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○小野分科会長 それでは、定刻前ですけれども、皆さんおそろいになりましたので、

第34回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。

きょうは、年末押し迫って、国会も終わったのですけれども、それぞれ業務のまとめに

入る時期でお忙しい中、お運びいただきましてありがとうございます。

きょうの議題は、議事次第に書いてありますように「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・業務全般の見直しについて」ということでご審議を賜り

たいと思っております。

資料が少し盛りだくさんございますので、事務局から資料のご説明をお願いして、審議

に入りたいと思います。よろしくお願いします。

○柏原企画調査官 経済社会政策室の柏原でございます。本日はよろしくお願いいたし

ます。

それでは、まず、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元の議事次第の下に配付資料の一覧がございますけれども、資料１、資料２が３つ

に分かれておりまして、資料２－１、２－２、２－３、資料３、加えて参考資料が１枚ご

ざいます。過不足等ございませんでしょうか。

それでは、本日は、まず初めに、総務省の政策評価・独立行政評価委員会から通知をさ

れました「独立行政法人経済産業研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向

性」につきまして、まずご報告をさせていただきたいと思います。

続きまして、この勧告の方向性を経済産業研究所の見直し当初案にどのように反映させ

たかにつきましてもご説明させていただきまして、委員の皆様にその内容をご審議いただ

くこととしております。

その後、最後に事務局から、最近の独立行政法人改革関係の動きにつきましてご報告を

させていただく予定でございます。

なお、本日の議事録、議事要旨、資料につきましては「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となっておりますので、ご承知おきくださいます
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ようお願い申し上げます。

事務局からは以上でございます。

○小野分科会長 それでは、今、資料のご説明をした順番で議事に入ってまいりたいと

思います。

最初に、資料１「勧告の方向性」について、事務局からご説明をいただきたいと思いま

す。

○柏原企画調査官 それでは、資料１「勧告の方向性」となっております資料に沿って

ご説明をしたいと思います。

まず、そもそもこの「勧告の方向性」とは何かということでございますけれども、独立

行政法人の中期目標期間が終了します際に、各主務大臣が組織と業務全般の見直しを行う

ことが法律上定められております。その主務大臣が見直しを検討するに当たりまして、総

務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が各法人の主な事務・事業の改廃につきまして

「勧告の方向性」という形でその指摘事項をとりまとめ、主務大臣に通知をするという仕

組みになってございまして、今ご説明申し上げました資料１の「勧告の方向性」といいま

すのは、前月11月26日に私ども経済産業大臣に通知をされたものでございます。

法律上は、総務省の評価委員会というのは「主務大臣に勧告をすることができる」とい

う規定になっておりますけれども、この「勧告の方向性」といいますのは、その勧告に先

立つ方向性をまず示すということでございまして、いわばこの方向性に則ってきちんと対

処すれば勧告はいただかないで済むという構造になっております。

それで、まず、何を指摘されたかということで、資料１に沿って簡単にご説明したいと

思います。

冒頭５行ぐらいのところが前書きになっておりますけれども、３行目あたりに「真に担

うべき研究目標を明確化」するということ、「業務運営の効率性、自律性、質の向上を図

る」ための見直しを行うのだということが趣旨として記述されております。

まず、第１の「事業の見直し」ということで、冒頭掲げられておりますのが「調査研究

業務の一層の重点化」ということでございます。

最初の３つのパラグラフあたりは総務省さんの現状認識が書かれておりますけれども、

指摘事項としましては一番下の４つ目の段落のところでございます。「次期中期目標にお

いては」ということで、３つほど指摘がなされております。１つ目がミッションを明確に

定めること、２つ目がミッションを実現する上で達成すべき目標の水準を客観的かつ定量
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的に定めること、３つ目が次の経済産業政策に資する政策研究にリソースをより重点的に

投入する、この３点が指摘をされているところでございます。

もともと経済産業省の政策間口といいますか、範囲が広うございますので、それに呼応

して経済産業研究所の研究範囲も広くなると理解しておりますけれども、今回の総務省の

指摘といいますのは、そうだとしても、その経済産業政策とのリンケージがやや分かりに

くい研究もあるのではないかと。したがって、もっと重点化すべきではないかという指摘

でございます。

次が、２ページ目の上でございますけれども、「研究プロジェクト等の進行管理の徹底

等」ということです。その研究プロジェクトの進捗のおくれ等々の原因によりまして、毎

年度、運営費交付金債務残高が発生していると。要するに、予算の使い残しがあるという

ことでございます。このために、事務及び事業規模について抜本的見直しを行って、それ

を運営費交付金の算定ルールに適正かつ確実に反映する。運営費交付金の算定ルールと申

しますのは、独法ごとに財務省と協議の上に決まっている計算式で「フォーミュラ」とい

うものがございますけれども、そういうルールにきちんと反映していくことによって予算

規模を適正な水準まで縮小するということでございます。

また、最後のパラグラフですが、研究プロジェクトの進捗のおくれなどが発生しないよ

うに、スケジュール管理を徹底する。それによって、継続の可否を含めて実施規模の縮減、

計画の見直し等を行うということが２つ目の大きな指摘事項となっております。

それから、３つ目のところ、「自己収入の拡大」でございます。国以外の財源を自主的

に確保していくために、科研費など競争的外部資金の獲得の推進を中心としまして、自己

収入の拡大について一層の努力をするということが指摘されております。ただ、その際に、

どんなものでもがむしゃらに取得すればよいということではなくて、きちんと経済産業研

究所のミッションに合致しているかどうかを審査した上でそういうものを拡大していく努

力をせよということでございます。

それから、「自己収入の拡大」の最後のパラグラフですけれども、これは全独法共通で

指摘されている事項でございますが、受益者負担の適正化、寄附金等による自己収入の確

保に努めるということがうたわれておるところでございます。

以上が事務や事業の中身についての指摘でございまして、「第２ 組織面の見直し」と

いうことで指摘をされておりますのが、現在も大同生命ビルの20階にございます分室につ

いての指摘でございまして、研究業務の重点化と経費効率化の観点から廃止を含めた抜本
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見直しを行い、継続する際にはさらに規模等の縮減を図るものとするという指摘事項をも

らっています。

以上の第１と第２が経済産業研究所に個別に指摘された事項でございまして、２ページ

の一番下の「第３ 業務全般に関する見直し」以下は基本的に全独法共通で指摘されてい

る事項でございます。

３ページ目の１ポツでございますけれども、「効率化目標の設定」ということで、一般

管理費・事業費の効率化目標につきましては、これまでと同等以上の努力を行うという観

点から、具体的な目標を設定するようにとなっております。特に一般管理費につきまして

は、自己評価を厳格に行った上で適切な見直しを行うということが指摘されております。

それから、今も行っておりますけれども、官民競争入札等の積極的な導入を推進し、業務

の質の維持・向上、経費の削減に努めるということが書かれております。

それから、２番目の「給与水準の適正化等」というところで２つございまして、１つが

国家公務員の給与水準との関係で、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証し

た上で、目標水準・目標期限を設定し、その適正化に計画的に取り組むとともに、その状

況を公表する。それから、総人件費につきまして、現行中期目標期間では５年間で５％以

上という目標がございますけれども、次期中期目標におきましても政府全体の取り組みを

踏まえて厳しく見直すということが書かれてございます。

３つ目が「契約の点検・見直し」ということでございまして、これは昨年11月の閣議決

定がございますけれども、それに基づきまして引き続き契約の適正化を推進し、業務運営

の効率化を図るということが指摘されております。

それから、４番目に「内部統制の充実・強化」ということで、これは総務省の研究会で

ことし３月に公表された報告書がございますけれども、そこで指摘されていること、それ

から昨年度の事業に関します業務実績について、これから総務省から評価結果等の意見が

通知されてまいりますので、そこでの事項を参考にしながら見直すこととなっております。

最後に「その他」ですけれども、複数の候補からの選択を要する事業の実施に当たって

は、第三者委員会を設置するなど適切な方法によりきちんと評価を行って、重点化・透明

性の確保に努めるということが指摘されているところでございます。

以上が資料１で総務省の評価委員会から指摘されている事項の全体像でございます。そ

れを夏の時点で委員の先生方に一度ご審議いただきました「見直しの方向性」にどのよう

に反映したかのご説明を続いてお話しさせていただきたいのですが、みやすさの関係で、
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資料２－３の対比表に沿ってご説明させていただきたいと思います。横長の対比表という

資料でございます。

左側が、夏時点の見直し案を黒字で書いてございます。それに対しましてどう修正した

かというのが、赤字で左側に見え消しで反映しております。右側が「勧告の方向性」とい

うことで、今般総務省から指摘された事項を記述していまして、どう対応しているかとい

うことです。

まず、冒頭、変わったところだけご説明してまいりたいと思いますが、２ページ目の上、

これは指摘事項とは特段関係ないのですが、データのアップデート等、その正確を期した

ということでございます。

それから、３ページ目の真ん中あたりでございますけれども、これは総務省の指摘でい

いますと「ミッションを明確に定める」という指摘をちょうだいしているところでありま

して、もともと経済産業研究所のミッションというのは法律に書いてあるわけでございま

す。目的が何であって業務の範囲はこうでということが法律上明確化されていますので、

それを引用しながら、特に第三期において重点化しろという指摘でございますので、「経

済産業政策の重点的視点に沿った調査・研究を行うことを主たるミッションとする」とい

う形でここは記載させていただいております。その重点的視点は何なのかというのはまた

後ほど出てまいりますので、そこでご説明したいと思います。

それから、次が５ページ目でございますけれども、上のパラグラフの中身は特に変わっ

てございません。表現ぶりを精査して、適宜修正させていただいております。

それから、一番下の「(3)業務効率化及び独立行政法人改革の推進」というところです

けれども、右側にございますとおり、総務省の「業務全般に関する見直し」の指摘を踏ま

えた記述に修正しております。基本的には全独法共通で指摘されている部分でございます

ので、字数の関係上、多少はしょったりしている部分はございますけれども、基本的には

指摘事項をそのまま転記させていただいている形になっております。

ただ、５ページ目の最後の行から始まるパラグラフで、「役職員給与の在り方について

は」という給与水準の記述がございます。これはラスパイレス指数の話を指摘されている

わけでございますけれども、経済産業研究所の場合には今100を下回っているということ

で、対象にはなりません。しかしながら、総務省からは、もし将来上がることがあればと

いう意味合いで全独法共通で書いているのだということでございますので、「必要に応じ

て」という言葉を追加しておるところでございます。
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それから、契約のところで、閣議決定に基づく取り組みを着実に実施するということ、

官民競争入札の話、内部統制のところ、これは全部基本的に右側のところを切り張りして

張りつけている形になっております。

最後の１行、分室のところでございます。これも、要するに重点化と経費効率化の観点

から分室の見直しをするようにということでございますので、ここの行も「効率化及び独

立行政法人改革の推進」というところに追加しております。「分室について、必要面積の

抜本見直しを行い、適正な規模に縮減する」ということで記述をしております。これは、

実際には４月からの中期目標に合わせて新しい体制としますために、必要な期間を逆算し

て９月に公募を実施しているところでございます。必要面積を精査しまして、現在の６割

ほどの面積に縮小する方向で今調整していると承知しております。また、分室について、

そのように公募し、面積を縮小することに伴いまして、このページの上の「契約について

は」というところで指摘されております随意契約も、随意契約比率が大幅に下がってくる

ことが見込まれております。

次に、６ページの下で「第二期では」というところで始まるパラグラフの修正は、指摘

事項には対応しておりませんけれども、現状についての認識をより正確を期した形で修正

しているということでございます。

６ページの最後、「第三期においては」というところで始まるパラグラフ以下は、右側

で申しますと７ページのところで、「次の経済産業政策に資する政策研究にリソースをよ

り重点的に投入して取り組むものとする」という重点化のところに対応した記述となって

おります。少々長いのですけれども、経済産業政策に資する研究に重点化してリソースを

投入することが必要であるということを６ページの下にまず書きまして、ただ、どうやっ

て重点化するかなのですが、経済産業研究所に私ども経産省として期待することというの

は、私ども役所の知見を超えた政策研究を行っていただいて、役人が思いつかないような

課題の発見であったり、あるいはその解決方法の提言を行っていただくことを期待してい

るわけでございますので、いわゆる委託調査などとは違いまして、経産省であらかじめ１

個１個のテーマを指定するやり方は重点化のための答えとしては適切ではないのだろうと

考えておるところでございます。

では、その個別テーマを指定することができないのであれば、領域を設定する形で重点

化ができるかどうかになりますけれども、経済産業政策に関連する分野はすごく広いわけ

でございますので、特定の研究領域を設定する考え方や手法をとりますと、やはり第二期
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の場合と同様に相当大くくりの領域とせざるを得ないのだろうと。そうしますと、勧告の

方向性において指摘されている「調査研究業務の一層の重点化」にはおこたえできないの

ではないかというジレンマがございまして、このため、「第三期の中期目標においては」

というところで７ページに書かせていただいていますけれども、第三期におきましては、

領域とか個別テーマを指定するということではなくて、今後５年程度を見越した経済産業

政策の重点的な視点を提示すると。どういう考え方でどういう方向性、どちらを向いた研

究をしていただくのかを提示させていただいて、研究所が定める中期計画で研究分野をそ

れに沿った形で設定していっていただく。それから、個別のプロジェクトを立ち上げる際

にも、この重点的な視点に合致しているかどうかという観点から経済産業政策への貢献の

適切性を審査していただく。こういうことにさせていただければと思っております。

また、現行の中期目標期間におきましては、経済産業省が第二期の冒頭に指定しました

領域にリソースの約５割を割くことを求めておりまして、逆にいえば残り５割はそうでは

ない研究をしてもよいということになっていたわけでございますけれども、今回重点化を

きちんとすべしという指摘も踏まえまして、第三期におきましては「重点的な視点」に沿

った研究にリソースの太宗、約８割程度を割いていただくことにしたいと思っております。

一方で、５年間という中期を見通しましたときには、なかなか現時点で特定できないい

ろいろな変化も想定されますので、それはとにかく経済産業政策への貢献を十分に念頭に

置くことを前提として、適時適切に必要な研究をやっていただけるということにしたいと

思っております。

では、その「重点的な視点」というのは何なのだということを８ページ目で記述してお

ります。夏の時点でご審議いただきました見直し当初案では、考え方や盛り込むべき要素

ですとか、抽象的なことを書いておったわけでございますけれども、もう年末になってま

いりまして、そろそろ具体化して決めていくべき時期だろうということで、夏に書いてお

りましたところは今回基本的に全部削除いたしまして、今回新しく３つの視点を盛り込ま

せていただいております。

経済産業政策を今後５年間見通したときの重点的な視点というのは何なのだろうかと申

しましたときに、やはり軸になりますのが、ことし６月に閣議決定されました「新成長戦

略」というものがございまして、これが2020年までの10年間を基本的に視野に入れて、日

本の成長のために何をすべきかが書かれているものでございます。これをＲＩＥＴＩの今

後５年間の研究におきましても、ここで示されているような視点をベースにしていただけ
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ればということで、「重点的な視点」１～３とございます。

１つ目が「世界の成長を取り込む視点」ということで、新成長戦略にもうたわれており

ますけれども、アジアや新興国の成長をむしろ日本の成長に取り込んで一緒に成長してい

くのだということ、日本の国を拓くということが今盛んに議論されていますけれども、そ

ういったことがここでのテーマになってくるのだろうと考えております。

それから、２つ目が「新たな成長分野を切り拓く視点」ということで、新成長戦略で申

せば、環境エネルギー等のグリーン、あるいは「ライフ」といわれています医療・介護サ

ービス等々あるかと思いますけれども、今後５年10年を見通したときに、日本の新たな成

長分野を切り拓くために何をすべきかというものが２つ目の視点です。

それから、３つ目としまして、１番目と２番目を支えるようなプラットフォームという

ことで、「社会の変化に対応し、持続的成長を支える経済社会制度を創る視点」。

この３つを第三期中期目標期間における重点的な視点として、その方向性に合致した研

究にリソースの太宗を割いていただきたいということで記述しております。

それから、しばらく修正はございませんで、10ページ目でございますけれども、「(7)研

究に対する外部評価」の下、３つ目のパラグラフで外部専門家委員会のことが書かれてお

ります。これは夏からの記述は特に変えてございませんけれども、右側にございます「第

三者委員会を設置するなど適切な方法により評価を行う」という総務省評価委員会の指摘

に対応している部分でございますので、ここに記述をしております。

それから、11ページ一番下の赤字ですけれども、11ページ下から12ページ最初にかけま

して、これは直接どの指摘に対応したということではございませんけれども、次の経済産

業政策に資する研究をしろという指摘でございますので、政策当局との連携強化に関して

私どもが期待しているところを少し修正する形で記述しております。

それから、12ページの４番目、「評価方法」ですけれども、「達成すべき水準について見

直しを行い、客観的かつ定量的な評価に努める」ということで、これも総務省の評価委員

会の指摘をそのまま引用する形で加えさせていただいています。

それから、13ページでございます。ここが、「事務及び事業の規模について抜本的見直

しを行い、適切な予算規模に縮小を図る」というところが指摘に対応した部分でございま

す。それから、プロジェクトの進行管理、スケジュール管理を徹底するというところでご

ざいまして、総務省評価委員会の今回のＲＩＥＴＩに対する指摘事項の中ではここが最大

の関心事だということで、特に強く指摘を受けたところでございます。ここは指摘されて
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いることをそのまま転記するということではなくて、どうするつもりかということを具体

的に書くようにとのことでございましたので、少し具体的なことを幾つか書かせていただ

いております。

13ページ上の赤字、「具体的には」というところですけれども、まず、研究計画をきち

んと策定すること。それから、その研究計画から大きくずれたとき、それが正当な理由も

なくずれていった場合には、そのプロジェクトの改廃を求めることがあることをきちんと

ルール化していただく。それから、ＲＩＥＴＩの場合は研究会方式で研究が進められてい

きますので、その研究会が開催される都度、進捗状況を事務局できちんと点検していくこ

と。それから、研究者ご自身による中間報告を年１回は確実にやっていただくこと。その

ようなことを含めまして、常にスケジュールを意識した業務運営により、プロジェクトの

大幅なおくれに未然に対応するということを書かせていただいております。

それから、13ページの２つ目、「財源」ですけれども、これは後ほど出てきます記述に

対応しまして、柱書きの整理を(3)(4)と少し修正させていただいています。

それから、14ページにございます「競争的資金」ですけれども、これも右側の「自己収

入の拡大」という指摘に対応して記述を修正しております。夏の時点での親委員会では、

競争的資金の獲得もよいのだけれども、一方でそれを追求するあまりに経済産業研究所の

ミッションから外れた研究を行うようなことがあってはいけないのだという指摘もいただ

いていたわけでございますけれども、それに呼応する形で総務省評価委員会からも、研究

員のエフォートはきちんと確認をした上で、獲得しようとする資金の性格がミッションと

合っているのかどうかを審査するということでございますので、そういうことをした上で

獲得できる資金は積極的に獲得していくということを書いてございます。

それから、最後のところでございますけれども、その他の資金による自己収入をふやせ

ということに対応しまして、著作権に係る仕組みの見直し、出版物の拡大等によって自己

収入の確保に努めるということを記載させていただいております。

以上でございます。

○小野分科会長 ありがとうございました。懇切丁寧にご説明をいただいておりますが、

今の資料に基づいて議論していただいても、前の資料１で全般的にご議論していただいて

もよいと思うのですが、委員の皆様からの活発なご意見をいただきたいと思います。

総務省からの指摘事項には一応みんな答えが出ているようなことになっていますので、

最初の指摘事項である重点化というテーマからご議論していただければなと思います。
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もともと現中期と次期中期の仕事量としての大きな差は、経済産業省の歴史について、

政策史の編纂を今回はこなすということになっておりますけれども、次回、それはもう終

わっているので、事業規模としてはそこが一番大きな違いになっているのではないかと思

いますが、そこはどういうふうに理解をしておけば。

○柏原企画調査官 そこは、前中期目標で指定しました研究の領域が４つあるのですけ

れども、その４つ目の領域が「通商産業政策史の編纂」となっているわけでございます。

第三期においては、成長を軸にした３つの視点で研究を行うことになりますので、「通商

産業政策史の編纂」は実施しないということで整理をしたいと思っております。

○小野分科会長 ある意味では、それにかかわっていた費用はありますよね。２億円ぐ

らいありましたか。逆にいうと、その分が使えるとも考えられるわけですね。

○柏原企画調査官 そうです。第二期におきましては、それが１つの研究領域として立

っていたということでございます。

○小野分科会長 それから、もろもろ指摘していただいている指標の中で、分室の問題

を先ほど、競争的な入札をして分室を縮小することができるといいますか、４月からそう

なるとすると、総務省からいわれている契約の問題、随契の比率がうんと下がってくると

いう問題と、そういう意味では費用も少し縮小するような効率化ということも、自動的に

カウントされるようになりますよね。そうすると、効率化という意味では、大きなところ

ではその２つ、分室と政策史はなくなるということ──なくなるというか、縮小するとい

うことで相当な見直しが行われて、逆にいうと、もともと経済産業省でやりたいという、

重点化が５割から８割というのがよいのかどうかという議論が１つあるかもしれません。

また、実施すべき研究テーマが成長を軸にした３つの視点から漏れていないか、これはぜ

ひ古城先生と小笠原先生からご指摘いただいて、この３つでよいのかをご議論いただいた

らよいのではないかと。

例えば僕なんかは、世界標準にもっと合わせていく制度の見直しを、税にしてもそうで

すけれども、国内基準でいろいろ設置されているやつをもう少し国際基準に合わせていく

とことが成長戦略には必要なのではないかと。社会の変化をどう読むか。５年先を読める

経営者なんかは一人もいないのだけれども、こうしたいという思いは皆さんもっておられ

るわけです。ですから、政府は10年後にこういう成長戦略をしたいと。そのために本当な

ら、税体系をこうして、財政赤字をこうして、社会保障をこうしてということがまず打ち

出されてテーマが決まってくると思うのですけれども、そういうものが打ち出されない中
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でテーマを決めていくわけですから、うんと広く考えればいくらでもテーマは出てくる。

それを全部経済産業省の重点化テーマだといえば、いえてしまうようにも思うのです。た

だ、表現上「５割」と書くのか「８割」と書くのかはえらい違いなので、そこはぜひご議

論いただいて。特に藤田先生からも、そういうことでよいのかどうかというコメントを賜

りたいと思うのですけれども。そんなところが論点ではないかと思います。

それから、13ページに書いてある「予算の未達」ということについて、ちゃんとそのテ

ーマを精査して未達がないようにしろと書かれるわけですけれども、本当は今年度ここま

でやろうといっていることの先に、もっとこういうことをしたいという予算のつかないテ

ーマを準備しておくと。余ったらそちらをずっと起動していけば、未達なんて起こらない

のではないかとも思いますので、研究テーマの起こし方と配分の仕方を、年度一本でやる

のではなくて四半期で修正するかとか半期で見直すとか、外部の人の意見も聞いて、テー

マの最後にぶら下がっているところを、当初予算ではゼロという金額で入れるのだけれど

も、お金が余ったらそちらを起こしていくというものの考え方を導入していってもらえれ

ば未達ということはあり得ない。合理化すれば、した分だけテーマを繰り上げて実行して

いけばよいと思うのですが、これも監事の皆様からのご意見を賜れればと思います。総括

に少しコメントをさせていただいたので、順次ご議論をいただければなと思います。

最初に、総務省からご審議いただいている一層の重点化、ミッションの明確化、リソー

スの重点投入からまずご議論いただければと思います。

小笠原先生、どうぞ。

○小笠原委員 では、私から口火を切らせていただきますけれども、事前に資料１と資

料２を拝見させていただきまして、やはり最初の数年間はこういう形で評価させていただ

いていて、読んでいてひっかかるなと思うのがありまして、これが資料１で先ほど柏原さ

んからご説明いただいた、３つの指摘があったという、１ページ目の前段にある「しかし

ながら」というところです。「現在進められている研究テーマの中には、必ずしも経済産

業政策の立案に貢献するとは言い難い研究課題や、民間も含め他方人等においても実施可

能な研究課題等が散見される」という指摘がバーンとされているのですけれども、私がず

っとみていた中ですと、そんなにいわれてしまうほど実効性が薄かったもの、あるいはほ

かで代替ができていて何もここでやる必要がないのではないかという指摘のものは、実際

にどういうものが該当していたのかなと。むしろ、そういったところを真摯に客観視した

上で今後どのように転換していったらよいかを、今の時期だからこそやったほうがよいな
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というのか１つあります。

あと、もう１つ、ここの３つ指摘のうちの２番目にある「中期目標期間中に達成すべき

水準を客観的かつ定量的に定め」という、ここの部分は非常に過去の中でアウトプットの

指標であったもので、これはかなりやってきているわけなのです。ですから、さらに何を

どのようにしたらよいのかなというところがまず１つ。

あと、もう１つあるのは、これとの絡みでいうと、独立行政法人における内部統制とい

う意見書の中に、普通の民間上場企業の内部統制の目的と異なるものとしてこういう社会

的使命を果たしているかどうかというところに大きな目標があって、それが達成し得ない

リスクとして幾つかありますよという中に、もともとこういう計画を立てる時期に、少し

こういう定量的な指標を弱含みに設定するリスクや、あるいはそれが非常にあいまいにな

っているリスクとか、そういう点はやはりリスクとして認識して最小化するように独法内

で内部統制を強化すべきだみたいな話がありますので、もしかすると既に定量化している

指標や定性的なこと、アウトカムの部分も含めて、満足度もやっていますから。よいのだ

けれども、例えば資料２－２の冒頭にあるように何件何件という指標の最初の設定が既に

少し甘いのではないかとか、そういうものがあればどんどん直していったほうがよいのか

なと。改善しなければいけないのかなという感じがします。

それと、もう１つだけ申し上げさせていただきたいのは、先ほど分科会長からありまし

た重点化の話なのですけれども、私も同感でして、むしろ重点化というのは、そもそも最

初に出した弾が100あるとして、100の枠で100設定したら重点化という心証は多分得られ

ないと思う。やはり200も300もあるテーマの中で、その中でも今この独法で必要とされて

いるものはこのミッションだといって100に絞りましたという過程があれば、重点化して

いるなというプロセスがわかると思います。仮に100のものがクリアされたときに、予算

の枠も期間の枠もリソースもまだ残っているということであれば、非重点化というか、第

２の優先順位であるテーマをやっていけばよいということです。初めにカチッと決めてし

まって、それで走ってもし終わってしまったときにそれ以外ができないということになる

と、かえってたがが生まれてしまいますので、やはり幅広に。そういう意味では私は、こ

ういうとあれですけれども、今までどおりというか、取り組まなければいけない政策の範

囲というのは広いですから、投資の話もあるし雇用の話もあるし国際的貿易の話もあるし、

今までもそういういろいろな多岐にわたったテーマがあったわけですから、それは今まで

同様に頭出しをした上で、200～300あるうちの100とかいう形をやっていくべきではない
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かなと。多分、経年変化するはずなのです。

○小野分科会長 そうですよね。経年見直しと。仕組みとしてそのように構えていただ

いたほうがよいのではないかと思いますね。経済情勢等がかわったら、またテーマが変わ

ったりするということでしょうから。

○小笠原委員 そうすると、ガラッと変わるわけですからね。

○小野分科会長 だから、倍のテーマをもっていないと変化に対応できないわけだから、

８割は少し難しいのではないかと。せめて５割で、柔軟に対応できるようにというのが独

法のあり方なのではないかともいえるわけだから、テーマとしてはなるべく広くもってい

たほうがよいようには思います。

では、古城先生。今のお話以外のことでも結構です。

○古城委員 私も、この重点化は恐らく今度一番やらなければいけないことで、そのこ

とについて質問なのですが、要するに、従来５割・５割だったものが第三期で８割・２割

にするということで重点化というのがすごくみやすい指標になっているということなので

すけれども、先ほど小笠原さんもおっしゃっていましたように、評価委員会が出したもの

が今までのＲＩＥＴＩの研究についてどのような観点をもっているのかが私にも不明なの

です。つまり、今までは研究テーマがすごく多過ぎるのでもう少し精査してそこに集中的

にやれといっているのか、それともたくさんある中で率を高めろといっているのか、そこ

がわからないので、何をもって重点化といっているのでしょうか。確かに数がすごく多い

とマネージしていくのは、たくさんスタッフがいるわけではないので一々チェックしてい

くのは非常に大変だと思うので、もしそういうことから管理の指標をもう少しきちんとし

ろといわれているのだったら、ある程度数を減らして、でもテーマは幅広く設定しておく

ということでもよいのか。要するに、どのような研究が、例えば「必ずしも経済産業省の

政策立案に貢献するとは言い難い研究課題」といわれてしまっているのかがちょっとわか

らないのです。私としては、もちろん第三期の特色を８割にしましたといってもよいと思

うのです。そこをかなり幅広くとっておいて、どこもそこの視点につなげるというように

したらそのようにもなると思うのですが、余り重点化に縛られるようですと、ここの持ち

味が出ないのではないかと思います。

いろいろな官庁が出す資金がありますけれども、あれも研究者や科学者などに伺ってみ

ると、領域を指定されて、要するに今わかっているような課題の重点化で投入するので、

どこも同じようなものばかりになってしまって、結局、次のものがなかなか生まれてこな
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くて、本当に今わかっているような範囲だけしか重点的に投資されなくなってしまっては

まずいのではないかという話もよく聞くのです。そのあたりは、ここのＲＩＥＴＩとして

どう考えるかというのをもう少し明確にして、単にパーセンテージとかいうのではなくて、

より研究が活性化するような形で設定するのがよいのではないかと思います。

もう１つ、総務省の指摘で、民間も含め、他法人等においても実施可能な研究課題がみ

られるということですけれども、ここの研究所がいろいろいわれてしまうのは、多分ほか

でやっていることはやるなということになると思うのです。しかし、同じような研究テー

マでも視点やアプローチが違えば当然研究の手法等も違ってくるわけで、例えば少子化問

題をやるといっても、ほかのところでやるのとここがやるのとはまた視点が違うと思うの

です。そういうものもだめといわれてしまうのか、そのあたりのことはお伺いしたいと。

そこが一番気になったところなのですけれども。

○柏原企画調査官 まず、古城先生のそもそものご質問で、どういうものがここで想定

されているのかということなのですけれども、夏以来、事務的にはいろいろなキャッチボ

ールを総務省評価委員会とさせていただいてきております中で、個別の研究プロジェクト

について、これはどう産業政策に役に立っているのか、どう関係するのかという指摘を幾

つか受けたものがあります。それらは研究の中身、論文を読んでの評価というよりも研究

のタイトルをみて経産省とは余り関係ないのではないかということをいわれている印象が

ございました。その上で、今回「領域」ではなくて「視点」にさせていただけないかと申

しましたのも、古城先生が同じ領域に関する研究であっても視点によって随分違ってくる

よねとおっしゃった、まさにそこに着目をしたところでございます。もし、美容産業のあ

り方自体を研究するとか、お魚のことを研究するとかであれば、それは余り経済産業政策

に貢献する要素がないのは確かなのだろうと思いますけれども、それがあくまで、例えば

美容産業を例にとってサービス業の生産性の向上に関して研究・提言をするのだというこ

とであったり、あるいは水産資源であったとしても、それは１つの例であって、むしろ今

いろいろな環境エネルギー制約がある中で日本がそれを乗り越えてどう成長していくべき

かということを議論しているわけで、そういうことのアナロジックとしてもし研究をする

のであれば、それは私どもとしても大いに参考になるということですので。領域というこ

とになりますと、では農業はいけないのかとか雇用はいけないのかとか、それは他省庁の

領域だとか何だとかいう話で表面的になりがちなのですけれども、どの分野かということ

ではなくて、やはり成長につなげていくのだというところの視点をはっきりさせて重点化
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を図っていきたいと考えております。

済みません、先ほども３つの視点はそもそも新成長戦略ということを私が説明の中で強

調し過ぎたのかもしれないのですけれども、ことしの６月に閣議決定されました新成長戦

略に書かれている項目についてしか８割研究をしてはいけないということではなくて、そ

こでいわれているまさに「視点」なのです。世界の成長を取り込むとか、日本が今後何で

食べていくのかとか、そういう視点に沿って研究をしていただきたいということでありま

して、必ずしも今ある成長戦略の実現だけを対象にしてくださいということではございま

せんで、そこは私のご説明が悪かったのかもしれませんので訂正させ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した。

藤田先生からコメントありますか。

○藤田所長 今、私たちが一番考えなければいけないところは、７ページ真ん中の「第

三期において、この重点的な視点に沿った研究所のリソースの太宗（８割程度）」という

ことですけれども、１つは重点的な視点というのを３つ挙げていただいておるわけですが、

これはこれでいろいろな政府の視点、日本や世界の環境を考えますと、広い意味で成長が

基礎になるということで、これを政府で合意していただいているし、我々はそれをこの視

点でやれということで、私はこれには異存はないわけです。ただ、これを具体的にどうす

るかというのが今我々の課題でありまして、中長期の日本経済を考えれば、やはり何らか

の形で中長期的な成長というものが欠かせないわけです。具体的な問題を考えるとき、あ

らゆるほとんどの問題はこれに関連するといえないことはないわけです。ですから、そう

いう意味で私はこれが必ずしも我々の研究の具体的なテーマを絞るものとは考えてはおり

ません。ただ、とにかくこれは経済産業政策に直接あるいは中長期的に役に立つことをや

ってほしいという強い要望はありますし、ここは経済産業省に支えられたこの研究所です

から、もうそれはそれで当然のことだと思います。だから私は、今までの活動をみて、例

えば逆にある程度今までやった研究が──編纂は別ですけれども、いろいろやっていた研

究をこの新たな視点を加えてやって、雇用の問題、少子高齢の問題、いろいろな問題をこ

ういう視点でもう一度考え直して研究を深めて発展させていくというので、今までやった

ものが無関係だというのはほとんどないような気がいたします。ただ、やはり視点という

のは重要だと思います。私のほうがびっくりするぐらいで、成長に視点を置いたものを８

割やれと。これは私は非常に勇気づけられるという気がします。この３つの視点のもとで
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本当に国の中長期的に役に立つことをやりなさいといってもらえるので、私はそれほど制

約とは思っておりません。

ただ、言葉の問題ですけれども、これも必ずしも変える必要はないのですけれども、７

ページの「第三期においては、この重点的な視点に沿った研究に研究所のリソースの太

宗」、「８割程度を充てることとする」ということですが、これは文言をそのままとれば制

約というか、私は解釈としては「重点的な視点に沿った研究及びその研究を中長期的に支

える基礎的な調査・研究」とか、例えばJIPデータベースをつくるとか、こういうものは

直接はそのものではないですから。しかしながら、いろいろな多くのリソースが必要であ

り、そういう意味で、「沿った研究」はもっとよい文言を考えなければいけないですけれ

ども、「重点的な視点に沿った研究及びその研究を中長期に支える基礎的な調査・研究」

に、リソースの何割ということでは私は７割ぐらいにしておいてほしいとは思うのです。

といいますのは、私が若いときに学者の先生方にいろいろな意見を聞いてこれはやはり大

切だなと思ったことは、有名な学者がいっておられた言葉で、とにかく「基礎ほど長持ち

する」ということです。研究者として育つには、今問題となっている政策やいろいろなこ

とに全部のエネルギーを注ぐのではなくて、まず、基礎を本当に支えるような数学や物理

学や広い哲学を若いときに時間の３分の１ぐらい使いなさいと。それから、自分の研究に

直接関係ない、例えば経済学なら経済学の広い領域を、均衡理論とかマクロ経済学とかの

最先端に３分の１のエネルギーを使いなさいと。あと３分の１で自分の研究を一生懸命や

りなさいというサジェスチョンを私は受けたことがありまして、なるべくそれを守るよう

にしてきたわけです。それに「基礎ほど長持ちする」ということで、やはり政策にただす

ぐこたえるというのは、例えばどちらかといえば消費財の生産です。すぐ役立つことをや

る。だけど、それだけだったら蓄積ができないし、中長期に研究自体が成長しないわけで、

やはり研究の大きな部分というのは資本財をつくることだと思います。積み重ねの基礎を

つくって、その上に立って実際に役に立つ研究をやるということですから、そういう形で

ある程度の自由度を３割ぐらいは。これは本当に数字の問題ですけれども、「７割以上」

等にしていただければさらに自由度が増すという気がいたします。

○小野分科会長 今、実際にデータベース等に費やされている総費用がありますね。そ

れは人件費も含めると結構基礎部分としては大きいのではないかと僕はイメージしていた

のですけれども、それが「３割」といってしまって、３割でデータベースのところはおさ

まらないのではないかと。
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○藤田所長 データベースを入れると、もうこれは３割では全然なくなるわけです。私

はデータベースも含めて、「重点的な視点に沿った研究及びその研究を中長期に支える基

礎的な調査・研究」を７割以上として、あと自由度を３割ぐらいは。

○小野分科会長 余り比率を論じても意味がないので、ご趣旨に沿って重点化はいたし

ますということでよいのではないかと。今でも重点化しているのだし、ご指摘を受けたよ

うな研究は改めますということで。具体的に「何％」といわないと通りませんか。

○柏原企画調査官 総務省評価委員会との調整になりますけれども。済みません、もと

もと所長のおっしゃった研究を中長期に支える基礎的な調査・研究というのは言葉足らず

で読めていないのかもしれませんけれども、気持ち的にはご提示した見直し案で読んでい

たつもりですので、そこはもし委員の先生方のご賛同を得られれば修正したいと思います

し、そこの比率を書くか書かないかとか、７割にするか７割以上にするかというあたりも、

分科会長とご相談させていただきたいと思います。

○小野分科会長 それでは、次のテーマといいますか、監事のお二方から全般について

コメントがございましたら。

○菅沼監事 Ｐ１３ページの運営費交付金の「繰越の常態化」「未消化」ですが、交付

金は研究費として研究プロジェクトにかかる費用の支出によって収益化されます。最終的

には研究の成果に対して謝金が支払われるわけですが、研究プロジェクトの成果は、ＤＰ

の発表になるわけです。ですからＤＰを執筆・発表される先生方、研究員の方は、それが

年度内にでませんと謝金が払われませんので収益化できず繰越金になります。当研究所の

研究調査は研究領域の中で研究プロジェクトを設定、成果を出すことになっています。一

つのプロジェクトに何人かの研究員が参画、一人の研究員がいくつかのプロジェクトにか

かわる研究会方式をとっています。また、プロジェクトリーダーはじめ多くの研究員は非

常勤でメインの仕事を持っています。こういう体制なので、研究会開催などの遅れで年度

をまたがるケースが出てきます。当然、関連する費用は収益化できないので繰越金となり

ます。プロジェクトは1年程度で完了するものもありますが、年度で見ると途中から新た

なプロジェクトを立ち上げたものはほとんど翌年度に繰り越されます。それでも、第二期

中期の２年度目でしたか、プロジェクトの計画が多く、予算上はパンク状態になるという

ことで、費用の一部を減額したこともありましたし、また、新規プロジェクトでも中期目

標内で成果発表ができないプロジェクトは進行中のプロジェクトの中に取り組むなどで予

算の節約を図ったものもあります。未消化の金額が大きくなった原因のひとつです。未消
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化＝利益処分をどうみるか。

もう1つ、編纂費ですが、予算総額を年度均等配分で計上、後半に多額の支出が見込まれ

ることから繰越が常態化しました。この事業は三期にはなくなるようです。

○八田監事 専門的なことはよくわからないですけれども、「勧告の方向性」をみても、

私はわからないことが幾つかあるのです。

まず、当研究所がこれまで行ってきている研究成果あるいは研究課題が必ずしも経済産

業政策の立案に有効ではないとありますが、具体的にどこをどういうふうに指摘されてい

るのか、それは別に開示するわけではないにしても、示していただかないと、次なるステ

ップに向かうことができない。我々監事というのはモニタリングが中心ですので、その辺

も踏まえて教えていただくと今後我々も適宜指摘ができるのかもしれないという点が１点

あります。

それから、２点目は外部資金の話ですけれども、獲得するようにといっておきながらそ

れは注意しろと。これはどちらにすればよいのかよくわからない。特に、政策に合ったも

のというのならば、それはもう勝手にやってくださいという議論になりかねない。例えば、

科研費をとるにしても、それはまた拠出する側の趣旨があるわけですよね。いうならば、

採択する際の方法があるわけです。あるいは、もっと具体的に、民間の何か潤沢な機関と

提携して、こちらの研究に対して巨額なものをもらってよいのかどうか、そういう方向性

が働いてよいのか。それは利益相反の問題が起きるかもしれない。つまり、そのようなこ

とがよくわからないのです。２～３年かけて外部資金や科研費を中心にとってこられて、

大分よいということですね。ただ、全体の金額規模からいったら非常に小さいのですけれ

ども、それにかけている手間はすごく大きいのです。経理上の手間も。それをどのように

評価されているのかが私にはわからないということです。

それから、最後のところですけれども、この研究所の最大のリスクは何といっても一定

期間内に当初予定した研究がなされて、しかるべき対応がとられているというのが一番の

趣旨ですよね。ただ、問題は、私も大学人ですけれども、今は昔と違って大学もすごく忙

しいわけですよ。それで、名だたる先生方ですと、かなりダブル、トリプルに研究がバッ

ティングしている。したがって、ついつい最後の帳尻合わせということで年度末の３月に

ドドッと成果が出てくる。となると、支払い方も恐らく上半期はかなり抑え目でいってお

かないと、どのぐらい出るかわからないという対応を多分これまで３～４年間ぐらいされ

てきたために、結果的に終わらない部分に関しては残ってしまっている部分があるという
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ことでしょうが、これはもう研究所の宿命ではないのかなと思います。そうではなくて、

完全にドライに割り切っていくとなると研究所として運営は難しくなりますよね。ただ、

私は、今回の成長戦略にかなり具体的な重点的視点を示してオープンにされる方向性があ

るのならば、例えば研究も公募するとか。こういう研究でやってくれないかということを

踏まえれば、全国にいろいろな方がおられますから、一部そういった方向もあるのかなと。

私は執行のほうではありませんけれども、そんな感じもしております。独法に対する風向

きは非常に厳しいと思いますけれども、やはりこういった形でかなり指摘がありますので、

せっかくこの第二期から第三期への変わり目ですから、ドラスティックに議論をすべきも

のは議論をするし、開示すべき情報は開示して、より活性化してもらいたいと思います。

○小野分科会長 ありがとうございました。

理事長にはご発言いただいていないのですけれども、今出た議論にまとめてコメントな

り、思いなりをお伝え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。伺っていて一番思ったのは、皆さん大変ＲＩＥ

ＴＩのことを心配していただいて、大変温かいご指摘をいただいたということで、率直に

いって大変感謝をいたしております。

委員の皆さん方、小笠原先生と古城先生から、特に重点化等のお話をいただき、所長か

らお答えしたとおりでありまして、ある程度の重点化というか、具体的には経済産業政策

とのリンケージが今問われているのかなと。これは評価委員会がこれまでも、第二期後半

部分にかけて本省サイドの評価の中にそれなりの厳しいものがあった１つでもございます

ので、そういう点で我々はある程度反省をすべき点があり、それを第三期に向けて、ご指

摘いただいたものはより期待にこたえるものにしなければいけないと思っております。

ただ、ＲＩＥＴＩのよさは、かなり幅広いことに、これがどのような方向に行くのかわ

からないけれども、とにかくやってみようという方々の努力によって、いわゆるセレンデ

ィピティみたいな形で新しい発見あるいは分析がなされるところにかなり独法としての研

究所のよさが発揮されてきたことがございますので、発足時以来の１つの伝統であります

「自由な研究」という余地はぜひ維持していただければありがたいと思っております。

それから、お金が余ったという問題でございますが、これは役員として私の責任でござ

いまして、ある意味では大変申しわけない面もございます。菅沼監事からお話がございま

したように、３年ほど前に資金ショートの危機に直面いたしまして、謝金・旅費等いずれ

も大幅な２割カットを行った結果、その危機は乗り越えたわけでございますが、結果とし
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て次年度以降も２割カットが続く中で、支えるスタッフの人数はそれほど増やすことがで

きませんので、どうしてもプロジェクトに限界がございます。したがって、数千万円単位

の大きなプロジェクト、要するに新しいデータベースをつくるとかを毎年でもやらないと、

一度繰り返されていく歳出構造を大幅に変えることができないということでたまってしま

いましたし、ご案内のとおり、政策史が当初の予定より大分おくれております。そういう

点での支出も少なかった等がありまして、かなりの余剰を出してしまいました。その辺は

もう少し、せっかくいただいた貴重なお金ですので、何かに使えなかったかという反省は

ございますが、その辺は次期におきましては体制をどのように整えて、先ほど小野分科会

長がおっしゃったように、不断の見直しを行いながら、余裕が出そうだとなったときには、

普通ならできないけれどもこれはぜひやってみたいというプロジェクトにどうやって取り

組むかということをぜひやりたいと思います。

ただ、問題は、先生にお願いして論文を書いていただくのは比較的簡単なのですけれど

も、一定金額以上のプロジェクトに、例えばアンケート調査等をやるとなるとすべて入札

という形をとりまして、これにかかる手間は、現在私どもで実質１人しかおりません。今

は派遣の方をもう１人つけてやっていただいておりますけれども、やはり多くのとてつも

ないプロジェクトをやるとなると、それだけで数ヵ月かかりきりになってしまいます。執

行体制におけるネックをどうクリアしながら、いただいた予算を最も効率的にやっていく

かというのは、改めて第三期なりの検討課題かなと思っております。

いずれにいたしましても課題はたくさんありますし、社会室で柏原さん以下、皆さん大

変、率直にいって厳しいご指摘の中を何とかＲＩＥＴＩの研究の自由、独法としてのよさ

を生かしてくれる方向でいろいろご議論いただいていると思います。いただいております

総務省の「勧告の方向性」等も、皆様方のご意見にありますように、我々からいくと解釈

によってはかなり矛盾をした形になるところがどうしても出てきますので、来年の４月１

日、第三期がスタートするまでにもう少しクリアにしていかなければいけないかなと思う

ところでございます。

○小野分科会長 ありがとうございます。

一通りご発言をいただこうかと思っているのですけれども、星野さん、由良さんから何

かありませんか。

○由良総務ディレクター 基本的には、中でもいつも理事長や所長ともご相談させてい

ただきながら議論を進めております。今ご発言いただいたとおりだと思います。
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○小野分科会長 それでは、今一通りご発言をいただいているのですけれども、まだ言

い足らなかったことが多分たくさんあるのだと思いますが、理事長に総括のようなお話を

していただいたので、これのまとめ方といいますか、今見直し案をつくっていただいてい

るので、今の議論を踏まえて一部修正みたいなことをやらせていただきたいなとは思いま

す。それは親委員会との関係もありますので、とりあえずご一任をいただいて、その結果

はまた小笠原先生と古城先生にはご伝達させていただくということでおさめさせていただ

ければと思います。温かい議論を本当にありがとうございました。

それでは、続きまして、最近の独立行政法人の動きについて、事務局からご報告いただ

けますか。

○柏原企画調査官 そうしましたら、資料３「独立行政法人の事務・事業の見直しの基

本方針」に沿ってごく簡単にご説明したいと思います。

総務省の独立行政法人評価委員会における指摘事項とはトラックは別なものといたしま

して、行政刷新会議での独法改革の議論が動いております。資料３としてお配りしました

ものは、日付は同じなのですけれども、11月26日に行刷会議で決定・公表されたものの抜

粋でございます。

最初の８枚ほどは、総論としまして全独立行政法人の見直しにかかわる部分、その後、

別表といたしまして、全104独立行政法人の一つ一つについて講ずべき措置が指摘されて

おりまして、本日は目次と経済産業研究所分だけをお手元にお配りしているところでござ

います。

行刷会議における議論でございますけれども、冒頭１枚目にお戻りいただきまして、

「背景」となっておりますところの５つ目の段落、下から３行目のところに「まず①事務

・事業等の無駄を洗い出した上で、②制度・組織の見直し、とりわけガバナンスの在り方

について検討を進める」と書かれてございます。要するに、この２段階に分けて行政改革

の議論を進めていくということでございます。

２ページ目、２つ目の段落で「こうした考え方の下」となっておりますけれども、今回

11月26日に出されたものは、第一段階としての事務・事業の見直し、全資産の精査という

ものが今回出されたということでございます。

次のパラグラフですけれども、「改革の第二段階として～独立行政法人の制度・組織の

見直しの検討を今後進める」ということになってございますので、今回出されたものはま

さに事業の中身の精査なわけでございますけれども、年明け以降、今度は独立行政法人と
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いう制度や組織の議論が引き続き進められていくことになるわけでございます。

３ページ目以降には、総論として基本的な考え方というものが幾つか書かれております。

研究開発関係、金融関係、研修・試験関係等々書かれておりますけれども、実は余り経済

産業研究所には直接当てはまる記述は見当たらないということでございます。

それから、５ページ目からの「資産・運営の見直しについて」というところも全独法共

通でございまして、「１．不要資産の国庫返納」のところは当研究所は関係ないのですけ

れども、「２．事務所等の見直し」というところで分室の議論がございましたり、「３．取

引関係の見直し」、７ページの「４．人件費・管理運営の適正化」、８ページの「５．自己

収入の拡大」「６．事業の審査、評価」のあたりは、先ほど冒頭にご説明しました総務省

評価委員会の指摘とかなり共通があり、全独法に対する指摘の一環としてＲＩＥＴＩにも

当てはまっているということでございます。

経済産業研究所に指摘をされた個票というのが、最後に横長のシートでつけさせていた

だいておりますけれども、「事務・事業の見直し」といたしましては、講ずべき措置とし

まして「研究テーマの重点化による国費の縮減」「自己収入の拡大」「計画的な予算執行」

というものが指摘されております。それから、資産・運営等の見直しとしまして、「分室

の廃止又は徹底的な効率利用」「政策シンクタンク機能の強化」と、これは抽象的でよく

わからないのですが、右側の「具体的内容」をみますと「外部専門家からなる委員会を設

置し、研究の進行に応じ適切な関与を行う」ということでございますので、これも既に先

ほどの見直しの中にはすべて含ませていただいておりますけれども、こういう指摘をいた

だいているところでございますので、参考としてご紹介させていただきました。

○小野分科会長 ありがとうございます。先ほどの「重点化」という単語と、ここで書

いてあります「政策シンクタンク機能の強化」という単語をどう取り上げていくかという

ことなのだと思います。ですから、理解の仕方で、国としては政策シンクタンクみたいな

ところが足らない足らないということを、いろいろなテーマで、防衛性問題でも高いとい

われるわけですし、ＴＰＰをやろうといっても足らない足らないといわれるので、ＴＰＰ

をやろうと大臣もいっておられるわけですから、それに沿うようなテーマを全部ここで取

り上げて、農業問題でも当然取り上げていただいて、予算を使わせていただく。このよう

な研究テーマはだれもやれていないわけですから、ぜひ経済産業研究所でやってほしいと

思います。研究の基礎と応用というのは半分ずつぐらいやっておくのがよいようには思っ

ているのですが、藤田先生の「７割」というのは少しびっくりして、大丈夫かしらと思っ
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たりもしていますが、その辺の数字をどうするのかもご一任いただいて、うまい表現をみ

つけたいと思います。そういうことで対応させていただければなと思います。ありがとう

ございました。

それでは、最後に残っております「今後のスケジュールについて」というペーパーがご

ざいますので、これをよろしくお願いします。

○柏原企画調査官 最後に、参考資料という１枚紙に添ってご説明申し上げます。

本日ご議論いただきました内容を踏まえまして、分科会長ともご相談させていただき、

修正しましたものを13日の経済産業省の親委員会に諮らせていただきたいと思います。今

回、中期目標が終了するほかの３つの法人と一緒に、全部で４法人分を諮ることになりま

す。

それから、大変恐縮ではございますが、来年の年明けにもう一度、２月上旬あたりに日

程調整させていただきたいと思っておりますけれども、今回の「見直しの方向性」を踏ま

えまして、経済産業省として中期目標を策定し、また、それを受ける形で経済産業研究所

が中期計画を策定することになります。法律上、主務大臣が中期目標を定めるときとＲＩ

ＥＴＩ側が定める中期計画の認可をするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聞かな

ければいけないことになってございますので、来年２月上旬あたりにもう一度お集まりい

ただきまして、今度はきょうご議論いただきました内容を具体化しました中期目標と中期

計画につきましてご審議いただきたいと思っております。

その後、それはまた親委員会にかけさせていただいて、無事に来年度新しく発車するこ

とができましたなら、今度は６～７月にかけましてまた22年度の業績評価と、今回の場合

には第二期全体の評価が発生してまいりますので、その辺でまた先生方にご審議賜りたい

と思っております。

以上でございます。

○小野分科会長 ありがとうございました。

小笠原先生、古城先生、よろしゅうございますか。そういう形で取り扱いをさせていた

だきたいと思います。

本日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。

――了――


