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サービスの質① 業務運営の効率化

財務内容サービスの質②

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

独立行政法人経済産業研究所 中期目標期間業務実績評価（平成１８～２２年度）（案）

１．総合評価

評定結果
１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定

業務運営の効率化（２０％）

サービスの質の向上

①調査及び研究業務 （４０％）

②政策提言・普及業務等（２０％）

財務内容（２０％）

○点×２０％＋○点×４０％＋■点×２０％＋▲点×２０％

＝ 点

総合評価のポイント

○【算定式のウエイト】

経済産業研究所（RIETI）の業務は、経済産業政策に関する調査研究を行い、研究

成果や政策提言を政策形成プロセスに提供することであるため、サービスの質の

向上に 60％のウエイトを置く。さらに、サービスの質の向上については、業務の

核である研究本体と研究成果に付随する政策提言・普及業務等とに分割し、業務

の実施体制や重要性等に鑑みてウエイトを 40％、20％と設定。

「業務運営の効率化」及び「財務内容の改善」は、評価ウエイトを 20％と設定。

【評価の全般的な概要】

業務運営の効率化

○最も重視すべき研究マネジメントにおいて、プロセス管理を従来以上に徹底し、

各種アウトプット目標をクリアすることに成功した。人事面でも、人材確保や最

適配置、また多様な雇用形態を採用したマネジメント等で成果があったものと評

価できる。

○各種データベースのシステム化やセキュリティの向上に取り組む等、業務の効率

化や生産性の向上に寄与する仕組みの導入に積極的に対応しており、評価できる。

○第 2 期中期目標期間を通じて、内部監査の仕組みを整え、監査結果のフィードバ

ックを行う等、内部統制の方法が改善されており、評価できる。

○入札・契約に関しては、契約監視委員会を設置する等、適正な運用を図る仕組み
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を構築した。全契約のうち随意契約の占める割合が、下記の通り大幅に改善した

ことは高く評価できる。

件数ベース（18 年度 85．0％→22 年度 16．7％）68．3 ポイント改善

金額ベース（18 年度 79．8％→22 年度 25．1％）54．7 ポイント改善

サービスの質の向上 ①調査及び研究業務

○内部レビューを経た論文数に代表されるように、第 2 期に目標として掲げた数値

は大きく上回ることができた。また経済産業省へのアンケート結果や第 3 者レビ

ューアーによる学術評価等のアウトカム指標においても成果を上げており、高く

評価できる。

○各研究の成果が政策当局の企画立案等に貢献したことで、経済産業省内での評価

が安定してきており、評価できる。

サービスの質の向上 ②政策提言・普及業務等

○各種アウトプット数値は、軒並み高水準であり、政策提言・普及において多大な

貢献があったと判断できる。

○藤田所長をはじめとした各研究員の成果、ノンテクニカルサマリー等の政策当局

への貢献を目指した新たな取組、日本経済新聞の経済教室への研究成果の掲載等、

「RIETI」の知名度は著しく向上しており、高く評価できる。

○外部提供しているデータベースのユーザー利用状況から見ても、内外で求められ

ているデータベースの構築が行われ、活用も定着しており、評価できる。

○シンポジウム、BBL の参加者の満足度は、5年間を通じて高い水準を維持すること

ができた。

財務内容

○5年間を通じて、厳格な財務規律の下に無駄のない予算執行を実現するとともに、

自己収入と外部資金を導入して効率的な資金管理を行っており、評価できる。

○運営費交付金債務が発生することに対しては、第 3 期中期目標において対応策が
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明示されており、評価できる。

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数をＸとす

ると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。
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２．業務運営の効率化

評定結果
１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：

各年度の評定から算定される

総合評定
（３＋３＋３＋３＋○）×１／５＝■

評価のポイント

○最も重視すべき研究マネジメントにおいて、プロセス管理を従来以上に徹底し、各種アウトプット目標をクリ

アすることに成功した。人事面でも、人材確保や最適配置、また多様な雇用形態を採用したマネジメント等で

成果があったものと評価できる。

○各種データベースのシステム化やセキュリティの向上に取り組む等、業務の効率化や生産性の向上に寄与する

仕組みの導入に積極的に対応しており、評価できる。

○第 2期中期目標期間を通じて、内部監査の仕組みを整え、監査結果のフィードバックを行う等、内部統制の方

法が改善されており、評価できる。

○入札・契約に関しては、契約監視委員会を設置する等、適正な運用を図る仕組みを構築した。全契約のうち随

意契約の占める割合が、下記の通り大幅に改善したことは高く評価できる。

件数ベース（18 年度 85．0％→22 年度 16．7％）68．3 ポイント改善

金額ベース（18 年度 79．8％→22 年度 25．1％）54．7 ポイント改善

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．業務運営プロセス

研究所のリソースがその能力を最大限発揮

し、研究所のパフォーマンスが向上するよう

様々な試みを行った場合。

①研究プロセスの改善
＜主な実績＞

【研究プロセスの改善】

○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。
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②人材の確保・最適配置、多様な雇用形態の活

用

③業務運営の効率化

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。

○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。

【人材の確保・最適配置、多様な雇用形態の活用】

○常勤研究員のほか、ファカルティフェロー（FF）をはじめ 400 名超の学者、コンサルテ

ィングフェロー（CF）をはじめとする 600 名超の政策実務者、100 名超の企業関係者な

ど行政官・大学・産業界の人材を結集し、「知のハブ」機能を発揮しつつ政策研究・提言

活動を実施した。

○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。人材の最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 2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

○常勤研究者や管理部門スタッフは、原則として任期付きで採用しており、研究プロジェ

クトや業務の改廃に応じて人員を機動的に確保している。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、所内研修を実施した。

○これら人員について業務実績に基づく人事評価制度を厳正に実施している。

【業務運営の効率化】

○中期目標期間を通じて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
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くと、運営費交付金によって行う事業について、毎年度平均で、前年度比 3％減の効率

化目標を達成した。

○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。

＜評価・コメント＞

○最も重視すべき研究マネジメントにおいて、「成果をいかにあげるか」に焦点をあてたプ

ロセス管理を従来以上に徹底しており、これにより、各種アウトプット目標をクリアす

ることに成功した。人事面についても、人材確保や最適配置、また多様な雇用形態を活

用したマネジメント等、成果があったと思われる。

○業務の効率化について、第 2期の目標値を大旨達成しており評価できる。人件費の抑制

については、研究所の人材確保という点から難しいが、継続的な努力が望まれる。

○人材の確保と育成が課題である。RIETI は通過ポストでも良く、卒業生が良いポストを

得られて、いざという時に OB のネットワークが機能することが好ましい。

２．業務・システムの最適化 ＜主な実績＞

○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、毎日最新データをウェ

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。）

○平成 22 年度に新会計システム及び謝金システムを導入して業務効率化を推進。その結
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果、総務グループスタッフを研究グループに配置転換することができ、より研究支援体

制の強化につながった。

＜評価・コメント＞

○5 年間を通じて、業務の効率化、生産性の向上に寄与するシステムや仕組みの導入に積

極的に対応しており、評価できる。

○プロジェクトの進行管理について、海外のやり方はどうしているのか。海外の提携研究

機関とプロジェクトのネットワークをつくる時代に対応していきたい。

３．内部統制 ＜主な実績＞

○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

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 月頃に最終）、プロジェクト等の予
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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。

＜評価・コメント＞

○第 2期中期目標期間を通じて、内部監査の仕組みを整え、監査結果のフィードバックを

行う等、内部統制の方法が改善されており、評価できる。

○独立行政法人のミッションを果たすための内部統制の整備、運用に特段の問題はないと

思われる。

○欧州、米国、中国、豪州等への経済産業省のネットワークを活用し、良き人材を発掘し

たい。

４．官民競争入札等の活用 ＜主な実績＞

○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、
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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。

＜評価・コメント＞

○第 2期中期目標期間を通じて、競争入札の活用が増加し、改善されている。データベー

スの維持管理等については、データの活用が妨げられないような業務委託を検討してい

るが、その方向で良いと考える。

○特に問題はない。

○色々とやってみると新しい発見もある。失敗を恐れずトライして、他人の懐の中身を知

悉したいもの。

５．入札・契約に関する事項 ＜主な実績＞

○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.% 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％）
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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。

＜評価・コメント＞

○中期目標期間の途中から導入された契約監視制度の運用結果として、問題はないと思わ

れる。もっと簡素に済ませて、研究等を阻害しない配慮も必要である。

○入札・契約に関しては、契約監視委員会を設置する等、適正な運用を図る仕組みを構築

した。随意契約数も大きく減少しており評価できる。

○1者応札等は、更に改善するよう努めることが必要。

６．役職員の給与等に関する事項 ＜主な実績＞

○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、

高めであるが、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. 80.8

学歴勘案 - 92.3 97.2 92.5 90.1

地・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
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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

○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。

＜評価・コメント＞

○人件費のラスパイレス指数は、年々減ってきており、削減の努力が行われた。

○役職員の給与等に関して、特に問題はない。

○次期中期目標では、外国人の研究職を数人、派遣受入れすることを前提に、予算を考え

てもらいたい。

（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数を

Ｘとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。



12

３－１．サービスの質の向上①（調査及び研究業務）

評定結果
１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度:

各年度の評定から算定される

総合評定
（４＋４＋４＋４＋○）×１／５＝■

評価のポイント

○内部レビューを経た論文数に代表されるように、第 2期に目標として掲げた数値は大きく上回ることができた。

また経済産業省へのアンケート結果や第 3 者レビューアーによる学術評価等のアウトカム指標においても成果

を上げており、高く評価できる。

○各研究の成果が政策当局の企画立案等に貢献したことで、経済産業省内での評価が安定してきており、評価で

きる。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．調査及び研究業務

研究内容が高い学術水準を確保するととも

に、テーマ設定が中長期的な政策立案ニーズに

充分合致し、経済産業政策に研究成果が活用さ

れている場合。

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）

②基盤政策研究領域代表者へのアンケート：目

標 66％

＜主な実績＞

【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

【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、
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③METI 関係課室へのアンケート結果：目標Ｂ評

価

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企画

立案に貢献ている。
100％ 100％ 75％ 75％ 77.8％

【METI 関係課室へのアンケート】

○METI 関係課室へのアンケート結果は、全ての年度において目標を達成。特に、平成 22 年

度は前年度よりも評価が大きく向上し、全ての領域について、かなり多くが政策形成イ

ンパクトを与えうると評価された。

研領域 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

①政策ニーズ

との合致（A～

C：3 段階）

Ⅰ 少子高齢化 A：3.00 B：2.50 A：3.00 A：2.71 A：2.86

Ⅱノベーション A：2.86 A：2.86 A：2.86 A：2.78 A：2.90

Ⅲ グローバル・アジア A：289 A：2.57 A：2.89 A：3.00 A：2.92

隣接領域 A：3.00 A：3.00 A：2.90 A：2.69 A：2.64

②政策形成へ

のインパクト

（AA～D：5 段

階）

Ⅰ 少子高齢化 A：3.75 B：3.00 A：3.75 B：2.86 A：3.71

Ⅱイノベーション B：3.14 B：3.29 A：3.57 B：3.44 A：3.90

Ⅲ グローバル・アジア A：4.00 A：3.71 A：3.67 A：4.22 A：3.69

隣接領域 B：314 A：3.86 A：3.70 B：3.38 A：3.64

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

②AA＝5 点、A＝4点、B＝3点、C＝2点、D＝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。
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④DP 外部レビューによる学術的水準：目標上位

1/3 の水準

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）

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）

⑦その他

【外部レビューによる学術的水準】

○DP は、専門分野の大学教授等外部レビューアーによって学術的水準の評価が行われ、全

ての年度において、A評価（高い水準にある）を獲得した。

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

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）

※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。

【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

【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。毎年、着実に件数を伸ばしており、社会への発信力を

高めている。

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

○通商産業政策史編纂事業の成果は、総論 1 巻と当時（1980～2000）の通商産業省の機構

別に構成された各論 11 巻の全 12 巻シリーズとして出版を開始している。また、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・
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環境・保安政策、産業技術政策をはじめ、政策現場での活用が進んでいる。

○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、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。

＜評価・コメント＞

○内部レビューを経た論文数に代表されるように、第 2 期に目標として掲げた数値は大き

く上回ることができた。METI へのアンケート結果や第 3 者レビューアーによる学術評価

等のアウトカム指標における評価も高かった。実りの大きな 5年間であったと言える。

○研究実績は目標を大きく上回っており、政策のニーズとの合致、政策のインパクトとも

にアンケート調査の結果は良好である。

○経済産業省内での評価が安定してきた。次期中期目標期間には、シンクタンクのネット

ワーク作りを考えている各機関と協議し、日本のシンクタンクのトップを走るための方

策を検討して欲しい。

（注）評定の点数については、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付き

の点数をＸとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。
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３－２．サービスの質の向上②（政策提言・普及業務等）

評定結果
１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、

各年度の評定から算定される

総合評定
（４＋４＋４＋４＋○）×１／５＝■

評価のポイント

○各種アウトプット数値は、軒並み高水準であり、政策提言・普及において多大な貢献があったと判断できる。

○藤田所長をはじめとした各研究員の成果、ノンテクニカルサマリー等の政策当局への貢献を目指した新たな取

組、日本経済新聞の経済教室への研究成果の掲載等、「RIETI」の知名度は著しく向上しており、高く評価でき

る。

○外部提供しているデータベースのユーザー利用状況から見ても、内外で求められているデータベースの構築が

行われ、活用も定着しており、評価できる。

○シンポジウム、BBL の参加者の満足度は、5年間を通じて高い水準を維持することができた。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．政策提言・普及業務

インパクトのある提言・普及活動とするため、

様々なツールの積極的で有効な活用とその質的

な充実を図っている場合。

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

＜主な実績＞

【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
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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

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

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

【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

【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、ウェブサイトに「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。

○ウェブサイトの充実

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
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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）ウェブサイトに掲載しているコラムは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。平

成 22 年度は第 2期中期計画期間中、年間最多の 31 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－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。

５）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、様々

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

載をウェブサイドで開始した。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．ナイ氏に寄稿頂いている。

６）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

日本語ｻｲﾄﾋｯﾄ数 65 万件 75 万件 106 万件 125 万件 99 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
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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

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

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

【ニュースレター・広報誌】

○ニュースレター発行回数は全ての年度において目標を上回る実績を達成。平成 22 年度の

広報誌発行総回数が目標未達となっているが、これは 3 月に発刊予定であった RIETI

Highlight が東日本大震災の影響により 4月の発行にずれ込んだことが原因である。

○ 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。（再掲）
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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）

⑥その他

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

ニュースレター 4回 4回 4回 4回 4回

広報誌 7回 5回 5回 5回 4回

【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（再掲）。

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

○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



21

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（DP）に加え、その DP 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 DP 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 20 年度 13 件、平成 21 年度 10 件、平成 22 年度 7件

○平成 22 年度には RIETI 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「RIETI10 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」

＜評価・コメント＞

○各種アウトプット数値は、軒並み高水準であり、政策提言、普及において多大な貢献が

あったと言える。第 3期中期目標期間においては、ただでさえ閉塞感のあったところに

大震災の壊滅的な影響を受けた日本経済の状況を直視し、再生できるよう「成長」をキ

ーワードにこれまで以上の政策提言を積極的に図っていただきたい。

○藤田所長をはじめとした各研究員の成果、ノンテクニカルサマリーへの対応、日経の経

済教室等、「RIETI」の知名度は著しく向上し、良く努力した 10 周年であった。

○目標値を大幅に上回る実績を達成している点、評価できる。外部レビューアンケートに

おいて B評価が出ているが、この原因がどこにあるのかを検討し今後の改善を図ること

が必要である。
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２．資料収集管理、統計加工及び統計管理業務

効果的、効率的な政策研究のために、統計デ

ータベースやこれに使いやすい形に加工したデ

ータベースの構築を行い、ユーザーに活用され

ている場合。

＜主な実績＞

○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。

○JSTAR（高齢者の暮らしと健康の調査）は、米国で実施されている中高年齢者の追跡調査

（HRS：Health and Retirement Study）の日本版に当たる。高齢化は世界共通の課題で

あり、世界共通の調査方法で実施することにより、高齢化の真の実態が明らかになると

の認識の下、JSTAR は世界の支援と注目を集めており、世界銀行、ペンシルバニア大学、

OECD 等 9 機関からデータ提供依頼の実績がある。

（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。

� 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

…「アジアの最適為替制度」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。

� JSTAR（高齢者の暮らしと健康の調査）

…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
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①データベースの構築と活用に向けた取組につ

いて

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。

� 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

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。

【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、「2009 年通商白書」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。

○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
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②データベースのユーザーによる利用状況

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。さらに、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。

○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、最近の円高の進行等行政ニーズに応えるた

め、産業別の実行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

初旬から公開予定）。

【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通り。

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 5,158 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 12,905

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 3,051 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

＜評価・コメント＞

○RIETI のデータベースの活用は定着した。AMU も RIETI－TID も軌道に乗ったと評価して

いる。
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○ユーザー利用状況から見ても、内外で求められているデータベース構築が行われていた

と思われる。今後ますますそのニーズが増えていくのではないか。

○データベース等に関しては、中期目標を達成しており、安定した利用状況にある。これ

らの業務は、政府の研究所が行わなければ他にやるところがない業務であるが、国際的

な発信にもつながる業務である。

３．政策研究・政策立案能力の向上支援業務

研究プロジェクトや BBL セミナーへの参加を

通じて、経済産業省職員及びコンサルティング

フェロー（CF）の政策研究・立案能力向上が図

れた場合。

①シンポジウム、セミナー等の参加者の満足

度：目標値 66％

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

＜主な実績＞

○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

全参加者の

満足度

シンポジウム 82％ 81％ 85％ 84％ 80％

BBL 86％ 87％ 86％ 87％ 87％

METI 参加者の

満足度

シンポジウム 84％ 86％ 88％ 83％ 79％

BBL 87％ 83％ 87％ 85％ 84％

○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。
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（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数を

Ｘとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。

＜評価・コメント＞

○シンポジウム、BBL 等も目標以上の成果が得られている。

○中期目標を上回る実績を出していて評価できる。CF の能力向上支援については、新たな

しくみ等を検討する必要がある。

○次期中期目標期間においては、引き続き今までの指標の最高値を肩に力を入れず、楽々

と超えていける体制を確立していくことが重要。

○官の CF に加え、産業界等からも積極的に CF を採用してはどうか。
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４．財務内容

評定結果
１８年度：Ｃ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：

各年度の評定から算定される

総合評定
（２＋３＋３＋３＋○）×１／５＝■

評価のポイント

○5 年間を通じて、厳格な財務規律の下に無駄のない予算執行を実現するとともに、自己収入と外部資金を導入

して効率的な資金管理を行っており、評価できる。

○運営費交付金債務が発生することに対しては、第 3期中期目標において対応策が明示されており、評価できる。

○自己収入や外部資金の導入に関しては、政府の政策に資するための研究機関という性格上、収益を得る手段に

は自ずと制約がかかる。効率的な運営により生じた余剰金を研究所の目的に利用する等のインセンティブを促

進させる方策が適切であり、政府資金全体の効率的配分という観点からもふさわしい。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．予算管理に関する事項

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

行っている場合。

＜主な実績＞

【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ている一方で、研究プロジェクトの進捗の遅れ等により、毎年度、

運営費交付金債務が発生。最終年度における国庫納付額は、651,490,474 円となった。

第 3期中期目標・中期計画においては、より厳格な進捗管理を実施することを明言して

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
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廃を求めることがあることをルール化、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等で対応していくこととしている。

【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。結果とし

て、平成 22 年度は過去最高額を獲得できた。

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

【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ソフトウエア等の毎日の業務で利用するものであり、必要最小限となってい

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）
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【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。

○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。

＜評価・コメント＞

○中期目標期間を通して経費を節約し、自己収入と外部資金を導入し、効率的な資金管理

を行い、目標を達成した。

進捗の遅いプロジェクトにより運営費交付金の債務が発生することに対しては、次の中

期目標での対応策が示されている点、評価できる。

○自己収入や外部資金の導入に関しては、政府の政策に資するための研究機関という性格

から考えて、収益を得る手段には自ずと制約がかかる。目標にあるように研究成果の自

由度の確保は引き続き留意しなければならない点であり、その点で制約がある。また、

競争的資金に制約があるため、外部資金として科学研究費が大きな割合を占めているが、

政策当局のニーズに対応することと政策へのインパクトを増大させることが RIETI に強

く求められている点を考えると、外部資金として科学研究費の増加を図ることには限界

がある。むしろ、効率的な運営により生まれた余剰金を研究所の目的に利用できるよう

にする方が、効率的な運営をさらに促進するインセンティブにもなり、政府資金全体の

効率的な配分という点からもふさわしいのではないだろうか。

○次期中期目標期間では、毎年の運営費交付金を 15 億程度とし、毎年日本の経済成長並み

の交付金の増加を議論できるよう、多様なプロジェクトを走らせて欲しい。

○経済界で検討しているテーマ、大学院大学で検討しているテーマ等と関連を持たせ、で

きれば共同研究で分担金や寄附金の活用も考えたい。

○5年間において、厳格な財務規律の下、6億円以上の国庫返納となった。本来は自由度の

高い目的積立金として、第 3期の人材投資や設備投資に活用して頂きたいが、制度の足

かせがあるので、いたしかたない。
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（注）評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、各年度のウエイトは等しいものとしている。ウエイト付きの点数を

Ｘとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。


