
第２期中期目標期間に係る業務実績報告                              

中期目標 中期計画 評価対象項目／業務実績 

独立行政法人経済産業研究所 中期目標（第２期） 

＜前文＞  

２１世紀を迎え、我が国は、急速に進展する少子

高齢化と人口減少という経済社会にとって深刻な

課題に直面しつつ、経済構造改革、行政改革を始

めとする諸改革を断行し、経済活動の国際的な競

争と協調に晒されながらも、活力ある経済社会の

構築を実現していかなければならない。この観点

から、経済産業省が果たすべき役割は極めて重要

であり、従来型の政策の遂行という枠組みにとどま

らず、広範かつ多様な価値観と知識を国内外から

取り込むことで、理論的フレームワークに裏打ちさ

れた斬新な発想に基づく政策展開を実現していくこ

とが求められる。  

このため、経済産業研究所（以下、「研究所」）

は、設立当初より中長期的な経済産業政策課題に

関する理論的、分析的基礎に立脚した調査研究を

実施し、また、その成果を政策提言として政策論争

や政策立案プロセスに提供してきている。研究所

によるこのような経済産業政策に係る政策提言

は、経済産業省行政官との政策論議を喚起するの

みならず、関係行政機関の行政官、国内外の一流

研究者、産業界やＮＰＯ／ＮＧＯ等における多くの

分野の有識者をも触発しながら、政策論争のプラッ

トフォームを形成してきている。  

経済産業省は、研究所が、政策当局との健全な

距離を確保し、国内外の一流の研究者の機動的、

弾力的な採用等を行うことによってその機能を

大限に発揮することができるよう非公務員型の独

立行政法人という形態を選択している。研究所は、

かかる形態を十分に活用し、人事の円滑化や予算

執行の弾力化を通じて、政策研究・政策提言を効

果的かつ効率的に実施してきており、第１期中期

目標期間中にはその業績は経済産業省を始めと

する行政機関や学界、産業界等から高く評価さ

れ、国際的な認知度を累進的に高めてきた。  

第２期中期目標期間中には、引き続き高い学術

的水準を維持させつつ、研究成果や提言内容をさ

らに一層現実の経済産業政策の運営に体化させ

るよう努めるとともに、個々の研究の政策立案プロ

セスへの貢献を具体的に評価することにより、経済

産業政策立案への貢献を常に意識した研究所運
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独立行政法人経済産業研究所（以下、「研究所」という。）は、内外の経

済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及

び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することに

より、我が国の経済産業政策の立案に寄与することを目的に、平成１３年

４月に設立された。  

第一期中期目標期間においては、非公務員型の独立行政法人のメリ

ットを活かし、研究員の人事及び予算執行に柔軟性を持たせることによ

り、時節時節で変動する多様な政策課題に的確に対応できる体制を構築

し、横断的な経済産業政策の立案に寄与してきており、国際的な認知度

も累進的に高まっている。  

第二期中期目標期間では、こうした経験を 大限活かしながら、急速

に進展する少子高齢化と人口減少等の深刻な課題に直面した我が国に

おけるグローバルな視点からの経済産業政策のあり方などについて、理

論的・分析的フレームワークに基づいた政策研究により、経済産業政策

の基盤となるような研究成果をもって政策提言を行う。それとともに、政策

論争を活性化させるための場を提供し、行政官のみならず、研究者、産

業界等の経済産業政策に関係する有識者や専門家の知見や意見を結

集させていくことにより、経済産業政策を担う経済産業省の政策立案のプ

ロセスに 大限貢献することを目指すものとする。  

なお、研究所が経済産業政策について、内外の研究機関、大学等と差

別化を図り、研究機関としての声価を確立していくためには、特徴のある

独自の強みを有していることが不可欠である。研究所としては、本計画に

おいて、次のような事項をコアコンピタンスと位置づけて、政策研究・提言

活動等を実施することとする。  

①経済産業省が、中期目標期間中、特に継続的な取り組みを求める

基盤政策研究領域等について、政策当局と密接かつ持続的な交流

によって得られた問題意識と研究成果の蓄積を有すること。  

②研究成果を広く国際的に発信したり、共同研究を行うことにより、諸

外国の研究機関と国際ネットワークを展開し、その一翼を担うこと。 

③経済産業政策に研究成果が活用されるような政策提言を積極的に

行うこと。  

④経済産業省のみならず他省庁の行政官を非常勤研究員に迎える制

度（コンサルティング･フェロー制度）を有することにより、省庁横断的

な課題についての研究・提言も行うこと。  

⑤異なる専門分野から研究者が参加し、有機的関連を持つ多角的な

研究テーマ群の設定により 終的に一つの政策提言としてまとめて

いく包括的な研究プロジェクトを実施すること。  

⑥特定の研究分野の専門家の育成を行い、また、研究領域に含まれ

るテーマ群をまとめ上げる高いコーディネーションを行う機能を有し

ていること。 

 

 

2006 年 4 月からスタートした第 2 期中期目標期間においては、第 1 期に引き続き高い

学術的水準を維持させつつ、研究成果や提言内容をさらに一層現実の経済産業政策

の運営に体化させるよう努めるとともに、個々の研究の政策立案プロセスへの貢献を

具体的に評価することにより、経済産業政策立案への貢献を常に意識した研究所運営

を行った。 

調査研究領域のうち、経済産業省が研究所に対して第 2 期中期目標期間中に継続

的な取り組むことを望む領域を「基盤政策研究領域」とし、基盤政策研究領域以外につ

いては、経済産業政策立案プロセスへの貢献を十分に念頭に置きつつ、経済産業省

が基盤政策研究領域として予め指定することがなかった研究領域の中から、その時々

で調査研究を行うことが も適切であると判断した研究を行うこととし、「隣接基礎研究

領域」を設けた。 

隣接基礎研究領域は、基盤政策研究領域に隣接する基礎的なテーマ、研究所とし

てより中長期的観点から行うべきと考えるテーマ、新たな状況変化から必要性が増大

したテーマ等を、研究所がより主体的に、所内のプロセスを経て決定し、実施した。 
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営を行っていくべきである。  

研究所には、以上の使命を自覚し、第２期中期

目標期間においても不断の努力により事業を遂行

し、もって政策立案プロセスに関与する機関として

の確固たる地位と評価を一層高めていくことを期待

する。  

 

１．中期目標の期間  

中期目標期間は、５年とする。  

 

２．業務運営の効率化に関する事項  

研究所は、その業務運営プロセスにおいてポテ

ンシャルを 大限発揮できるような方向での効率

化に努める。  

このため、運営費交付金によって行う事業につ

いて、第２期中期目標の期間中、一般管理費につ

いて、毎年度平均で、前年度比３％以上の効率化

を図ること。また、業務費について、新規追加・拡

充部分を除き、毎年度平均で、前年度比１％以上

の効率化を図ること。さらに、人件費について、行

政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づき、国家公務員の定員の純減目標（今

後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を

踏まえ、国家公務員に準じた削減の取組を行う。  

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項  

(1) 業務内容  

研究所は、その使命を確実に遂行し、経済産業

政策の理論的支柱として機能していくためには、政

策立案プロセスへの貢献を常に意識しておく必要

がある。このような意識の定着は、経済産業政策

のニーズに沿った適切な研究対象を設定し、また

政策研究・政策提言の機会の確保と質の向上に努

めるための源泉となるものである。  

このような意識の下、研究所は、研究の各段階

で経済産業省や経済産業政策に関する有識者等

と様々なレベルでの意見交換を通じて経済産業政

策のニーズを十分に把握していくべきである。ま

た、政策研究機関として、学問的裏付けを持った政

策研究、政策提言を行っていくために、質的に充実

したインパクトある研究成果をあげていくべきであ

る。このため、研究所は、効果的で効率的な研究

マネージメントを行うこととし、そのプロセスのあり

方についても予め定めて公表することとする。  

⑦経済産業省自身が収集・蓄積している政策関連情報へのアクセスが

容易であり、また、公的統計情報に係る個票を用いたパネルデータ

分析等に必要な環境が整っていること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．中長期的な経済システム改革ニーズと研究領域の設定  

研究所は、以下のように研究領域を設定し、その下に各研究プロジェク

トを立ち上げ、具体的な政策研究・提言活動を行っていくものとする。  

なお、このうち、（１）少子高齢化社会における経済活力の維持につい

ての総合的な研究、（２）国際競争力を維持するためのイノベーションシス

テムについての研究、（３）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及び（４）通商産業政策史の

編纂の４領域については、中期目標において、中期目標期間中継続的な

取り組みを望むものとして示された基盤政策研究領域であり、各領域に

研究主幹をおくとともに、研究所のリソースの少なくとも半分程度は充当

するものとする。  

 

（１）少子高齢化社会における経済活力の維持についての総合的な研

究  

他国に例を見ない急激な少子高齢化の中で、我が国の経済活力を維

持していくため、経済構造改革推進のための方策、女性、高齢者、若者

などの労働力参加率の上昇、労働と資本の生産性の向上、 適な世代

間、世代内の給付・負担のバランスを確保する社会保障制度のあり方、

効果的な財政政策と財政均衡の回復のあり方に関する多面的かつ統合

的な研究を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基盤政策研究領域】 

Ⅰ. 少子高齢化社会における経済活力の維持 

他国に例を見ない急激な少子高齢化の中で、我が国の経済活力を維持していくた

め、経済構造改革推進のための方策、女性、高齢者、若者などの労働力参加率の上

昇、労働と資本の生産性の向上、 適な世代間、世代内の給付・負担のバランスを確

保する社会保障制度のあり方、効果的な財政政策と財政均衡の回復のあり方に関す

る多面的かつ統合的な研究を行った。 

（例） 

○少子高齢化のもとでの経済成長   

プロジェクトリーダー：吉川 洋ファカルティフェロー 

活動期間：～2009 年 12 月 31 日 

 

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 

我が国企業が国際競争力を維持していくためには、持続的なイノベーションが不可

欠である。しかし、イノベーションは、これを促進する政策も含め、それらを効果測定す

るのが難しい分野である。したがって、この研究の実施にあたっては、企業、産業レベ

ルのイノベーションとマクロ経済の全要素生産性の相互関係を明らかにする理論的・実

証的な分析枠組みが求められる。その中で、我が国産業が置かれている状況や個々

の産業技術政策について評価や分析を、イノベーション政策に活用していくことが可能

なように行った。 
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これらの点を考慮しつつ以下の業務を行い、以

て公共政策として実施されるべき政策研究・政策

提言の効果的かつ効率的な遂行に資することとす

る。  

①調査及び研究業務  

内外の経済及び産業に関する事情並びに経済

産業政策に関する基礎的な調査及び研究を行う。 

  

調査研究領域のうち、経済産業省が研究所に対

して中期目標期間中継続的な取り組みを望む領域

を「基盤政策研究領域」と呼ぶこととする。このよう

な領域は、「少子高齢化社会における経済活力の

維持についての総合的な研究」、「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ついての研

究」、「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ついての研究」

及び「通商産業政策史の編纂」とする。研究所は、

基盤政策研究領域のためにリソースの半分程度を

充当すること。  

「少子高齢化社会における経済活力の維持につ

いての総合的な研究」については、他国に例を見

ない急激な少子高齢化の進展と人口減少が進む

中で、長期的に経済活力を維持していくための多

方面に亘る理論的、実証的な研究が求められるた

めである。「国際競争力を維持するためのイノベー

ションシステムについての研究」については、我が

国企業の国際競争力を維持していくためには持続

的なイノベーションが不可欠であり、我が国のイノ

ベーションの実態と経済理論との両面に亘る研究

が求められるためである。「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

略についての研究」については、各国経済のグロ

ーバル化と緊密化、アジア近隣諸国の経済発展、

ＷＴＯのラウンドの進捗状況とＦＴＡの急速な進展

等の通商課題が発生している中、貿易投資、国際

通商ルールに関する政策立案にあたっては、経済

理論や法的知見に基づいた通商ルールについて

の専門性の高い研究や広範な諸課題の現状分析

が不可欠であるためである。「通商産業政策史の

編纂」については、研究所における政策研究は、

過去の経済産業政策についてのレビューも行うこ

とにより、より質の高い成果をあげることが可能に

なると考えられるためである。  

各基盤政策研究領域における個別の研究テー

マの設定は、経済産業省との意見交換を通じ、ま

 

（２）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ついての研

究  

我が国企業が国際競争力を維持していくためには、持続的なイノベー

ションが不可欠である。しかし、イノベーションは、これを促進する政策も

含め、それらを効果測定するのが難しい分野である。したがって、この研

究の実施にあたっては、企業、産業レベルのイノベーションとマクロ経済

の全要素生産性の相互関係を明らかにする理論的・実証的な分析枠組

みが求められる。その中で、我が国産業が置かれている状況や個々の

産業技術政策について評価や分析を、イノベーション政策に活用していく

ことが可能なように行う。  

 

（３）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  

経済のグローバル化が益々進展し、特にアジア諸国における経済が急

速に緊密化してきている中、国際的な通商ルール（ＷＴＯ、ＦＴＡ）や貿易

投資の政策展開のあり方についての我が国としての総合的な国際戦略

を確立していくことが重要である。我が国としての通商を含むそうした戦

略の展開への寄与を目指し、アジアに展開する貿易・直接投資・技術の

バリューチェーンと金融・為替制度の変貌を分析し、アジアや世界に向け

た政策提言を行う。また、そうした中で、各通商ルールについての運用状

況の蓄積や理論的な整理、主要な経済パートナー諸国の経済実態や

各々の通商戦略の分析、企業の国際的なビジネス展開を可能としていく

事業環境等に関する研究を行う。 - 3 -  

 

（４）通商産業政策史の編纂  

通商産業政策の歴史を知ることは、今後の経済産業政策を立案する

上でもベースとすべき知見であり、経済学者や歴史学者等の専門家の協

力を得ながら、広範な通商産業政策を網羅的、体系的な調査研究を行

い、編纂していく。  

これら以外については、基盤政策研究領域に隣接する基礎的なテー

マ、研究所としてより中長期的観点から行うべきと考えるテーマ、新たな

状況変化から必要性が増大したテーマ等を、研究所がより主体的に、所

内のプロセスを経て決定し、実施していくこととする。  

 

２．研究・提言のための実施体制・実施方法  

研究所は、前述のとおり、中長期的な経済システム改革の問題に関す

る調査・研究を行い、理論的・分析的フレームワークに基づいたインパク

トある政策研究・提言活動を実現していく。このためには、  

①研究所が提供する研究成果・提言内容が、高い学術的水準を確保し

ていること、  

②プロジェクトのテーマ設定（アジェンダ・セッティング）が適切なもので

あり、中長期的な政策立案ニーズに十分合致したものであること、  

③これら研究成果・提言内容を普及するための方策が効果的に実施さ

れること、  

（例） 

○日本企業の研究開発の構造的特徴と今後の課題 

 プロジェクトリーダー：長岡 貞男ファカルティフェロー 

活動期間：～2010 年 6 月 30 日 

 

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 

経済のグローバル化が益々進展し、特にアジア諸国における経済が急速に緊密化

してきている中、国際的な通商ルール（WTO、FTA）や貿易投資の政策展開のあり方に

ついての我が国としての総合的な国際戦略を確立していくことが重要である。我が国と

しての通商を含むそうした戦略の展開への寄与を目指し、アジアに展開する貿易・直接

投資・技術のバリューチェーンと金融・為替制度の変貌を分析し、アジアや世界に向け

た政策提言を行う。また、そうした中で、各通商ルールについての運用状況の蓄積や

理論的な整理、主要な経済パートナー諸国の経済実態や各々の通商戦略の分析、企

業の国際的なビジネス展開を可能としていく事業環境等に関する研究を行った。 

（例） 

○国際企業・貿易構造の変化と市場制度に関する研究 

プロジェクトリーダー：若杉 隆平ファカルティフェロー 

活動期間：2007 年 7 月 1 日～2011 年 3 月 31 日 

 

Ⅳ. 通商産業政策史の編纂 

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二十数年が経過し、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、本研究では、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した。 

編纂事業の成果は、総論 1 巻と、当時の通商産業省の機構別に構成された各論 11

巻の全 12 巻のシリーズとして出版を開始。 

編纂の成果は、東日本大震災後、政府内でのエネルギー政策の説明資料にも使用

されたほか、通商政策、立地・環境・保安政策、産業技術政策をはじめ政策現場で活

用され始めている。 

 

○ 5 年間に実施した事業 

    通商産業政策史編纂準備会合の開催 5 回 

    通商産業政策史編纂委員会の開催 10 回 

    中間報告会の開催 8 回 

    査読部会の開催 16 回 

    過去の政策担当者等との意見交換の実施 153 回 

    経済産業省各部局との意見交換会の開催 50 回 

    海外調査の実施 

    各種関連資料の収集        等    
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た必要に応じ有識者との意見交換も踏まえ、経済

産業政策のニーズを把握することにより、経済産

業政策立案プロセスへの貢献が 大限に図られる

ように設定していくこと。なお、経済産業省は、各基

盤政策研究領域毎に代表者を定め、研究所との意

思疎通の円滑化を図ることとする。  

基盤政策研究領域以外については、経済産業

政策立案プロセスへの貢献を十分に念頭に置きつ

つ、経済産業省が基盤政策研究領域として予め指

定することがなかった研究領域の中から、その

時々で調査研究を行うことが も適切であると判

断した研究を行うこと。  

また、調査研究は、政策立案に影響力のある国

際シンポジウムや専門誌等で評価される水準で行

うこと。また、出版物を通じて国内外の政策論争に

指導的なインパクトを与えるような水準で行うこと。  

さらに、特定の大きな政策課題に対応した政策

提言を行うために、異なる専門分野からの研究者

が参加し、多角的な研究テーマ群を包含するという

包括的プロジェクトを設け、まとまりのある政策提

言を行う試みをすること。包括的プロジェクトの実

施により、一つの政策課題が多岐に亘る問題設定

を包含している場合に対して、総合的な政策研究・

政策提言が可能となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④これら活動のパフォーマンスを向上させるための体制・仕組みが確

保されていること、  

が必要不可欠であり、具体的には、以下に取り組んでいくものとする。 

 

(1) 高い学術的水準の研究成果の確保を図る  

高い学術的水準の研究成果を生み出す観点から、それを可能とする

質の高い研究者の確保とこれら研究者の能力を 大限引き出すための

研究体制の確保を図る。  

また、高い学術水準の研究成果の提供を維持していく観点から、研究

成果のクオリティ・コントロール機能を確保する。  

 

（研究人材の観点から学術的水準の確保を実現する）  

－各々の研究領域について、産学官、ＮＰＯ／ＮＧＯ、国籍などの枠を越

えて各専門分野の第一線級の人的資源を集結させる。これを可能とす

るために、研究者採用にあたって、非国家公務員型の特長を活かし、

任期付任用、裁量労働制や専任型・兼任型等の研究者を惹き付ける

多様な雇用形態・給与形態を設定する。  

－研究は各研究領域にテーマ別に設置する「プロジェクト」を基本とする。

このプロジェクト単位には、上述の方策によって結集させた一流の外部

人材と経済産業省のみならず幅広い省庁等からの政策実務者の双方

が参加する。これにより、両者の結点を創造し、これまでの大学、研究

機関等ではなし得なかった、学術的センスと政策的センスの融合によ

るシナジー効果の発揮を促し、政策研究及び研究者の質の向上を図

る。  

－また、有望な大学院生、ポスドク等の若手研究者を集結させ、政策研

究課題を課し、競争的環境の中で研究を行わせることで、若手研究者

の政策研究能力の向上を図る。  

 

（研究所が公表する研究成果のクオリティ・コントロールを行う仕組みを確

立する）  

－各々の研究成果がその専門分野毎に信頼のあるレフェリーから厳正

な評価を受け、学術的水準の高い研究成果のみが公表されるというシ

ステムを確立する。  

－また、研究成果については、研究所内外から幅広いピアレビューを受

けるものとし、そのためのピアレビューを行うのに相応しい人材の確保

を図る。  

－個々の研究プロジェクトについては、その進行状況等について中間的

レビューを行い、必要に応じて拡充、再編、中止等の弾力的な研究実

施体制の見直しを図る。  

－こうしたプロジェクト・マネージメントについては、経済産業省幹部を交

えた会議の開催によって研究テーマを設定する段階、第一線の政策担

当者にもコメントを得るべく所内レビューに参加してもらう研究進行プロ

セスの段階、更には研究成果をとりまとめて行うシンポジウムに政策担

当者をパネリストとして参加してもらうことも含めた成果普及段階といっ

た段階毎に、経済産業省との交流を行うこととする。  

○ 編纂事業の成果の出版 

    2011 年 3 月  4 巻（商務流通政策）、9 巻（産業技術政策）刊行 

          6 月  5 巻（立地・環境・保安）刊行予定 

          7 月  6 巻（基礎産業政策）、10 巻（資源エネルギー政策） 刊行予定

 

【隣接基礎研究領域】 

A. 金融構造、コーポレート・ガバナンスの展開等、企業関連制度 

リスクテイクと成長、安定を両立させる新しい経済制度作りを目指し研究を行った。 

（例） 

 ○労働市場制度 

プロジェクトリーダー：鶴 光太郎シニアフェロー 

活動期間：2006 年 12 月 28 日～2011 年 3 月 31 日                      

 

B. 規制改革と政策評価のあり方 

残されている規制改革と客観的な政策評価のための研究を行った。 

（例） 

 ○電力改革における市場とネットワークに関する経済分析 

プロジェクトリーダー：八田 達夫ファカルティフェロー 

活動期間：～2009 年 3 月 31 日 

 

 C. パネル・ミクロデータの整備と活用 

マイクロパネルデータの充実と、貿易、技術、年金、エネルギー、環境の分野におけ

るモデル操作の向上と研究に必要なインフラ基盤の強化を目指した。 

（例） 

 ○RIETIデータ整備プロジェクト 

プロジェクトリーダー：小西 葉子フェロー（2008 年度まで） 

冨田 秀昭研究コーディネーター（2008 年度以降） 

活動期間：2008 年 7 月 14 日～2011 年 3 月 31 日 

 

主要成果物 

2009 年度の成果 

   ・JIP データベース 2009 

・アジア通貨単位（AMU）と東アジア通貨の AMU 乖離指標 

・RIETI-TID 

・長期接続産業関連データベース 

・マイクロデータ計量分析プロジェクト 

 

○第 2 期における研究プロジェクトは 94 本。 

○研究マネジメントの効率化及び明確化のため、研究プロセスを年度計画において明

示し、実施・改善に取り組んだ。 

①ブレインストーミングワークショップ 

②中間報告会 

③ディスカッションペーパー検討会 

④政策提言・成果普及 

それぞれのプロセスにおいて、政策当局と着実に連携。 
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－異なる専門分野から研究者が参加し、多角的な研究テーマ群の設定

により 終的に一つの政策提言としてまとめていく包括的な研究プロジ

ェクトの実施等に当たっては、これに一定の方向を与え、とりまとめて

いくコーディネーション機能が重要であり、この機能向上や人材確保に

も意を払うこととする。  

 

(2) 中長期的な政策ニーズを見据えた適切な研究プロジェクトの設定を

実現する  

政策当局との情報交換・意見交換を行いつつ、中長期的な政策ニーズ

を見据えた適切な研究プロジェクトの設定（アジェンダ・セッティング）とそ

の実現を図るとの観点から、これを可能とするポテンシャルを確保すると

ともに、現下の政策当局ではなし得ない斬新な発想と行動を研究者がと

れる環境を確保する。  

 

（適切なプロジェクトの設定とその遂行を実現するためのポテンシャルを

確保する）  

－様々な分野から第一線級の研究者を集結するとともに、これら研究者

と政策実務者の間の共同作業を通じて、高度な学術ポテンシャルと政

策現場からの問題意識の融合を図る。これによって、適切なプロジェク

トの設定が図られる。  

 

（政策当局との補完性に留意し、情報交換・意見交換を積極的に行いな

がら、自由闊達な活動と客観的な研究・提言内容を実現する）  

－求められる政策課題と研究の方向性を適切に設定し、実際の政策に

活用されていくような効果的な政策提言を行っていくためには、基盤政

策研究領域における研究のみならず、政策研究機関として自ら課題を

見出していくことも必要である。その際、研究所では、政策当局がどの

ような観点で政策課題を認識し、政策を遂行していこうとしているのか

等を知ることが重要であり、政策当局との密接な情報交換を行っていく

こととする。  

－また同時に、現下の政策当局ではなし得ない斬新な発想と行動を研究

者がとれる環境を確保していくこととする。政策当局のみならず、多様

な分野から人材を集結し、多彩な人的構成の組織とすることで、時々

の政策立案・実行をミッションとする政策当局ではなし得ないような、斬

新な発想に基づく政策研究・提言活動を実現し、政策当局との役割面

における補完性を確保する。  

－政策提言は、個々の研究員またはそのグループの責任において行うこ

とで、より明確な主張を世に問うことを主眼とし、組織体としての研究所

による提言は原則としては行わないが、特定の大きな政策課題につ

き、異なる専門分野からの研究者が参加して多角的な研究テーマを包

含する包括的プロジェクトも実施し、当該プロジェクトについて包括的な

シンポジウムを開催する等によって、まとまりのある政策提言を行うよ

うに努めることとする。  

－顧客対象としては、政策当局としての経済産業省が重要であるが、こ

れに限定せず、地方公共団体を含むその他の公共政策機関、政策研

○平成 22 年度には、内外の有識者から構成される外部諮問委員会を設置し、研究の

進捗状況や効率性、施策への反映度等を検証し、効果が見られないような場合は、

研究プロジェクト改廃等を含め、事業の刷新を行うなど、常に高い水準での研究体

制が維持できるようなチェック体制を導入した。 

○平成 20 年度にはアジア通貨単位（AMU）の算出をシステム化し、毎日 新データを

ウェブサイトのトップにて公表するとともに、平成 21 年度には、JIP データベースのシ

ステム化にも取り組む等、種々の研究成果・提言内容の利便性を向上させた。 

○平成 21 年度には、RIETI の所外研究者が、非常に機密性の高いデータを扱う際、情

報漏洩を阻止しつつ RIETI 外でも加工・集計作業を可能とするための遠隔操作シス

テム（通称「SACSES」）を導入し、研究者が個人情報等を含むデータセットを取り扱う

際のセキュリティを向上させた。（ただし、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。） 

 

①内部レビューを経た論文の公表数：目標 275 件以上（H18～H22 累計） 

【内部レビューを経た論文公表数】 

○内部レビューを経た論文の公表数は、研究の進展に伴い着実に件数を伸ばして、目標

を大きく上回る実績を達成。 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

90 件 103 件 113 件 121 件 200 件 627 件 

 

②基盤政策研究領域代表者へのアンケート：目標 66％ 

【基盤政策研究領域へのアンケート】 

○基盤政策研究領域代表者へのアンケート結果は、全ての年度において目標を達成。

今後、更に政策当局への貢献を高めるため、次期中期目標・中期計画に、連携のため

の具体策を積極的に盛り込んだ。 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

研究内容が政策当局

のニーズを反映して

いる。 

88％ 100％ 87.5％ 87.5％ 100％ 

研究成果が政策当局

の企画立案に貢献し

ている。 

100％ 100％ 75％ 75％ 77.8％ 
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究に関わるアカデミア、政策に関心のある国民各層等幅広い範囲を含

める。  

 

(中長期的ニーズに沿った研究プロジェクトの柔軟な設定とそのための環

境を確保する)  

－研究プロジェクトは固定的なものとせず、中長期的なニーズに応じて弾

力的かつ柔軟に設定・再編する。これを円滑に行うために、研究プロジ

ェクトの設定・再編に応じて、任期付任用、裁量労働制等の多様な雇

用形態・給与形態を積極的に活用して、専門分野の研究者を機動的、

弾力的に採用・編成する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③METI 関係課室へのアンケート結果：目標Ｂ評価 

【METI 関係課室へのアンケート】 

 

 研究領域 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

少子高齢化 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱ

ｼﾞｱ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

政策ニーズとの

合致（A～C：3 段

階） 

隣接基礎 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

少子高齢化 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱ

ｼﾞｱ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

政策形成へのイ

ンパクト（AA～D：

5 段階） 

隣接基礎 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ 

 

④外部学術評価：目標 外部レビューによる研究成果の学術的水準について、全体で上

位 3 分の 1 の水準を確保する 

【外部レビューによる学術的水準】 

○全ての年度において目標を達成。 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

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) 

78% 

(5 点満点

中 3.89 点)

 

⑤学術誌、専門誌等で発表された論文数：目標 160 件以上（H18～H22 累計） 

【学術誌、専門誌等で発表された論文数】 

○目標を大きく上回る実績を達成。学術誌や専門誌等での発表は、研究成果が学術的

に高い質であることを担保していると判断できる。 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

50 件 51 件 80 件 65 件 60 件 306 件 

 

⑥国際シンポジウム・学会等で発表された論文数：目標 160 件以上（H18～H22 累計） 

【国際シンポジウム・学会等で発表された論文数】 

○目標を大きく上回る実績を達成。 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

86 件 121 件 217 件 253 件 167 件 844 件 

 

⑦その他 

○中国国務院発展研究中心（DRC）、欧州 CEPR 等との共同研究により国際ネットワーク

を展開。研究成果についても、シンポジウムやウェブサイト等で広く国際的に発信し

た。 

○平成 20 年秋に起きた世界経済危機に対して、プロジェクトチームを迅速に立ち上げ、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②政策提言・普及業務  

研究の各段階において関係者と交流し、研究ニ

ーズや研究手法等について意見を聴取したり、研

究成果を提言する。  

 

研究の企画段階や研究遂行中、研究終了後と

言った研究の各段階における経済産業省を始めと

する関係者との交流により、政策提言内容や研究

ニーズ、研究手法等に対して、その改善に資する

ような内容のものも含め内外から幅広く意見・評価

を収集し、より認知され高い評価を受け得る研究

成果をあげ、その普及に努めること。このような率

直かつ頻繁な意見交換を通じ、政策論争のプラット

フォームとして機能するよう努めること。以上のよう

な関係者との交流のあり方を対外的に示すこと。

政策論争のプラットフォームとして効果的に機能す

るためには、研究内容や研究成果をインターネット

等の情報システムや定期刊行物を通じて発信した

り、政策立案に影響力のあるシンポジウムに参加

したりまた自らも組織することを通じて交流を深め

ることによって、より多くの情報発信、情報収集に

努めること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) これら研究成果・提言内容を効果的に普及するための方策を講じる 

政策研究・提言活動をインパクトあるものにする観点から、様々なツー

ルの積極的で有効な活用とその質的な充実を図るとともに、これら活動

の 適化を図るためのレビューメカニズムを確立する。  

 

（インパクトのある充実した提言・普及活動を積極的に展開する）  

－研究成果の普及・政策提言を効果的・効率的に行うために、多様なツ

ールを多面的・積極的に活用し、かつ密度の濃いものとなるよう努め

る。具体的には、①内部レビューを経て公表した研究論文のウェブサイ

ト上での公表、②これらを束ねて政策的インプリケーションも強調し、各

界上層部にもわかりやすいようにまとめた刊行物の発行、③高い学問

的な水準での批判に耐えうる「経済政策分析シリーズ」の発行、④重要

な経済システム改革問題に関して理論的・実証的分析に裏打ちされた

政策提言をとりまとめた「経済政策レビュー」の発行等により、高いアク

セスビリティの確保を図るとともに、⑤実質的かつ有意義な討論が行え

るよう、内外の一流のスピーカー、コメンテーター等の招聘、質の高い

テーマ設定と討論材料の提供を前提としたシンポジウム、ブラウンバッ

クランチミーティング（ＢＢＬ）セミナー等の開催を行う。  

－政策当局としての経済産業省との関係においては、研究プロセスにお

ける情報交換はもとより、とりまとめられた成果を積極的に政策形成プ

ロセスへフィードバックするように努める。  

－アジア経済の統合問題や世界経済の構造的・制度的・法制的諸問題

等について国際的な場で積極的に発言するとともに、政策分析研究者

の国際的なネットワークづくりに能動的にかかわっていく。  

 

（インパクトのある提言・普及活動を確保するためのメカニズムを確保

する）  

－研究成果の普及・政策提言のツールとなる出版物、ウェブサイト情報、

シンポジウム等の会議については、一元的な広報戦略のもと相互ツー

ル間の有機的な連携を図る（例えば、ウェブサイト上で、シンポジウム

提言活動を開始する等、経済情勢を踏まえた柔軟な取組を実現した。 

○企業によるＦＴＡの利用実態等の実証分析を通じ、原産地証明のあり方など、ＦＴＡに盛

り込む具体的制度のあり方について提言を実施した。 

○経済産業省が従来行っていた中小企業金融安定化特別保証制度（平成 10 年 10 月～

平成 13 年 3月）に関して政策評価的研究を実施し、制度の有効性を検証。中小企業に

とって切実な課題である景気対応緊急保証制度の制定（平成 22 年 2 月）に結びつい

た。 

○エネルギー政策の分野では、工場、家庭などの単位ごとの正確なエネルギー消費量

の推定式を提供する研究も行い、ＣＯ２の排出量算定の前提となるエネルギー統計の

正確性を上げることに貢献した。 

○企業や産業の生産性に関する研究では、ＩＴ投資の重要性、輸出などによる国際化の

重要性などを確認してきており、企業のＩＴ投資や国際化を促す政策の理論的支柱とな

っている。 

 

 

①研究成果を取りまとめた研究書の出版刊行総数：目標 20 冊以上 

【研究書の出版刊行総数】 

○目標を上回る実績を達成。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

も社会に貢献した。 

○RIETI の研究成果の書籍化は、書店・図書館等を通じて、研究内容への認知度上昇へ

の大きな貢献が期待できることから、出版社の紹介や広報支援等の手段を活用し、出

版数拡大を図っている。特に平成 22 年度については、RIETI 第 2 期のドメイン 1～3 の

主要な研究成果について、ドメイン毎に 1 巻ずつ、計 3 巻の書籍（『経済政策分析のフ

ロンティア』(日本評論社)）出版を行った。 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

3 冊 8 冊 6 冊 5 冊 10 冊 32 冊 

 

②シンポジウム・BBL の開催総数：シンポジウム 30 件以上・BBL250 件以上 

【シンポジウム・BBL 開催総数】 

○各研究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実施し、目標を上回る実績を達成

した。 

○シンポジウムでは、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

行うことにより、研究成果の広報のみならず、更なる研究の深化へと繋げた。 

○特に第 2 期後半は、海外講師を招聘した国際シンポジウム・BBL を積極的に開催し

た。 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

シンポジウム 6 件 14 件 7 件 8 件 4 件 39 件 

BBL 54 件 64 件 69 件 64 件 57 件 308 件 

 

③HP のヒット総件数：目標毎年 40 万件以上 

論文 1 本当たりのダウンロード平均総数：目標毎年 2,400 件以上 
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の参加申し込みを受け、インターネットでの配信を行うなど、各ツール

を効果的に活用して研究所のブランドイメージを維持向上する等）こと

で、効果的・効率的な普及を実現する。  

－研究成果及び政策提言に対する意見・評価は、ユーザーに対するアン

ケート調査等を通じて収集・吟味した上で、経済産業省独立行政法人

評価委員会等に報告し、研究プロジェクトの設定、研究成果の質的管

理、研究人材の再編・採用等にフィードバックする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【HP ヒット数・論文ダウンロード数】 

○HP のヒット総件数及び論文 1 本当たりのダウンロード平均総数は、ともに目標を大きく

上回る実績を達成。 

○平成 20 年秋の世界経済危機への対応として、HP に「世界経済危機フォーラム」のコー

ナーを設置し、本件に関するアウトプットを集約して発信する等、ニーズを捉えた取組

を実施した。 

○ウェブサイトへの工夫 

1)平成 20 年 6 月にウェブサイトのリニューアルを実施した。具体的には、ウェブサイト

の再構成を行い、コンテンツの見やすさ、見つけやすさを向上させるとともに、サイト

上の配置を工夫することによりトピックス、フェローコンテンツ、プロジェクトコンテン

ツ、アーカイブなどユーザーに注目してもらいたい項目をより目立たせる構成とし

た。さらに、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。 

2)平成 21 年に、RIETI がこれまでに発表したすべて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を対象にタイトル、著者名、発表時期、フリーワードを

組み合わせて自由に検索が可能な論文検索システムを導入した。 

3)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。 

4)これらの取り組みもあって、日経 BP コンサルティングが行う独立行政法人 Web 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では唯一）と

された。 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

日本語ｻｲﾄﾋｯﾄ

数 

65 万件 75 万件 106 万

件 

125 万

件 

58 万件 429 万件

英語ｻｲﾄﾋｯﾄ数 5 万件 7 万件 17 万件 40 万件 35 万件 104 万件

中国語ｻｲﾄﾋｯﾄ

数 

4 万件 6 万件 7 万件 6 万件 7 万件 30 万件 

論文 1 本当たり

のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ平

均総数 

4,362 件 4,819 件 4,334 件 4,098 件 4,008 件 21,621 件

 

④ニュースレター平均発行回数：目標月 3 回 

印刷物による広報誌発行総回数：目標年 5 回 

【ニュースレター・広報誌】 

○ニュースレター及び広報誌ともに、目標を上回る実績を達成。 

○広報誌 RIETI Highlight 

「読みやすく」「わかりやすい」誌面づくりを目指し、改善を継続している。具体的には、平
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成 19 年度(vol.19 号、2008 Winter)より、16 頁のニュースレター形式だった広報誌を、研

究成果をインタビュー形式でわかりやすく説明した「Research Digest」と合併し、誌面デ

ザインも刷新して全面リニューアルを行った。さらに、平成 20 年度（vol.21 号、2008

Summer)からは、時宜の関心事を勘案して各号毎に特集を設定し、特定テーマについて

の幅広い視点を読者に提供するとともに、図表を多用することにより、必ずしも専門的な

知識が豊富でない読者にとっても理解しやすい誌面づくりを行っている。 

 表紙デザインについては、より「手に取ってもらいやすい」ものとなるよう、「建設中の東

京スカイツリー」や「カラフルな海運コンテナ」など、特集の内容を踏まえたうえで、明るい

色彩で人目を惹きやすいデザインを採用している。また、広報誌名ロゴ（RIETI Highlight）

については、シンポジウム等の会場や METI 別館ロビーで展示・配布していることなどを

踏まえ、平成 22 年度から組織名「RIETI」を強調するように変更、さらにカタカナで「リエテ

ィ」と付記し、研究所名称の知名度向上を図っている。 

○外国における広報を強化すべく、広報誌増刊号として、英語版を刊行(平成21年度、平

成 22 年度）。 

○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。 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計 

ニュースレター 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 20 回 

広報誌 7 回 5 回 5 回 5 回 4 回 26 回 

 

⑤RIETI の政策提言・普及業務の外部レビューアンケート結果（ABCD の 4 段階評価）（参

考値） 

【政策提言・普及業務外部レビューアンケート】（参考） 

○中期計画における評価指標に加え、RIETI ではウェブサイトにてアンケート調査を行

い、広く一般の意見・ニーズをモニタリングし、例えば、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。 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

RIETI の活動は、あなたの業

務、研究の参考になりました

か？ 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

RIETI は中長期的視野に基

づき政策当局と一定の距離

を保ちつつ、研究者・有識者

等の知見を集結し学術的な

裏打のある研究により、より

政策立案プロセスに貢献す

る目的があるが、どの程度果

たしていると思うか？ 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③資料収集管理、統計加工及び統計管理業務  

政策分析用の資料や統計データを整備し、管理

する。  

 

情報システムを活用した知識管理手法によっ

て、政策立案に有用な情報をデータベース化する

ことで、政策研究・政策提言に必要な情報収集・閲

覧が簡便かつ確実に行えるような体制を構築する

こと。  

経済産業省や政策研究者等が有益と見なす統

計データを整備するため、これまでの業務に加え、

新たな統計や統計加工について検討を行うこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 政策研究・提言活動のパフォーマンスを向上させるための取り組み  

上述の政策研究・提言活動を効果的・効率的に行う観点から、研究所

のリソースがその能力を 大限発揮し、研究所のパフォーマンスが向上

するよう様々な試みを行うとともに、これらの試みから新たな副次的な効

果も狙う。 

  

（データベースの構築と活用に向けた取り組み）  

－効果的効率的な政策研究の実施には、詳細かつ精度の高い企業デー

タ等の整備と加工が不可欠である。研究所では、公的な統計情報に係

る個票を用いたパネルデータ分析に必要な環境が整っているとの利点

を十分に活かし、統計データやこれを使いやすい形に加工したデータ

ベースの構築に対し、一層の努力を傾注する。  

 

（情報システムを活用したパフォーマンス向上に向けた取り組み）  

－種々の政策研究・提言活動を電子ベースで全面的にバックアップすべ

く、政策に有用な無形の知見・情報、研究所の研究成果・提言内容等

を電子媒体として知識ベース化することによって、その利便性を向上さ

せる。また、これらの知識ベースは、原則としてウェブサイト上でオープ

ンにすることで幅広い提供に資する。  

－業務支援システムの構築に当たっては、業務の 適化を図るべく留意

するとともに、情報セキュリティ強化と利用者への情報提供等の利便性

の向上を図る。 

 

 

⑥その他 

○平成 20 年度には、藤田所長がクルーグマン（プリンストン大学教授・2008 年ノーベル

経済学賞受賞）との共著者としてノーベル財団から紹介され、国際的な認知度が大きく

向上した。 

○山下研究員による農政改革への提言等は、省庁の垣根を越えた独法ならではの発信

であった。 

○平成 21 年 2 月より、RIETI の研究成果をより分かりやすく発信するとともに、政策当局

への更なる貢献を目指して、論文（ディスカッションペーパー）に加え、そのディスカッシ

ョンペーパーから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）

を作成した。 

○さらに、英文のディスカッションペーパーにも、同様の日本語のノンテクニカルサマリ及

び論文概要を作成することとした。 

○日本経済新聞の「経済教室」で RIETI の研究成果が多数取り上げられた。 

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多く、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 20 年度 13 件、平成 21 年度 10 件、平成 22 年度 7 件 

○RIETI では、公的な統計情報に係る個票を用いたパネルデータ分析に必要な環境が整

っている利点を十分に活かして、第 2 期中期目標期間中、新たな統計加工にも積極的

に取り組むとともに、既存データベースのバージョンアップ等により利便性の向上を実

現した。 

 

○研究員の研究成果・政策提言については、WEB 上で誰でもいつでも閲覧できるよう整

備している。また、政策形成の基礎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、「RIETI データベース」として WEB 上で一般公開している。 

 

（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。 

○JIP データベース（日本の生産性に関する統計） 

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、2009 年版を提

供している。EU の国際プロジェクトと連携した研究で OECD の正規統計として採用。

○JSTAR（くらしと健康の調査） 

本調査のデータは、高齢者の経済面、社会面及び健康面に関する多様な情報が含ま

れているだけでなく、先進各国で既に実施されている各種調査とも比較可能な国際標

準のデータであることに鑑み、国内外の学術研究及び政策立案への貢献のため、個

人情報保護の観点から厳格な利用規定に適合し、一定の資格を満たす研究者、高等

教育機関、行政機関に対して公開している。 

○AMU 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。 

○RIETI-TID（東アジアの貿易材の生産工程における性質及び各産業の貿易データ） 

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
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額を整理した結果を提供。 

○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）。 

○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。 

○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。 

○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。 

○アンケート調査結果 

産学連携実態調査及び NPO に関する研究プロジェクトのアンケート調査結果・報告

書を提供。 

○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。 

 

①データベースの構築と活用に向けた取組について 

【データベースの構築・活用に向けた取組】 

○JIP データベースは、RIETI の様々なプロジェクトで活用する他、「通商白書 2009」の生

産性分析や、日本銀行の政策論議にも使われる等、重要なデータベースとして高く評

価されている。また、JIP データベースのデータ収集・入力業務の効率化を図るため、

平成 21 年度からシステム開発にも着手した。 

 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

備えたデータベースであり、通商白書に必要な分析を行う上で重要なデータベースと

評価されている。平成 21 年度には、東アジア地域の括りを従来の ASEAN＋3 から＋6

に拡充して統計の利便性向上を図った。平成 22 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。 

○アジア通貨単位 AMU は、平成 20 年度にはシステム構築に取り組み、平成 21 年度は

チェンマイイニシアチブのマルチ化に伴う新たな AMU－cmi を創設し、データ公表を開

始。より多面的な情報提供を実施している。また、政策ニーズの強い日次での実効為

替レート提供のためのシステム構築に着手した。（平成 23 年度 5 月公開） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④政策研究・政策立案能力の向上支援業務  

研究の企画段階や研究遂行中における各種研

究会や、研究成果を提言するシンポジウム、またＢ

ＢＬセミナー等、研究についての意見交換や政策

論争を行う場に、より多くの経済産業省行政官の

参加を求めること。  

また、経済産業省行政官で非常勤の研究者であ

るコンサルティングフェローを受入れた場合、常勤

フェローやファカルティフェローというより高度な研

究者とチームアップさせることにより、同省行政官

の同能力の向上を図ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価方法  

各業務の質を向上させていくためには、各業務

の目的に応じた指標を設定し、毎年度一定の水準

以上の質を維持・向上させていくことが適当であ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)経済産業省の政策研究能力及び政策立案能力の向上への支援  

研究所は経済産業政策の理論的分析的研究に係るプラットフォームの

機能を有しているが、これを活用して、経済産業省の行政官、同省に在

籍するコンサルティングフェローの能力の向上を期すこととする。  

－研究の企画段階や研究遂行中における各種研究会、成果を提言する

ためのシンポジウム、ＢＢＬセミナー等の出席について、経済産業省行

政官への案内を積極的に行う。  

－経済産業省に在籍するコンサルティングフェローについて、能力の向

上に向けて、所属プロジェクトにおいて他の常勤フェローやファカルティ

フェローとチームアップさせるなどの取り組みを積極的に行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) これら質的側面での充実の結果発出されるアウトプットに関する計画 

研究所は、その政策研究・提言活動において、以上の計画を実現する

ことによって、政策を変更したり、新しい政策を生み出していくような質的

に充実したインパクトをもたらしていくものとする。具体的には、以下のよ

うな観点での計画の実現を図る。  

②データベースのユーザーによる利用状況 

【ユーザー利用状況】 

○外部提供しているデータベースのアクセス数は以下のとおり 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

JIP データベース 11,422 10,984 17,274 14,538 14,626

AMU - - 15,681 16,554 12,352

RIETI-TID - 2,011 4,515 4,158 6,672

総合エネルギー統計の解説・ 

2004 年度改訂版 

16,480 17,339 14,093 14,066 12,906

都道府県別エネルギー消費統計 6,466 12,479 12,667 11,633 13,501

長期接続産業関連データベース 4,988 4,555 3,821 3,061 3,427

マイクロデータ計量分析プロジェク

ト 

5,524 4,927 3,980 3,354 4,375

アンケート調査 

・産学連携実態調査 

・ＮＰＯに関する研究プロジェクト 

18,005 

(8,844) 

(9,161) 

16,428 

(6,257) 

(10,171) 

13,927

(3,053)

(10,874)

13,492

(2,964)

(10,528)

15,120

(2,854)

(12,266)

リンク集 2,919 2,596 2,821 2,459 2,428

 

 

①シンポジウム、セミナー等の参加者の満足度：目標値 66％ 

○シンポジウム、セミナー等の参加者の満足度は、全ての年度において目標値を大きく

上回る実績を達成。 

○セッションやスピーカー毎に参加者アンケートを行って満足度を聞き、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活かす仕組みとなっている。 

 

  18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

シンポジウム 82％ 81％ 85％ 84％ 80％ 全参加者の 

満足度 BBL 86％ 87％ 86％ 87％ 87％ 

シンポジウム 84％ 86％ 88％ 83％ 79％ METI 参加者

の 

満足度 

BBL 
87％ 83％ 87％ 85％ 84％ 

 

②コンサルティングフェロー（CF）の政策研究・立案能力向上支援業務 

○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（CF）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、ファカルティフェロー（FF）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た。 

○CF 発令を積極的に行うとともに、CF 勉強会や FF との意見交換会等を通じて、CF の政

策研究・立案能力向上に寄与した。 

 

 

指標に関しては各事項に記載 
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上記①の調査研究業務及び②政策提言・普及

業務の実施を評価する際には、研究所が、政策を

変革したり、新しい政策を生み出していくことに寄

与するような質的に充実したインパクトある政策研

究・政策提言を行えているかを評価することが重要

である。具体的には、以下の観点から、定量的及

び定性的な評価を行うものとする。定量的評価項

目には、単なるアウトプットを超えて政策立案プロ

セスでの寄与につながると考え得る項目も含まれ

ている。  

 

＜定量的評価＞  

・ 研究テーマの設定及び研究成果を経済産業政

策立案プロセスへの貢献の観点から評価するた

めの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  

・ 開催したシンポジウム、ＢＢＬセミナー等の内容

の充実度（参加者に対するアンケート評価等）  

・ 成果のとりまとめとしての出版物の数、シンポジ

ウム及び専門誌等での論文発表数  

・ 成果の提言の場としての開催したシンポジウ

ム、ＢＢＬセミナー等ののべ件数  

・ ホームページからダウンロードされた論文のの

べ件数  

・ 外部レビューアーによる論文の学術的水準の評

価  

 

＜定性的評価＞  

・ 中長期的な経済産業政策課題の解決のため、

理論的・分析的な裏付けのある斬新な政策提言

ができたか。  

・ 政府の意思決定・政策立案に影響力のある書評

や有識者間での政策論争に研究所の研究成果・

提言内容が用いられたか。また、今後用いられ

る可能性があるか。  

・ 中長期的な経済産業政策課題の解決に資する

政策研究・政策提言を行うというミッションを逸脱

し、研究自体が自己目的化していないか。  

・ 経済産業政策立案プロセスに寄与する質の高

い研究成果をあげるため、研究所内での研究マ

ネージメントをどのように明確化したか。  

 

上記③資料収集、統計加工及び統計管理業務

の実施を評価する際には、以下の観点から評価を

行うものとする。  

 

（質的な側面での実現）  

－中長期的な経済システム改革の視点に基づく斬新な政策研究・提言活

動を実現する（時々の政策立案・実行をミッションとする政策当局と役

割面において補完性を確保する）  

－これら斬新な政策研究・提言活動によって、効果の薄い政策の改善・

廃止や新しい政策の導入に資する理論的・分析的基礎を提供する  

－政府の意思決定・政策立案に影響力のある書評や有識者間での政策

論争に研究所の研究成果・提言内容が関与した実績を確保する  

－研究自体を自己目的化せず、中長期的な政策ニーズに資する政策研

究・提言活動を実現する  

－経済産業政策立案プロセスに寄与する質の高い研究成果をあげるた

め、研究所内での研究マネージメントの方法を明確化し、対外的に公

表する。  

－経済産業省に在籍するコンサルティングフェローについて、チームアッ

プ等によって研究能力の向上に寄与する仕組みを構築する  

－研究所において整備したデータベースについて、外部への提供の是非

等も含めて検討を行い、 適な利用状況を確保する  

 

（指標面でのアウトプットの実現）  

なお、これら質的に充実した政策研究・提言活動を実現した結果とし

て、相応のアウトプットが発出されることも期待される。これらについて

は、それが生じた様々な背景、要因等によって大きく左右されうる点を十

分踏まえる必要があるが、さしあたっては、以下の実現を図るものとす

る。なお、これらには単なるアウトプットを超えて政策立案プロセスの寄与

に直接つながると考え得る項目も含まれているところであり、  

また、これらについては、質的な側面での充実も重視するものとする。 

－研究テーマの設定並びに研究成果を経済産業政策立案プロセスへの

貢献の観点から評価するための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いて、満足度を、各々３分の２以上確

保する  

－開催したシンポジウム，ＢＢＬセミナー等の内容についてのアンケート

調査等による参加者全体の満足度を、各々３分の２以上確保するとと

もに、経済産業省から参加した者の満足度も３分の２以上確保する  

－研究成果をとりまとめた研究書を５年間で２０冊以上刊行する  

－学術誌、専門誌等で発表された論文数を５年間で１６０件以上確保す

る  

－国際シンポジウム、学会等で発表された論文数を５年間で３６０件以上

確保する  

－内部レビューを経て公表した研究論文を５年間で２７５件以上確保する 

－包括的プロジェクトの成果であるものを含め、シンポジウムの開催件数

を５年間で３０件以上確保する  

－ＢＢＬセミナーの開催件数を、５年間で２５０件以上確保する  

－ホームページからダウンロードされた論文については、内部レビューを

経て公表した研究論文１本当たり平均毎年２，４００件以上確保する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・各データベースのユーザによる利用状況  

 

上記④政策研究・政策立案能力の向上支援業

務の実施を評価する際には、以下の観点から評価

を行うものとする。  

・研究会、シンポジウム、ＢＢＬセミナー等へ参加し

た経済産業省職員からの評価  

・経済産業省からのコンサルティングフェローに対

して実施した政策研究能力を向上させるための措

置内容  

後に、①から④の各業務に横断的な評価指標

となり得るものとして、以下のような観点から評価

を行うものとする。  

・ニュースレターの発行回数  

・ホームページのヒット数  

 

４．財務内容の改善に関する事項  

研究所は、公共政策研究の担い手であることか

ら、財政基盤を公的資金による運営費交付金に基

本的に依拠しつつも、本来得られる収入機会を逃

していないか、不必要な固定経費が発生する等硬

直的な組織運営となっていないか、使途の透明性

が確保されているか、資金使途は有効かといった

視点から交付金の効率的な使い方に努めること。

また、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。  

財務内容の健全性を確保する観点から、資金の

借入については、特段の事情がない限り、厳に慎

むこと。  

このような効率的で適切な資金管理を通じ、各

業務の遂行にとって無駄のない適切な規模の予算

執行を行うこと。  

 

収入機会を評価する指標として、以下のものを採

用することとする。  

・ 出版やシンポジウム等による諸収入  

 

 

 

－電子メールによるニュースレターを月３回以上、印刷物による広報誌を

毎年５回以上発行する  

－ホームページのヒット件数を毎年４０万件以上確保する  

－外部レビューによる研究成果の学術的水準について、全体で上位３分

の１の水準を確保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．中期計画に関する事項について  

中期目標の達成のための中期計画については、以下のとおりの計画

を遂行する。  

 

(1) 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標

を達成するために取るべき措置  

上述の１．～２．に掲げられた計画を実現することを通じて、達成を図る

ものとする。  

 

(2) 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置  

２．(4) に掲げられた計画を実現することを通じて、達成を図るものとす

る。  

なお、人件費については、行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日

閣議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減目標（今後５年間で５％

以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた取り組み

として５年間で５％以上の削減（人事院勧告を踏まえた給与改定分を除

く。）を行うこととする。  

 

(3) 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

○予 算  

［運営費交付金の算定ルール］  

毎年度の運営費交付金（Ｇ(y)）については、以下の数式により決定する。 

Ｇ(y)（運営費交付金）＝〔｛Ａ(y-1)（一般管理費）×αa（一般管理費の効

率化係数）×βⅰ-1（消費者物価指数）〕＋〔Ｂ(y-1)（業務費）×αb（業

務費の効率化係数）×γ（政策係数）×βⅰ-1（消費者物価指数）〕 ＋

〔Ｃ(y)（退職手当）＋ Ｄ(y-1)（人件費）×αc（人件費の効率化係数）×

δⅰ-1（人件費伸び率）〕－Ｅ（自己収入）  

・Ｇ(y)は当該年度における運営費交付金額  

・Ａ(y-1)は直前の年度における一般管理相当分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務内容 

【予算管理】 

○5 年間通して、効率化のための取組を着実に実施したことにより、無駄のない予算執

行を実現した。 

 （取組事例） 

・シンポジウム共催による削減 

 ・随契比率を下げて、一般競争入札を積極的に実施 

 ・謝金等、金額の見直し 

 ・新 LAN 導入による保守管理費用の減額 

 ・備品費・タクシー利用等の抑制   等 

○効率的な運営がなされたこと、独法制度の抜本的見直しに関する議論に伴い大規模

な新規研究プロジェクトの開始や研究員の増員について慎重に対応したこと等から、

終的に約 6 億円の利益計上を行った。第 3 期中期計画期間においては、それらを着

実に実施し、一層高い成果を上げるよう努力する。また、より厳格な進捗管理を実施す

ることとしており、具体的には、①正当な理由なく大きな遅れが生じた場合には、プロジ

ェクトの改廃を求めることがあることをルール化し、②長期間の研究プロジェクトについ

ても、少なくとも毎年 1 本以上の論文を作成することとしている。 

 

【自己収入実績（監修料収入、書籍販売収入、シンポジウム収入）】 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

534 千円 5,298 千円 3,192 千円 4,753 千円 532 千円 

 

【競争的資金等獲得実績（受託収入、科研費収入、助成金）】 

○競争的資金等については、RIETI 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、組織として各研究員を支援するとの方針に基づき対応した。 

 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

０ 3,618 千円 9,052 千円 8,098 千円 9,173 千円 
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・Ｂ(y-1) は直前の年度における業務費相当分  

・Ｃ(y) は当該年度における退職手当見込額  

・Ｄ(y-1) は直前の年度における人件費相当分  

・Ｅは、自己収入における過去の実績の平均値  

・αa、αb、αc、βⅰ-1、δⅰ-1、γについては、以下の諸点を勘案した

上で、各年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な計

数値を決定する。  

αa（一般管理費の効率化係数）：年平均で、前年度比３％以上の削減を

達成する。  

αb（業務費の効率化係数）：年平均で、前年度比１％以上の削減を達成

する。  

αc（人件費の効率化係数）：行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４

日閣議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減目標（今後５年間で

５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、毎年度の数値を決定す

る。  

βⅰ-1（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用する。  

δⅰ-1（人件費伸び率）：人事院勧告による給与改善分を反映する。  

γ（政策係数）：法人の業務の進捗状況や、財務状況、新たな政策ニー

ズ等への対応の必要性、独立行政法人評価委員会による評価等を総合

的に勘案し、具体的な伸び率を決定する。  

［注］なお、人件費は「常勤役員及び常勤職員に対し支給する報酬、賞

与、その他手当の合計額で、退職金、福利厚生費（法定福利費、法定

外福利費）は含まれていない」と定義。  

○収支計画（平成１８年度～平成２２年度収支計画）  

○資金計画（平成１８年度～平成２２年度資金計画）  

 

［注］予算、収支計画、資金計画の具体的計画は別紙。  

［注］財務内容の健全性を確保する観点から、資金の借入の健全性、使

途の透明性、資金使途の有効性が損なわれないように努めるととも

に、本来得られる収入の機会を逃さず、固定経費が発生する等硬直的

な組織運営とならないよう努めることとする。  

 

(4) 短期借入金の限度額  

（短期借入金の限度額）  

・運営費交付金の受け入れが 大３ヶ月遅れた場合を想定して、一般管

理関係類支出の約３ヶ月分（２０４百万円）を短期借入金の限度額とす

る。  

（想定される理由）  

・運営費交付金の受け入れが遅延  

 

(5) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  

※なし  

 

(6) 剰余金の使途  

・調査及び研究業務の追加実施（パイロットスタディの実施）  

【保有資産の有効活用】 

○RIETI が保有する資産は、5 年間を通じて①建物（パーティション）②工具器具備品（電

話機等）③ソフトウェア等の毎日の業務で利用するものであり、必要 小限となってい

る。 

○民間からの賃貸により使用するもの：[建物]分室 

経済産業省 11 階の執務スペース（1578．5 ㎡ 国からの無償貸与）だけでは業務上必

要なスペースが確保できないため、①研究員ブース、②WEB 担当執務、③RA 執務、

④会議室等として民間から賃貸。平成 23 年度からの第 3 期中期目標期間の開始に当

たり、事業に必要なスペースのより効率的な活用を図る観点から、必要面積の見直し

を行い、分室の面積を縮小するため、23 年 2 月に移転を実施（公募により選定）。この

結果、分室の面積は、これまでに比べ約 4 割削減。 

大同生命ビル 20 階：632．97 ㎡ → 大同生命ビル 6 階 383.52 ㎡（平成 23 年 3 月移

転） 

 

【欠損金、剰余金の適正化】 

○中期目標期間 5 年間を通して、欠損金は発生していない。 

○当期総利益は、受託収入や科研費収入等の外部資金の獲得及び経常費用における

研究業務費の削減により、計上されたものである。これに基づき発生した剰余金は、

積立金として処理をした。 

○RIETI の収益は、大半を運営費交付金に頼っていることから、目的積立金の申請を行

った実績はない。 

 

【人件費】 

○ラスパイレス指数は、下表の通り推移しており、事務・技術職のラスパイレス指数は、5

年間を通して 100 以下を維持して目標を達成している。研究職のラスパイレス指数は、

研究所として高い学術水準の研究成果を生み出すために各専門分野における第一線

級の人材を確保していくこと、永続的な雇用を保障していないこと、退職金の支給がな

いこと等から高水準となっている。 

 

《ラスパイレス指数の推移》 

◎事務・技術職員 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

対国家公務員 91.9 94.9 99.5 96.1 93.3 

地域勘案 - 83.6 87.4 83.2 80.8 

学歴勘案 - 92.3 97.2 92.5 90.1 

地 域 ・ 学 歴 勘

案 
- 81.4 85.5 80.1 78.1 

 

◎研究職 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

対国家公務員 137.6 133.9 133.6 129.5 124.1 

地域勘案 - 131.1 128.7 124.6 120 

学歴勘案 - 133.4 132.9 128.8 123.3 

地 域 ・ 学 歴 勘

案 
- 130.7 128.1 124.2 119.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他業務運営に関する重要事項  

研究所は、経済産業政策を所掌する経済産業

省との密接な交流を行いながら、経済産業省が提

供する運営費交付金に基づき、経済産業省が有す

る情報へのアクセスという利便性を有し、調査研究

のみならず政策立案に影響を与えうる政策提言を

行うという目的と特質を有している立場を活用し、

他の研究機関との差別化を図り、国際的にも政策

研究機関としての声価を確立していくために、コア・

コンピテンスを明確化し、対外的に喧伝していくこ

と。  

等の政策研究機関としてのパフォーマンス向上のための使途に使用。  

 

(7) その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

①施設・設備に関する計画  

※なし  

②人事に関する計画  

１）方針  

・業務を効果的かつ効率的に実施できるよう研究の実状及び重点化等に

則した人員の確保及び人員の 適配置等の人事の円滑化を図る。  

・業務内容に沿った 適人材の確保とその 適配置を通じて、管理部門

への支出を適正なものとしつつ、研究関係部門への重点化を図る。  

 

２）人員に係る指標  

・流動的な雇用形態（任期付任用、非常勤、兼職等）の占める割合を、５

０％以上とする。  

（参考１）  

１）期初の常勤職員数 ５１人  

２）期末の常勤職員数の見込み ５１人  

※研究職員の既存契約の調整や研究活動全般の状況等に応じて、任期

付職員に限り必要 小限の人員の追加があり得る。  

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額  

・中期目標期間中の人件費総額見込み ２，２３３百万円  

上記の額は、常勤役員及び常勤職員に対し支給する報酬、賞与、その他

手当の合計額で、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）

は含まれていない。  

また、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は含まれていない。  

 

③中期目標の期間を超える債務負担  

※なし  

 

④積立金の使途  

※なし  

 

（人的体制における新たな取り組み）  

－任期付採用、外部兼任研究者等の手法を活用することで、研究プロジ

ェクトの設定・再編に応じて、各々の専門分野の研究者の弾力的採用

や 適配置を図る。また、研究プロジェクトにおける個別課題に関し

て、大学院生やポスドク等の若手の研究者を機動的に活用し、研究活

動の効果的・効率的な実施を実現する。  

－これらを通じて、研究者に蓄積されている専門的知見の政策立案への

活用の機会の拡大を図るとともに、若手研究者の研究活動を行う上で

の政策的マインドの涵養にもつなげていく。他方、政策実務者は、これ

ら専門的知見を持つ研究者との密接な共同研究、議論を通じて、政策

立案能力の向上を図る。  

○人件費は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成 18 年法律第 47 号）に基づく取組を、「経済財政運営と構造改革に関する基 本方

針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）を踏まえ、平成 23 年度まで継続することとなっ

ている（平成 17 年度人件費総額を基準として、6 年間で 6％以上の効率化）。流動的な

雇用人材の活用や人員配置の工夫等により、目標達成に向けて堅調に推移している。 

 

【一般管理費】 

一般管理費の削減に取り組み、平成 22 年度に政策評価・独立行政法人評価委員会

の勧告を受けて行った分室規模の縮減に伴う移転費用等の特殊要因を除くと、運営費

交付金によって行う事業について、毎年平均で、前年度比 3％減の効率化目標を達成

した。 

 

【業務費】 

業務費は、謝金の見直しや予算執行の効率化努力により、毎年度平均で、前年度比

1％以上の効率化目標を達成した。 

 

【人事に関する計画】 

○管理部門職員の割合を前年度比で改善していく。 

○管理部門職員の割合は、下表の通り推移しており、前年度比同あるいは前年度比で

の改善を実現した。人材の 適配置を通じて管理部門への支出を適正なものとしつ

つ、RIETI の業務の核である研究関係部門への重点化を図った。 

 

《管理部門職員の割合》 

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 

32％ 32％ 32％ 28．5％ 28．3％ 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人材育成】 

○常勤研究員に対し、政策大学院大学等での聴講等の知識習得を推奨した。第 2 期中

期目標期間中、4 名の研究員が政策大学院で聴講し、研究が反映される政策立案に

必要な体系的な知識を身につけた。 

○流動的な雇用人材を活用して、業務の効率化に取り組んでいるが、人員の入れ替わり

等が事務処理の継続性の妨げとならないよう、事務スタッフに対して所内研修（初任者

研修）を実施した。 

○研究プロジェクトに若手研究者を多数招集し、政策志向の研究に従事した。 

 

【内部統制】 

○RIETI が取り扱う情報管理について、平成 19 年度に策定したセキュリティポリシーに基
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また、研究所は、設立当初より非公務員型独立

行政法人のメリットを活かし、時節時節で変動する

多様な政策課題に対応する研究員の機動的な登

用や、研究成果に応じた処遇が可能な制度となっ

ている。引き続き、経済産業政策に関係する広範

な分野から多様な人材を結集させ、優秀な研究者

を輩出していくこと。さらに、年度末に実施する研究

領域並びに研究テーマの設定及び研究成果につ

いてのユーザーからの評価や、研究の諸段階にお

ける経済産業省を始めとする関係者との交流にお

けるユーザーからの評価に基づき、必要な改善を

行っていくこと。  

 

採用制度を具体的に評価する指標として、以下

のものを採用することとする。  

・流動的な雇用形態（任期付任用、非常勤、兼職

等）の手法の活用数 

－スタッフに民間のスペシャリストを登用し、政策研究・提言活動のため

の支援業務を円滑に実施する。  

 

 

 

づき、事務のワークフローの可視化、情報資産管理台帳の充実、内部監査、職員研修

等を実践し、PDCA サイクルを確立して、重要な課題（リスク）に組織全体で取り組ん

だ。 

○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。理事

長のリーダーシップの下、法人のミッション達成に向けた議論を行った。 

○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

職員とのコミュニケーション強化のため、平成 22 年から原則 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、法人のミッションの周知

徹底を図っている。 

○「内部統制の現状把握・課題対応計画の作成」 

 平成 22 年度に、平成 23 年度からの本格実施に向けた準備調査を行った。その中で、

中期目標の達成を阻害する要因（リスク）を洗い出すとともに、取り組むべきリスクへ

の対応を行うための工程表（ロードマップ）を作成した。 

○「法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施」 

 毎年度、年度中に２回（11 月頃に中間、翌年度 5 月頃に 終）、プロジェクト等の予算執

行状況と業務実施状況（内部統制のあり方等を含む）等を監査し、問題点の把握と整

理を行い、理事長に報告した。理事長は、役員、幹部職員、各層の職員ごとに定期的

に会議を開催し、ミッションの周知徹底を行った。 

○「監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告」 

監事による定期監査では、契約の中からサンプリング調査を行う等、その適正性をチ

ェックし、改善点等は月曜会（幹部会）において報告され、理事長へ フィードバックす

る取組を実施した。 

 

【官民競争入札】 

○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、①中国語ホ

ームページの維持管理業務、②データベースの維持管理業務の２件について官民競

争入札手続きを着実に進め、結果として従来よりも安価で契約を締結した。 

○中国語ホームページの維持管理業務は、平成 23 年 5 月で契約が満了となるため、当

該業務そのものの方向性を含め、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。 

○データベースの維持管理業務の契約期間は、平成 24 年 2 月までであるが、今後につ

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
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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 

 

【入札・契約】 

○随意契約比率は、下表の通り 5 年間で大幅減を達成し、入札・契約の適正化を実現し

た。 

 

《随意契約比率の推移》 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

件数ベース 85.0% 59.5% 12.7% 9.1% 16.7% 

金額ベース 79.8% 61.5% 28.3% 24.3% 25.1% 

 

○平成 21 年度には、監事及び外部有識者から構成される契約監視委員会を設置。随意

契約事由の妥当性や一般競争入札についても真に競争性が確保されているか等の

検証を行うとともに、平成 19 年 12 月に策定した「随意契約見直し計画」の改訂を実施

した（改訂は、平成 22 年 4 月 30 日）。 

○過去 3 回実施された契約監視委員会において、不適切とされた契約等の実績はない。

○平成22年度には、次期中期目標期間開始時の組織改編を見据え、分室の移転等、積

極的に業務効率化に取り組んだ。 

○平成 22 年度の随意契約比率は、 

 件数ベース：16．7％（目標：8．5％） 

 金額ベース：25．1％（目標：26．3％） 

となっており、件数ベースでは目標に及ばなかったものの、金額ベースでは目標を達

成。なお、件数ベースで目標を達成できなかった理由が、①分室の移転、②次期中期

目標期間に向けた体制整備であることから、平成 23 年度以降は件数ベースでも目標

達成が果たせる見込みである。 
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