が

必要になってくる。片一方は締めよう、片一方は拡大しようということだと思うので、そ

の財源の持ち方についてもうひと工夫、民間資金を導入する、寄附してもらうとか、何と

か冠講座をつけるとか、大学ではよくやりますよね。そういうようなつながりを一部取っ

てくるということを言うと、今度は政府のほうが、じゃあそれは絞るよということになる

のかもしれませんが、そのバランスが大切だと思いますが、もう少し自由な財源をつかん

でくる方法を次の中期ではコメントしてもらうとうれしいなと思います。今の件について

のお答えは要りません。私が一方的にそういう感想を持っているということだけで結構で
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す。

そんなことで中期のテーマは、またこれから年末にかけて、いろいろな段階でいろいろ

な方々の御意見を聞いていただいて、いい中期計画をつくれるといいと思うのですが、関

係部局の皆さん方にはひとつよろしくお願いして、第１議題はここで終了ということにし

たいと思います。ありがとうございました。

それでは、11 時になりましたのでもう１つのほうの議題に入りたいと思います。昨年の

業績の評価というテーマに参りたいと思います。

それでは、松永さんのほうから御説明をお願いできますか。

○松永課長 それでは、資料２の横長の紙で御説明させていただきます。

それぞれ４つのテーマ、業務運営の効率化、サービスの質の向上①、②、財務内容とい

うことで区切って御説明させていただき、御意見、御質問等を拝聴する形にさせていただ

きたいと思います。

御説明の前に、評価する際の留意点ということで、まず御留意いただきたい点は評価の

標準がＡＡ、Ａ、ＢのＢでございまして、目標値を達成した場合には評価はＢということ

になります。その上でＡ評価をつける場合には、加点要素についてぜひ、こういうポイン

トであるということについて御示唆、御指摘いただけると幸いでございます。その点を留

意点として申し上げました上で、まず業務運営の効率化という点から御説明させていただ

きたいと思います。

資料の「総合評価」という形で書いているところからめくっていただきまして、４ペー

ジ以降でございます。今回の資料の構成で去年とは違っている点を御説明させていただき

ますと、主な実績のところは前回の６月の会議で御紹介させていただきましたが、それに

今回は評価ポイントと主なコメントを記載させていただいております。評価ポイントは、

評価について委員の皆様方からいただいた意見をもとにしながら記載させていただいてい

るところでございます。必ずしも評価に直接かかわりなくてもコメントとしていただいた

点については、主なコメントという形で記述させていただきました。評価ポイントのとこ

ろは、必ずしもいただいた意見そのままではなくて、前にいただいていた意見などを織り

込ませていただいた部分もありますので、そこら辺についても評価のポイントについても

御示唆いただければと思います。

それでは、御説明を始めたいと思います。１つ目が業務運営の効率化でございます。５

ページで「総論」と書いてございます。総論のところをごらんいただきますと、マネジメ
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ントに関する事項がいろいろと書いてございまして、管理職部門職員の割合とか、研究マ

ネジメントの効率化とか、人材育成の取り組みの状況というところでございます。

評価のポイントとして御指摘いただいた点では、マネジメントに関する事項において効

率的・効果的な研究マネジメントが実施されており評価できるという御意見。それから、

研究マネジメントの効率化のため、相互に関連性の高いプロジェクト同士でクロスオーバ

ー研究会の実施をしており、業務刷新に直結するものとして評価できるという御意見。そ

れから、外部研究者との共同研究を実施することは適切なマネジメントを追求していると

いう御意見。それから、常勤研究職員に対する政策研究大学院大学での聴講等による知識

の習得の推奨等の点について評価をいただいているところでございます。

２つ目の業務・システムの最適化のところは７ページにございますが、四半期ごとの予

算の執行状況の確認及び予算の見直しにより最適化に努めたことや、ＳＡＣＳＥＳについ

ての評価をいただいております。それから、ＪＩＰデータベースの自動化システムの最適

化に取り組んだことについても評価をいただいているところでございます。

コメントとして、予算の執行状況の定期的な確認、研究プロジェクトの進捗管理を共有

するシステムをつくり、より円滑な研究体制を整えている。セキュリティの問題等を解決

する必要があるが、その点についての作業も進めている等々のコメントをいただいており

ます。

それから、８ページ目に内部統制についての評価として、理事長と職員との意見交換の

場を設けていることについて評価をいただいている点。それから、制度ルールの設定、職

員に関する研修、内部監査、職員の意識改革を行っている点についての評価をいただいて

おります。

９ページ目は、官民競争入札の関係でございます。評価ポイントとしては、官民競争入

札手続の実施により経費を節約したことは評価ができるという点を評価いただいておりま

す。

次に、入札・契約に関する事項で 10 ページ目でございます。評価のポイントは 11 ペー

ジ目にございまして、隋契比率ですが、金額ベースで前年度比較では４％減、件数ベース

では 3.6％減の減少傾向については評価できるという御指摘がございました。それから、

平成 21 年度に設置した契約監視委員会についての御評価をいただいております。それか

ら、随意契約の見直しについての評価として、11 ページの中ほどで①、②、③の御指摘、

御評価がございます。
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次に、これも最初のところが随分ページ数が多うございますが、18 ページに役職員の給

与等に関する事項のポイントでございます。評価のポイントとしては、事務・技術職員及

び研究員ともに、ラスパイレス指数が下がっているのは評価できるという点。それから、

研究員のラスパイレス指数は高めではありますが、高学歴の人材を勘案すれば、妥当性に

問題はないという点。それから、人件費総額は削減されており、経費節減を進めていると

評価できるという点、等が御指摘いただいた点を勘案した評価のポイントでございます。

参考までに２．業務運営の効率化のところで、４ページ目に今申し上げたような内容の

再掲をまとめとしてさせていただいております。過去の評定結果については、４ページの

上に 16 年度から 20 年度の実績について記述させていただいております。

以上で御説明とさせていただきます。

○小野分科会長 ありがとうございます。

まず業務運営の効率化というテーマで御説明いただきました。御質問、御意見、コメン

トがございましたら、あるいは経済産業研究所のほうから補足の御説明がありましたら、

自由に御発言してください。

特段の御質問もありませんが、よろしいですか。

ありがとうございます。業務運営の効率化について御説明をいただいたということで、

あとどうするかということはその後でよろしいわけですね。

それでは、次のサービスの質の向上の御説明をお願いします。

○松永課長 お手元の資料２の 23 ページをごらんいただきたいと思います。サービス

の質の向上で、調査及び研究業務についてでございます。調査及び研究業務のところです

が、実績については 27 ページまで記述しておりまして、評価のポイントについては 26 ペ

ージをごらんください。

まず、数値目標は調査及び研究業務に係る各種項目について、21 年度の目標を達成して

おり、質的にも高い評価であるという点。特に内部レビューを経て公表された研究論文数

及び国際シンポジウム、学界等で発表された論文数は過去最高であり、高く評価できると

いう点。それから、海外の研究機関等のネットワークを深化させた点、それからシンポジ

ウムやセミナー、ワークショップの開催頻度を高める等の取り組みによって、研究成果が

国際的なレベルまで上がってきたことを評価できる。それから、労働市場改革についての

提言等々は、白書においても多数引用されており、これは評価できるのではないかという

点。
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それから、研究成果について、経済産業省関係課室によるプロジェクト単位の評価は、

政策ニーズとの合致について高い評価を得たが、政策形成に与えるインパクトに関しては、

Ｂ評価となっている分野があり改善することが望ましい。また、基盤政策研究領域代表者

による評価では、政策当局のニーズの反映とともに、企画立案への貢献のいずれにおいて

もおおむね高い評価を得ているということを書かせていただいております。

以上が評価のポイントで、調査及び研究業務ということで記載させていただいたところ

でございまして、23 ページに今申し上げたようなことを評価のポイントという形で記載さ

せていただいております。

○小野分科会長 ３のサービスの質の向上①の部分の御説明をいただきました。何か御

質問、御意見ありますか。あるいは研究所のほうから補足されるようなことはありますか。

よろしいですか。

それでは、もう１つ続けて３のサービスの質の向上②のところに移ります。

○松永課長 28 ページからがサービスの質の向上②でございます。28 ページには評価

のポイントのサマリを載せていただいて、32 ページに評価のポイントを記載しております。

評価のポイントとしては、出版刊行数、シンポジウム・ＢＢＬ開催数、ホームページの

ヒット総数、研究論文のダウンロード平均総数等のアウトプット指標は、目標値を上回っ

ており、評価できるという点。ホームページのヒット数が過去最高記録を更新しており、

特に、英語サイトのヒット件数が大幅に伸びておりまして、ＲＩＥＴＩの認知度が英語圏

で普及してきたことであり評価できるという点。それから、ノンテクニカルサマリの作成、

英文論文に対する日本語の政策含意サマリと論文概要の作成など、わかりやすく伝える努

力を重ねており評価できるという点。それから、国際的な課題について、海外の研究機関

との連携を進めており、特に中国発展研究センターとの共同研究は、海外への発信の観点

から意義があるという点が評価のポイントとして記載しております。

○小野分科会長 ありがとうございます。

ここのところも御質問、御意見ありませんか。よろしいですか。

それでは、最後の財務内容の御説明をお願いします。

○松永課長 38 ページから財務内容でございます。評価のポイントは 38 ページの下の

部分からでございまして、運営費交付金債務の内訳を見ると、通産政策史関係については

５年間業務の最終年度に当たる 22 年度において予算執行が本格化することで一定の理由

があり、また研究プロジェクトの関係については予算の長期的な厳しさを考慮したもので
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ありパフォーマンスを犠牲したものは含まれていないことに留意が必要であるという点。

主なコメントとしては、独法見直しの議論により、新規の大型プロジェクトが抑制ぎみ

であったのは残念である。今後、中期計画をしっかりつくり、国家に必要な政策研究を長

期的に考えていくことが必要という御指摘。債務が発生した一部の研究プロジェクトにつ

いては、研究を立ち上げる際により適切な予算利用計画を作成することが望ましいという

御指摘が、予算管理についてございました。

それから、収入に関する事項は 39 ページ以降でございまして、40 ページに評価のポイ

ントと主なコメントを記載しております。自己収入、競争的資金等の獲得の双方において、

年度計画の当初目標を達成しており、評価できる。

主なコメントとしては、ネットワークにより大型プロジェクトが組みやすくなるため、

今後は他の研究機関との受託・委託の可能性を拡大する努力をしてほしい。競争的資金を

獲得することが優先ではないものの、今期も相応の努力があったという指摘がございまし

た。

それから、40 ページが保有資産の有効活用というところで、評価のポイントは一番下の

ところにございます。資金管理については、研究所として適切なレベルであり評価できる

という記述をしております。

それから、41 ページが欠損金、剰余金の適正化というところで、評価のポイントとして

は、欠損金は発生しておらず、剰余金についても外部資金の獲得及び研究業務費の削減に

よることから特段の問題がない。

主なコメントとしまして、今年度は少なからぬ余剰金が発生したが、この経験を前向き

にとらえ、次の大型プロジェクトに活用してほしいという御指摘がございました。

以上をまとめたのが、38 ページの財務内容の評価のポイントにまとめております。 以

上で御説明とさせていただきます。

○小野分科会長 ありがとうございました。

ここは御質問ありますか。よろしいですか。

それでは、御説明についての質問、コメントはありませんということです。

それでは、これから先議論をしていくことになりますので、恒例によりまして、研究所

の方々、ありがとうございました。

〔経済産業研究所関係者退室〕

○小野分科会長 それでは、研究所の方々に御退室いただきましたので、評価の議論に
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移っていきたいと思います。

最初に、業務の効率化の評価ですが、事前に先生方からコメントいただいたペーパーが

あります。小笠原先生と古城先生はＢ評価というふうにいただいております。私だけＡに

しているのですが、民間ベースで言うと人件費削減というのは、こういうペースでできる

と物すごい評価なんですよ。我が社でも去年相当賃金カットみたいなことをやったのです

が、こんなパーセントまでは行っていませんから、大したものだなと思ってＡ評価にして

あります。

業務の効率化という意味では、目標には到達しているということは言えると思いますの

で、特に御意見がなければ、全体としては去年と同じように「Ｂ」ということで。その表

現をどうするかということについては、多少時期的なものとか、あるいは政権交代みたい

なこともあったりしたのかもしれないけれども、効率化は少しは進んでいっているという

コメントをつけて、それも範囲の内かということで、ＢならＢということでいいのかなと

思いますが、小笠原先生、御意見を賜りたいと思います。

○小笠原委員 この評価の話も、Ｂの範囲というのが何か途中から非常に広がったとい

うか、よっぽどでないとなかなかＡにならないということで。私も人件費の削減とかすご

くあるなと理解したのですが、ただ、本当の削減というのが、ある種流動化しているがゆ

えにたまたま仕事がないと削減しているように見えて、ちょっと受注でバーンと駆け込み

でやられるとそれがふえてしまうというところが、なかなか中立的に評価がしにくいなと

いうのがあって、おおむね中期計画の中での単年度の実績は達成しているのではないかと

いう意味で、Ｂをつけさせていただいております。

○小野分科会長 結構です。

古城先生から、業務の効率化全般について、システム、内部統制、入札・契約みたいな

ことについても何かコメントがありましたら。

○古城委員 小笠原さんがおっしゃったようにＢからＡにというのは、これでも随分効

率化が進んでいるように数値上見えますので。ただ、何か著しくないとＡになかなか理由

づけができなくて。ただ、著しい理由というと、何かすごく研究所自体縮小するのではな

いかという懸念もあります。随意契約とか入札とかあの辺のことがいろいろと関心を集め

るところなので、一応そこのところでもう少し努力をということでＢかなと。随意契約も

これ以上競争入札にしていくことがどれぐらい可能なのか、ちょっと私もこれにすごくコ

ストを払うよりも、別のことに人員を手当てしたほうがいいような気もするんです。
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○小野分科会長 これは私提案したいのですが、別室の管理が隋契になっていないから

比率が上がっていかない、下がっていかない、動かないことになっているのですが、別室

にこだわらなくてもいいのではないか。だから、それも随意契約で競争入札したらという

のが私の意見なのです。次の中期のときには、どこにその研究所をつくっていくかという

ことを別途考えたほうがいいと。僕なんかは発展主義者だから、自前のビルをつくってね。

どこに場所をつくるかわからないと。むしろそういうところに経済産業省の人が来ないと

仕事にならないぞというぐらいの力を研究所としては持ちたいなと。

そういう意味では、今は経済産業省の近くにあって来やすいから、別室をというふうに

なっているのを、ちょっと逆に考えたらいいのではないか。これからうんと国際化して、

僕なんかブルックリンズ目指して頑張ってよと言っているんだけれども、そういう仕組み

をつくるためには独立したビルが将来は、国際戦略研究所みたいなことになるとすると、

日本代表の研究所だと言ったらそうなっていくのではないか。そういう意味ではここのテ

ーマについては、一遍入札もいいと。どういうところが候補として挙がってきて、どうい

うふうに仮にその入札を受けて安いほうに行ったら、何が変化してくるのかというのを考

えたほうがいいのではないかと思います。

そういう意味で、これから次の独法の管理体制が、大きいところが全部一元的に管理し

ようと。各省庁の評価委員会ではなくて。というと項目としては抽象的な、あるいはウエ

ートとしては大きくないけれども、随契というのはちょうど格好いいテーマだから、そこ

を突っ込んでいくという仕分けの手法ではあるなと。だから、それはきちっとクリアした

ほうが経済産業研究所としてはいいのかなと思ったりします。それは経済産業省の御意見

もあろうかと思いますけれども。

将来、あと５年後、10 年後もっとこの組織が評価されて大きくなって、いろいろな人た

ちとの交流も深まっていくということだと、そちらの方向に持って行ってもらおうとする

と、ここには余りこだわらないほうが、分室にはこだわらないほうがいいのではないかと

思います。そういう意味で、業務運営の効率化について先生方からもコメントをたくさん

いただいておりますので、総合的には親委員会に出す評価としては、一応「Ｂ」というこ

とで親委員会に出していただいたらどうでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、次のサービスの質の向上というテーマですが、これは小笠原先生、古城先生

からＡという評価をいただいて、僕はＡＡというふうにしております。もうＡＡがつける
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チャンスがないかもしれないと思うので、超過達成というのでＡＡをつけました。ＲＩＥ

ＴＩの方々の自信が相当ついてきたなと思いますので、総合的には両先生の言われるよう

に「Ａ」ということで、昨年と同じように提出しておきたいと思いますが、小笠原先生か

らコメントがありましたらどうぞ。

○小笠原委員 これは私も本当は気持ち的には、質も量もそうなのですが、ＡＡではな

いかと思ったのです。前回の会議でもその辺がどっちかなというところで、例のＭＥＴＩ

の評価ですね、結局は政策当局といっても４名とか３名の方の評価で、そこの部分が要す

るにさんざん論文を見た結果の評価としてＢというのではなくて、ちょっと知らなかった

と、忙しくてとてもじゃないけど見られなかったからＢだというように見えたので、じゃ

あそこはオミットするとＡにもなるかなと思ったのですが、やはり文書でああいう形で残

っていて、なおかつ、そこまで強いＲＩＥＴＩ側での見解というところが形としては残っ

ていらっしゃらない中で、もう１つのＡはつけられなかったということであって。いや、

実質的な成果としては何か累積的に上がっているのではないかと思います。これは本当に

私も一市民としても、すごくＲＩＥＴＩのパブリシティーというのはいろいろなところか

ら聞きますので、そういう意味では限りなくＡＡに近いＡだろうと思います。

○小野分科会長 古城先生、何かコメントありますか。

○古城委員 私もそう思いますので、コメントのときにわざわざ書いたのですが、ちょ

っとコメントを訂正していただきたいのです。私が間違えていたのですが、「政策へのイン

パクトがＢ評価であったという点」と書いてあるのですが、「政策へのインパクトでＢ評価

があった」と。一部にあったということですね。ですので、多分それもあるのに何でかと

言われると困るので、あったという点を考慮しても、ＡＡなのがＡにはなるだろうと、そ

ういう意味合いです。

○小野分科会長 結論としてはサービスの質の向上の①のところは、全体としてはＡと

いうことで、実績的には高い評価、目標超過達成しているけれども、もっと期待が大きい

ということで、次に楽しみを残すことということで、「Ａ」ということでいいのかなと思い

ます。数値の目標をもともとつくって、それを達成しろと言われて、過去の実績から次の

中期をつくるときには、少し避けた目標をつくったみたいなことをコメントする先生もお

られましたので、ＡＡをつけると親委員会でまた議論になりそうだから、Ａということで、

Ａ+ぐらいの評価で持っていきたいと思います。

それでは、その次のサービスの質の向上の②ですが、これも両先生からはＡをいただい
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て、私もＡとしています。これはコメントございますか。

○小笠原委員 私はこのコメントで外部レビューアーからのアウトカム評価というか、

ここの部分が少し上がらなかったというか、微増にとどまっていたというのが非常に気に

なっていまして、今度の第３期の中でも広報力みたいなお話がありましたが、そこを強化

されていけば、こういう実績というのはかなりのものがありますから、連動してくるので

はないかというところを期待しています。

○小野分科会長 古城先生、コメントありますか。

○古城委員 同じようなことで、特にありません。

○小野分科会長 それでは、サービスの質の向上の②についても「Ａ」ということで、

親委員会のほうに提出したいと思います。

それから、最後の財務内容ですけれども、両先生からはＢということでいただいており

ますが、私のほうは財務内容について大幅な黒字になっているということで、こんな黒字

は今までなかったわけですから、Ａ評価だという意見をつけております。中身はいい部分

というか、いろいろな手当をカットしていこうというやり方をした部分と、伸ばした部分

とがありますから、これも両先生の御意見のように、最終的には「Ｂ」で評価するという

ことでいいのかなと思います。表現としては、Ｂ+ぐらいの感じで申し上げたいと思いま

す。

どうぞ。

○小笠原委員 先ほどお話がありましたが、外部資金の獲得というか、言ってみれば自

立性を持つ意味でもそういう資金を意欲的に取っていく、これは本当に大事ではないかと

思うのです。会長がおっしゃられた人の問題と資金の問題というのは、当然人の関心とい

うのは集まっているところに求心されていきますので、何かそこは少し３期に向かって受

けられるような。

○小野分科会長 本当はその寄附を受けられるにしたいわけですね。ですから、独立行

政法人で寄附を受けるというわけには、もちろん節税という意味では通用しないので、そ

れをどういう形にすると民間資金が入りやすくなるのかということを、次の中期のときに

は項目は立てて外部資金を導入していく努力をするとか、何かそういう項目を立てて少し

皆さんで議論してもらって、できれば制度設計ができるといいと思うのです。

僕も同友会の中では、大学と企業との関係も同じようなことなのです。冠講座をやりま

しょうとか、それから大学側は就職問題について、ちょっと前倒しすぎるではないかと言
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われるわけです。企業のほうは、２年間は使い物にならないんですよねと。入ってきたら

社員教育し直しするわけです。だから、２年間大学にお預けしますから、大学で社員教育

並みの求める人材を育ててください。そうすると大学の制度を６年にして、そういうとこ

ろまで含めて即戦力を大学側で全部つくってあげますと、そういう契約を企業と大学が結

んだらいいのではないか。

それは一般の制度にすると、ややこしい制度改革が必要なのだけれども、そのかわりお

たくの大学からうちは何名、事務、技術、専門に分けてこれだけちょうだい。そのうちの

半分は必ず達成してよとか、そういう契約を結ぶようにしていったほうがいいのではない

かと思ったりして、もう少し資金の流れを相互に分担するやり方があるのではないかと思

って、僕は今同友会の教育問題委員会でその話をしているんです。

そういうお互いに組織間の融通をつけ合うことが、資金の効率を上げることにもなるし、

人の効率も。企業は兼務を禁止するわけです。あちこち兼務してはいけない。兼務したっ

ていいんじゃないかと。朝はこっちの会社、昼はこっちの会社でもいいのではないか。夜

間に大学へ行ってもいいわけだし。失業したら、みんな大学に２年間勉強に行ってこいと。

大学もあれだけの数は要らないわけですから、短大まで入れると1000あるわけでしょう。

基礎自治体に１個ぐらいあって、しかもその大学がみんな面倒を見てあげます。どの学問

が必要なのか、どのレベルが必要なのかということもやってあげますということをできる

ようなことになると思います。

今は大学進学率が 50％でしょう。ＯＥＣＤ平均は 70％です。北欧３国は 100％ですか

ら。100％でもいいのではないか、何で 50％で歯止めするのか。技術を身につける期間が

必要ですと言うけど、それも大学で身につけるようにしたらいいじゃないかと。お医者さ

んというのは知識と臨床と両方を身につけるわけです。産業人だって知識と腕と両方必要

なんだ。何でお医者さんは両方求めて、その他の人は頭だけでいいとか、足だけでいいと

かと言うのだろう。そんな仕組みではないはずだと思ったりしています。これは余談です、

全く関係のない話です。

そういう意味で、外部資金をうまく産業界やいろいろなところから取り込んでこれるよ

うなことを、次の中期では考えていただくとうれしいなと思います。

○古城委員 その場合恐らく問題になるのは、産業界のひもつきとかそういうイメージ

がつくというのは、ＲＩＥＴＩの政府のシンクタンクとしては、すごく問題が起こる可能

性もあるところだと思うのです。そこはすごく難しいと思うのですが、工夫で乗り越える



- 27 -

にはどうしたらいいかというと、プロジェクトをＲＩＥＴＩのほうが出して、これに賛同

する企業がひもつきではないお金を。だから、自分のところにもメリットになると思われ

るようなものを出していこうという気にさせるようなプロジェクトで、先にお金だけ集め

ようとしても多分無理だと思うのです。そうすると自分のところのメリットになるような

ことをやってくれるなら、出してもいいよということになると思うのです。だから、そこ

のところが出せるようなプロジェクトというか、それでほかの企業からも出しているよう

な形で集めていくしか方法がないのかなと思います。

○小野分科会長 企業と大学の間ではそれをやっていますよね、冠講座とか先生を派遣

したり、相互に交流するじゃないですか。だから、ＲＩＥＴＩの場合には１社というわけ

にいきにくいんですよ。向こうも同じような研究をやるわけですから、それとの受託研究

をこっちから逆に委託を出してもいいわけですけど、行ったり来たりするということで、

それぞれの専門性を高めていくような研究所のあり方というのがいいのかなと思うのです。

各企業も大手の企業さんは、みんな自分のところで研究所を持っておられますね。それと

どうドッキングできるかということは、テーマとしては勉強したほうがいいように思いま

す。みんなうまくいくとは限らないですけれども。ちょっと余談に入りまして、申しわけ

ありませんでした。

きょう議論していただく評価は、以上でよろしいですか。

○松永課長 総合評価としては。

○小野分科会長 それは計算していただくということで、Ａ、Ａ、Ｂだから「Ａ」にな

るわけですね。去年と同じになると思います。姿は去年と同じなのですけれども、去年よ

りは明らかによくなっている部分がありますから、思いとしてはプラスサイドの、小丸が

ついたりプラスがついたりするようなイメージで評価していただいたらいいのではないか

と思います。

各独法の評価が、去年は３つＢがあったんですか。だから、全部Ａというわけに恐らく

いかないという別のロジックが働いて、どこが問題だということを親委員会では議論にな

ると思いますが、負けないで頑張りましょう。

○松永課長 それでは、今後のスケジュールを御紹介させていただきますと、29 日に親

委員会で、業務実績の評価について議論させていただくということで、小野会長によろし

くお願いいたします。それから中期目標について、こちらのほうの親委員会は８月 25 日

でございますので、若干修正すべき点については御報告させていただきながら修正すると
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ころは修正させていただいて、親委員会に報告させていただきたいと思います。９月以降、

総務省の独法評価分科会のほうで議論が始まりますので、また年末に向けて、それから計

画の策定に向けて、いろいろとお知恵を拝借しなければならない点があると思いますので、

その際はよろしくお願いいたします。

○小野分科会長 それでは、予定されていた議題はこれで終了ということでよろしゅう

ございますか。何かコメントありますか。

○松永課長 それでは、お手元の資料の関係でございますが、29 日に業務実績の評価を

親委員会で報告させていただきますが、御異存がなければ、最終案の紙としては、これか

ら小野会長に御一任いただくという形でよろしければお願いいたします。

○小野分科会長 多少手を入れられますか。

○松永課長 もしかしたらちょっと入れるかもしれません。

○小野分科会長 それでは、お時間が参りましたので、きょうは本当にお忙しいところ

暑い中、ありがとうございました。

――了――


