
独立行政法人経済産業研究所　平成22年度業務実績評価シート

評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

Ⅰ．サービスの質① １．調査及び研 （１）「少子高齢化社 ア．当領域における研究成果
究業務 会における経済活 （プロジェクト毎概要／内部レ ○平成22年度は、8研究プロジェクトを実施した。

動の維持について ビューを得た論文の公表数）
の総合的な研究」 1. 少子高齢化と日本経済－経済成長・生産性・労働力・物価－（吉川洋FF／宇南山卓FF）

2. 新しいマクロ経済モデルの構築および経済危機における政策のあり方（小林慶一郎SF）
3. オープンイノベーションに関する実証研究（元橋一之FF）
4. 社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学（市村英彦FF／清水谷諭CF）
5. ワーク・ライフ・バランス施策の国際比較と日本企業における課題の検討（武石恵美子FF）
6. 持続可能な公的年金制度構築の為のマクロ経済・財政シミュレーション分析（中田大悟F）
7. 産業集積と労働市場（岡崎哲二FF）
8. 活力ある日本経済社会の構築のための基礎的研究：複雑系の観点から（西村和雄FF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学（市村英彦FF／清水谷諭CF）
世界的に例を見ない高齢化のスピードを経験する中で、高齢者の生活の質を落とすことなく、持続的な社会保障システムを構築するこ
とが不可欠である。このプロジェクトでは、これまでの医療・介護・年金ごとの分野別アプローチやマクロモデルを使ったシミュレーション
分析の限界を超え、高齢者の多様性を前提にしたミクロ的かつ包括的な市場指向型の「新しい」アプローチを実現する。既に実施した
パイロット調査や同様の他国での高齢者調査（HRS/ELSA/SHARE）の知的支援も十分に踏まえ、「世界標準」の中高年者パネル調査
を行う。健康状態、経済状況、家族関係、就業状況、社会参加といった多面的かつ国際的に比較可能なデータ収集を行い、豊富なミクロ
データを踏まえた“Evidence-based Policy Making”を日本の社会保障政策分野で確立するとともに、日本の経験を踏まえて諸外国の政
策立案にも貢献する。

・ワーク・ライフ・バランス施策の国際比較と日本企業における課題の検討（武石恵美子FF）
本研究は、わが国でワーク・ライフ・バランス（WLB）社会を実現するにあたっては企業の役割が重要であることに鑑み、企業がWLB施
策を導入・運用する上での課題を整理し、必要な方策を検討することを目的として実施してきた。日本の政策、あるいは企業や職場の
現状について、欧米の制度や施策を参照しながら分析を進めてきたが、特にイギリス、スウェーデン、オランダに関しては、企業等を対
象とするアンケート調査およびインタビュー調査を実施した。ここで得られた国際比較が可能なデータを用いながら、日本のWLBの現状
および課題を実証的に分析し、必要な提言に結びつけていく。

・当該領域における内部のレビューを経たディスカッションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーの公表数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件 ※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー

　　　　コンサルティングフェロー 件 件    3件を22年度実績合計件数に含む

　　　　その他 件 件 ※共著論文は執筆者数で案分

・当該領域の第二期の研究成果を総括した、「経済政策分析のフロンティア」（第1巻）『少子高齢化の下での経済活力』を出版

資料２

33.4
89.8
9.3

7
17
2

15

全　体
22年度目標

55件

64.5

うち研究領域 (1)
22年度実績

41件
22年度実績

200件
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

イ．METIによる当該領域全体 ＜評価方法＞ 当領域担当の基盤政策研究領域代表者3名(経済産業政策局：調査課長、産業構造課長、経済社会政策企画調査官)に
の評価（当領域担当の基盤政 対し、下記項目についてアンケートを実施。
策研究領域代表者３名へのア
ンケート結果） 1) 当領域における政策当局のニーズの反映について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映している。

②基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映していない。

＜理由＞
・政策立案を行う上で、有益な分析や興味深い分析が行われている。
・他国に先駆けて少子高齢化が進展している我が国において、これを成長阻害要因とせず、むしろ新たな成長の源泉としていくことが
求められている中で、女性・高齢者・若者などの就業促進、イノベーションによる生産性の向上、経済成長と整合的な社会保障の整
備などが 重要の政策課題であり、第一領域におけるプロジェクトは、概ね、こうした政策ニーズに合致したテーマ設定となっている
ため。

2) 当領域成果の政策当局への貢献について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献した。

②研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献していない。

＜理由＞
 ・高齢者の就労長期化を考える上でのリタイアプロセスの実証分析、ワークライフバランスと企業の生産性との関係の検証、従業員

の年齢や勤続年数と企業の生産性の関係から得られる非正規雇用の在り方への示唆など、超少子高齢化時代における経済社会
政策の検討に当たって、その基礎を提供したり、新たな着眼点を付与する等の貢献があった。
他方で、研究プロセスにおいて省内関係部局の参加が殆ど見られず、アウトプットについても、ＤＰが英語だったりノンテクニカルサマ
リーが添付されていない等の理由で省内で認知されにくいプロジェクトも見受けられた点は、今後、改善が求められる。
・社会保障分野の論文は、政策を検討する上で大変参考にさせてもらった。
・学術的分析に重心があるため、政策立案を行う上で興味深い分析、有益な分析が断片的に行われている。政策形成への影響・関
与は十分でない。

◇第２期期間目標値：上記1)、2)のユーザーのアンケート結果の満足度が66%以上

100.0%

0.0%

66.7%

33.3%

2



評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

ウ．RIETIが実施したアンケー ・評価の方法 　METI関係課室に対し、プロジェクト毎にディスカッションペーパー及びRIETI出版物のアンケートを行い、①政策ニーズと
トによるMETI関係課室の当該 の合致、②政策形成に与えるインパクトについて調査を行った。
領域の研究プロジェクト評価

・評価対象プロジェクト（22年度において論文等が公表されたもの）

・評価の結果
①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（Ａ～Ｃ：３段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 6 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 1 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 0 個
い。）

平均点　2.86　   ⇒　　　　　評価　Ａ　　　　　　　

（※） Ａ評価＝３点、Ｂ評価＝２点、Ｃ評価＝１点とし、
平均点は、2.5＜Ａ≦3、1.5＜Ｂ≦2.5、1＜Ｃ≦1.5とする。

②研究成果が政策形成に与えるインパクトについて、次のような結果となった。（ＡＡ～D：５段階評価）

（研究成果の大半が政策形成インパクトを与え ・・・ 1 個
うると考えられる）
（政策提言のかなり多くが政策形成インパクトを ・・・ 4 個
与えうると考えられる）
（政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを ・・・ 1 個
与えうると考えられる）
（政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与 ・・・ 1 個
えうると考えられる）
（政策成果のうち全く政策形成インパクトがない ・・・ 0 個
と考えられる）

平均点　3.71　   ⇒　　　　　評価　Ａ　　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は、4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

エ．学術誌等で発表された論 ・当領域における学術誌、専門誌等で発表された論文数
文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 2 件
　　　　ファカルティフェロー 件 1 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 0 件
　　　　その他 件 1 件

Ｃ評価

Ｄ評価

Ａ評価

ＡＡ評価

Ａ評価
Ｂ評価

Ｃ評価

60件

10.9
31.1

22年度実績

14

32件
22年度実績

4

全　体

4件
22年度目標

うち研究領域 (1)

Ｂ評価
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

オ．国際シンポジウム等で発 ・当領域における国際シンポジウム、学界等で発表された論文数
表された論文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 3 件
　　　　ファカルティフェロー 件 5 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 0 件
　　　　その他 件 5 件

カ．外部レビューアー（専門分 ・評価方法 ①ディスカッションペーパー、RIETI出版物毎に外部レビューアー（専門分野の大学教授等）を選定。
野の大学教授当）による学術
水準の評価 ②外部レビューアーは、各論文頭毎に５段階評価を実施

・評価結果

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 4 個
（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 4 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 0 個

平均点 　3.63　   ⇒　　　　　評価  A　　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は、4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。　

Ａ評価
Ｂ評価

ＡＡ評価

22.9
108.1

5
31

Ｄ評価

22

Ｃ評価

22年度実績
うち研究領域 (1)

72件 167件 13件
22年度実績22年度目標

全　体

11
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

（２）「国際競争力を ア．当領域における研究成果
維持するためのイノ （プロジェクト毎概要／内部レ ○平成22年度は10研究プロジェクトを実施した。
ベーションシステム ビューを得た論文の公表数）
についての研究」 1. 日本企業の研究開発の構造的特徴と今後の課題（長岡貞男FF）

2. 産業・企業の生産性と日本の経済成長（深尾京司FF）
3. 半導体産業に関するイノベーションプロセスの調査・研究－電子顕微鏡・レジスト・パッケージング技術に関するケーススタディ分析
（中馬宏之FF）
4. 日本における無形資産の研究（宮川努FF）
5. サービス産業生産性向上に関する研究（権赫旭FF）
6. サービス差別化と生産性：独占的競争モデルに基づく生産性分析（加藤篤行F）
7. サービス産業のパフォーマンスに関するマイクロ計量分析（小西葉子F）
8. 多重ネットワーク分析指標を用いた新たな経済指標の検討（玉田俊平太FF）
9. 法人課税制度の政策評価（楡井誠FF）
10.知的財産戦略のレビューと今後の課題（久貝卓SF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・産業・企業の生産性と日本の経済成長（深尾京司FF）
人口の減少と高齢化が進む今後の日本経済が活力を維持するには、生産性上昇率の加速による経済成長の維持が欠かせない。この
ような問題意識から、本プロジェクトでは、日本の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料として、日本産業生産性データ
ベース（Japan Industrial Productivity Database、以下ではJIP）を原則として毎年更新し、詳細な産業レベルのTFPの動向やその決定
要因について分析する。また欧州連合（EU）の生産性に関する国際連携プロジェクト"EU KLEMS"に参加することにより、日本の産業構
造や産業別生産性動向を、米国やEU加盟国、韓国など、他の先進諸国と比較する。本プロジェクトでは更に、非製造業を含め大部分の
日本企業をカバーするJIPミクロ・データベースや政府統計の個票を使って、企業の国際化や無形資産蓄積が企業の生産性にどのよう
な影響を与えるかを分析する。

・法人課税制度の政策評価（楡井誠FF）
法人課税のありかたを見直す機運が高まっている。日本経済の成長と雇用の源である法人活動に対して、政府部門はどれだけの負担
を応分として求め、どのような活動を補助促進していくべきなのか、評価のシステマティックな基準を持つことが必要である。このプロジ
ェクトでは、数値的動学一般均衡モデルと、そのパラメータの直接的な推計を可能にするミクロ実証手法に基づいて、経済厚生評価の
ための汎用性の高い枠組みの構築を行う。それによって、法人課税に係る租税特別措置の見直しや抜本改革に向けた議論に資する
ことを目的とする。

・当該領域における内部のレビューを経たディスカッションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーの公表数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件 ※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー

　　　　コンサルティングフェロー 件 件    3件を22年度実績合計件数に含む

　　　　その他 件 件 ※共著論文は執筆者数で案分

・当該領域の第二期の研究成果を総括した、「経済政策分析のフロンティア」（第2巻）『生産性とイノベーションシステム』を出版

33.4

48件
22年度実績

うち研究領域 (2)全　体
22年度目標

55件 200件

89.8
9.3

64.5 16

8.3
23.2
0.5

22年度実績
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

イ．METIによる当該領域全体 ＜評価方法＞ 当領域担当の基盤政策研究領域代表者4名(産業技術環境局：産業技術政策課長、大学連携推進課長、技術振興課長、
の評価（当領域担当の基盤政 研究開発課長)に対し、下記項目についてアンケートを実施。
策研究領域代表者３名へのア
ンケート結果） 1) 当領域における政策当局のニーズの反映について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映している。

②基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映していない。

＜理由＞
・第2領域の関係プロジェクト中、特に当課と関係が深いと考えられるプロジェクトが半数あり、まず外形的・分量的にニーズを反映し
たものになっていると認識。
・「法人課税制度の政策評価」に関するプロジェクトは、政策遂行上、極めて有益であるとプロジェクト開始段階から期待し、プロジェ
クト遂行過程においても積極的に関与できた。
・研究開発と事業化との関係を事例研究や特許分析など、政策当局ではできないことを研究していただいている内容は、ニーズをき
ちんと反映している。

2）当領域成果の政策当局への貢献について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献した。

②研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献していない。

＜理由＞
・「日本企業の研究開発の構造的特徴と今後の課題」における発明者サーベイの国際比較は、研究開発施策を局内で検討するにあ
たり、具体的に政策形成に貢献した事例である。
なお、「日本における無形資産の研究」、「サービス産業生産性向上に関する研究」なども以前所属していた局では注目しており、研
究成果を参考とした。
・「多重ネットワーク分析指標を用いた新たな経済指標の検討」プロジェクトに関し、その成果物の政策形成への利用を期待していた
が、スペックが合わず活用できなかったとの認識にある。しかしながら、そもそもプロジェクト自身が研究活動であるため、「トライ＆エ
ラー」を経ることが必要であり、活動への取組それ自体が、政策形成への貢献となっていると考える。

◇第２期期間目標値：上記1)、2)のユーザーのアンケート結果の満足度が66%以上

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

ウ．RIETIが実施したアンケー ・評価の方法 　METI関係課室に対し、プロジェクト毎にディスカッションペーパー及びRIETI出版物のアンケートを行い、①政策ニーズと
トによるMETI関係課室の当該 の合致、②政策形成に与えるインパクトについて調査を行った。
領域の研究プロジェクト評価

・評価対象プロジェクト（22年度において論文等が公表されたもの）

・評価の結果
①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（Ａ～C：３段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 9 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 1 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 0 個
い。）

平均点　2.90　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） Ａ評価＝3点、Ｂ評価＝2点、Ｃ評価＝1点とし、
平均点は、2.5＜Ａ≦3、1.5＜Ｂ≦2.5、1＜Ｃ≦1.5とする。

②研究成果が政策形成に与えるインパクトについて、次のような結果となった。（ＡＡ～D：５段階評価）

（研究成果の大半が政策形成インパクトを与え ・・・ 0 個
うると考えられる）
（政策提言のかなり多くが政策形成インパクトを ・・・ 9 個
与えうると考えられる）
（政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを ・・・ 1 個
与えうると考えられる）
（政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与 ・・・ 0 個
えうると考えられる）
（政策成果のうち全く政策形成インパクトがない ・・・ 0 個
と考えられる）

平均点　3.90　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

エ．学術誌等で発表された論 ・当領域における学術誌、専門誌等で発表された論文数
文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 2 件
　　　　ファカルティフェロー 件 3 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 1 件
　　　　その他 件 4 件

31.1

22年度目標
60件

Ｄ評価

Ａ評価

Ｂ評価

Ｃ評価

32件

全　体
22年度実績 22年度実績

4

10.9

Ａ評価

14

10件

うち研究領域 (2)

Ｂ評価

ＡＡ評価

Ｃ評価
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

オ．国際シンポジウム等で発 ・当領域における国際シンポジウム、学会等で発表された論文数
表された論文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 件
　　　　その他 件 件

カ．外部レビューアー（専門分 ・評価方法 ①ディスカッションペーパー、RIETI出版物毎に外部レビューアー（専門分野の大学教授等）を選定。
野の大学教授当）による学術
水準の評価 ②外部レビューアーは、各論文頭毎に５段階評価を実施

・評価結果

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個
（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 1 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 0 個

平均点 　4.06  　⇒　　　　　評価  A　　　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。　

Ａ評価
Ｂ評価
Ｃ評価
Ｄ評価

108.1
5

31

22年度実績
36件

うち研究領域 (2)

15
22
10

5.1
23.9

0
7

22年度目標 22年度実績
全　体

22.9

72件 167件

ＡＡ評価
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

（３）「経済のグロー ア．当領域における研究成果
バル化、アジアにお （プロジェクト毎概要／内部レ ○平成22年度は、14研究プロジェクトを実施した。
ける経済関係緊密 ビューを得た論文の公表数）
化と我が国の国際 1. 国際企業・貿易構造の変化と市場制度に関する研究（若杉隆平FF）
戦略についての研 2. 現代国際通商システムの総合的研究（川瀬剛志FF）
究」 3. 開発援助の先端研究（澤田康幸FF）

4. 東アジアの金融協力と 適為替バスケットの研究（伊藤隆敏FF／小川英治FF）
5. FTAの効果に関する研究（浦田秀次郎FF）
6. 通商関係条約と税制（小寺彰FF／松本加代CF）
7. 貿易政策と企業行動の実証分析（大橋弘FF）
8. 日本企業の海外アウトソーシングに関する研究（冨浦英一FF）
9. 「国際貿易と企業」研究（若杉隆平FF／戸堂康之FF）
10.大国間秩序の変化と日本外交の課題（中西寛FF）
11.環境と貿易（山下一仁SF）
12.オバマ政権外交・安全保障政策の動向に関する研究（久保文明FF）
13.企業活動の国際化と国際競争力に関する調査研究（八代尚光CF）
14.企業活動の国際化とイノベーションに関する調査研究（八代尚光CF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・現代国際通商システムの総合的研究（川瀬剛志FF）
本プロジェクトでは、我が国の国際経済法に関する以下の重要課題を分析する。より具体的には、以下の3つのプロジェクトから構成さ
れている。
　I. WTOにおける補助金規律の総合的研究
金融危機後の膨大な国家援助の処理に関してWTOの補助金規律が果たす役割について、補助金投入から数年が経過した今後、相殺
関税手続やWTO紛争解決手続による出口戦略について議論を要するに際し、政策的知見を提供する。
　II. 国際公共政策における非拘束的な規律の履行確保システムの検討
法的拘束力を有しない緩やかな国際合意として発足したAPECが、ボゴール目標 終年を迎えて、その限界を露呈した感もある中、
2010年の議長国である日本が新しい非拘束的な規律の履行確保システムについて有意な政策提言を行うための知的貢献を行う。
　III. WTO紛争判例研究
ドーハラウンドが停滞している現在、WTOにおける紛争解決手続は我が国の海外市場のアクセス確保の重要な手段として機能している
中、判例法によるWTO法の発展のフォローと分析を行い、今後の我が国のWTOにおける法務戦略の立案に貢献する。

・FTAの効果に関する研究（浦田秀次郎FF）
自由貿易協定（FTA）は加盟国間の貿易障壁を撤廃し貿易を自由化する取り決めであるが、1990年代以降、急増している。その背景に
は、世界貿易機関（WTO）での貿易自由化交渉が遅れていることがあるが、それと共に、FTAは非加盟国を差別する貿易措置であるこ
とから、FTAから除外された国は不利な状況に対応するためにFTAを設立する、という形でドミノ効果が発生することもある。本プロジェ
クトの目的は、FTAの貿易への効果を分析することであるが、第一段階として企業によるFTAの利用度の実態を把握し、第二段階として
FTAの貿易への影響を考察する。分析の対象となる国は、日本、中国、韓国、タイ、豪州である。

・当該領域における内部のレビューを経たディスカッションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーの公表数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件 ※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー

　　　　コンサルティングフェロー 件 件    7件を22年度実績合計件数に含む

　　　　その他 件 件 ※共著論文は執筆者数で案分

・当該領域の第二期の研究成果を総括した、「経済政策分析のフロンティア」（第3巻）『グローバル化と国際経済戦略』を出版
・RIETI 国際セミナー「グローバル経済下の貿易・企業・労働：理論と実証研究」を開催

89.8
9.3

55件 200件

6.6

58件

23.6
5.8
22

22年度実績22年度目標 22年度実績

33.4

64.5

全　体 うち研究領域 (3)
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

イ．METIによる当該領域全体 ＜評価方法＞ 当領域担当の基盤政策研究領域代表者4名(通商政策局：企画調査室長、国際経済課長、北東アジア課長、アジア
の評価（当領域担当の基盤政 大洋州課長）に対し、下記項目についてアンケートを実施。
策研究領域代表者４名へのア
ンケート結果） 1) 当領域における政策当局のニーズの反映について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映している。

②基盤政策領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映していない。

＜理由＞
・世界経済の均質化・均等化がミクロ経済学的な意味で達成されているとは言えないまでも、企業行動が世界経済から影響を受ける
ことを意識しなければならないレベルに達している折、日本企業の行動、特に制度の影響を受けた行動変化をミクロに追跡する研究
は有意義である。
・GDP規模で中国が日本を上回り、我が国経済の中国経済との依存度がますます高まる中、外資企業の生産、研究開発活動がどの
ように中国経済に寄与しているか、そのメカニズムを分析することは、今後の我が国企業の対中投資の方向性、効果等を見極める上
で政策的に非常に重要。「国際企業・貿易構造の変化と市場制度に関する研究」では、この点、外資、中国企業の生産、研究開発活
動がもたらす波及効果について、具体的なデータを用いながら、定量的に考察・分析しており、政策当局のニーズを反映していると判
断できる。
・我が国の政府開発援助政策の在り方が問われる中、経済産業省でもODAについて取り組んでいるところ。「開発援助の先端研究」
のように具体的なケースを取り上げながら、世界の援助動向の考察・分析することは、政策当局のニーズを反映しているものと考え
られる。
・全体的に見れば通商政策や経済協力政策の 新のニーズをきちんと反映しているものと思われる。テーマ募集の際に、新政策の
議論と結びつけるなどの工夫が必要。

2）当領域成果の政策当局への貢献について 回答率

＜アンケート選択肢＞ ①研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献した。

②研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献していない。

＜理由＞
  ・月々のレポート作成において、RIETIの論文やディスカッションペーパーを利用させてもらっている。

・民間企業の資金力を活用する開発援助については、我が国ではまだ実績が少なく、試行錯誤を重ねながら進められているのが現
状である。「開発援助の先端研究」の研究結果は、今後の経済産業省のODA政策の展開、方向性を議論する良い材料になるものと
思料。
・「ＦＴＡの効果に関する研究」の成果は、研究会の場等を通じて、個別ＥＰＡ等の効果分析の基礎資料、データとして政策形成に貢献
していくことが期待される。特に、物品貿易だけでなく、投資・サービス等日本の関心の高い分野についての分析（メリット・デメリット分
析等）を行う際の手法、考え方の重要な視点・材料を与えるものとして期待される。
・少なくとも自分の担当する政策領域での政策形成にはあまり貢献していない。テーマ選定の際から、 終的な政策形成への反映を
意識した「出口戦略」を考える必要がある。また、政策担当者への成果広報の機会を充実させてほしい。

◇第２期期間目標値：上記1)、2)のユーザーのアンケート結果の満足度が66%以上

100.0%

33.3%

66.7%

0.0%
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

ウ．RIETIが実施したアンケー ・評価の方法 　METI関係課室に対し、プロジェクト毎にディスカッションペーパー及びRIETI出版物のアンケートを行い、①政策ニーズと
トによるMETI関係課室の当該 の合致、②政策形成に与えるインパクトについて調査を行った。
領域の研究プロジェクト評価

・評価対象プロジェクト（22年度において論文等が公表されたもの）

・評価の結果
①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（Ａ～Ｃ：３段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 1 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 0 個
い。）

平均点　2.92　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） Ａ評価＝3点、Ｂ評価＝2点、Ｃ評価＝1点とし、
平均点は2.5＜Ａ≦3、1.5＜Ｂ≦2.5、1＜Ｃ≦1.5とする。

②研究成果が政策形成に与えるインパクトについて、次のような結果となった。（ＡＡ～D：５段階評価）

（研究成果の大半が政策形成インパクトを与え ・・・ 2 個
うると考えられる）
（政策提言のかなり多くが政策形成インパクトを ・・・ 5 個
与えうると考えられる）
（政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを ・・・ 6 個
与えうると考えられる）
（政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与 ・・・ 0 個
えうると考えられる）
（政策成果のうち全く政策形成インパクトがない ・・・ 0 個
と考えられる）

平均点　3.69　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

エ．学術誌等で発表された論 ・当領域における学術誌、専門誌等で発表された論文数
文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 件
　　　　その他 件 件

16.6
1
6

Ｂ評価

1.4

Ｃ評価

Ｄ評価

Ｃ評価

Ａ評価

ＡＡ評価

10.9

14

31.1
4

Ａ評価
Ｂ評価

全　体

25件
22年度目標

60件
22年度実績

12

32件

うち研究領域 (3)
22年度実績
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

オ．国際シンポジウム等で発 ・当領域における国際シンポジウム、学会等で発表された論文数
表された論文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 件
　　　　その他 件 件

カ．外部レビューアー（専門分 ・評価方法 ①ディスカッションペーパー、RIETI出版物毎に外部レビューアー（専門分野の大学教授等）を選定。
野の大学教授当）による学術
水準の評価 ②外部レビューアーは、各論文頭毎に５段階評価を実施

・評価結果

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個
（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 0 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 0 個

平均点　4.00　　　　⇒　　　　　　評価　A　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。　

Ａ評価
Ｂ評価
Ｃ評価

31

Ｄ評価

32.2
3

7.8

29
15

15

22年度目標
72件

22年度実績
167件

22.9
108.1

5

全　体 うち研究領域 (3)
22年度実績

59件

16

ＡＡ評価
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

（４）通商産業政策 通商産業政策史編纂事業の ＜プロジェクトの概要＞
史 進行状況

　通商産業省（当時）は、終戦から第二次オイルショック頃までの期間を対象とした通商産業政策史の編纂事業を1984年に開始し、
1994年までに全17巻を刊行した。この政策史の対象期間の終期以降約三十年が経過し、新しい時代の政策立案に向けて、比較的
新しい時代の通商産業政策に対する分析、評価を求める声も高まってきた。そのため、1980～2000年を中心とする20世紀終盤にお
ける通商産業政策の歴史（政策の立案過程、立案を必要ならしめた産業・経済情勢、政策実施の過程、政策意図の実現の状況、
政策実施後の産業・経済情勢等）について、客観的な事実の記録のみならず、分析、評価的視点も織り込みながら編纂を行った。
　今次の通商産業政策史は、総論1巻、及び主要な政策項目別に章立てを構成する各論11巻（各論は概ね通商産業省の機構に対
応）の全12巻としている。

○22年度実施した事業は以下のとおり。

・通商産業政策史編纂委員会の開催（平成22年11月、23年3月）
・第一次稿の提出（平成22年度末までに提出された分量：全執筆予定ページのうち約9割）
　（第一次稿は執筆責任者、担当編纂副主幹、編纂主幹によるクリア後、経済産業省担当部局参加の査読部会で議論）
・査読部会（分野毎）の開催 （12回）
・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の実施（16回）
・ 終稿の提出（平成22年度末までに提出された分量：全執筆予定ページのうち約7割）
・出版関係の公募、契約の締結
・出版開始（第4巻、第9巻）

＜プロジェクト実施体制＞

　RIETI内に設置の「通商産業政策史編纂委員会」（委員長：編纂主幹、委員：編纂副主幹、各巻執筆責任者、経済産業省代表）を主体
に事業を実施。編纂の完了のめどが立ったことから22年度末をもって同委員会は解散した。

編纂主幹 尾髙煌之助（一橋大学名誉教授／法政大学名誉教授）
編纂副主幹 武田晴人（東京大学大学院経済学研究科教授）

中田哲雄（同志社大学大学院ビジネス研究科教授）
松島茂（東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科教授）

各巻執筆責任者
第1巻（総論） 尾髙煌之助（一橋大学名誉教授／法政大学名誉教授）
第2巻（通商・貿易政策） 阿部武司（大阪大学大学院経済学研究科教授）
第3巻（産業政策） 岡崎哲二（東京大学大学院経済学研究科教授）
第4巻（商務流通政策） 石原武政（関西学院大学商学部教授／大阪市立大学名誉教授）
第5巻（立地・環境・保安政策） 武田晴人（東京大学大学院経済学研究科教授）
第6巻（基礎産業政策） 山崎志郎（首都大学東京大学院社会科学研究科教授）
第7巻（機械情報産業政策） 長谷川信（青山学院大学副学長／経営学部教授）
第8巻（生活産業政策） 松島茂（東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科教授）
第9巻（産業技術政策） 沢井実（大阪大学大学院経済学研究科教授）
第10巻（資源エネルギー政策） 橘川武郎（一橋大学大学院商学研究科教授）
第11巻（知的財産政策） 中山信弘（明治大学特任教授／東京大学名誉教授）
第12巻（中小企業政策） 中田哲雄（同志社大学大学院ビジネス研究科教授）
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

（５）隣接基礎研究 ア．当領域における研究成果 ○平成22年度は22研究プロジェクトを実施した。
領域 （プロジェクト毎概要／内部レ

ビューを得た論文の公表数） A-1. 金融・産業ネットワーク研究会および物価・賃金ダイナミクス研究会（渡辺努FF／植杉威一郎SF）
A-2. 少子高齢化時代の労働政策へ向けて:日本の労働市場に関する基礎研究（川口大司FF）
A-3. 組織と制度の経済分析：企業パフォーマンス・成長を高めるための組織・制度デザインのあり方（鶴光太郎SF）
A-4. 企業統治分析のフロンティア：日本企業システムの進化と世界経済危機のインパクト（宮島英昭FF）
A-5. 社会経済構造の変化と税制改革（岩本康志FF／橋本恭之FF）
A-6. 労働市場制度改革（鶴光太郎SF）
A-7. 自立型地域経済システムに関する研究（中村良平FF）
A-8. 企業法プロジェクト－市場と法の制度補完性（宍戸善一FF）
A-9. 地球温暖化対策の開放経済下における理論的検討（石川城太FF）
A-10.地球温暖化防止のための国際制度設計（古沢泰治FF）
A-11.グローバル化・イノベーションと競争政策（川濵昇FF／大橋弘FF／西垣淳子SF）
A-12.我が国のリスク資金供給の現状と政策課題（吉野直行FF）
A-13.金融の安定性と経済構造（後藤康雄SF）
A-14.90年代の統治構造改革と議院内閣制の変容に関する研究（西垣淳子SF）
A-15.「タックス・コンプライアンス」を巡る国際的連携の動きと我が国の政策対応の在り方（石井道遠SF）
A-16.企業情報開示システムの 適設計（古賀智敏FF）
A-17.日本におけるサードセクターの全体像とその経営実態に関する調査研究（後房雄FF）
A-18.地域活性化要因の研究（尾崎雅彦SF）
B-1. 著作権の 適保護水準（田中辰雄FF）
B-2. 水産業における資源管理制度に関する経済分析（寶多康弘FF／馬奈木俊介FF）
C-1. RIETIデータ整備プロジェクト（冨田秀昭C／尾崎雅彦SF／小西葉子F）
C-2. 次世代エネルギー統計及び需給動向分析システムの研究開発（戒能一成F）

＜代表プロジェクトの概要＞
・労働市場制度改革（鶴光太郎SF）
日本の「労働市場制度」（Labor Market Institutions）の新たな「かたち」、改革のあり方を考えるために、法学、経済学、経営学など多面
的な立場から理論・実証的な研究を行う研究会を組織する。広く「労働市場制度」全般に目を向けながらも、それぞれの構成要素の相
互関係に目配りし、特に、縦割り・垣根を越えた見地から包括的な労働法制のあり方について提言を行う。また、分析に当たっては、ヨ
ーロッパなどの経験など国際的な視点・分析手法を十分取り入れながら、労働法制・制度と労働市場・雇用システム、ひいては経済パ
フォーマンスとの関係（非正規雇用問題を含む）を明らかにする。

・日本におけるサードセクターの全体像とその経営実態に関する調査研究（後房雄FF）
本プロジェクトにおいては、社会的問題の解決や社会的ニーズへの対応の主体として、政府行政（公共セクター）、営利企業（企業セク
ター）と並んでその重要性が注目されつつあるサードセクターの日本における全体像を明らかにする。より具体的には、
(1) 営利企業以外の各種民間法人を広く包括するサードセクターの概念を整理したうえで、日本におけるその全体像を可能な限りで明
らかにする。
(2) サードセクター組織の経営実態を調査したうえで、直面する経営課題を明らかにする。
(3) 以上を踏まえて、サードセクターが1つのセクターとして求められる社会的役割を果たすためにどのようなインフラ整備が必要かを提
言する。

・当該領域における内部のレビューを経たディスカッションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーの公表数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件 ※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー

※（イ）は領域代表者が 　　　　コンサルティングフェロー 件 件    3件を22年度実績合計件数に含む

いないため省略 　　　　その他 件 件 ※共著論文は執筆者数で案分

・RIETI政策シンポジウム「雇用・労働システムの再構築：創造と活力ある日本を目指して」を開催
・RIETI－早稲田大学G-COE共催シンポジウム「日本の企業システムの進化：危機後の企業統治の再設計に向けて」を開催。
・RIETI-釧路公立大学地域経済研究センター共催シンポジウム「地域創造に向けてのソーシャル・イノベーション」を開催

64.5 10

33.4
25
0

55件 200件

89.8
9.3

15

50件

うち隣接基礎
研究領域

22年度実績22年度目標 22年度実績

全　体
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

ウ．RIETIが実施したアンケー ・評価の方法 　METI関係課室に対し、プロジェクト毎にディスカッションペーパー及びRIETI出版物のアンケートを行い、①政策ニーズと
トによるMETI関係課室の当該 の合致、②政策形成に与えるインパクトについて調査を行った。
領域の研究プロジェクト評価

・評価対象プロジェクト（22年度において論文等が公表されたもの）

・評価の結果
①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（Ａ～Ｃ：３段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 5 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 0 個
い。）

平均点　2.64　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） Ａ評価＝3点、Ｂ評価＝2点、Ｃ評価＝1点とし、
平均点は2.5＜Ａ≦3、1.5＜Ｂ≦2.5、1＜Ｃ≦1.5とする。

②研究成果が政策形成に与えるインパクトについて、次のような結果となった。（ＡＡ～D：５段階評価）

（研究成果の大半が政策形成インパクトを与え ・・・ 5 個
うると考えられる）
（政策提言のかなり多くが政策形成インパクトを ・・・ 3 個
与えうると考えられる）
（政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを ・・・ 3 個
与えうると考えられる）
（政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与 ・・・ 2 個
えうると考えられる）
（政策成果のうち全く政策形成インパクトがない ・・・ 1 個
と考えられる）

平均点　3.64　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

エ．学術誌等で発表された論 ・当領域における学術誌、専門誌等で発表された論文数
文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 件
　　　　その他 件 件

2
3

Ｄ評価

10.9
31.1

4
14

Ａ評価

Ｂ評価

Ｃ評価

全　体

22年度目標
32件

22年度実績

Ｃ評価

ＡＡ評価

Ａ評価
Ｂ評価

60件

9

5.5
10.5

うち隣接基礎
研究領域

22年度実績
21件
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

オ．国際シンポジウム等で発 ・当領域における国際シンポジウム、学会等で発表された論文数
表された論文数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件 件
　　　　ファカルティフェロー 件 件
　　　　コンサルティングフェロー 件 件
　　　　その他 件 件

カ．外部レビューアー（専門分 ・評価方法
野の大学教授当）による学術
水準の評価 ①ディスカッションペーパー、RIETI出版物毎に外部レビューアー（専門分野の大学教授等）を選定。

②外部レビューアーは、各論文頭毎に５段階評価を実施

・評価結果

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個
（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 2 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 0 個

平均点　3.80　　　　⇒　　　　　　評価　A　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

5
31

Ｄ評価

7
47

うち隣接基礎
研究領域

2

Ｂ評価
Ｃ評価

ＡＡ評価
Ａ評価

108.1

3

22年度実績
59件

22.9

25
15

全　体

9

22年度目標
72件

22年度実績
167件
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

その他の勘案事項 ・上記ア：内部レビューを得た論文の公表総数

・上記ア、イ、ウ、エ、オ、カの総合指標
合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件
　　　　ファカルティフェロー 件 ※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー16件を22年度実績

　　　　コンサルティングフェロー 件    合計件数に含む

　　　　その他 件 ※共著論文は執筆者数で案分

（参考） 第2期期間目標値：257件以上
平成21年度実績：121件

・上記イ：METIによる基盤政策研究領域代表者へのアンケート結果

1)当領域における政策当局のニーズの反映について

＜アンケート選択肢＞ 回答者数（率）
①基盤政策研究領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映している。
②基盤政策研究領域の研究プロジェクトの内容が政策当局のニーズを反映していない。

2)当領域成果の政策当局への貢献について

＜アンケート選択肢＞ 回答者数（率）
①研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献した。
②研究プロジェクトの成果が政策形成に貢献していない。

・上記ウ：RIETIによるＭＥＴＩ関係課室へのアンケート結果

①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（Ａ～Ｃ：３段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 8 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 0 個
い。）

平均点　2.82　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） Ａ評価＝3点、Ｂ評価＝2点、Ｃ評価＝1点とし、
平均点は2.5＜Ａ≦3、1.5＜Ｂ≦2.5、1＜Ｃ≦1.5とする。

②研究成果が政策形成に与えるインパクトについて、次のような結果となった。（ＡＡ～D：５段階評価）

（研究成果の大半が政策形成インパクトを与え ・・・ 8 個
うると考えられる）
（政策提言のかなり多くが政策形成インパクトを ・・・ 個
与えうると考えられる）
（政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを ・・・ 個
与えうると考えられる）
（政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与 ・・・ 3 個
えうると考えられる）
（政策成果のうち全く政策形成インパクトがない ・・・ 1 個
と考えられる）

平均点　3.73　　　　⇒　　　　　　評価　Ａ　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

Ｂ評価

Ｄ評価

Ａ評価
Ｂ評価

Ｃ評価

Ｃ評価

Ａ評価

36.9
88.8
9.3

ＡＡ評価

11

21

65

22.2%
77.8%

0.0%

22年度目標
55件

22年度実績
200件

100.0%

36

17



評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

・上記エ：学術誌、専門誌等で発表された論文総数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件
　　　　ファカルティフェロー 件
　　　　コンサルティングフェロー 件
　　　　その他 件

（参考） 第2期期間目標値：160件以上
平成21年度実績：65件

・上記オ：国際シンポジウム、学会等で発表された論文総数

合計件数
（フェロー別内訳）
うち　 常勤フェロー 件
　　　　ファカルティフェロー 件
　　　　コンサルティングフェロー 件
　　　　その他 件

（参考） 第２期期間目標値：360件以上
平成21年度実績：253件

・上記カ：外部レビューアー（専門分野の大学教授等）による学術水準の評価結果

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個
（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 0 個

平均点　3.89　　　　⇒　　　　　　評価　A　　　　　　

（※） ＡＡ評価＝5点、Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は4.5＜ＡＡ≦5、3.5＜Ａ≦4.5、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

・その他 ・平成22年度は54の研究プロジェクトを実施し、合計で162本のディスカッションペーパー、38本のポリシーディスカッションペーパーを作成・
公表するなど積極的に研究に取り組んだ。これらのうち88本が英文のディスカッションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーであり、
国際化への要請にも応えるものとなっている。

 ・海外からの客員研究員、ヴィジティング・スカラーの受け入れ
平成22年度の年間受入れ人数は、7名とRIETI設立以来 多であり、また外国人の占める割合も も高かった（7名のうち5名が外国人）。
・少子高齢化社会が着実に進む国内状況を背景に、持続可能な経済成長を維持するための経済体制を確立するため、経済の一層のグ
ローバル化と世界市場における競争力強化と生産性向上への効果的な方策が求められる中、RIETIの研究は、「通商白書2010」の中での
グローバル化がもたらす経済効果を中心とした議論や中小企業の海外進出の実態の分析等の中に引用されるなど、今後の通商政策の
立案に貢献した。また、RIETIの研究成果は、競争政策を考える上で、グローバル化とイノベーションの重要性がますます高まっている中、
法学、経済学、実務の知見を総合的に活用した研究が、公正取引協会の「宮澤健一記念賞（元一橋大学学長で産業組織論で有名な当
氏にちなんだ賞）」を受賞したり、国際経済においても、顕著な研究を行ったとして日本国際経済学会の「小島清賞」を受賞するなど、広く
世間にも認められている。更に、内閣府の「2010年度経済財政白書」や環境省の「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ」などにも利
用、引用されるなど、広く国の政策立案に貢献した。

Ｃ評価
Ｄ評価

72件 167件

Ａ評価

10.9
31.1

5

ＡＡ評価

22.9

4

98
51
7

108.1

14

Ｂ評価

31

22年度目標
32件

22年度実績
60件

22年度実績

43

22年度目標

18



評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

Ⅱ．サービスの質② ２．政策提言・普及業務 ア．研究成果を取りまとめた研
究書の出版刊行総数 ・平成22年度は、研究書を10冊発行した。

平成21年度実績：5冊

・『出版タイトル名』著者名・編者名
・『経済政策分析のフロンティア…第1巻-少子高齢化の下での経済活力-』　藤田 昌久、吉川 洋
・『経済政策分析のフロンティア…第2巻-生産性とイノベーションシステム-』　藤田 昌久、長岡 貞男
・『経済政策分析のフロンティア…第3巻-グローバル化と国際経済戦略-』　藤田 昌久、若杉 隆平
・『環境と貿易』　山下 一仁
・『途上国化する日本』　戸堂 康之
・『交通インフラとガバナンスの経済学』　赤井 伸郎
・『資源経済学への招待-ケーススタディとしての水産業-』 寳多 康弘、馬奈木 俊介
・『国際投資協定-仲裁による法的保護-』　小寺 彰
・『通商産業政策史 4 －商務流通政策－』 石原 武政
・『通商産業政策史 9 －産業技術政策－』 沢井 実

イ．シンポジウム・BBL開催数 ・シンポジウムの開催総数
びダウンロード数

※　この他ワークショップ等を25回開催
(うち、公開・準公開セミナーを3回開催)

（参考） 第2期期間目標値：30回以上
平成21年度実績：8回

・BBLの開催総数

（参考） 第2期期間目標値：250回以上
平成21年度実績：64回

ウ．RIETIのHPへのヒット数及 ・HPのヒット総件数

（参考） 第2期期間目標値：毎年40万件以上
平成21年度実績：125万件

　（内訳）
日本語サイトのヒット件数：　58万件
英語サイトのヒット件数：     35万件
中国語サイトのヒット件数：　 7万件
総ヒット件数：   99万件 （1日あたりの平均ヒット件数：約2,721件）

・研究論文１本あたりのダウンロード平均総数（累計）

（参考） 第2期期間目標値：研究論文1本あたり平均2,400件以上
平成21年度実績：4,098件

研究の進展に伴い公表済みのディスカッションペーパーが蓄積され、ウェブページを通じたディスカッションペーパーのダウンロード
数は年間で過去 高の3,395,418件に上った。

研究論文1本あたり
平均2,400件以上

22年度実績
ダウンロード平均件数

22年度目標
4,008件

22年度実績
99万件

22年度目標

57件

ヒット件数
22年度目標

毎年40万件以上

開催回数 4回

開催回数
22年度目標

50件
22年度実績

合計冊数
22年度実績

10冊
22年度目標

4冊

4回※

22年度実績
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

エ．ニュースレター等の発行 ・電子メールによるニュースレター（日本語）月平均発行回数
回数

（参考） 第２期期間目標値：月3回以上
平成21年度実績：月4回

英文ニュースレターの発行月平均 ： 1 回/月
中文ニュースレターの発行月平均 ： 1 回/月

・印刷物による広報誌発行総回数

←東日本大震災の影響で5冊目の発刊が遅れた(H23年4月
発刊)ために目標未達となった

（参考） 第2期期間目標値：毎年5回以上
平成21年度実績：5回

その他の勘案事項(1)
・政策含意サマリ作成の着実は実施 ○RIETIの研究成果の発信をよりわかりやすく、より多くの人に向けて発信していくため、平成21年度半ば以降、各ディスカッションペーパー

の公表の際には、ディスカッションペーパーと別に、そのディスカッションペーパーの政策含意を抽出して説明する政策含意サマリ（「ノンテ
クニカルサマリ」）の作成を開始したが、平成22年度は、外国人研究者によるディスカッションペーパー等少数の例外を除いて、これを作成
した。

○英文論文にも、日本語の政策含意サマリと論文概要を作成した。

その他の勘案事項(2)
・研究成果の積極的な発信 (1)第2期中期計画期間5年間の研究成果を総括し、主なプロジェクトの成果の概要と政策的含意を分かりやすく紹介することを目的として、

「経済政策分析のフロンティア」、以下3巻を刊行。

第1巻　「少子高齢化の下での経済活力」
第2巻　｢生産性とイノベーションシステム」
第3巻　グローバル化と国際経済戦略

各巻は、第1巻-少子高齢化社会における経済活力の維持、第2巻-国際競争力の維持のためのイノベーションシステム、第3巻-経済のグ
ローバル化、アジアにおける経済関係緊密化と我が国の国際戦略の三つの研究領域ごとに、所長及び各領域を担当する研究主幹が編
者となり、各領域の研究プロジェクトをリードしてきた研究者が研究成果をまとめたもの。政策当局の幹部職員や外部のオピニオンリーダ
ー、産業界の有力者に配布した。
各章はポリシーディスカッションペーパーとしてHPでも公表。

(2)RIETIの広報誌RIETI Highlightで、以下の特集を掲載
産業政策
雇用・労働システムはどう変わるべきか
経済再生への道
Industrial Policy and Economic Growth
グローバル化と通商政策
RIETI10周年の歩み（東日本大震災のため2011年4月発行）

(3)METI-RIETI　APEC中小企業シンポジウム「中小企業とアジア太平洋：ふたつのエンジンによる経済活性化戦略」を開催。政策当局と
連携し、APEC中小企業大臣会合を日本で開催するタイミングにあわせて、同大臣会合と併催する形で政府関係者・学者・産業界有識者
がそれぞれ国内及び海外から参加して議論を行う国際シンポジウムを開催し、同大臣会合参加のAPEC各国政府関係者も多数出席した。

(4)BBLセミナーの参加者拡大
BBLセミナーへの参加者数は延べ4,339人（1回当たり76人）となり、延べ人数、1回当たりともに過去 大の年間参加者数となった。また、
BBLセミナー開催案内先は約2750名超（H23年3月末現在）と同様に過去 大となった。

(5)10周年記念セミナーの開催
設立10周年を記念し、これまでの研究活動を長年にわたりリードしてきた4名の研究者による「RIETI 10周年記念セミナー」をシリーズで開
催した。
　第1回　八田達夫「政治家と官僚の役割分担」
　第2回　青木昌彦「雁行形態パラダイムVer.2.0―日本、中国、韓国の人口・経済・制度の比較と連結―」
　第3回　藤田昌久「グローバル化と知の時代における空間経済学」
　第4回　橘木俊詔「日本の教育問題」

発行回数
22年度実績

4回
22年度目標
年5回以上

22年度目標
月3回以上

22年度実績
月4回月平均回数
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

(6)ウェブサイトの充実
・ウェブコラムの掲載
RIETIウェブサイトの独自コンテンツであり、学術的知見等に基づきつつ、専門的知識が必ずしも豊富ではない読者にも読みやすい内容と
しているコラムについて2010年度は31コラムと第2期中期計画期間中年間 大数のコラムを掲載した。
また、東日本大震災を受け、特別コラム「東日本大震災ー経済復興に向けた課題と政策」を開始。22年度に3本のコラムを掲載。

・平成22年度より、新連載「世界の視点から」を開始。
世界的な視点に立って日本の政策を考え、海外からの意見も交えた議論を行うため、米国をはじめとする世界の有力な研究者から、経済
政策、安全保障、環境問題等、さまざまなテーマについての意見を述べて頂く「世界の視点から－日本へのメッセージ－」の連載を開始し
た。これまでに、ハーバード大学行政・政治学大学院（ケネディスクール）オマーン国王国際関係論教授ジョセフ S. ナイ氏などに寄稿頂い
ている。

・ウェブの利便性の向上
平成22年度から、RIETIウェブに掲載する広報誌RIETI Highlightについて、従来のpdfファイルに加え、電子ブックでも閲覧可能として読者に
より快適な閲覧環境を選択可能にしている。また、外部レビューアンケートの要望等も踏まえ、平成22年春に、これまで年度別で区切って
いたプロジェクト概要と成果物のウェブサイトのページをリニューアルし、継続したプロジェクトは、同一ページ内で中期計画期間（5年間）
の概要及び成果物が一覧できるように変更した。

・ウェブの第三者評価
日経BPコンサルティングが行う独立行政法人ウェブサイトユーザビリティ調査2010/2011（2010年5-6月）において、独立行政法人104サイ
ト中5位（名称に「研究」を含む独立行政法人34サイト中１位）とされた。また、アライドブレインズ社が官公庁、自治体、図書館などについ
て幅広く行っているウェブサイトクオリティ実態調査（2010年6-7月）において、A～Eランク中のA評価（独立行政法人102サイト中9サイトの
み。名称に「研究」を含む独立行政法人35サイトの中では唯一）とされた。　

 (5)日本経済新聞経済教室への掲載
マスコミにおいてRIETIの研究成果が取り上げられる機会も少なくなく、たとえば、日本経済新聞の「経済教室」でもしばしばRIETIの研究成
果が取り上げられた。　
平成22年度7件

その他の勘案事項(3)
・国際化への深化への取り組み (1)JSTARデータの国内外への公開を実施。HRS並みの国際標準化への取り組みを開始しており、以下の機関からのデータ提供依頼の

実績あり。

○世界銀行
○ペンシルバニア大学
○OECD 他、9件

 (2)海外からの客員研究員、ヴィジティング・スカラーの受け入れ（再掲）
平成22年度の年間受入れ人数は、7名とRIETI設立以来 多であり、また外国人の占める割合も も高かった（7名のうち5名が外国人）。

(3)研究交流の一環として英国 Center for Economic Policy Research(CEPR)と、現下の経済状況に関する理解を深め、研究の深化を図る
ため、ロンドンにおいてワークショップを開催した。また、中国DRCとの共同研究を引き続き進め、新たな研究テーマに関するMOUを締結
した。
　○2010年7月6日　CEPR-RIETI国際ワークショップ "Deflation and macroeconomic policy: Japanese and European perspectives"
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

その他の勘案事項(5)
・RIETIの政策提言・普及業務の外部レビュー（参 ○評価の方法 他省庁、地方公共団体、政府関係機関、大学、経済界、NPO/NGO等に対して政策提言・普及業務活動に関してアンケ
考値） ートを行った評価結果。

○評価の結果
上記アンケートの中で、RIETIの総合的な評価に関する2つの質問を実施しており、その結果は以下のとおり。

質問１．「RIETIの活動は、あなたの業務、研究の参考になりましたか？」

Ａ評価（大変参考になった） ・・・ ％
Ｂ評価（多少参考になった） ・・・ ％
Ｃ評価（あまり参考にならなかった） ・・・ ％
Ｄ評価（全く参考にならなかった） ・・・ ％

平均点 2.95点　　⇒　評価 B　　　　　　　

（※） Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
平均点は3.5＜Ａ≦4、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

参考：アンケート調査における数値の推移
Ａ～Ｄ評価単位：％

（※）18年度において、アンケート対象者を大幅追加している。

質問２．「RIETIは「大きく変貌する社会経済情勢の下で、中長期的な視野に基づいて政策当局と一定の距離を置きながら、行政官・研
究者・有識者の知見を集結させることで学術的にも高い水準に裏打ちされた政策研究を行うことによって、政策立案プロセス
に貢献すること」を目的にしています。RIETIの活動はこの目的をどの程度果たしていると思いますか。

Ａ評価（十分その役割を果たしている） ・・・ ％
Ｂ評価（ほぼその役割を果たしている） ・・・ ％
Ｃ評価（あまりその役割を果たしていない） ・・・ ％
Ｄ評価（ほとんどその役割を果たしていない） ・・・ ％

平均点2.95点　　⇒　評価 B　　　　　　

（※）Ａ評価＝4点、Ｂ評価＝3点、Ｃ評価＝2点、Ｄ評価＝1点とし、
　平均点は3.5＜Ａ≦4、2.5＜Ｂ≦3.5、1.5＜Ｃ≦2.5、1＜Ｄ≦1.5とする。

参考：アンケート調査における数値の推移
Ａ～Ｄ評価単位：％

（※）本項目は18年度より調査開始

Ｃ評価：あまり参考にならなかった
Ｄ評価：全く参考にならなかった
平均点

Ａ評価：十分その役割を果たしている

46.4
23.5
3.8

55.9

26.3

11.9

Ｂ評価：多少参考になった

7.5

16年度
11.9Ａ評価：大変参考になった

Ｃ評価：あまりその役割を果たしていない
Ｄ評価：ほとんどその役割を果たしていない

51.3
11.2
1.7

47.8
27.4

Ｂ評価：ほぼその役割を果たしている

2.68

20.3

平均点

22年度
13.9
70.0
13.0
3.0

2.75

4.9
2.86

69.5
13.7

2.95

21年度
11.7
67.1
16.3

3.21

18年度
35.8

4.6
2.83

5.9
2.85

20年度

65.4
19.0

13

21年度
21.6

19年度
26.1

20.7
4.5

2.96
5.5

2.84
3.8

2.95

20年度
18.1

22年度
26.3
46.4
23.5

46.4
26.5

3.9
2.80

17.4
17年度

3

47.5
30.4

2.4
3.18

48.6

13.9
70

18年度
40.4
39.2
18.0

11.0
19年度

10.9
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

３．資料収集管理統計加工及び統計 ア．データベースの構築と活
管理業務 用に向けた取り組み ・研究員の研究成果・政策提言については、ウェブ上で誰でもいつでも閲覧できるようになっている。また、政策形成の軌補データとなる統

　計データの開発やアンケート調査結果等についても、特に「RIETIデータベース」としてウェブ上で一般に公開している。

【RIETIデータベースの概要】
　研究所では、計量分析・データベースクラスターを設けて、政策分析用データベースの体系的整備を行っており、外部提供を行っている
　データベースについては以下のとおりである。

①JIPデータベース
日本の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料及び日本産業生産性データベース（Japan Industrial Productivity 
Database）を提供。現在は、2010年版を提供している。

②AMU and AMU Deviation Indicators　アジア通貨単位(AMU)と東アジア通貨のAMU乖離指標
「アジアの 適為替制度」プロジェクトにおける「アジア通貨単位（AMU）と東アジア通貨のAMU乖離指標」の測定結果を提供。

③JSTAR（暮らしと健康の調査）
④RIETI-TID

東アジアの製造業産業活動を貿易動向から把握する観点から、同域内で取引が活発な産業に焦点を絞りつつ、産業毎（13分類）の
生産工程別（5工程）に1年間の貿易額を整理した結果を提供。

⑤総合エネルギー統計の解説・2006年度より適用される新たな総合エネルギー統計についての解説
総合エネルギー統計の各項目とその設定根拠、推計過程の解説を提供(2007年改訂版）。

⑥都道府県別エネルギー消費統計
都道府県別エネルギー消費統計の解説と試算結果を提供。

⑦長期接続産業連関データベース
日本の産業構造を分析するため、基礎データである産業連関表の長期接続データを産業部門毎に提供。

⑧マイクロデータ計量分析プロジェクト
企業活動基本調査や工業統計調査などの政府統計の個票を用いたプロジェクトの研究成果とリソースを提供。

⑨アンケート調査結果
これまで、産学連携実態調査、NPOに関する研究プロジェクトなどの調査結果及び報告書を提供してきているが、21年度、22年度に
実施した主なアンケート調査は以下のとおり。
 ・「派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査」
 ・「民間金融機関の中小企業向け融資の実態および円滑化のための課題に関するアンケート調査」
 ・「日本におけるサードセクターの経営実態に関する調査」

⑩リンク集
国内外の政府機関等の統計担当部局のリンク先を提供。

＜主な取組＞
・大規模データセットであるJIPデータベースは、RIETIの様々な研究プロジェクトで活用するほか、重要なデータベースとして高く評価さ
れている。平成22年度は、JIPデータベース2010を完成し公表した。
また、今後のJIPデータベースの作成に必要な公表データの収集・入力業務をこれまでより効率的に実施するために、平成21年度から
システム開発に着手した。具体的には、官民競争入札により業者を選定し、初年度の収集作業を実施するとともに、データベースシス
テムの開発を進めている。これにより、今後将来にわたって蓄積されていくデータ更新を安定的に行うことが可能となる。

・RIETI－TIDは、我が国と諸外国をはじめ、外国間の貿易構造について豊富な情報を備えたデーターベースであり、2010年通商白書の
生産性分析に利用されるなど、通商白書に必要な分析を行ううえで重要なデータベースと評価されている。平成22年度も、二国間の貿
易額が対地域貿易や対世界貿易等に占めるシェア計算を可能とし、統計の利便性の向上を図るなど、改良に取り組んだ。

・AMUについては、安定的に情報の提供を図ったところである。また、 近の円高の進行等行政ニーズに応えるため、産業別の実効為
替レートを日次で提供するシステムの構築に着手した（平成23年度5月に公開）

・今後も利活用可能なデータベース及びアンケート調査結果等を順次公開していく。

イ．データベースのユーザー ・各データベースへのアクセス数は以下のとおり。
による利用状況

（注）③は19年度から、②は20年度からそれぞれ公表。

15,120
(2,854)

(12,266)
2,428

3,051
3,354

22年度
14,626
12,352
6,672

12,905
13,501
3,427
4,375

(2,964)
(10,528)

2,459

21年度
14,538
16,554
5,158

14,066
11,633

13,492

14,093
12,667
3,821
3,980

20年度
17,274
15,681
4,515

16,428
(6,257)

(10,874)
2,821

13,927
(3,053)

(10,171)
2,596

19年度
10,984

-
2,011

17,339
12,479
4,555
4,927

16,480
6,466
4,988
5,524

18年度
11,422

-
-

①JIPデータベース
②AMU
③RIETI-TID

⑧アンケート調査結果
・産学連携実態調査

18,005
(8,844)

④総合エネルギー統計の解説・2004年度改訂版
⑤都道府県別エネルギー消費統計
⑥長期接続産業連関データベース
⑦マイクロデータ計量分析プロジェクト

・NPOに関する研究プロジェクト
⑨リンク集

(9,161)
2,919
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

４．政策研究・政策立案能力の向上支 ア．シンポジウム・BBLセミナ
援業務 ー等のMETI職員等の満足度 ＜シンポジウムにおける参加者の満足度＞

2010年4月13日 RIETI政策シンポジウム (85%)
雇用・労働システムの再構築：創造と活力溢れる日本を目指して

2010年10月1日 METI-RIETI　APEC中小企業シンポジウム (76%)
中小企業とアジア太平洋：2つのエンジンによる経済活性化戦略

2010年10月26日 RIETI-釧路公立大学地域経済研究センター共催シンポジウム (NA)
地域創造に向けてのソーシャル・イノベーション

2011年3月7日 RIETI-早稲田大学G-COE共催シンポジウム (75%)
日本の企業システムの進化：危機後の企業統治の再設計に向けて

年間平均満足度 (79%)

（参考） 第2期期間目標値：66%（2/3）以上
平成21年度実績　全参加者：84%、METI：83%

＜BBLにおける参加者の満足度＞
平成22年度　BBL全参加者の平均満足度は87% (平成21年度 87%)

うち、経済産業省職員の平均満足度は84% （平成21年度 85%）

セッションやスピーカー毎に参加者アンケートを行い満足度を聞き、講師の人選に反映するとともに、運営面での指摘は次回以降に
生かす仕組みとなっている。

＜BBL一覧については、アニュアルレポート参照＞

イ．CF（コンサルティングフェ
ロー）の政策研究・立案能力  ・経済産業省をはじめとする省庁に在籍するコンサルティングフェローについては、原則として、特定の研究プロジェクトに所属させ、ファカ
向上支援業務 　ルティフェロー等とのチームアップを行わせることにより、政策研究能力及び政策立案能力の向上を図っている。

・平成22年度については、78名のコンサルティングフェローが発令された。このうち、27名が22年度に新たに発令されたものである。また、
  7名がディスカッションペーパーの執筆を行った。
・RIETIの各種研究会等に参加することによって、内部研究員やファカルティフェロー等から学術的知見を得ることによる政策立案能力の向
  上を図った。

80%

開催日時
満足度

()内はMETI職員の満足度
件　名

83%

78%

76%

83%
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

Ⅲ．業務の効率化 ５．マネジメントに関する事項 ア．流動的な雇用形態の占め
る割合 ・流動的な雇用形態（任期付き任用、非常勤、兼職の3形態）が占める割合は平成22年度末現在で83.0%となっている。

流動的雇用割合
職員数（常勤、非常勤）
うち、流動的な雇用職員数

任期付任用常勤
非常勤

注：非常勤職員は、週5日勤務を1名として換算。

（参考）第2期期間目標値：年間50%以上
平成21年度実績：82.3%

イ．管理部門職員の割合
・全職員（常勤、非常勤、出向、派遣を問わない）に占める管理部門職員比率は平成22年度末現在で28.3%となっている。

管理部門割合
全職員数（常勤、非常勤）

うち管理部門職員数

注：非常勤職員は、週5日勤務を1名として換算。

（参考）平成21年度実績：28.5%
ウ．効果的で効率的な研究マ
ネジメントの実施 ○業務・システムの 適化について

・平成19年度からグループウェア（ブラウザを利用した情報共有システム）により、研究プロジェクトの進捗管理状況を所内で共有。平成
20年度から四半期毎に予算執行状況の確認と予算の見直しを定期的に実施。
・平成20年度に実施したアジア通貨単位（AMU）算出のシステム化（自動化）に加え、ホームページ上に公開しているJIPデータベースの
システム化（自動化）を進めているところ。
・個人に関する情報などの機密性の高いデータセットを機密性を確保しながら、RIETI外でも加工・集計を可能とするための遠隔操作シ
ステム（通称「SACSES」）を導入。（本システムはデータセットの加工・集計は可能であるが、データそのもののダウンロードや印刷は、
システム上不可能な仕組みを採用している。）

○研究マネジメントの効率化及び明確化による成果
・下記の研究マネジメントプロセスを年度計画に記載し、明確化している。
   ①ブレインストーミングワークショップ

　概ね、前年度末～年度当初において、プロジェクト立ち上げに当たり、研究　計画について議論する。
 　②中間報告会

　概ね、年度半ばに、中間的な進捗状況と今後の研究の見通し等について議論する。相互に関連性の高いプロジェクトについては、
クロスオーバー中間報告会という形で合同で開催する。

   ③ディスカッションペーパー検討会
　概ね、年度後半に、 終成果の案の紹介や残された課題の整理等を行う。

 　④政策提言・成果普及　
　上記のプロセスを経て公表された研究論文等の中から、特に重要で世に問うべきものを選定し、シンポジウムの開催、書籍の発行、
各界上層部向けに研究論文をわかりやすくまとめた刊行物の発行等を行う。

・また、こうしたブレインストーミングワークショップ、中間報告会、ディスカッションペーパー検討会、特別セミナー等の開催案内等を、経
済産業省領域代表者、プロジェクト関係課室員に対し情報提供して参加を促し、政策当局の問題意識を把握するための情報交換に活
用している。

エ．内部統制の充実・強化
○原則毎週月曜日、役員（理事長、理事、監事）及び幹部職員（担当マネージャー以上全員）が参加し、情報共有及び重要事項を討議す
る会議（通称「月曜会」）を開催。
○以下の各週定例会議を開催し、情報共有や気づきの課題（リスク）について討議を行っている。

・水曜日：研究グループ・広報ミーティング
・木曜日：正副ディレクター会議
・金曜日：総務マネージャー会議

○日常業務では、理事長との接点が少ない①副ディレクター級及び②マネージャー級の職員とのコミニュケーション強化のため、原則2週
に1度、それぞれのグループと1～2時間理事長が直接意見交換する場を設けている。
○RIETIが取り扱う情報管理については、平成19年度にセキュリティポリシーを導入し、平成22年度には4巡目のPDCA（制度ルールの設定、
研修、内部監査、改善）を実施した。

31.0
13.0

22年度実績
28.3%
73.4
20.8

22年度目標 22年度実績
50% 83.0%

53.0
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

オ．官民競争入札等の活用
○平成19年12月24日閣議決定「公共サービス改革基本方針」に基づき、以下の業務について民間競争入札手続を着実に進めた。

① 中国語ホームページの維持管理業務
　官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会の議論を経て、すでに民間競争入札を実施（平成21年5月11日開札。株式会社
イデア・インスティテュートが受託）。【契約期間】平成21年6月から平成23年5月までの2年間。
　本件業務については、官民競争入札手続を経て請負業者を選定し2年契約により業務を行っており、本年5月にその契約期間が終
了となる。次期業務の開始にあたり、引き続き官民競争入札手続によるか、その他の手続によるかの判断については、広報の一手
段としての当該業務そのものの方向性も含め、多様な観点から検討した。その結果、官民競争契約手続を活用するとした場合には、
複数年の契約期間を設定することとなるため、契約期間中は同一業者による安定的な業務の遂行が確保される反面、契約期間中
の仕様内容の変更等に制約も受けるため、経済状況等社会情勢に急激な変化が生じた場合、その状況に即応するため、仕様内容
の変更を行うなどのきめ細かい対応が困難となることが想定されることもあり、次期業務については官民競争入札手続によらず、他
の手続により業務を実施する方向で官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会事務局と協議を行っている。

② データベースの維持管理業務
　官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会の議論を経て、すでに民間競争入札を実施（平成21年11月30日開札。株式会社　
価値総合研究所が受託）。【契約期間】平成21年11月から平成24年2月までの2年4か月間
　本件業務については、官民競争入札手続を経て請負業者を選定し業務を行っており、初年度の業務開始直後は、一部納品のデー
タに不備がみられたものの、その後改善され、順調に業務が推移しており、3月末時点で契約期間が残すところ11ヶ月となる。
　残りの期間から次期業務について、検討した結果、当該業務そのものも継続的に実施する方向が確認され、業務の内容から考え
ても官民競争入札手続により、複数年に亘り単一の業者を確保することが安定的な業務の遂行に資すると判断できるため、次期業
務についても官民競争入札手続を採用する方向で官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会事務局とも協議を行っている。

カ．人材育成の取組状況・成
果 ○常勤研究員については、政策研究大学院大学等での聴講など本人の希望を確認しながら研究活動に役立つ知識習得の推奨を行って

　いる。
○事務スタッフについては流動的な雇用形態が事務処理の継続性の妨げとならないよう、担当者間の引き継ぎに加え、初任者研修等各
　種所内研修を実施している。

６．入札・契約に関する事項 ０．契約監視委員会
○契約監視委員会

(1)平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」を受け、契約監視委員会を設置。
・競争性のない随意契約を継続しているものについて随意契約事由が妥当であるか
・契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか（一者応札・応募である場合に改善すべき
点はないか）などの検証を行う。

〔メンバー〕
・白山真一委員長（公認会計士）
・向宣明委員（弁護士）
・八田進ニ監事
・菅沼義夫監事

 (2)平成22年2月1日に第一回会合を開催。a)平成20年度締結契約、b)複数年契約、c)平成21年度末までに予定されている調達案件に
    ついて審議。

 (3)平成22平成年5月12日に、第二回会合を開催し、a)平成21年度締結契約、b)複数年契約（平成20年度と変わらず）、c)平成22年度末
   までに予定されている例年とは異なる調達案件　について審議。
   不適切とされた事例はなかったが、

・サービス提供を求める場合において、事業者と実際にサービスを提供する者との間の直接雇用要件の要否を点検すること、
・随意契約の際の指定業者との契約の見積確認、
・委託先の積算根拠の確認、
・随意契約で委託する場合の一般管理費の考え方　などの質疑があった。

 (4)平成22年度契約案件については、平成23年5月19日第3回契約監視委員会にて、a）平成22年度締結契約、b）平成22年度に締結し
    た契約のうち例年とは異なる調達案件について、閣議決定における点検事項に沿って審議を行った。

 (5)第3回契約監視委員会において、契約の適切性について了解を得た。他方、随契によさざるを得ない継続案件等についても、相見積
   もりを取る等、コスト意識を持って対応することが必要、また入札案件の告知方法について更なる工夫が必要等の提言がなされた。
〔メンバー〕

・菅沼義夫監事が平成23年4月14日付退任し、濵田憲一監事が4月15日付就任した
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

ア．契約に係る法人に特有の ○20年度における契約状況の再点検を行い、21年度以降は下記の方針に基づいて契約を行うこととした。
背景やおかれている状況を示  　(1) 一般競争入札
すとともに、それに従って設定 原則、基準額以上の調達案件については、その調達内容から困難であると判断するもの以外は一般競争入札とする。調達の内容によ
されている法人の基本的な契 り価格のみでの契約先の決定が困難なものについては、価格及び履行能力、技術力等を総合的に評価する総合評価方式により契約
約方針 先を決定する。

　 (2)企画競争・公募
① 委託調査・翻訳など研究活動あるいはシンポジウムの質に直結する契約については、委託先の能力を重視する必要があるため

価格のみによって委託先を決定し 難いため、企画競争・公募を原則とする。但し、一般競争入札における、総合評価落札方式に
より委託先の履行能力・技術力の評価が可能となる場合には一般競争入札を行うこととする。

 　 　 ② シンポジウム会場借料については、公募により一定の要件を満たす会場を登録し(公募は随時。登録リストは公開)、案件毎にそ
の登録された会場のうちシンポジウムの内容に適した立地のもの全てに空き状況を確認し、価格及び会場施設を総合的に評価
して決することとする。

③ データベース利用・購入については、潜在的な供給者が他に存在しないことを確認するため、公募とする。
④人材派遣契約については、公募により派遣職員の経験及び能力と価格とを総合的に評価して決することとする。

   (3)下記については、いずれも競争に適さない事由があるため、引き続き随意契約とする。
     ① 分室賃貸借関係：地理的利便性が重要であるため。なお、清掃、工事も家主の指定業者に限定されている。

② 他機関との共同研究：研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。
③ 既調達のシステムの改修：貸主以外の者による改修では、保守を受けられなくなるため。
④ シンポジウム関係：競争性のある契約形態で選定した会場において、機器の賃貸借などを行う場合の会場の指定業者との契約

イ．業務の効率的な実施の観
点から一般競争入札の範囲 Ⅰ．契約に係る公表の基準の整備及び実施状況
の再検討等適切な契約の選 ①整備状況
択が行われたかどうか。 　契約方式、契約事務手続、公表事項等契約に係る規程として、「独立行政法人経済産業研究所会計規程」(以下、「会計規程」とい

う。）及び 「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」（以下、「会計細則」という。） に定め、これらに基づき実施している。なお、
随意契約に関する規定は以下のとおり。

＜随意契約ができる事由＞
独立行政法人経済産業研究所会計規程(抜粋）
（契約の方法）
第47条　研究所において、請負、売買、貸借その他の契約をする場合は、原則として一般競争入札に付さなければならない。　

4　契約が次の各号の一つに該当する場合においては、第1項及び第2項の規程にかかわらず、随意契約によることができる。
一　契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二　緊急を要する場合で、競争に付する時間的余裕がないとき。
三　競争に付することが不利と認められるとき。
四　契約に係る予定価格が少額であるとき。
五　その他事業運営上特に必要があるとき。

5　随意契約をしようとするときは、なるべく二人以上から見積書を取らなければならない。ただし、その必要がないと認める場
合又は緊急を要する場合には、一人の者から見積書を徴すれば足りる。
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

＜随意契約によることができる限度額＞
独立行政法人経済産業研究所会計規程細則
（随意契約）
第4条
　規程第47条第4項第3号の「競争に付することが不利と認められるとき」とは、次の各号の一に該当する場合とする。　

一　現に履行中の契約に直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
二　時価に比べ著しく有利な価格で契約することができる見込みがあるとき。
三　速やかに契約しなければ契約する機会を失い、又は著しく不利益な価格で契約しなければならないおそれがあるとき。

 2　規程第47条第4項第4号の「契約にかかる予定価格が少額であるとき」とは、次の各号の一に該当する場合とする。
一 予定価格が250万円を超えない工事若しくは製造をなさしめ、または予定代価160万円を超えない財産の買入れをする

とき。
二 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借入れをするとき。
三 予定価格が50万円を超えない財産の売り払いをするとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えない物件の貸付をするとき。
五 工事若しくは製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で、その予定価格が100万円を超えないとき。

 3　規程第47条第4項第5号の「その他事業運営上特に必要があるとき」とは、次の各号の一に該当する場合とする。
一 運送又は保管をさせる場合。
ニ 外国で契約するとき。
三 落札者が契約を締結しないとき。

RIETI 国
工事・製造 250万円以下 250万円以下
財産の買入 160万円以下 160万円以下
賃借料 80万円以下 80万円以下
財産の売払 50万円以下 50万円以下
賃貸料 30万円以下 30万円以下
役務 100万円以下 100万円以下

②当該基準等の運用状況
　これら規程類に基づき、契約手続きを実施している。

③当該基準等の公表状況
　これら規程類は、すべてホームページで公表している。また、契約の締結状況もホームページで公表している。

＜契約状況の公表の根拠＞
独立行政法人経済産業研究所会計規程細則
第4条の2
　支払の原因となる契約を締結した場合（予定価格が当該契約の種類に応じて前条２項一号、二号及び五号の金額を超えるもの
とし、特定調達契約に該当するものは除く。）には、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内（各年度の4月1日から4月30
日までの間に締結した契約については93日以内）に当研究所ホームページに掲載する方法により、次の各号に掲げる事項の公
表を行うものとする。

一　物品等又は役務の名称及び数量
二　契約担当者の氏名及び所在地
三　契約締結日
四　契約の相手方の指名及び住所
五　契約金額
六　予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は当研究所の事務

又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。）
七　落札率（予定価格を公表しない場合を除く。）
八　随意契約によることとした理由
九　随意契約を締結する場合に、契約の相手方に当研究所の常勤職員であったものが役員として、契約締結日に在職して

いれば、その人数。
十　その他必要と認められる事項
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

④国の基準との比較

①次の主な事項については国の基準と同一となっている。
　随意契約ができる少額契約の上限額、指名競争入札ができる上限額、契約情報の公表事項、総合評価方式の導入

②国と異なる項目は以下となっている。

　「見積書の徴取省略の取扱い」
　会計規程細則第10条において、6万円を超えない契約については、見積徴取を省略できることとしている。
　国は、100万円以下の随意契約について、各省が契約事務の実情を勘案して、予定価格調書、その他書面による積算を省略
し、又は見積書の徴取を省略してもよいこととしている（大蔵省主計局長通達・昭和44年蔵計4438参照）

(RIETI）
　会計規程細則第10条

6万円を超えない契約、又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴収を省略すること
ができる。　

Ⅱ．契約の適正実施確保のための取組状況

＜契約事務の執行体制及び内部審査の整備状況・体制＞
　競争入札については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を行い、契約金額1,000万
円を超える契約については、理事長の決裁が必要となる。
　随意契約（少額随契を除く）、企画・公募による個々の契約の決裁は、審査基準から契約まで担当部局以外に総務副ディレクター、
総務ディレクター及び理事長がすべての契約の決裁を行う。
　少額随契については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を行う。
　また、規程上、「重要又は特殊な契約」については決裁後、監事に回付することとしており、運用上は、理事長が決裁した契約をす
べて監事に回付している。

＜その他入札・契約に関する取組事項＞
契約監視委員会の開催により契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか（一者応
札・応募である場合に改善すべき点はないか）、競争性のない随意契約について随意契約事由が妥当であるかなどの検証を行
い競争性の確保に努めている。

Ⅲ．平成22年度に締結した契約の状況

○平成22年度における契約の内訳
（単位：千円）

件数 金額
1.一般競争入札 ( ) ( )

委託調査
成果普及関係
データベース利用・購入
システム関連

2.企画競争・公募方式としたもの ( ) ( )
シンポジウム関係（会場借上・運営）
データベース利用・購入
システム関連
分室賃借関係
職員派遣

3.平成22年度随意契約としたもの ( ) ( )
共同研究
分室賃借関係
分室移転関係
システム関連
次期ＰＣ－ＬＡＮシステム移行関連

総合計 ( ) ( )

○前年度との比較

平均落札率
76.66%

合計
随意契約の割合

契約件数
12
38
5

平成21年度

60

60
16.7%

契約金額
平成22年度

109,367
449,232
24.3%

73.00%

55
9.1% 25.1%

契約件数

16.7%

494,017

289,540

契約金額

28,130

33,957

平均落札率

1

1
3

1
20

1

10
1

61.7%

494,017

124,069

3,397
91,877

80,408
17,765

100,125

5,226
289,540

88,915

24,688

13

3
5
1

2

21.7%

4

100% 100%

6,027

37

16.3%

25.1%

2,749
35,207

58.6%

9,065
46,889

競争入札
企画競争

80,408

124,069随意契約

13

10

165,041
174,824

13

4

37
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

Ⅳ．「随意契約見直し計画」

１．「随意契約見直計画」について
(1)　新計画の概要は以下のとおり。

①  真にやむを得ないものとして随意契約を継続するもの
20年度の随意契約9件のうち、旧計画と同様の３類型である、
　「分室賃貸借関係(2件)」
　「他機関との共同研究(2件)」
　「既調達のシステム改修(1件)」
に加え、
　「シンポジウム関係(競争性のある契約形態で選定した会場の指定業者との契約)(1件)」
の計6件を、引き続き「競争性のない随意契約」とした。

②　随意契約から一般競争入札等へ移行
 残る3件のうち、「複写機等保守(2件)」は、20年度中に既に一般競争入札に移行済み。

「職員派遣契約関係」1件を「企画競争・公募等」へ移行。
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

 １．随意契約等の見直し計画
（１）随意契約の見直し

　平成20年度において、締結した随意契約等について点検・見直しを行い、以下のとおり、
新たな随意契約等の見直し計画を策定する。
　本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、引き続き速やかに一般競争入札等へ
の移行を進める。

（２）一者応札・一者応募の見直し
　平成20年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募となった契約につ
いて点検・見直しを行い、以下のとおり、契約の条件を見直し、一層の競争性の確保に努
める。

（平成２０年度実績）

 （注１）上段（　%）は競争性のある契約に対する割合を示す。
（注２）一者応札・一者応募には、公募の6件（35,269,001円）を含む。

（一者応札・一者応募案件の見直し状況）

（注）上段（　%）は平成20年度の一者応札・一者応募となった案件に対する割合を
示す。

２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み
（１）契約監視委員会による定期的な契約の点検の実施

契約監視委員会により、毎年度競争性のない随意契約、一者応札・一者応募になった案
件を中心に点検を実施する。

（２）一者応札・一者応募の見直し
○　仕様書の内容の見直し

ア　競争性を高めるため、サービス提供を求める場合において、事業者と実際にサー
ビスを提供する者との間の直接雇用要件の要否を点検する。

イ　公募期間を公告から応札締切り又は説明会までを10日以上（説明会を行う場合は、
公告から説明会まで10日以上、説明会から応札締切りまで更に10日以上）確保し、競
争性を担保する。

(95.0%)
19

点検の結果、指摘事項がなかったもの

仕様書の変更（参加条件の変更） 1 3,220,000

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注）

金額（円）

（29.9%）
84,799,907

283,968,117

(3.8%)

うち一者応札・一者応募

3,220,000

(96.2%)
81,579,907

(5.0%)
1

(8.4%)

金額（円）

競争性のある契約

（32.3%）
20

件数見直し方法等

競争性のある契約

実績

62

競争性のない随意契約

11

(100%)

250,829,318
(28.3%)

112,051,443

件数

合　　　計

企画競争、公募等

(12.7%)
9

(100%)
104,027,246

33,138,799

396,019,560

13
(73.2%)

396,019,560

39,658,556
(63.7%)

252,333,758
(26.3%)

71

(8.5%)
6

(100%)
71

(100%)

(87.3%)

見直し後平成２０年度実績
金額（円）

(71.7%)

52
(71.8%)

51
(63.3%)

独立行政法人経済産業研究所

件数
(91.5%)

65

件数

62 283,968,117
(18.3%)

金額（円）
(73.7%)

291,992,314
(10.0%)(15.5%)

競争入札

随意契約等見直し計画
平成22年4月30日
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

２．22年度実績の概要
(1)　22年度においては、随意契約の一層の削減を目指し、経済産業研究所分室に係る貸室の企画提案の公募を実施した。公募に

よる移転の実施により貸室面積の約40％削減と貸室経費40％の縮減を実現した。

(2)　見直し計画では想定していなかった随意契約が下記のとおり発生。
（ｲ）分室の移転に伴い、生じた随意契約：4件（28,130千円）

(a)入居工事請負契約：株式会社竹中工務店東京本店：7,875千円

(b)原状復帰工事請負契約：株式会社竹中工務店東京本店：15,015千円
貸室賃貸借契約書に貸室内修繕工事を行う場合には、貸し主の指定する工事人に限る旨の約定があり、指定業者以外と
の契約が困難であったため、指定業者と契約を行った。

(ｃ)電話装置移設工事請負契約：岩崎通信機株式会社：1,402千円
経済産業研究所に設置されている電話交換機及び電話機等の設備一式については、研究所設立時に入札により岩崎通
信機株式会社が落札し、同社製の設備一式を設置した。また設置後の電話交換機等設備一式の運用支援及び保守業務
についても、機器の製造元である同社が行っているため、今回の移設工事についても同社以外との契約が困難であったた
め、同社と契約を行った。

(ｄ)PC-LAN関係設備移設工事請負契約：株式会社ＰＦＵ：3,838千円
回線を含むPC-LAN設備一式については、株式会社PFU、日本電子計算機株式会社との賃貸借契約により使用しているも
のであるため、同設備の移設については、既存契約業者以外との契約が困難であったため、同社と契約を行った。

 （ﾛ）次期PC-LANシステム移行までの期間、随意契約による契約延長を行ったもの：3件（33,957千円）
(a)カラー複合機の賃貸借、保守及び消耗品の供給変更契約：株式会社リコー：1,133千円

(b)複写機の賃貸借、保守及び消耗品の供給変更契約：株式会社リコー：1,231千円

(ｃ)PC-LANシステム賃貸借変更契約：株式会社PFU、日本電子計算機株式会社（3者契約）：31,593千円
次期PC-LANシステムの調達計画については、当初、第2期中期計画期間の 終年度である平成22年度中に調達手続きを
完了し、第3期中期計画期間の初年度となる平成23年度開始と同時に移行・運用開始の予定で準備を進めていたところ、
平成22年初から政府内において独立行政法人に関する組織・業務等の見直しの検討が開始されたことを受け、その方針の
見通しが確認できるまでの間、調達手続を見合わせることとなった。そのため当初の予定である平成23年度初からの運用
開始が困難となり、既存賃貸借契約の変更により対応せざるを得ないこととなったため、既存契約業者と契約を行った。

(3)随意契約における再委託状況
0件

32.0%100.0%
12 8 50

20.0%
30

100.0%
14 50

22
1

合計
一者の割合 6.7% 4.3%

0
22年度

34
1614

二者以上
一者

40
10

28
2

012
0 8

21年度

公募

0.0%

22年度

12
1
13

7.7%

21年度

23

21年度 22年度22年度 21年度

一般競争入札 企画競争 合計
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

1) 価格による競争入札で、落札率が高い契約状況及び応札者が一者であった契約の状況について
①－１　競争入札のうち、落札率が95％以上の契約

・件数 件中0件

①－２　競争入札のうち、落札率が90％以上の契約
・件数 件中4件（委託調査1件、次期PC-LANシステム調達支援業務1件、日英サマリー作成業務2件）
理由：RIETIがこれまで実施してきた類似契約（委託調査）の積算等から算出した予定価格が実勢（市場価格）に近かったため。

①－３　応札者が1者であった競争入札による契約
・件数 件中1件（H23年度電子ジャーナル及び外国雑誌売買契約 1件）
理由：入札の実施に当たり、応札の可否について、電子書籍・外国雑誌取扱業者数社に事前にヒアリングを行ったところ、2社から応
札可能との回答を得たので、入札を実施したが、開札の結果、1者応札となった。事前のヒアリングにおいて応札可能と回答をし、結
果として、不参加となった業者に問い合わせたところ、営業担当者が開札日時を1日錯誤した結果、入札不参加となったとのことで、
次回の当該案件の入札には参加したい旨の回答を得た。

2）企画・公募による競争契約において、応札者が１者であった契約
①企画競争23件のうち応札者が１者であった契約１件

○職員派遣：研究支援担当スタッフ（統計関係データベース・プログラミング作成業務）：株式会社グロウ　企画競争

22年度は計20件の職員派遣募集（企画競争）を実施した。H21年度において公告期間が短かった中に1者応札が発生していたため、
公告期間を10日（さらに長めに）とるようにしており、H22年度においても長め（13日間～21日間）の公告を行った。本件においては、
類似案件（データベース・プログラミング作成業務）に応札のあった派遣会社（3者）に、今回応札のなかった理由について問い合わせ
たところ、ホームページでの募集をそもそも知らなかったと回答した業者が2者（残りの1者は認識はあったものの、派遣候補者に統
計ソフト経験がなかったため落札の可能性が低いと推測し応募を見送ったとのこと）であったため、以降は過去の類似案件にて応札
のあった業者を中心にFAXあるいは電話にて広報活動に努めている。 

②公募14件のうち応札者が１者であった契約１4件
○データベース利用・購入：13件、システム関連セキュリティ技術提供：1件

  平成18年8月25日付、財務省から各省各庁の長あて発出された「公共調達の適正化について （財計第2017号）」において、「公募」
とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を
募ることをいい、従来、研究開発等を委託する場合等に特殊な技術又は設備等が不可欠であるとして、発注者の判断により、特定の
者と契約していたようなものについて、当該技術又は設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから、必
要な技術又は設備等を明示したうえで参加者を募るものである。　したがって、当初から複数の者による競争が存在することが考え
られるようなものについては、原則として、一般競争入札（総合評価方式を含む。）を行うこととし、事務又は事業の性格等から、これ
により難い場合には、企画競争を行うものすると定義されている。
　そのため、公募の実施については、当該契約先が1者であることを確認するために行うものであることから、公募の結果、その参加
者が1者であるとのことは、当研究所が求める情報・技術の提供を実現する契約先が1者であったと確認されたものと理解するところ。
なお、「公共調達の適正化について （財計第2017号）」における、情報提供等の扱いに関しては、競争性のない随意契約によらざるを
得ない場合の一つとして、「行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供
を受けるもの」として国では随意契約を認めている。  

3) 随意契約によらざるを得ない契約の内訳
①共同研究調査委託：1件（9,065千円）

企業活動の国際化とイノベーションに関する調査研究に係る共同契約：国立大学法人京都大学
研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。なお、京都大学との間では学術協力及び交流に関する協定を
締結している。

②分室賃貸借関係：1件（46,889千円）
貸室賃貸契約：大同生命保険株式会社

 地理的利便性が重要であるため。(前年度以前からの継続的契約）
なお、本件貸室賃貸借契約については、公募による移転の実施に伴い、平成23年3月31日をもって解約となった。

③情報システム関係：1件（6,027千円）
「RIETI遠隔操作システムの保守・運用」役務請負変更（期間延長）契約：株式会社ＰＦＵ

本業務は、既存システムの保守・運用を継続的に行うことを目的としたものであるため、既存契約業者以外との契約が困難であ
ったため、同社と随意契約を行った。

4) 関連法人（特定関連会社、関連会社及び関連公益法人）との契約状況
該当法人なし。

13

13

13
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

７．役職員の給与等の水準の適正化 ア．法人に特有の背景やおか
れている状況を示すとともに、 ・RIETIは、政策研究・提言活動を効果的・効率的に行う観点から、人的資源についても研究所のパフォーマンスが向上するよう様々な手
それに従って設定されている 法を導入している。具体的には、研究員については任期付採用、外部兼任研究者等の手法を活用すること、事務職員についても民間の
法人の基本的な役職員の給 スペシャリストを登用することを基本方針としている。この方針に則り、研究員、事務職員ともに原則任期付任用とするとともに、研究員に
与等に関する基本的な方針 ついては年俸制としている。

イ．法人の役職員の給与等の
実績について、法人の置かれ   ・役員については、常勤役員が1名のみであるため、他の独立行政法人に比して高額となっている。
ている状況を勘案しつつ、他
の独立行政法人の平均（平成 ・研究員については、その年俸額を下記の諸要因を総合的に考慮して決定しているが、民間からの採用者については任期付であること(永
17年度）や国家公務員と比較 続的な雇用を保障していないこと)及び退職金を支給しないこと等から、高めの水準となっている。　
し、その水準が適正かどうか

　参考：研究員の年俸決定時の考慮要因(研究職員等給与規程第２条第2項)
　契約締結に当たっては、研究職員等の年俸は、①個人の専門能力、経験、研究成果、②学位の有無、③担当する職務の複雑・困
難、責任の度、④組織への貢献     期待度、⑤現在別組織に既に雇用されている場合、当研究所に移ることによって発生するリスク
に対する補償額、⑥当研究所の研究環境を享受することによって、本人が受ける便益、⑦研究者市場において、本人と同様の状況
にある研究者の給与相場、⑧競合先提示条件、⑨現在の給与及び⑩既に当研究所に雇用されている研究者の給与とのバランス等
を考慮して定めるものとする。

【参考1】常勤役員等の支給状況
（単位：千円）

（参考）全独立行政法人平均（平成21年度）
総務省「独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成21年度)」より

（参考）国家公務員指定職（平成22年4月1日現在）

【参考2】役員報酬への業績反映の仕方

　「独立行政法人経済産業研究所役員給与規程」において、理事長は経済産業省独立行政法人評価委員会の業務実績に関わる評価
結果（以下、「評価結果」という。）を勘案し、業績給を支給することができるとして規定している。理事長の業績給の額は理事長として支
給された本俸月額の合計額を給与支給月数で除した額に100分の326を乗じて得た額に以下に定める評価結果に即した割合を乗じて
得た額とする。

【参考3】常勤役員の退職手当の支給状況

　平成22年度支給実績はない。

【参考4】常勤職員の給与の支給状況

区分 年間平均給与額（千円）

常勤職員
　うち事務・技術
　うち研究職種

注：平成22年度中（平成22年4月1日～平成23年3月31日）に在籍した者のみの数
 年間平均給与額には時間外手当、通勤手当は含まない。

9,7987 41.0

34
27

7,298 2,500

5,016
4,425

41.9
42.1

平均年齢（歳）

15,170

6,765
5,979

総額 うち賞与
1,749
1,554

うち所定内

Ｄ評価

人員（人）

100分の0

100分の50
100分の25

Ｂ評価
Ｃ評価

ＡＡ評価
Ａ評価

評価結果 割合
100分の100
100分の75

22,935事務次官（８号俸）

0法人の長 20,400

法人の長

5,230

賞与報酬（給与）

18,183

その他（内容）報酬等総額
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

【参考5】職員と国家公務員との給与水準の比較

①ラスパイレス指数の状況

＜事務・技術職員＞ ＜研究職員＞

対国家公務員（行政職（一）） 対国家公務員（研究職）
　地域勘案 　地域勘案
　学歴勘案 　学歴勘案
　地域・学歴勘案 　地域・学歴勘案

（※）国の給与水準を100とした時の指数

②国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由

・事務・技術職員については国に比べて低い水準となっている。
・研究員については、その年俸額を下記の諸要因を総合的に考慮して決定しているが、民間からの採用者については任期付で
あること(永続的な雇用を保障していないこと)及び退職金を支給しないこと等から、高めの水準となっている。　

参考：研究員の年俸決定時の考慮要因(研究職員等給与規程第２条第2項)
　契約締結に当たっては、研究職員等の年俸は、①個人の専門能力、経験、研究成果、②学位の有無、③担当する職務の
複雑・困難、責任の度、④組織への貢献     期待度、⑤現在別組織に既に雇用されている場合、当研究所に移ることによっ
て発生するリスクに対する補償額、⑥当研究所の研究環境を享受することによって、本人が受ける便益、⑦研究者市場に
おいて、本人と同様の状況にある研究者の給与相場、⑧競合先提示条件、⑨現在の給与及び⑩既に当研究所に雇用され
ている研究者の給与とのバランス等を考慮して定めるものとする。

【参考6】「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づく人件費改革の進捗状況等

人件費削減方式を採用している。
（単位：千円）

給与、報酬等支給総額
人件費削減率

　人員削減方式については、流動的雇用形態を採用しているため、単年度単位では前年度比の増減に変動が生じるが、5年の期
間においては5%削減の達成を見込んでいる。

（単位：人）
常勤役職員数
（人件費改革対象）

【参考7】役職員の給与決定に関し特筆すべき事項

 ・年度当初（年度途中採用者については採用時）に設定した目標に対して、毎年業績評価を実施。
　評価はＡ・Ｂ・Ｃの3段階
（より詳しくはＡ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃの6段階で行う）

◎業績評価と昇級の関係

　昇級幅（号俸）
　特別賞与

①現在の本俸同額、（年俸制の者にあっては）年俸額を俸給表に当てはめ、その直近上位から評価結果に基づく昇級幅（号俸
の増加率を現在の年俸額に乗じて俸給額又は年俸額を計算する。
②国家公務員において、平成22年度においてもRIETIの３等級相当以上の者（研究職員及びシニアのマネージャー以上のスタ
ッフ）について昇級幅を半分程度に抑制した。ただし、特別賞与（Ａ－以上の場合に支給）については、抑制しない。

ウ．その他（諸手当）
１）期末手当、勤勉手当の支給割合・算定方式

雇用契約（1年間）を行っており、人事評価の結果を次期契約に反映させている。算定方法は国と異なるが、支給割合（22年度において
は、3.95月分）は、国に準じたものとなっている。

２）各手当における国の基準との比較
扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給基準については、国の支給基準と同一となっている。

３）法定外福利費
・供花について、国では厳格な審査のうえ支出の可否を決定しており、支出すること自体は問題がないと理解。経理上の区分について
は、独法会計原則に基づき、適切に計上している。
・レクリエーション経費の使用実績はない。

0
Ａ Ｂ＋

66 2
あり あり

4

＋1.07%

20年度実績
405,336

6
Ｂ－

20年度末18年度末
49

19年度末
49

Ａ－

45
22年度末

45
21年度末

48

Ｂ Ｃ

▲8.87%

22年度実績
367,064
▲17.48%

21年度実績
370,007
▲16.82%

78.1 119.6

18年度実績
449,453 413,940

19年度実績

▲6.94%

80.8
90.1

124.1
120

123.3

93.3

35



評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

Ⅳ．財務内容 ア．予算管理の適正化かつ効
率性 ・平成22年度のRIETIの運営費交付金執行状況

・平成22年度の予算及び決 ●予算・決算 （単位：千円）
算 支出 その他の要因

業務支出
うち調査及び研究業務関連経費
うち政策提言・普及関係経費
うち資料収集管理等関係経費

受託経費
一般管理費

計

・平成22年度の収支計画及 ●収支計画・収支実績 （単位：千円）
び収支実績 区分

費用の部
経常費用

調査及び研究業務費
政策提言・普及業務費
資料収集管理等業務費
受託業務費
一般管理費

収益の部
運営費交付金
受託収入
普及業務関係収入
科研費収入
助成金
前年度よりの繰越金

・平成22年度の資金計画 ●資金計画・資金実績
（単位：千円）

区分
資金支出

業務活動による支出
翌年度繰越金

資金収入
業務活動による収入

運営費交付金による収入
受託収入
普及業務関連収入
科研費収入
助成金

前年度よりの繰越金

 <利益について>
　平成22年度における利益605,507千円の発生は、調査及び研究業務費が計画1,480,968千円に対して実績914,810千円となったことが
主な要因である。既述の通り、研究業務及び成果普及業務の双方において、中期計画及び年度計画の目標を上回る成果を達成する
ことができた。
　独立行政法人制度が導入された経緯、独立行政法人通則法上借入金に強い制約があること等に鑑みると、中期計画に基づく業務を
遂行した上で中期計画 終年度に一定の利益計上を行って国庫納付することは、基本的には制度の趣旨に沿ったものである。
　平成22年度は、独立行政法人制度の抜本的見直しに関する議論が行われていたことから、大規模な新規研究プロジェクトの開始、
研究員の増員といった大型の新規案件や複数年にわたる予算措置が必要な案件については、議論の方向性を見守りつつ慎重に対応
した。平成23年度以降、第三期中期計画期間を通じてそれらを着実に実施し、一層高い評価を得るよう努力したい。

・固定経費の全執行額に占 ・流動的雇用形態の活用や業務の効率的実施に努めた結果、固定経費 （一般管理費及び1年超の契約にかかる人件費） が経常費用
める割合 に占める割合は30.5%程度となっている。

固定経費の合計 千円 ・・・ ①
経常費用の合計 千円 ・・・ ②
固定経費割合（①÷②）

13

22年度
支出計画

1,707,788

4,569
256,837

1,969,194

1,969,194

430,693

1,480,968
154,987
71,833
4,569

299
4,464

256,837
1,969,175

▲12,286
597,776

269,123
1,371,417 -597,776

1,529,639

0

22年度計画 22年度実績 差額

1,969,194
1,371,417
1,371,417

0
0

0
0

566,158
37,687
1,663

次年度へ
繰り越し

0
0

4,555-4,555
12,286

差額

-605,507
-566,158

利益
（▲は損失）

605,507
1,480,968

154,987
71,833

22年度
支出実績

1,102,281

70,170

914,810
-37,687117,300
-1,663

532

117,300
70,170

302
0

-1,663
-4,556

861

-597,777

13
269,123

1,970,036
1,529,639

4,766

914,810

12,286

-597,776

327
0
0

0

4,080

1,969,194
0

1,969,175
1,538,482

4,464

0 0

0
861

0

532

0
1,970,036
1,539,344
1,529,639

302
233
3274,407

4,766

0

30.5%

414,435

22年度実績

430,693

4,407
233

0

-37,687

差額

-597,776

4,080
0

-597,777
-566,158

1,371,417
1,371,417

22年度計画
1,969,194

1,359,375

299

430,693

1,529,639

430,693
0
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評価項目 評価事項 業務実績報告事項 記載内容

研究領域

・保有資産の有効活用 用途

・欠損金、剰余金の適正化 ・22年度における当期純利益は598,639千円となっている。

前中期目標期間繰越積立金の申請は行っていない。

【当期純利益の発生要因】

・運営費交付金利益 円
・受託利益 円
・普及業務利益・シンポジウム収入 円
・科研費間接費収入 円
・財務収益(受取利息) 円
・雑損 円
合計 円

・借入金の実績の有無 ・借入金の実績はない。

・リスク管理債権の適正化 ・該当なし

９．その他
ア．自己収入実績

・普及業務関係収入（監修料収入：150千円、シンポジウム参加料収入：382千円）の実績：532千円
・22年度予算計画上の数値：299千円

イ．競争的資金等獲得実績
・受託収入 4,766千円 
・科学研究費間接費収入 4,407千円

※平成22年度科学研究費補助金獲得額：28,497千円（直接経費（24,090千円）＋間接経費（4,407千円））

なお、平成23年度科学研究費補助金（直接経費＋関節経費）について、文部科学省、独立行政法人日本学術振興会より総額 24,466
千円（直接経費（18,820千円）＋間接経費（5,646千円））の交付内定を受けている。
 

・受託、競争的資金獲得に関して第一期中期目標には記述はなかったが、現行第二期中期目標においては以下が明記された。
「行政機関や民間企業が委託事業を要請してきた場合、研究成果の内容の自由度が確保され、研究所の研究領域に適合する内容で
あれば、運営費交付金事業の遂行に重点をおきつつ、受託につき積極的に検討すること。さらに、競争的資金についても、研究所の研
究領域に適合する内容であり、各研究員が獲得を目指したい場合には、研究所としても各研究員を支援すること。」

＜参考： 近の受託収入額＞
（単位：千円）

建物
工具器具備品

種類 具体例帳簿金額（円）
パーテーション9,336,594

22年度18年度
0

19年度
2,920

20年度
6,667 4,766

21年度
6,478

場所
研究所内

593,326,111

研究所内
研究所内 電話機14,091,370

0
-3,308

233,103

ソフトウェア

327,000
3,616

9,364,682

4,752,078
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