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業務概要
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中期目標において、継続的な取り組みを望む以下の4つの「基盤政策研究領域」を設定し、理論
的・実証的な調査分析・研究を実施するとともに、当該研究成果や政策提言を政策形成プロセス
に提供。
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ドメインⅠ．
「少子高齢化社会における経済活力の維持に関する研究」

ドメインⅡ．
「国際競争力を維持するためのイノベーションシステムに関する研究」

ドメインⅢ．

「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
に関する研究」

ドメインⅣ．
「通商産業政策史の編纂」

基盤政策研究領域に隣接する基
礎的なテーマ、ＲＩＥＴＩとして、より
中長期的観点から行うべきと考え
る研究テーマ

産業金融構造、産業人材、
コーポレート・ガバナンス、
エネルギー、地域経済など

■第２期における研究プロジェクトは９４本。

■実証的な研究を進める基盤として、独法ならではのデータベースを構築して
研究に活用。

＜例＞・高齢者の就業や生活に関する ＪＳＴＡＲ
・企業の生産性に関する ＪＩＰ
・諸外国との貿易取引に関する ＴＩＤ



業務概要
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ＲＩＥＴＩが、行政官・大学・産業界の関係者をコーディネートし、ハブ機能を果たしながら研究を推進。

Ｎｏ． 種別 計

１ 学者 ４１４

２ 企業 １０１

３
調査・研究会社
（シンクタンク）

６１

４ 他府省 ４６

５ ＦＦ、ＣＦ 等 ６７

６ 大学院生 ５１

７ その他 １５１

合計 ８９１

研究会には各界から多様な「知」が集結 （06年度～09年度実績）

１３２大学から
学者が参加

民間企業６８社から
研究会に参加

・研究会への参加者は、外部から約９００人(実数)（注） 外部からの参加者数であり、研究所の常勤研究員は含んでいない。
・経済産業省職員は約６００人参加。



 RIETIの研究論文の発行数は、第2期中期目標期間（06年度～10年度）において627本（独法創設10年間で924本）
※10年度は200本

 研究論文のダウンロード数は、年間300万件超（2010年度実績）
 研究論文は専門家による評価でも高い質を確保（論文毎に複数の外部研究者による評価を実施・2010年度平均

3.89/5）
 専門学術誌に発表した論文も多数（第2期累計306件（目標160件））
 シンクタンクとして国際的に高い評価（RePEC）の世界ランキングでアジアでNO.1のシンクタンク

研究論文の本数の推移

通商産業研究所
行
移
行

ＲＩＥＴＩ

研究論文は質・量ともに高水準を確保
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 公表された研究論文（ＤＰ及びＰＤＰ）のうち約56％は、統計やサーベイのデータを用いた実証的
な政策研究。

 実証分析のうち70％以上が企業や個人のミクロデータを用いた分析。
 公的統計の個票データだけでなく、政府統計でカバーされていない点については、RIETI独自の

サーベイを実施して定量的な政策研究を遂行。

エビデンスに基づく政策研究 －統計ミクロデータ, 独自のサーベイの活用－

公表された研究論文（DP・PDP）の構成

・日米欧発明者調査
・くらしと健康の調査（JSTAR)
・企業内組織改革に関する調査
・日本企業のオフショアリングに関する調査
・日本企業のFTA利用実態に関する調査
・インボイス通貨に関する実態調査
・ワークライフバランスに関する国際比較調査
・派遣労働者の生活と求職行動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

・企業活動基本調査
・海外事業活動基本調査
・工業統計調査
・商業統計調査
・情報処理実態調査
・特定サービス産業実態調査
・エネルギー消費統計
・社会生活基本調査
・賃金構造基本調査
・能力開発基本調査

政府統計のマイクロデータ分析 RIETI独自のサーベイ
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DP・PDP総数 891
　うち計量実証分析 497
　　 集計データ 28%

　　 ミクロデータ（政府統計等） 57%

　 　同（独自サーベイ） 15%
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ノンテクニカルサマリー

・RIETIの研究成果をより分かりやすく発信し、政策形成に貢献するため、論文の政策的含意に力点を置いた
「ノンテクニカルサマリー（NTS）」を作成・公表。



研究成果論文の総ダウンロード件数の推移
－論文ストックの増加・研究蓄積の周知に伴い着実に増加－

インターネットによる研究成果発信
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RIETIウェブサイトアクセス件数（トップページ）



シンポジウムによる発信
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 各プロジェクトの研究成果を広く世に問い、政策論議を活性化するためのひとつの手段として公開の
政策シンポジウムや討論会等を第2期中、39回開催し、延べ6,304人が参加。

 研究員がプロジェクトの研究成果をプレゼンテーションするとともに、関連する政策実務者、アカデミア、
ジャーナリストを広く招聘してディスカッションを行うこと等により、研究成果の広報のみならず、
更なる改善につなげている。

シンポジウムの満足度： ８０％
※

※平成22年度開催のシンポジウムに対するアンケート調査結果

○2010年4月13日 ： 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中小企業シンポｼﾞｳﾑ
「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
「地域創造に向けてのソーシャル・イノベーション」

○2010年3月7日： RIETI政策シンポジウム
「『日本の企業統治の進化と危機後の再設計』Evidence を基礎とした公開会社法の議論に向けて（仮
題）」



研究成果の積極的な広報
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 研究成果は様々な出版社により書籍化。第2期中（06年度～10年度）における刊行数は32冊。
 書籍化により情報提供のみならず、情報の蓄積という面でも社会に貢献
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研究成果の積極的な広報
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研究成果の積極的な広報
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研究成果の積極的な広報 総括出版
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■第１巻：少子高齢化の下での経済活力

■第３巻：グローバル化と国際経済戦略

■第２巻：生産性とイノベーションシステム

１章 プロダクト・イノベーションと経済成長：日本の経験
２章 ITと生産性に関する実証分析：マクロ・ミクロ両面からの日米比較
３章 新産業におけるプラント所有主体変化と製品戦略・生産性：日本の綿紡績業，1900-1911年
４章 社会保障制度と財政：財政の持続可能性・効率性・公平性
５章 ゼロ金利と緩やかな物価下落
６章 包括的高齢者パネルデータの必要性
７章 新しいマクロ経済モデルの構築
８章 ワーク・ライフ・バランス実現への課題国際比較調査からの示唆

１章 日本企業の生産性とイノベーションシステム：国際競争力維持に向けて
２章 政府統計ミクロデータによる生産性分析
３章 無形資産の計測と経済効果－マクロ・産業・企業レベルでの分析－
４章 日米のイノベーション過程：日米発明者サーベイからの知見
５章 イノベーション、産業クラスターおよび起業活動

１）NTBFsによるハイテク産業創出の条件
２）製品開発型中小企業を中心とする産業クラスター形成の可能性を示す実証研究
３）起業選択，起業後のパフォーマンスと起業支援政策

６章 製品の複雑化と設計プロセス
７章 サイエンス型産業のイノベーションプロセス→インテル流Open Innovation(R&D)戦略とITRS：High-k/Metal Gate技術の事例から

１章 国際化する日本企業の実像―ミクロデータによる分析等
２章 日本企業の海外アウトソーシング―ミクロ・データによる分析―
３章 グローバル化と中国の経済成長
４章 自由貿易協定（FTA）の経済的効果に関する研究
５章 グローバルインバランス、東アジア通貨間乖離と国際協調の必要性―AMUによる分析等
６章 中国にとって適切なポリシーミックス
７章 途上国の貧困削減における政府開発援助の役割
８章 国際投資協定：現代的意味と問－課税事項との関係を含めて－
９章 WTOと環境
10章 ルールの執行機関としてのWTO—紛争解決手続および多国間監視の現在—



昼食時のセミナーによる活動
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昼間の時間帯に、各界の講師を招いてセミナーを実施。無料。公開。
第2期中、308回開催。年間延べ5,000人が参加。

※2010年度は57回開催。
本セミナーを通じて、研究者・行政官・産業界相互の交流などに貢献。

＜開催事例＞

出席者の満足度： ８７％
※

※平成22年度開催のセミナーに対するアンケート調査結果

■西村雅俊

（東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）事務総長）
「東アジア・アセアン経済研究センターの設立と東アジア共同体
への貢献」

■アレハンドロ・ハラ（WTO事務次長）
「WTO 現下の挑戦と視点」

■柳瀬唯夫（経済産業省経済産業政策局産業再生課長（当時））
「産業構造ビジョン概要」

・・・世界経済危機下の貿易政策動向とWTOドーハラウンド交渉
の現状について報告、討議。（2010年9月28日）

・・・ERIAの設立経緯、活動内容、特にアジア総合開発計画の策
定について報告、討議。（2010年7月2日）

・・・経済産業省が策定した産業構造ビジョンに基づき、今後の産業
構造転換の方向性、今後とるべき戦略などを報告、討議。（2010年
6月16日）

（第二期に招聘した講師の例 ： 肩書きは当時）

若月秀夫 (品川区教育長)
岩野和生 (日本アイ・ビー・エム（株） 執行役員)
須田美矢子 (日本銀行政策委員会 審議委員)
京極高宣 (国立社会保障・人口問題研究所 所長)
中尾武彦 (財務省国際局長)
有吉章 (国際通貨基金アジア太平洋地域事務所長)
小田章 (国立大学法人和歌山大学学長)
Djisman  SIMANJUNTAK (インドネシア 研究財団)
Vanessa ROSSI (チャタムハウス)
Patrick BOLTON (コロンビア大学)
Rob STEELE (ＩＳＯ事務局長)
Franklin ALLEN (ペンシルバニア大学)
勝間和代(経済評論家・公認会計士) 

竹内行夫(外務省顧問) 
葛西敬之(東海旅客鉄道（株）代表取締役会長) 
森雅志(富山市長) 
米倉弘昌(住友化学（株）社長) 
松本大(マネックス証券（株）代表取締役社長CEO) 
土居丈朗(慶應義塾大学経済学部助教授

Johann HUMAN (ＷＴＯ法務部)
Mark Allen COHEN (在北京米国大使館)
William H. FREY (ブルッキングス研究所)



国際ネットワークの深化
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(1)中国DRCとの研究交流

■中国発展研究センター（DRC）との共同研究を2006年から推進。その成果を含む

研究交流ワークショップを東京及び北京において開催。

2010年度は、成果をDPとして発表し、次期共同研究についての覚書を締結。

○2009年5月22日 DRC-RIETI ワークショップ
「中国の経済成長とグローバル化」

○2009年6月19日 DRC-RIETI ワークショップ
「金融危機後の東アジアと世界経済の将来/対外・対内

直接投資と日本の産業政策について」

○2010年5月：最初の共同研究の成果をＤＰとして発表。
"How Do Chinese Industries Benefit from FDI Spillovers?"2010年05月 10-E-026
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/10050005.html

○2010年11月1日：次期共同研究についての覚書を締結。
研究テーマ：The Internationalization of Chinese Firms



15

(2)欧州CEPRとの研究交流

■欧州経済政策研究センター（CEPR）との研究交流を進めることで、2007年4月に
両機関で一致し、第1回のCEPR-RIETIワークショップを2007年9月に開催。昨年７
月にLondon Business Schoolにおいて6回目のワークショップを開催した。

国際ネットワークの深化

○2007年9月6日 CEPR-RIETI 国際ワークショップ
「金融のグローバル化と安定」

○2007年11月26日 CEPR-RIETI 国際共同セミナー
「企業ネットワークのグローバル化とアウトソーシング」

○2008年3月28日 CEPR-RIETI国際共同セミナー
「地域統合、金融の安定と競争力：ヨーロッパと

東アジアの視点」

○2008年12月19日 CEPR-RIETI ワークショップ
「労働市場と金融政策―サブプライム金融危機ととまらない格差拡大に
どう立ち向かうのか」

○2009年3月27日 CEPR-RIETI国際ワークショップ
「企業の国際化：日欧比較」

○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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(4)国際セミナー、国際ワークショップ

■国外の参加者と共同で実施する公開・非公開の国際セミナー、国際ワークショップを開催。

国際ネットワークの深化

【セミナー】
①2010年10月12日： 「東アジアの発展経験をODAにどう生かすか？

：日韓ODA協力の可能性」
②2010年10月27日： 「マクロ経済セミナー」
③2011年2月2日： 「WTO 2020：21世紀の貿易ガバナンス」
④2011年2月4日： "International Trade, Firm and Labor Market"

【ワークショップ】
⑥2010年10月22日： Establishing Industrial Productivity Databases 

for China (CIP), India (IIP), Japan (JIP) and Korea (KIP)
⑦2010年11月26日： “Non-permanent Jobs and Economic Globalization”

「東アジアの発展経験をODAにどう生か
すか？：日韓ODA協力の可能性」

(3)国際シンポジウム

○2010年10月1日
METI-RIETI APEC中小企業シンポジウム
「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年度に実施したシンポジウムのうち、海外講師を交えた国際シンポジウム。



通商産業政策史の編纂
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■1980年から2000年を中心とする通商産業政策の歴史を、分析、評価的視点も
織り込みながら編纂。

■総論及び主要な政策項目別の各論を全12巻で構成。
■本年3月第4巻、第9巻を刊行。順次刊行予定。

第１巻 総 論
第２巻 通 商 ・ 貿 易 政 策
第３巻 産 業 政 策
第４巻 流 通 ・ 消 費 者 行 政 政 策
第５巻 環 境 ・ 立 地 保 安 政 策
第６巻 基 礎 産 業 政 策
第７巻 機 械 情 報 産 業 政 策
第８巻 生 活 産 業 政 策
第９巻 産 業 技 術 政 策
第１０巻 資 源 エ ネ ル ギ ー 政 策
第１１巻 知 的 財 産 政 策
第１２巻 中 小 企 業 政 策

＜巻編成＞



日経新聞「経済教室」への掲載事例
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（2006年4月～2011年3月31日）

掲載日 研究員名 肩書き タイトル

2011.03.30 藤田昌久
経済産業研究所長
甲南大学教授

「大震災と日本経済：産業集積の強み　守り抜け」

2011.01.18
宮島英昭

青木英孝

早稲大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）
千葉商科大学准教授

「上場企業の“分権化”を調査：事業組織の統治に課題」

2010.11.22 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「有期雇用改革に求められる方向：“量”削減より“質”の向上を」

2010.09.14
植杉威一郎
渡部和孝

経済産業研究所上席研究員
慶應義塾大学准教授

「中小企業金融―日本の特徴と問題点：低金利の貸し出しに集中」

2010.06.25 宮川努
学習院大学副学長
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「人材と技術の育成急げ」

2010.06.17 小林慶一郎 経済産業研究所上席研究員 「既得権層に資産課税を」

2010.05.11 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「深刻化する雇用の二極化：“有期契約”長期化で埋めよ」

2010.02.15 小林慶一郎 経済産業研究所上席研究員 「制度改革、足並みそろえよ」

2010.01.25 吉野直行 慶應義塾大学教授 「危機後の産業政策のあり方　企業の新陳代謝を軸に」

2010.01.05 藤田昌久
経済産業研究所長
甲南大学教授

「日本、アジアの「知のハブ」に」

2009.07.29 戸堂康之 東京大学准教授 「日本経済　体質強化の方向」今こそ「内需より輸出」で

2009.07.03 清水谷諭 世界平和研究所主任研究員 「健康格差の議論深めよ」

2009.05.01 市村英彦 東京大学教授 「新統計法で政策分析精緻化へ“匿名データ”の活用急げ」

2009.04.20 尾崎雅彦 経済産業研究所　上席研究員 「日本版ｸﾞﾘｰﾝ･ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙの効果　技術優位性維持にも寄与」

2009.03.10 長岡貞男
一橋大学教授
（経済産業研究所研究主幹）

「不況下の研究開発と政府の役割　投資喚起へ誘因創出を」

2009.02.13 鶴光太郎 経済産業研究所　上席研究員 「雇用軸に制度改革急げ」

2009.01.30
藤田昌久
小林慶一郎

経済産業研究所長
経済産業研究所　上席研究員

「米経済も「バランスシートの罠」に　不況長期化への対応急務

2009.01.27 若杉隆平
京都大学教授
（経済産業研究所研究主幹）

「WTOの監視機能強めよ」

2008.12.26 山口一男
シカゴ大学教授
（経済産業研究所客員研究員）

「雇用環境激変下のワークライフバランス　「滅私奉公的」な働き方改めよ」

2008.09.17 小林慶一郎 経済産業研究所　上席研究員 「スタグフレーション懸念と経済政策　供給サイドの対応軸に」

2008.06.16 山口一男
シカゴ大学教授
（経済産業研究所客員研究員）

「男女間の賃金格差縮小策　仕事と家庭の両立支援で」

2008.05.27 中田大悟 経済産業研究所研究員 「基礎年金の消費税化－政府試算　道筋見えた実現の可能性」

2008.05.13 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「処遇の均衡へ制度改革」

2008.03.28 元橋一之　
東京大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「ITで経営の「可視化」急げ」

2008.02.29 藤田昌久 経済産業研究所所長 「知のルネサンスを広げよ」

2007.08.01 小林慶一郎 経済産業研究所上席研究員 「格差是正　リスク対応軸に」

2007.06.26 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「社会保障・歳入一体で」

2007.06.06 小寺彰
東京大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「非経済的利益も注視を」

2007.04.02 宮川努 学習院大学教授 「ＩＴ投資の蓄積で明暗」

2007.03.16 清水谷諭
一橋大学助教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「社会保障制度の再設計へ　「世界標準」のデータ整備を」

2006.12.21 山口一男　
シカゴ大学教授
（経済産業研究所客員研究員）

「人口減少下の少子化対策　柔軟に働ける環境　主眼に」

2006.11.24 元橋一之
東京大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「ITの戦略活用　不十分」

2006.10.04 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「官の意欲高める工夫必要」

2006.08.02 山下一仁 前経済産業研究所上席研究員 「WTO環境政策と調和を」



経済教室（日本経済新聞2010.11.22）
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経済教室（日本経済新聞2011.3.30）
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アウトプット指標
独立行政法人経済産業研究所におけるアウトプット指標

アウトプット指標
第二期中期計画指標
（Ｈ１８ＦＹ～２２ＦＹ）

１８年度実績 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度実績 ２２年度実績

経済産業省へのアンケート調査等を通じたユーザーの
事後評価における満足度

3分の2以上

ニーズ 98%
（ 3点満点中 2.93点）

インパクト 72%
（5点満点中3.61点）

ニーズ 93%
（ 3点満点中2.78点）

インパクト 69%
（5点満点中3.43点）

ニーズ 96%
（ 3点満点中2.88点）

インパクト 73%
（5点満点中3.65点）

ニーズ 93%
（ 3点満点中2.78点）

インパクト 70%
（5点満点中3.49点）

ニーズ 94%
（ 3点満点中2.82点）

インパクト 75%
（5点満点中3.73点）

シンポジウム（コンファレンス）、ＢＢＬセミナー等に
対する参加者の満足度

3分の2以上
シンポジウム 82% シンポジウム 81% シンポジウム 85% シンポジウム 84% シンポジウム 80%

ＢＢＬ 86% ＢＢＬ 87% ＢＢＬ 86% ＢＢＬ 87% ＢＢＬ 87%

経済産業省からの参加者の同満足度 3分の2以上
シンポジウム 84% シンポジウム 86% シンポジウム 88% シンポジウム 83% シンポジウム 79%

ＢＢＬ 87% ＢＢＬ 83% ＢＢＬ 87% ＢＢＬ 85% ＢＢＬ 84%

研究成果をとりまとめた研究書の刊行 20冊以上 3冊 8冊 6冊 5冊
10冊

（第2期累計：32冊）

学術誌、専門誌等で発表された論文数 160件以上 50件 51件 80件 65件
60件

（第2期累計：306件）

国際シンポジウム、学会等で発表された研究論文数 360件以上 86件 121件 217件 253件
167件

（第2期累計：844件）

内部レビューを経て公表した研究論文数 275件以上
DP ： 89件
PDP ： 1件

DP ： 98件
PDP ： 5件

ＤＰ ： 102件
ＰＤＰ ： 11件

ＤＰ ： 114件
ＰＤＰ ： 7件

ＤＰ ： 162件
ＰＤＰ ：38件

（第2期累計：627件）

シンポジウム（コンファレンス）の開催件数 30件以上 6件 14件 7件 8件
4件

（第2期累計：39件）

ＢＢＬセミナーの開催件数 250件以上 54件 64件 69件 64件
57件

（第2期累計：308件）

内部レビューを経て公表した論文のＨＰからの
ダウンロード件数

１本あたり平均毎年
2,400件以上

4,362件 4,819件 4,334件 4,098件 4,008件

ニュースレター等の発行
ニュースレター 月3回以上
広報誌 年5回以上

ニュースレター 4回／月
広報誌 7回／年

ニュースレター 4回／月
広報誌 5回／年

ニュースレター 4回／月
広報誌 5回／年

ニュースレター 4回／月
広報誌 5回／年

ニュースレター 4回／月
広報誌 4回／年

ＨＰのヒット件数 毎年40万件以上 65万件 75万件 106万件 125万件 99万件

外部レビューによる学術的水準 上位 1/3 の水準
71%

（5点満点中3.57点）
81%

（5点満点中4.07点）
80%

(5点満点中4.01点）
79%

(5点満点中3.93点）
78%

(5点満点中3.89点)



交付金、自己収入、常勤職員の推移、人件費の状況

交付金、自己収入、常勤職員の推移

第１期 第２期 第3期

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

運営費交付金 ２，０４９ ２，０３９ １，７２３ １，６３１ １，３１４ １，６４１ １，６１９ １，５９９ １，５７７ １，５３０ １，４９２

自己収入 ４１６ １１１ ９０ ３ １ ２ ９ １３ １３ １０

常勤職員の推移 ４４ ５７ ６１ ５５ ４６ ４７ ４７ ４７ ４７ ４５ ４６

（単位：百万円）

総人件費改革の取組状況

年度
基準年度

（平成17年度）
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

給与、報酬等支給総額（百万円） ４４５ ４５０ ４１４ ４０５ ３７０ ３６７

人件費削減率（％） １．１ △６．９ △８．９ △１６．８ △１７．５

ラスパイレス指数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

事務・技術職員（対国家公務員） ９１．９ ９４．９ ９９．５ ９６．１ ９３．３

事務・技術職員（対国家公務員：地域・学歴勘案） － ８１．４ ８５．５ ８０．１ ７８．１

※年度当初の常勤職員数。

※
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（参考）第三期の研究体制
第三期研究（概念図）

〔研究の視点〕

①世界の成長を取り込む

②新たな成長分野を切り拓く

③持続的成長を支える経済社会制度を創る

所長

副所長, 研究調整Ｇ

〔研究プログラム〕

〈プログラム〉 〈プロジェクト〉 〈プログラム〉 〈プロジェクト〉

貿易投資 ・・・ 新しい産業政策 ・・・

若杉ＰＤ ・・・ 大橋ＰＤ ・・・ 〈横断的助言〉

・・・ ・・・

・・・ ・・・ 尾高ＳＲＡ

国際マクロ ・・・ 人的資本 ・・・

伊藤ＰＤ ・・・ 鶴ＰＤ ・・・ 根津ＳＲＡ

・・・ ・・・

・・・ ・・・ 吉川ＳＲＡ

地域経済 ・・・ 社会保障・税財政 ・・・

浜口ＰＤ ・・・ 深尾（光）ＰＤ ・・・ 若杉ＳＲＡ

・・・ ・・・

・・・ ・・・

技術とイノベーション ・・・ 政策史・政策評価 ・・・

長岡ＰＤ ・・・ 武田ＰＤ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

産業・企業生産性向上 ・・・ ・・・

深尾（京）ＰＤ ・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・



東日本大震災へのRIETIの対応

『大震災に立ち向かう－大震災後の経済政策のあり方－』

小林慶一郎 2011年3月18日
『震災は国際貿易にいかなる影響を与えるか』

田中鮎夢 2011年3月29日
『今こそ統計の出番:大震災からの復興の第一歩』

宇南山卓 2011年3月30日
『東日本大震災からの復興に向けて：「未来」が「過去」

を変えるために』 鶴光太郎 2011年4月 1日
『石油ショック時の石油製品消費動向からみた今夏の電力

不足への対応』 吉田泰彦 2011年4月 6日
『政治の安定と大震災後の経済成長』

森川正之 2011年4月 6日
『成長戦略から復興ビジョンへ』

宮川努 2011年4月 8日
『復興を超えた新たな高度成長へ』

戸堂康之 2011年4月 8日
『震災と構造改革』

後藤康雄 2011年4月14日
『復興のなかで構築すべき新しい社会システムを考える』

後房雄 2011年4月21日
『再生の前提としてのリスク再考』

小野五郎 2011年5月17日

『空間経済学から見た東日本復興政策』
藤田 昌久 2011年4月 1日

『福島第一原子力発電所事故とエネルギー政策への影響』
戒能 一成 2011年4月 6日

『東日本大震災からの復興と被災地のエネルギー需給変化について：
阪神淡路大震災前後の兵庫県エネルギー需給変化からの考察』

戒能 一成 2011年5月 9日
『復興へ市場機能の発揮を』

若杉 隆平 2011年5月16日

特別コラム

東北関東大震災からの経済復興の課題と提言： 復興財源を中心に
スピーカー:佐藤主光 (一橋大学政策大学院 経済学研究科教授)

2011年4月7日
復興を越えて -日本は再び奇跡の成長を成し遂げられるか?-

スピーカー:戸堂康之 (RIETI・ＦＦ/東京大学大学院 新領域創成科学研究科 国際協力学
専攻 教授

2011年4月20日
東日本大震災後の経済政策運営

スピーカー: 深尾光洋 (慶應義塾大学商学部教授)
2011年4月21日

過去の自然災害の教訓をどう生かすか? -東日本大震災後の経済復興と生活再建-
スピーカー: 澤田康幸 (RIETI・ＦＦ/東京大学大学院経済学研究科准教授）

2011年4月25日
震災対応とものづくり現場発の国家戦略

スピーカー:藤本隆宏 (東京大学 ものづくり経営研究センター センター長/東京大学 大学
院経済学研究科 教授) 

2011年5月10日
関東大震災と産業復興 -自然災害と産業の空間分布変化

スピーカー: 岡崎哲二 (東京大学大学院 経済学研究科 教授)
2011年5月12日

BBLセミナー

Special Report

・震災前後の日本経済・比較優位構造の変化
「貿易投資」プログラム：若杉ＦＦ・戸堂ＦＦ

・震災復興（Ｐ）
「地域経済」プログラム：奥村ＦＦ（予定）

・地域別生産性と震災からの復興
「産業・企業生産性向上」プログラム：徳井ＦＦ

・東日本大震災が経済成長に与える影響
「新しい産業政策」プログラム：吉川ＦＦ・宇南山ＦＦ

・環境・エネルギー・資源政策の経済分析
「新しい産業政策」プログラム：馬奈木ＦＦ

・震災後の潜在成長力と財政再建
「社会保障・税財政」プログラム：深尾（光）ＦＦ

・自然災害に関する研究（Ｐ）
特定研究：澤田ＦＦ（予定）

新規研究プロジェクトへの反映（予定）
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