
独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会（第29回）議事録

１．日 時：平成21年６月３日（水）13：00～16：00

２．場 所：経済産業省 本館２階西８ 第４共用会議室

３．議題

（１）独立行政法人経済産業研究所の平成20年度の業務実績について

①独立行政法人経済産業研究所における最近の活動状況について（小林上席研究員）

②独立行政法人経済産業研究所の平成20年度の業務実績報告

（２）独立行政法人経済産業研究所の平成20年度業務実績評価における年度評価基準等に

ついて

４．議事内容

○小野分科会長

ただいまから第29回独立行政法人評価委員会経済産業研究所の分科会を開催します。

お忙しいころありがとうございます。

それでは、早速、議事に入りたいと思いますが、きょうは20年度の実績評価の件でお

集まりいただいておりますが、最初に配付資料について事務局のほうから御説明をお願

いします。

○松井室長

本日の配付資料について確認させていただきます。

お手元に配付資料の一覧があると思います。資料は資料１から全部で資料８まで、そ

れから資料８の下に参考資料が幾つか、それと皆さんの右手のほうにRIETIから出され

ています参考の冊子等あります。全部で14点ございます。不足がございましたらお知ら

せいただければと思います。特に不足はございませんでしょうか。

先ほど分科会長からお話があったとおり、本日は、独立行政法人経済産業研究所の平

成20年度の業務実績についてということで、経済産業研究所から経過報告をいただいて、

続いて20年度の業務実績評価における年度評価基準について事務局から説明した後、そ

れぞれ御確認いただくということとしております。

また、いつものことでございますが、議事録及び議事要旨、資料につきましては独立

行政法人評価委員会運営規程の定めに基づきまして公開することとなっておりますので、

御承知ください。



事務局からは以上でございます。

○小野分科会長

ありがとうございます。

それでは、最初の議題に入ってまいりたいと思います。

独立行政法人経済産業研究所について、経済産業研究所から御報告をお願いします。

最初に、及川理事長、お願いします。

○及川理事長

お忙しい中、恐縮でございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございま

す。

今日は、既に会長並びに室長からお話がありました通り、業務実績等についての御評

価をいただくわけでございますが、私どものほうから２つ事前に御説明をさせていただ

きたいと思っております。

１つは、私どもの上席研究員でございます小林慶一郎研究員のほうから、昨今のこの

大不況でございますので、マクロ経済学の専門家としての彼の考え方、そして彼の意見

というのはかなりマスコミ等でも議論されているところでございますので、御紹介をさ

せていただければと思っております。

小林研究員は、東京大学を出まして、通産省に入省いたしました。その後、RIETI発

足とともに当方の研究員になっております。昨年まで、朝日新聞の客員論説委員等も務

めており、最近ではこの不況に関する見方について、ノーベル経済学賞を取りましたク

ルーグマンと意見を戦わせてしているところでございまして、そういう点でもお聞き取

りいただければと思っております。

もう１つは、前回、委員の皆様方から幾つか宿題をいただいております。本日、それ

に対する私どもなりの資料を用意いたしましたので、それについて御説明申し上げた後、

実績評価に関する資料を御報告申し上げたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○小野分科会長

ありがとうございます。

それでは、藤田所長からも一言お願いします。

○藤田所長



今日は、大変お忙しい中、当研究所の評価にあたり、御足労をいただきましてありが

とうございます。

先ほど理事長からありましたように、当研究所は、昨年来の大きなグローバル経済金

融危機ということをきっかけに、今までの研究計画の見直しと方向づけを考えると同時

に、ただし、今のグローバル危機の課題だけに流されないように、従来の当研究所の強

みでありますアカデミックな基礎的な日本の将来について重要と思われる研究につきま

して、研究所及び外部の研究者方の支援を受けまして研究を続けてきているところであ

ります。このグローバル経済金融危機の動きを見詰めながら、研究課題をフレキシブル

に見直しながら研究を進めたいと思っております。

もう１つは、毎年言っておりますが、私がこの所長を務めましてから、１つの方向性

といたしまして、なるべく海外に情報を研究所全体として発信するということを努めて

まいっております。昨年来、ヨーロッパのＣＥＰＲ、中国のＤＲＣ、それを含めまして

いろんな国際研究機関といろんなシンポジウム、研究ワークショップをやってまいりま

した。本年に入りまして、私と根津理事が一緒にハーバードに行きまして、３回の講演

をしてまいりました。この11月にまた第２回をその後の研究協力の発展というようなこ

とで行くことを考えております。

これはまた近いうちに正式な御案内を申し上げたいと思いますけれど、私のペンシル

ベニア大学時代の恩師でありますウォルター・アイザード、今はコーネル大学の教授で

ありますけれど、彼がAsian Peace Science Networkというものを昨年バリ島で立ち

上げました。この立ち上げメンバーに私も入りまして、今年は東京で、８月28、29日に

Asian Peace Science NetworkとJICAとRIETIの３者の共催でInstitution Building

in Asia for Peace and Developmentsというもので２日間にわたりまして大き

なシンポジウムを開催いたします。これにはタイの前財務大臣、ネール大学の副学長は

じめ世界中から参加者が集まる予定です。

この例をはじめとしていろいろな形で国際化にもますます努めていきたいと思ってお

ります。

どうかよろしく御評価、御指導のほどをお願いいたします。

○小野分科会長

どうもありがとうございました。

それでは、早速、小林先生の御報告をお願いしたいと思います。「世界経済危機と日
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本の経験」ということですが、よろしくお願いします。

○小林上席研究員

経済産業研究所の研究員の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

お手元に資料を２つ御用意しておりまして、資料２－１、こちらが去年、2008年度か

ら現在にかけての私の研究に対する問題意識、それは世界経済危機と日本の経験をどの

ような形でつないで、１つの経済学の世界で貢献するかという問題意識をまず御報告さ

せていただきます。次に簡単に資料２－２、これは昨年実際に行った研究の成果の内容

をかいつまんで御紹介しているものですけれども、資料２－２のほうで昨年行った幾つ

かの活動について、手短に御報告したいと思います。

それでは、まず最初に資料２－１についてお話します。現在の研究の問題意識という

ことで、今のグローバルな経済危機をどういうふうに考えたらいいのかということでご

ざいます。

まず、先ほど及川理事長から御紹介がありましたように、最近欧米での政策論争に接

する経験、それから私も発信するというような経験を過去数カ月、昨年度から今年にか

けてやっておりまして、そこで得た問題意識、印象を御報告したいと思います。

現在のアメリカやヨーロッパでの金融危機をめぐる政策論争というのは、日本の教訓

がかなり生かされている部分と生かされていないのではないかと思われる部分が混在し

ているわけであります。

まず１つ目の日本の失敗からの教訓として、その教訓が生かされているという部分は、

まず昨年のリーマン・ショック以降、非常に大胆で迅速な金融緩和を各国が協調して行

なわれました。それから、これも各国協調して巨額の財政出動を短期間に出すという合

意が得られました。この辺はtoo little, too lateだった日本のマクロ政策の反省から

かなり教訓を得ているものだろうと思います。

２つ目の不良資産処理、これも重要だということをアメリカ、ヨーロッパの当局は強

く認識していますので、これも日本の経験から教訓として言えるのではないかと思いま

す。

その一方で、教訓が生かされてないのではないかと思われるところは、次の３番目の

ポイントでございまして、銀行処理をする、あるいは金融機関の不良資産処理をするた

めに公的資金の枠が70兆円分程、昨年ブッシュ政権のときにできたわけですが、それが

GMの救済等にお金を使ってしまっていて、だんだん公的資金の枠で今足りなくなってき
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ているわけです。しかし、AIGのボーナス問題とか、あるいはウォールストリートの経

営者に対する国民の反発とか非常に強いもので、アメリカの世論がこれ以上の公的資金

を金融処理につぎ込むということに大変強い反対をしている状況であります。この状況

というのは、まさに住専処理の後の日本の政策論争の状況とよく似ておりまして、恐ら

く今後政府の資金をかなり多く使わないとアメリカの金融システムの根本的な再生とい

うのは難しいのではないかと思っているわけですが、それが政治的にできない状況にあ

るということであります。これは残念ながら日本の90年代後半、あるいは半ばぐらいの

政治状況とよく似ているということではないかと思います。

もう１つ気になるのは、４番目の黒い丸ですが、エコノミストの政策論争の構図とい

うのも割と十数年前の日本とよく似たところがあるのではないかと思います。どういう

ことかというと、一方の経済学者は、マクロ政策の重要性というものを強調します。つ

まり、金融緩和とか財政出動というものの有効性を重視する議論をされるわけです。そ

の一方、別の議論として、実務家とか政策当局のほうでは銀行処理の重要性があります。

このマクロの金融緩和、あるいは財政出動の重要性という議論と、銀行システム、ある

いは金融システムの安定化の議論というのは、その２つの間はどういう関係があるのか、

あるいはそもそも全く違う話なのか、それとも関連した話なのかというところが余り明

確にされないで、別個の議論として論じられているという傾向があるのではないかと思

われます。

そこで、最後の黒丸でちょっと書いていますが、これは経済学の学問としての今の構

造に若干問題があって、経済学者が銀行問題とか不良資産問題というものをマクロの財

政金融政策と１つの枠組みの中で論じにくい理由があるのではないかと思われるわけで

す。

先ほど及川理事長がおっしゃいましたが、先月、私が英語でコラムをネット上で出し

たところ、ポール・クルーグマン教授からそれに対する反論をいただきました。それに

対して再反論みたいなのを１回やって、少し論争になっているのですが、そのポイント

というのは何かというと、要するにクルーグマンの見方では、アメリカや世界経済の回

復に必要なのはマクロの政策だと仰っています。マクロの金融緩和、それから大胆な財

政出動、これがアメリカあるいは世界経済の回復に必要なことだというのが彼の基本的

な論点で、クルーグマンの議論の中では銀行、銀行だけではありませんが、アメリカの

金融システムの不良資産処理の問題というのは重要ではあるものの、それは必ずしも経
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済全体の回復とは連動していないのではないか、それ自体は金融システムの問題として

は重要だけれども、それは景気の先行きを左右するような問題ではないのではないかと

いう認識があると私は思っています。そこが少し違うのではないかというような議論を

こっちから投げかけたりしているわけですが、それはクルーグマンに限らず、ほかの経

済学者も大体そうであって、経済学の理論に忠実な人はどちらかというと、金融財政の

マクロの政策で今対応すべきであって、金融システムの問題というのはミクロの問題、

あるいは別の問題という認識の人が多いのではないかと思います。そこに問題があるの

ではないかということが次の３ページ目の問題意識ですが、これが私の昨年度、あるい

はこれからも引き続いての研究の問題意識とつながってくるわけです。

そもそもマクロ経済政策と不良資産処理のような問題を１つの枠組みの中で論じる、

そういう理論の構成に経済学の体系がなっていないのではないかということであります。

それは要するにマクロ経済学の通常使われているモデルの中には銀行部門というのはそ

もそも入っていないと思われます。これは昨年12月にヨーロッパのCEPRとRIETIが共催

したコンファランスでスペインのポンピュー・ファブラ大学のガリー教授という非常に

有名なマクロ経済学者が来ました。彼もそこは非常に問題だと言っていたのですが、銀

行システムが通常のマクロ経済モデルの中に入っていないので、そもそも分析する枠組

みがない、分析することができない、つまり、金融危機とか銀行危機という問題をマク

ロの理論のモデルの中で分析できる枠組みになっていないということです。不良資産問

題とか不良債権問題というのは、専らミクロ経済学の問題であるというふうにとらえら

れて、そちらで議論されている、あるいは独立の問題として議論されている、という傾

向があるということです。

したがって、それはアカデミックな学問の中だけの話で済めばそれはそれでいいわけ

ですが、それが今のアメリカにおける政策論争、あるいは十数年前の日本における政策

論争に直接影響しているということが問題なわけです。つまり、景気対策、マクロ経済

政策ですが、それと銀行処理の問題というものが別個の問題として政策論争の現場でも

論じられる傾向があるということ、それはこれからの経済政策についての世論形成とか

政策の決定をゆがめていく可能性があるのではないかと感じるわけです。

どういうことかというと、今、例えばガイトナーとかバーナンキというのは、確かに

銀行の処理というのは非常に重要だということは認識しているわけですが、彼らの認識

というのはあくまで経験則であって、理論的に明確な枠組みで裏づけられているという
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わけではないかもしれません。そうすると、人がかわって、ガイトナーとかバーナンキ

が他の人にかわってしまうと、アメリカの世論とか政策の方向性というのが大きくぶれ

ていく可能性もあるのではないかと思います。

そういう意味でこういう理論枠組みをしっかりつくっていくということはこれからの

課題なのではないかということでありまして、その問題意識としては、マクロ経済学の

枠組みについて何らかの転換が必要ではないか。それは簡単に言うと、これまでもこの

研究所でやってきているわけですが、銀行セクター、あるいは金融仲介部門をモデルの

中心に据えたマクロ経済学の考え方というものをつくっていくということが必要なので

はないだろうかと思っています。

その１つのイメージとしましては、金融システムにおける決済機能の問題です。これ

は財と貨幣の交換の過程に焦点を当てた理論というものをつくっていくことが必要なの

ではないかと考えています。今回の金融危機でも結局リーマン・ショックの後、急激に

問題になったのは、それまで流動的だった資産が急に流動性を失ったということです。

それはどういうことかというと、それまで証券化されたサブプライムの債権というもの

は、誰かがすぐ買っていたわけですが、それが急に誰も買い手がつかなくなってしまっ

たのです。買い手がいなくなってしまった状況というのは、財、セキュリティの交換過

程に何か大きな問題が生じたということを表しておりますので、そういう財と貨幣、あ

るいは証券と貨幣の交換の過程に焦点を当てたようなマクロモデルというものを考える

必要があるのではないかと考えます。そういう理論的な枠組みを考えますと、そのとき

初めて今論争になっていますような財政出動がどのくらい効果があるのか、それから中

央銀行による金融緩和がどのくらい効果があるのかという問題、そして民間の銀行シス

テム、あるいは金融システムの不良資産処理、この政策がどのくらい効果があるのか、

この３つの政策オプションを統一的に比較できるような、そういう枠組みがつくれるの

ではないか、そういうものを目指して考えていきたいということです。

５ページ目以降は研究の問題意識というよりは、今現在の金融危機と今後の状況につ

いての雑駁な印象についてです。今、不良資産の処理というものがアメリカでも進んで

いかない中で、ガイトナー・プランが出しましたが、まだ具体的に不良資産の買い取り

などが行われておりません中で、こういう不良資産の蓄積というものが生み出すマクロ

経済的な悪影響があるだろうと思われます。その１つは、銀行破綻への懸念が高まると

いうことによって、金融システムの決済機能に対する信用が非常に失われていくという
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ことだろうと思います。それによって、これまで誰でも買ってくれた資産が買い手がつ

かなくなっていくということが起きますので、もっと信用度の高い国債とか現預金とか、

そういう流動的な資産への需要が急増する訳です。流動資産に対する需要増は、現預金、

あるいは国債のような流動性資産の枯渇を引き起こします。要するにそういう資産に対

する過大な需要と供給が過小になってしまうということで流動性が枯渇していくことに

つながります。その結果、実体経済の取引が急速に冷却されて、生産活動なども、ある

いは雇用も失われていく、そういう可能性があるだろうと思われます。そうしますと、

資産価格が下落して、アメリカで言えば住宅価格がどんどん下落して、その結果、金融

機関のバランスシートがさらに悪化していくことになります。

こういう問題は、今リーマン・ショックの後、過去半年ぐらいの短期間で多分起こっ

ているわけですが、さらにこれは長期化すると「バランスシートの罠」というような現

象がこれから起きてくるのではないかと思っているわけですが、これは10年ぐらい前に

「日本経済の罠」という本で日本経済について書かせていただいたことがあるわけです

が、その中で提案した経済低迷のメカニズムであります。「バラ一シートの罠」という

のは、不良資産が大量に金融システムの中に蓄積しておりますと、その結果、経済主体

の間で相互不信が高まっていき、信用で商品の取引をした場合に、後できちんと支払い

をしてくれるかどうか、支払いの履行についての不信感というものも高まっていくわけ

です。その結果、企業間の取引が萎縮してしまいます。これまで新規の顧客を開拓して、

どんどん取引を広げていこうという意欲があった企業が、こういうリスクが高まります

と、取引のネットを広げる意欲を失っていくわけです。そうしますと、企業間のネット

ワークが萎縮して、企業間分業というものが阻害されて、生産性が下がってしまいます。

それは資産価格を下落させて、バランスシートはさらに悪化してしまいます。この悪循

環というのは半年とかそういう短期間ではなくて、もっと長く、数年とか10年という単

位で続く可能性があるのではないかというふうに思っておりまして、その点、これから

のアメリカやヨーロッパの経済というのは非常に不安であるなと思っています。

政策についての私の直感で言うと、そういう中で財政とか金融、銀行処理の話がされ

ているわけですが、財政出動は基本的に激変緩和、時間稼ぎの効果というのはあります

が、それ以上の問題の根本を解決するというところまでは行き着かないのではないかと

思うのです。そういう意味で、この春先とか、ヨーロッパ、アメリカの経済学者は財政

出動をやれば何かすごくマーケットの雰囲気が変わって、それで景気が上向くのではな
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いかということをよく言っておりましたけれども、それは楽観的過ぎるのではないかと

思うのです。余りに財政に依存し過ぎた予想ではないかというふうに思っております。

それから、金融緩和についてです。これも流動性の不足には対応できているわけです

が、銀行のインソルベンシーの問題については、金融緩和を解決できていません。その

結果、流動性だけを供給するという政策だけでは、金融危機というのはしつこく継続し

ていくというおそれがあるということです。

そういう意味で、根本的に必要とされているのは、銀行の不良資産を一掃する、ある

いは公的資金を必要な額をきちんと投入して、金融システムのソルベンシーを回復する

ということだと思います。ですが、それには今のアメリカの政治状況では公的資金をつ

ぎ込むためには納税者の非常に大きな反対があって、日本と同じですが、これから簡単

にはそこが進んでいかないという状況だろうと思います。

そういう意味で、危機は迅速に終息するだろうかという７ページ目でございますが、

この問いに対しては、悲観的というか、警戒感をもって見る必要があるのではないかと

いうふうに思っています。特に過去のいろんな国の経験が示しておりますのは、株式の

バブルとか、そういうのは結構早めに回復するのですが、不動産のバブルが絡んだ金融

危機というのは非常に長引く傾向がございます。日本では15年とか17年以上不動産価格

の調整というのは続いて、現在も下がっています。去年上がりましたけれども、今年も

多分下がっていくということで、現在も続いています。それから、北欧とかほかの国の

経験から見ても、不動産バブルが崩壊すると後で長引くという傾向が見られます。

そういうことで、アメリカの現在の状況は全国的な不動産価格、住宅価格が下落して

いるという状況ですが、地域ごとに下落するということは過去アメリカの歴史で何回も

あったのですが、全国レベルで住宅価格が下落するというのは、これは大恐慌以来初め

ての現象でありますので、本当に80年に１回とか100年に１回ということが起きている

ということです。

その結果、それに現在から振り返って過去10年間を見ますと、アメリカのフランクリ

ン・アレン・ペンシルベニア大学教授なども御指摘がありましたけれども、過去、ITバ

ブル、それ以降の住宅バブル、そういうバブルの連鎖が幾つか続いていたことを考える

と、アメリカでは過去10年以上不動産の価格はバブルだった可能性があります。そうし

ますと、10年間バブルが続いた後のその調整ということですから、それが簡単に３年と

か５年で済むかどうかというのはわからないということです。そういう意味で、今後、
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10年、15年という長い時間がかかる可能性があるのではないかなというふうに思ってお

ります。

最後に、世界経済と今後の日本経済の現状と行方ですが、これは今年、藤田所長と私

の共著で、経済教室でも議論させていただきましたけれども、これまでの世界経済の構

造というのが今回の危機をきっかけに大分変わってくる可能性があります。これまでの

10年、15年、冷戦後の20年というものは、言ってみれば住宅バブルや株式のバブルを背

景にして、アメリカの過剰消費体質が続いていたと言えます。そのアメリカの過剰消費

体質によって世界経済が引っ張られていたという構造だったわけですが、そのアメリカ

の体質が変わってくる可能性があります。バブルが本当に崩壊して、これからアメリカ

人がより身の丈に合った消費をするようになると考えますと、アメリカの内需は構造的

に減少していきます。したがって、アメリカの経常収支赤字も構造的に減少するという

可能性があります。それは、翻ってみると、日本や中国にとってみれば、経常収支の黒

字が構造的に減少せざるを得ないという問題であり、特に日本から見れば、対米輸出が

急激に下がったわけですが、これが今戻りつつあるとは言っても、リーマン・ショック

前のレベルまでは多分戻らないということになるのではないかと思います。

ですので、その結果、どうなっていくのかというのは答えが見つかりにくいわけです

が、日本から見て必要なことというのは、アメリカにかわる何らかの地域で内需の拡大

が起こってくることで必要だということです。それは中国のようなアジア地域での内需

拡大が起こってくるというのが日本にとっては非常に望ましいことであります。あるい

は日本の国内において、日本の国内の内需が拡大して、そこで国内の消費者によって経

済が回っていくということも１つの望ましい道なわけですが、過去30年ぐらい日本で内

需拡大を言われつつ、それができていないことを考えてますと、日本の国内の内需拡大

というのは非常に難しい課題ではないかと思います。

そういう意味で、これからの数年というのを展望しますと、アジア地域での公共事業

や財政政策による内需の拡大と、そこに日本の企業がうまく食い込んでいくということ

が日本の経済にとっては最も望ましいシナリオではないかなというふうに思っておりま

す。

問題意識としては以上でございます。

時間が押していますので、ごく簡単に資料２－２のほうで昨年やりましたことを少し

御紹介します。研究の問題意識は、今、 御説明したようなことを昨年から考えており
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まして、そういう問題意識に基づいていろんな理論モデルであるとか、あるいはその理

論モデルを使ったコンピュータシミュレーションのようなものをやりまして、論文を幾

つか書いております。

この資料２－２の７のところに去年やった幾つかのイベントを書いておりますので、

それを御紹介しますと、７の「プロジェクト活動の概要」というところで、第２段落を

ごらんいただたければと思いますが、幾つか論文などをつくりまして、それを2008年の

夏にはEconomic Society Far Eastern Meetingで発表させていただきました。

それから、北海道大学で、Summer Workshop of Economic Theoryというセミナー

が毎年開催されていますが、そこでも発表しました。

それから、日本経済学会。昨年から若手のマクロ経済学者を育てようということで、

Winter Institute of Macroeconomicsというのが一橋の齊藤誠先生たちの主導で始ま

りまして、その葉山のWinter Institute of Macroeconomicsでも論文を発表しまし

た。

そして、ほかには大阪大学のSearch Theory Conferenceとか、あるいは京都大学、

小樽商科大学などで論文の発表をしております。

それらの論文については、今、英文の査読つきの学術誌に投稿したり、あるいは投稿

の準備をしているという状況でございます。

そのほか、同じ７の最後の段落ですが、より政策に近い活動としましては、いろんな

政治家に呼ばれて話を個別にしにいくというようなことも何回か経験がありますが、そ

れ以外には自由民主党の政務調査会で１回講演をして、経済危機についての考え方とい

うようなことを述べさせていただきましたり、英国のChatham House、あるいはWilton

parkというような政府系のシンクタンクでのコンファランスに出席をいたしました。そ

れから、香港政庁のCentral Policy UnitとChatham Houseが共催で開催する政策セ

ミナーなどでも同じような金融危機についての問題意識を述べるというような経験もし

ております。

そのように理論的な論文をつくるということが研究の第１の主眼ですけれども、それ

以外の政策提言活動などについてもここ１年、昨年以来非常にふえております。特に日

本の経験などは非常に欧米でも注目されておりますので、そういう日本の不良債権処理

の経験についてのコメントなどもこれからも求められてくるということになろうかと思

っております。
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簡単でございますが、以上で御報告を終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。

○小野分科会長

小林先生、どうもありがとうございます。

10分ほどを質疑応答の時間があります。議長の特権で少し質問させていただいていい

ですか。

１つは、今回のこの経済危機みたいなことの予兆ですね。去年の９月にリーマン・シ

ョックがあってから、急激な景気の落ち込みになってきたのですが、去年の前半あたり

では、成長は年度いっぱい続くというか、もうちょっと長く続く、という話があったと

思います。そういう意味で、こうした経済危機の予兆というものをどのようにつかまえ

ていくのかという点が１つです。

２つ目は、マクロとミクロを合わせて論じるのが非常に苦手であり、今回はミクロを

理論的に取り込んで、マクロと一緒に議論していこうということだと思うのですが、深

く考えると、要するにアメリカの強欲、グリードを引き起こす哲学のような、なぜそう

いうグリードが引き起こるのか、経済の給与の仕組み等、グリードを引き起こす仕組み

というのがもともと経済学の中にあるのではないかと思われますが、それをどう理解し

たらいいのかというのが２つ目です。

３つ目は、この経済危機がいつ終息するのでしょうか。これは先生のお話だと５年ぐ

らいはかかってしまうということなんですが、経済構造が変わってくるというお話で、

アメリカの貯蓄率も14％ぐらいになったりしてということで、非常に大きく環境が変わ

っていると思います。またイギリスやロシアの不動産価格というのは落ちている一方、

中国はやや別の動きをしているように見えます。これはどういうふうに理解をしておく

と、次の終息のタイミングをはかる上で理解が深まるのでしょうか。

それから、最後の４点目は、日本の内需拡大を30年言い続けてきて、今も言っている

のですが、これは難しい、事実そうなんだと思います。我々の日常の経済活動でも、内

需が起こるということは非常に予測しにくいのです。我々鉄鋼業界のマーケットを見て

いてもとてもそんなふうには感じられないものですから、この内需というものを国単位

で物を見るために、内需と外需と分けて物を見るわけですけれども、国単位の見方とい

うのが本当に妥当なのかということを疑問に思ったりします。

以上、先生のお知恵をいただきたいということで、４つほど質問をさせていただきま
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す。

○小林上席研究員

どうもありがとうございます。

大変根本的な質問もありましたので、すべてに御満足いただけるような答えは難しい

かもしれませんが、順番に回答いたします。

まず、今回、金融危機の予兆というのはどうだったかということですが、2008年の前

半というのは、一般の金融業界以外のレベルではそんなに危機感はなかったわけですが、

金融界の人の危機感というのは非常に高まっておりました。パリバの子会社、関連のフ

ァンドがデフォルトのようなことを2007年８月に起こして、それがきっかけで非常に大

きな金融の混乱が一昨年の秋から2008年の春まで続いてきていたわけです。そういう意

味で、私自身の問題意識としては2007年の終わりぐらいから、金融危機のようなことが

起きているようであるので、対応できることはないか、と思いまして、RIETIのホーム

ページで英文でですけれども、日本の経験から今のサブプライムローンの問題に対して

の教訓があるのではないかというようなことを2008年２月だと思いますが、論文を書い

て、去年、2008年４月にRIETIのホームページにアップしました。それは要するに欧米

の銀行システムを直すためには日本がやったよう公的資金の注入のようなことが必要な

のではないかということを書いた論文でございまして、それをアメリカのメディアに何

とか出せないかなと思って投稿したりしていたのですが、それはかないませんでした。

その当時は公的資金の話、公的資金を銀行システムに入れるというようなことは、多

分2011年とか、2012年ぐらいにアメリカで起きるのではないかと思っていたので、まさ

か2008年のうちにリーマン・ショックがあって、その後、公的資金を注入するというよ

うなことが起こるとは予想していなかったわけです。私の予想よりも展開が早かったと

いう気がいたします。私が多分３、４年かかるだろうと思っていたことが１年で起きて

しまったというようなことです。

ただ、そういう予兆は2007年の秋ぐらいから感じてはおりまして、その辺は対応をや

ろうということはございました。

それから、経済学の哲学の問題、要するにグリード、貪欲を引き起こす哲学というよ

うなものがあるのではないかということですが、ここはある意味で確かに重要な論点で

ありまして、私もハイエクとか、そういう経済思想の話も少し過去６～７年の間読んだ

り、勉強したりしているのですが、マーケットの利潤最大化とか利益最大化の論理の背
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景には何らかの倫理観、アダム・スミスが言っているような道徳感情、そういうものが

存在するということがセットになって初めてマーケットエコノミーというのはうまく回

るということなのではないかと思っています。そういう意味で利潤最大化と対になって

いる倫理観とか哲学、より高い哲学というのはどういうものが必要なのか、あるいはそ

ういうものをどうやったら維持できるのか、あるいは壊さないようにできるのかという

のは大変興味深いテーマなのですが、経済学の枠を超えてしまって、経済思想とか、本

当に哲学思想の話になってしまいます。それも興味はございまして、勉強はしていると

ころでございます。ただ、なかなか具体的な社会経済政策に結びつくようなところまで

の研究成果というものはまだ得られていないわけです。いずれにしても何らかのマーケ

ットの原理を支える、あるいは補完するような何らかの別の原理というものが多分人間

社会の中には必要だということは確かであると思います。それをこれからどうやって再

考していくのかというのは多分アメリカの今のウォールストリートが突きつけられてい

る課題ということなのかなと思います。

それから、今後、いつ、どうなっていくのかということについて、中国の動きという

のは注目すべきだという御指摘だったと思いますが、これも確かに私も興味深いところ

だと思います。中国については非常に内需が強くなって、今、欧米が落ち込んでいるの

に対して、中国は世界経済を引っ張るぐらい内需が出てくるのではないかいう楽観的な

見方をする人もいます。ただ、それは一時的な財政出動、要するに国がコントロールし

ているから巨額の財政が出て、それが中国の内需が強いように見えているだけじゃない

かという悲観的な見方もする人もいます。実情がよくわかりませんので、中国の今後と

いうのは非常に注目すべきところではあるなと思います。大恐慌のときに一番先に抜け

出したのはヒトラーのドイツですので、そういう意味で、ああいう国の場合、非常に経

済政策がやりやすいという一面もあるかもしれませんので、中国というのは要注意の要

素だと思っております。

それから、最後の問題、これも非常に難しいことで、これだけグローバル化してきた

中で、日本経済と世界経済を分けて見る。日本の内需とか外需というふうに分けて考え

ることに本当に意味があるのかどうかということは大きな問題だと思います。特に日本

では数年前、実は1980年代以降労働者の所得格差というのは広がってきているわけです

が、格差の広がりというのは先進国共通の現象で、アメリカもひどい格差がどんどん広

がっていいます。そういうことで、これはグローバル化によって、冷戦後、途上国の安
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い労働者がいろんなものを安くつくるようになったということの反映である可能性は確

かに高いわけです。そうだとすると、なかなか世界経済が一体化しつつある中で、国ご

との中で国民の間の格差の問題というのはなかなか解決策が見つからないということに

なるのかもしれませんが、そういう意味で国ごとに議論していていいのかどうかという

ことは大きな問題だろうと思います。

ここについては、国単位で見るという以外の枠組みは今のところ私の中にはないもの

ですから、とりあえずそういう日本経済というようなことで考えておりますけれども、

本当はもっと広くアジア地域全体で見るとか、あるいは世界全体で見るというようなこ

とをもっと強く意識して勉強していく必要があるのかなと感じております。

どうもありがとうございました。

○小野分科会長

どうもありがとうございました。

私だけ質問したのでは申しわけありませんので、小笠原先生、古城先生、何か御質問

ございましたらどうぞ。

○古城委員

クルーグマンと論争があったということですが、クルーグマンはマクロ経済学の中に

銀行セクターを主体にしたマクロ経済学の構築ということについて、どのような理由か

ら反対しているということでしょうか。そういうことは既に織り込むことができるとい

うことでしょうか。

○小林上席研究員

ご質問の構想については、一言で言うと、私がアメリカの金融システムの不良資産処

理を進めなければ、なかなか世界経済とかアメリカ経済の回復が遅れるのではないかと

いう話をしたわけです。それに対してクルーグマンは、日本の経験を見ても、金融シス

テムの処理というのは景気回復と関係がないのではないかということを言っているわけ

です。彼の議論は、日本の過去の経験というのは、不良債権処理の問題はあったが、そ

れは景気と別の問題で、日本の景気が回復したのは、アメリカと中国への日本からの輸

出が伸びたからであって、だからマクロの問題だと分析しています。景気というのはマ

クロの問題で、金融システムとは関係がないのだというのが彼の主張だったわけです。

それに対してまた反論したりしているのですが、なかなかそこは水かけ論になっている

という状況です。
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○小笠原委員

銀行に対する公的資金の注入という問題がマクロかミクロかについては、ただ、例え

ば日本の中で１度バブルが崩壊したところで、総量規制をかけたりとか、高金利にした

いとか、そういう政策失敗を受けて、アメリカではいち早く出動させたという中で、例

えば、今回、公的資金を注入する場合、日本の場合の注入したやり方とか方法論は今ど

う評価されるべきで、今後それはアメリカに対してもどう提言されるような内容で、そ

の場合には政府あるいは中央銀行がどういう枠組みでそういったものを解決しなければ

いけないのか、連携をとってやるべきなのかとか、私見でも結構なのですが、ご教示い

ただけますか。個人的には日本は成功したのかという点には半信半疑な部分があります。

○小林上席研究員

日本の政策についての評価は、今までは日本の金融処理というのは遅くて、時間がか

かり過ぎていたという評価です。けれども、ただ、結局、日本の受けたバブル崩壊のシ

ョックというのは、不動産価格が半減してしまうぐらい、もっと下がってしまうような、

非常に大きな衝撃だったわけです。その衝撃と今のアメリカの住宅価格の下落の衝撃と

いうのを考えると、これから先、アメリカはまだ下がるかもしれませんが、日本のほう

が大きな衝撃を受けていました。それに対して日本の政策というのは、あれはひどい環

境の中でうまくやったのではないかというのが最近アメリカ人の学者とかからは聞こえ

てくる話です。

確かにいろんな失敗、試行錯誤があって、うまくいかなかったというものがあるわけ

ですが、今回のリーマン・プラザーズの破綻とかを見ると、あれよりはまだ日本の長銀

の処理のほうがうまかったとか、そういう個別に比較すると多分アメリカもいろいろ失

敗を今やっている途中なので、どっちがよかったかというのはまだこれから先、10年、

20年たってみないとわからないようなところがあると思います。

日本の政策について見ると、私自身の評価で言うと、確かに遅かったし、いろいろな

失敗がその途中であったわけですけれども、総じてみると、不動産価格が下がり続ける

中でやった処理であると考えると、落第ではなくて、何とかうまくやったほうではない

か、という感じがしています。そうすると、最近アメリカは日本の政策を見直す機運が

あるわけですが、それもようやくですが正当に見てくれるようになったではないかと感

じています。

○小野分科会長
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ありがとうございます。

この議論はなかなか尽きなくて、私もいろいろ意見があるのですけれども、私の仮説

は、経済学というのは、交換の経済学、交換の哲学というか、物と物を交換するベース

で成り立っているのだと思っています。それ以外に、贈与という概念があって、贈与と

恩返しの経済学みたいなことを唱えていくと、さっきのグリードの議論とか、貧困法を

どうするかとか、アダム・スミスがやっていたような「富国論」以外の部分というのが

議論できるのではないかと思います。これはあくまでも仮説ですが、個人的に考えてい

ます。ただ、今日は研究所の業績評価をする場なので、この議論はここで終了させてい

ただいて、また、どこか別席を設けて小林先生とは御議論させていただければと思った

りします。本当に今日は先生のレポート、ありがとうございました。

○小林上席研究員

どうもありがとうございました。

○小野分科会長

それでは、続きまして、佐藤副所長から、前回の分科会で指摘いたしましたことにつ

いて御報告をお願いします。

○佐藤副所長

前回３月３日の分科会において御指摘をいただきました点につきまして資料にまとめ

ておりますので、御報告させていただきます。

まず資料３－１を御覧になっていただきたいのですが、これは小野分科会長、古城委

員からお尋ねのあった、第一期、二期を通じたアウトプットの推移です。

一番左にアウトプット指標を書いておりまして、それから第一期の目標、それを各年

に分けたものと合計しました実績、それから第二期の目標と実績を３年分ということで

書いております。

一番左を見ていただきますとわかりますとおり、第二期から加わったのが４点ありま

して、一番上の経産省へのアンケートを通じたユーザーの事後評価における満足度とい

うのと、三番目の経産省からのシンポジウム等の参加者の満足度、下から五つ目にござ

いますBBLセミナーの開催件数、これは件数はとっておりましたが、目標としては掲げ

ていなかったものです。それから、一番下の外部レビューによる学術的水準というもの

が第二期から加わっております。

数字をざっと見ていただきますとわかりますとおり、大体同じような数字になってお
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りますが、この中で第二期になりまして、件数等がふえているものが３つあります。１

つは、真ん中あたりにあります内部レビューを経て公表した研究論文数、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等でございます。これを平均いたし

ますと、年の平均で一期のときは大体56件ぐらいでございましたのが、第二期になりま

すと３年のそれぞれの平均で100件ぐらいになっているということで、数も増えており

ます。

それから、その下のシンポジウムの開催件数ですけれども、これにつきましてもワー

クショップ等を加えますと増えておりまして、この２件につきましては次に２枚グラフ

をつけおりますので、それで御説明いたします。

３点目がホームページのヒット件数でございます。これは非常に増えておりまして、

一期の年の平均が大体48万件ぐらい、13年度から17年度の実績のところの年平均に書い

ておりますが、48万件でございます。これが18年度、19年度、20年度は、数字はござい

ませんけれども、平均してみますと82万件ということになっておりまして、大幅にヒッ

ト件数が増えているところです。

他方で減っているのもあります。これはBBLの開催件数です。第一期目は目標設定は

されていませんでしたものです。第一期の件数と比べますと減っておりまして、平均し

ますと、第一期目が年間77件ぐらい、第二期目は62件ぐらいです。これも目標としまし

ては５年で250件、年間50件ということでございますので、中期目標はクリアしており

ますが、数としては第一期目のほうが多かったということです。

１ページめくっていただきまして、増えたものの２つでございます。まずDPの本数と

外部レビューの評価については、第一期目は数値目標はなかったと申しましたが、15年

度、16年度、17年度と実績はとっておりますので、レビューの参考値もつけております。

件数も13年度の21本から20年度は113本ということで大幅に増えておりますし、それか

ら評価につきましても、参考値の15年度が69％が20年度は80％ということで、５点満点

の４点がついているということで、評価につきましてもよくなってきているということ

ではないかと思います。

それから、次の資料がシンポジウムの回数と参加者の満足度でございます。これは棒

グラフのほうが回数でございまして、折線のほうが満足度でございますけれども、満足

度は大体85％とかそれぐらいのところにありますので横ばいということかと思います。

回数につきましては、第一期はすべてコンファレンスと呼んでおりましたので黒塗りに
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しております。第二期目からは対外的に大規模にやるシンポジウム、それから対外的に

開かれたものとしてできるだけ聞いてもらいたいものとしてやりますセミナー、どちら

かといいますと研究者同士の発表会で、中でたたき合いいまして、さらに内容を高める

ワークショップというような形に分けております。それをさらに国際、あるいは国際以

外ということでやっておりますけれども、メールリスト等で集客しまして、詳細な結果

をホームページで公開してるものということで数を数えてみますと、このような形で増

加してきております。このような中で評価も一定のものを保っているということではな

いかと思っております。

それから、御質問がありました２点目の国際ネットワークの深化でございます。これ

は第一期の「Annual Report」、きょうも最新のものをお配りしておりますけれども、

これを見ますと、第一期の考え方は最初に書いておりますけれども、個人のつながり主

体ということで、RIETIとどこかの海外の研究所のつながりの中で深化をしていくとい

うことではなくて、研究者の個人でつながっていきなさいという考え方でございました。

これは藤田所長がお見えになってからやっぱり組織間としてもつながりを深めていくべ

きだということで、CEPRでございますとか、DRC、中国の研究発展中心等、ワークショ

ップ等を年１回開催していくということで合意いたしまして、さまざまなワークショッ

プ等を行っております。今年の１月にはハーバードともこのような研究協力を始めたと

いうことでことでございます。このような中で国際シンポジウム、あるいはワークショ

ップの回数も、特にワークショップということで、研究者が集まって一緒に発表しなが

ら研究を深めていくという活動が活発化してきています。

それから、資料３－３でございます。これは小野分科会長からRIETIが、ブログであ

りますとか、インターネットのホームページでどのように取り扱われているかというこ

とについての御質問でございました。これにつきまして、調査を行いました。調査期間

は2008年１月１日から2009年３月24日までということで、この間に掲示板でありますと

か、インターネット上のコミュニティといったものに経済産業研究所に関してどのよう

な書き込みがされているかということを調べたものでございます。

検索ワード、経済産業研究所、RIETIということでございまして、その内容でござい

ますが、総話題量がこの期間で全部で1200件の書き込み等がございました。

次にこの期間におきましてどのようなトレンドがあったかというのを示しております。

08年７月に洞爺湖サミットがありましたときに、小林上席研究員の研究の「排出権本位
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制のススメ」へリンクが張られて数が増えているとか、それから08年の９月はにリーマ

ン・ブラザーズ関係の書籍紹介、あるいは議論、それから今年に入りましてからは、減

反政策の関係で、上席研究員で農水省出身の山下さんという方がいらっしゃいます。そ

の関係の書き込みが非常に増えております。

この書き込みにつきましてニュースなのか、論文・主張・データの引用なのか、シン

ポジウム等の紹介、書籍紹介なのかというのを分けてみますと、円グラフのところにあ

りますけれども、ニュースが一番多くて、その次は論文・主張・データの引用というの

がありまして、それで合わせて８割ぐらいになっております。そのほかには講演会・シ

ンポジウムの紹介等があります。

それから、どういう人がブログ等の話題に登場しているかというのを次に掲げていま

す。農政改革の関係で山下さんが非常に多くなっておりまして、次が今日報告いただき

ました小林上席研究員です。これは期間のとり方で随分変わってくると思いますけれど

も、この期間はたまたまそういうものが非常にトピックスとして出てきたということで

す。

それから、具体的にどのような書き込みがなされたかということの事例をお示しして

おります。

まず、男女比でございますが、これはやはり男性が９割ぐらいということで多くて、

女性は最新時点で１割いらっしゃいます。

また、どのような言葉が多かったかということで、これも時々の話題を反映しており

まして、通して「アメリカ」という言葉が多いわけですけれども、サブプライムーロー

ン問題の関係でありますとか、労働の問題でありますとか、時々に取り上げたテーマに

応じてその言葉も非常に変わってきております。

次に、資料３－４－１でございますが、これは小野分科会長から御質問のございまし

たRIETIとNPO、NGOとの関係ということでございます。幾つかの資料をおつけしており

ますが、最初はBBLでも発足以来さまざまなNPO関係の方々にお話をいただいて意見交換

を開いております。NPOで活動しておられる方、例えば１ページ目の一番下にあります

マル８の清水さんという方、よく新聞などにも出ておられますけれども、自殺対策支援

ネットワークということで自殺防止の活動をしておられる方です。この方からお話をい

ただきましたり、あるいはNPOを研究しておられる田中先生とか跡田先生という大学の

先生からもお話をいただいております。２ページ目はシンポジウムということで、NPO
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の方々と共催で行ったシンポジウムもあります。マル１の2002年のシンポジウムはビジ

ネス支援図書館推協議会というNPOと共催しました。６番目の地球環境フォーラム in

九州では、NPO地域づくり工房というというところの方に講師をやっていただき、そ

もそもNPOとの共催でフォーラムを開催しております。それ以外にも、NPOの方々にシン

ポジウムの講師として出ていただいた例も多数もあります。

それから、３点目は、リサーチセミナー、今はやっておりませんけれども、以前はDP

検討会でもう少しクローズなものもやっておりまして、そのときにNPOの関係の方々と

議論したこともあります。

それから、次に資料３－４－２ということで、NPO関係のDPも何件が出ておりまして、

それをおつけしております。１つは、田中先生の「小さな政府政策の課題」ということ

で、まさにNPOの力をかりて小さな政府を目指していこうというふうな内容のものでご

ざいます。資料３－４－３につきましては、PDPということで、「パブリック・プライ

ベート・パートナーシップの経済分析」をやっていただいておりますし、３－４－４で

は「NPO法人の活動に関する調査研究」ということで、調べていただいたものをつけて

おります。

それから、最後の資料ですが、資料３－５ということで、これは特に小笠原委員から

御指摘がありました経済産業省の要請によって始まった研究、あるいは経済産業省とど

ういうふうにかかわっているかということにつきまして資料をまとめてみました。ここ

に掲げております15のプロジェクトは、私ども研究会というのは月１回とか２カ月に１

回、あるいは１カ月に２回とかという形で、基本的には研究会メンバーが集まって研究

するのですけれども、その中に必ず経済産業省の職員が積極的に参加して意見を述べた

りしているものがございます。もちろんプロジェクトフォーメーションのときには必ず

経産省から意見を聞くので、ある意味ではすべて経産省からの要請に基づいて検討した

上で立ち上がっているわけですけれども、その後もずっと経産省の職員が参加している

ものというのを特にピックアップしてみました。これがその一覧でございまして、18年

度から幾つかありますが、20年度になりまして、例えば一番下の「我が国のリスク資金

供給の現状と政策課題」というのは、中小企業金融の課題でございまして、中小企業機

構の村本副理事長にリーダーを務めていただいています。これは実は前副所長の高原さ

んにぜひこういうのをやってくれというリクエストがあって始めたプロジェクトです。

こういうものを集めてみまして、これの評価がどういうふうになっているかというのを
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調べてみました。それぞれ18年度、19年度、20年度、ディスカッションペーパーが出た

場合にその評価がどうなっているかということで、ＤＰは５段階評価でございますので、

５点から4.5点になっているのがピンクで、その次のＡになっているのはだいだい色で、

緑、青、濃い青というふうになっております。

それから、METIのマル１というのは、このテーマについてMETIに評価を聞いたところ

を、これは非常にすばらしいと言っていただいたものが３点、まあまあと言っていただ

いたものが２点、ちょっとと言われたのが１点ということで、３点評価でございますけ

れど、それぞれそれも色をつけております。

それから、評価の２というのは、今度は研究をしている内容、あるいはアウトプット

として出てきた内容がどうだろうかというのをやはり経産省に聞いておりまして、その

経産省の評価が非常によかったのが５点ということで、これは５段階の評価をしており

ます。それで色分けをしてみましたところ、割とピンクといいますか、非常に高い評価

をしていただいているのが多いようです。それから、だいだい色のものも含めると、か

なりのものに及んでおりまして、青とか水色も少しありますけれども、基本的には経産

省側からもこういう非常に深くかかわっているものについては評価されていると考えて

おります。これはまた後ほど業績のところで別途御報告をいただくことになっています。

一番下の表を見ていただきますと、私どもの全プロジェクトとこの15のプロジェクト

の平均をちょっと調べてみました。見ていただきますとわかりますとおり、DPの評価自

身、これは経産省の評価ということではなくて、DPとして外部評価がどうだったかとい

うことにつきましては、全プロジェクトの平均と15プロジェクトの平均というのはほと

んど同じです。18年度と20年度だけ見ますと、全プロジェクトのほうが少しいいかなと

いうことで、学術的な評価も加えると、必ずしも特段要請の強いものがいいわけではな

く、真ん中のテーマの選定の評価につきましては、15プロジェクトのほうが少し高いか

なというぐらいで、ほぼ同じぐらいとなっています。ただ、METIの２のところにありま

す研究内容としての評価を伺いますと、やはり15のプロジェクトのほうが18年度、19年

度、20年度とも全プロジェクト平均よりかなり高いということで、結果としまして、や

っていることについても経産省の評価というのは、こういう非常に深く経産省の各課が

かかわっているもののほうが高いものになっているということではなかろうかと存じま

す。

以上でございます。
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○小野分科会長

どうもありがとうございました。

いろんな角度から資料を準備していただきました。今までこんな調査はやったことが

ないようなことまでお調べいただいてご苦労様でした。いろんな角度から見ると、なか

なかやっているなということではないかと思います。

次に分厚いテーマの資料４に入っていくわけですけれど、ちょっとここで５分ほど休

憩をとらせていただきます。

どうもありがとうございました。

(休憩)

○小野分科会長

それでは続きをやってまいりたいと思います。

平成20年度の業務実績に基づいて報告をお願いします。星野ディレクター御願いしま

す。

○星野研究調整ディレクター

資料４、独立行政法人経済産業研究所平成20年度業務実績評価シートに基づいて説明

させていただきます。「Annual Report」も御覧頂くとわかりやすいと思いますが、調

査研究業務ですけれど、「Annual Report」3ページに書いてございます１、２、３のド

メイン、政策史、それから隣接研究領域の順番に説明させていただきます。

資料４に戻っていただき、まず最初の少子高齢化社会における経済活力の維持です。

ここに書いてありますように８つのプロジェクトを実施いたしましたが、時間の関係で

２つピックアップして、ハイライトを説明させていただきます。

最初、「高齢化の新しい経済学」ですが、これは日本で初めての世界標準の中高年調

査をやっておりまして、生活のあらゆる面をとらえた学際調査です。国際的にも高い評

価を受けておりまして、第１回の調査は終わったところで、かなりおもしろい結果が出

ております。例えば欧米の方と比べた場合に、日本の人は病院には余り通わないけれど

も、一度通い出すと頻繁に通うとか、あるいは家族間のコミュニケーションというのが

実は北欧と比べても低い程度にあるとか、所得とか資産とか消費の不平等度はやはり欧

米と比べて小さいといった興味深い結果が出ております。

その下のワーク・ライフ・バランスの国際比較ですけれども、これは去年の６月に始

まりまして、３年計画で、2011年３月を目指して進めている研究プロジェクトです。や
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はり企業の主体的取り組みが非常に重要だという問題意識に立ちまして、ヨーロッパ、

特にスウェーデンなど非常にこの分野の進んでいるところで、諸外国における取り組み

から示唆を得るという方向で、内閣府の経済社会総合研究所、ESRIと密接に連携し、協

力して研究を進めております。

その下がDPの公表数ですけれども、全領域で55件の目標に対して、倍以上の113件出

しておりまして、そのうちの約20件がこの領域の貢献ということになります。内訳を見

ますと、常勤フェローが約５件、ファカルティフェローが約９件ですね。その他という

のが研究会メンバーの方々と考えていただけるとわかりやすいと思います。

次の「イ」になりますけれど、この経済産業省の領域担当の課長の方々のアンケート

調査というのは、後で松井室長から一括して説明していただきますので、よろしくお願

いします。

「ウ」に飛びまして、これが先ほど副所長が説明した資料３－５に当たるものになり

ます。これは経済産業省に対して行ったアウトプットの評価ということになりまして、

２つに分けまして、政策ニーズというのが、先ほどの資料３－５のテーマに対する評価

ということになります。その下の政策形成に与えるインパクトが内容についての評価と

いうことになりますけれども、政策ニーズのほうはＡ評価が４つで、すべてＡ評価をい

ただいております。政策形成のインパクトですけれども、ＡＡが１つ、Ａが１つ、Ｂが

２つということで、平均3.75で、総合でＡという結果になっております。

先ほど「ア」でRIETIのDPのお話をいたしましたけれども、「エ」のところは学術誌、

専門誌に発表された論文数でして、これは全体で32件の目標に対して倍以上の80件を出

しておりまして、そのうち13件がこのドメインの貢献ということになります。内訳はフ

ァカルティフェローが７件、コンサルティングフェローが６件ということになっており

ます。

国際シンポジウムでも盛んに論文を発表しておりまして、全体で目標72件に対して、

この分野で約220件、目標の約３倍の実績を上げております。そのうち約40件が第１ド

メインの貢献ということになります。

次のページのカの外部レビューアーの評価ですけれども、これが先ほど副所長が説明

した３－５の資料の一番上のDP評価というものになります。外部の方の評価で、ＡＡが

５つ、Ａが８つ、Ｂが５つ、Ｃが１つということで、平均4.03で、総合的に見るとＡ評

価ということになっております。
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次に第２ドメインに移らせていただきます。ここは、一言でいえば、イノベーション

に関する研究で、16プロジェクトを実施いたしましたけれども、３つピックアップして

説明させていただきます。

最初はイノベーションに関する研究なのですけれども、例えば「日米比較可能な発明

者サーベイ」というかなり画期的なものをやっておりまして、これも日米比較可能な調

査票を使ってやっているものです。これもおもしろい結果が出ておりまして、例えば日

米ともに発明者は会社に属している場合が多いであるとか、大学に属している人は意外

と少ないとか、圧倒的に男性が多いとか、経験が豊富な方ほど高い価値のある発明をし

ているとか、商業化も上手だというような共通的な特徴があります。その差異としまし

ては、アメリカのほうが圧倒的に高学歴、特にPh.Dの人が多いとか、高齢の人が多いと

か、長続きするとか、あるいは企業に属している人が多いと申し上げましたけれども、

アメリカの場合、100人以下の小規模企業の人が多いというような非常に興味深い結果

が出ています。

次に、イノベーションプロセスに関する研究ですけれど、例えば日本は電子顕微鏡王

国と言われておりまして、オリジナル技術もたくさんあるのですが、実は電子顕微鏡に

関するイノベーションは日本でなくて、欧米で行われているというような背景などにつ

いて経済学・経営学的な観点から分析を進めております。

その下が無形資産に関する研究です。これは例えば組織改革が生産性とか企業業績に

どのような影響を与えるかというのは実証的な分析はこれまでなかったのですが、今新

たな試みを行っておりまして、現在まだプレリミナリーな状況なのですけれども、組織

改革を行うと、直ちに効果は出ないものの、２年程度のラグを置いて、企業業績、生産

性にポジティブな影響を与える可能性があるというようなおもしろい結果が出ておりま

す。

「イ」は飛ばさせていただいて、「ウ」のほうに移らせていただいて、これが経済産

業省に対して行ったRIETIのアウトプットに対する評価の第２ドメインに関するもので

す。政策ニーズとの合致につきましては、Ａ評価が６、Ｂ評価が１で、平均2.86でＡ評

価という結果になっております。

政策形成に与えるインパクトにつきましては、ＡＡが１、Ａが３、Ｂが２つ、Ｃが１

つということで、平均3.57で、これもＡ評価ということになっております。

学術誌、専門誌につきましては、先ほど全体で80件と申し上げましたけれども、その
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うち22件がドメイン２の貢献ということになります。

その下が国際シンポジウムの論文数ですけれども、全体で約220件のうち50件が第２

ドメインで貢献しているという結果になっております。

また、次に外部レビューアーの評価ですけれども、ここもＡＡが６、Ａが６、Ｂが５

つということで、平均4.18ということで、ドメイン２についてもＡ評価という結果にな

っております。

次に、第３ドメインのグローバライゼーションに関する研究に移らせていただきます。

ここでも20プロジェクト実施いたしましたけれども、この中から２つに注目して簡単に

説明させていただきます。

所長の話にもありましたけれども、この中ではCEPR、ヨーロッパの主要な研究機関で

あるCenter for Economic Policy Researchという研究所、あるいはDRC・中国国務

院、日本の内閣に当たるところの発展研究中心というところとの共同研究というのが１

つの柱になっております。例えばCEPRとの共同研究につきましては、今年の３月にワー

クショップを行ったのですけれども、その中で貿易と金融危機に関するミニワークショ

ップというのを行いました。CEPRからボールドウィン、ヨーロッパの著名なエコノミス

トですけれども、RIETIから経済学者として小林上席研究員、法学者は国際法の権威で、

RIETIのファカルティフェローをやっていただいている東大の小寺先生、経済産業省の

宗像通商機構部の参事官という、経済学、法学、そして実務家を交えた非常に中身の濃

いワークショップを行っております。

あと、DRCとの研究ですけれど、例えば中国の企業にもR&D投資というのが非常に増え

ておりまして、これに外資系の企業がどういう影響を与えているのかという問題意識で

研究を行っております。これもおもしろい結果が出ておりまして、外資でも台湾、マカ

オ、香港と、それ以外の外資でかなり違っているという結論が出ています。両方ともス

ピルオーバーをもたらしている点は一緒なのですけれども、台湾、香港、マカオ系は知

識のスピルオーバーは直接的なものが多いのに対して、その他の外資のスピルオーバー

というのはむしろ生産活動を通じたものが多いというような非常におもしろい結果が出

ております。

その下の通商条約と税制ですが、昨年度の後半からやっておりまして、それまでは投

資協定の関係の研究をバイラテラルの投資協定が今ふえているということで行っており

ました。これは実務家、特に経済産業省を中心とした実務家をインボルブした非常に実
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学的な研究になっております。このような論文集もまとめております。

昨年の７月にワークショップを行いまして、どうしても専門的になりがちなのですけ

れども、法学者だけでなくて、経営学者、あるいは経済産業省、投資協定ということで

日本貿易保険、民間企業、新日鉄の方などにも御参加していただいて、非常に好評なセ

ミナーを開催しました。

昨年度の後半から通商条約と税制という、最近非常に重要になってきたテーマですが、

通商条約と税法がどのように交錯するのかということについて、これも外務省、経済産

業省の実務家等、毎晩遅くまで、月に１回、非常に中身の濃い研究を行っております。

この分野ですけれども、全体で113件と申し上げましたが、DPにつきましては32件の

貢献を行っております。

次の「ウ」のところ、これがまた経済産業省に対して行ったRIETIのアウトプットに

対する評価ですけれども、Ａ評価が８つ、Ｂ評価が１つということで、平均2.89で、総

合Ａという結果になっております。

政策形成のインパクトにつきましてもＡＡが３、Ａが３、Ｃが３つありますけれども、

平均3.67でこれもＡということになっております。

学術誌、専門誌に発表された論文ですけれども、全体80件の中で28件、かなりのシェ

アの貢献を行っているということになっております。

国際シンポジウムの論文数ですけれども、全体約220件の中、62件の貢献をして、こ

れもかなり大きなシェアを占めております。

次の外部レビューアーによる評価ですけれども、ＡＡが８つ、Ａが15、Ｂが５つとい

うことで、平均4.16で、総合評価Ａということで、高い評価をいただいております。

次は、通商産業政策史です。これは1984年に開始して、94年までに17巻を刊行してき

ました。これは大学の図書館などにもあるものですが、それを踏まえて、今は80年代以

降の政策史の編纂を客観的事実の記録だけでなくて、分析評価的な視点も織り込みなが

ら編纂しておりまして、総論１と各論11で全12巻を2010年までに完成する予定で作業を

進めております。例えば本年は中間報告会を８回、資料にも書いてありますが、過去の

政策担当者、業界関係者、経済産業省の各局との意見交換会を何と60回実施しておます。

それ以外にもエネルギー分野に関する海外調査も実施しております。

その次は隣接という領域になります。これは27研究プロジェクトを実施していたしま

したけれども、３つ取り上げて説明させていただきます。
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労働市場制度改革ですけれども、今まさに世界経済危機の中で非正規雇用、あるいは

労働、雇用問題というのは非常に重要な問題になる中で、改革のあり方を考えるために

法学、経済学、経営学などの多面的な立場から理論的、実証的な研究を行っています。

例えば鶴上席研究員の研究成果によりますと、一方でセーフティーネットの充実、そう

いう安心というのは非常に重要であるが、それだけではモラルハザードに陥ってしまう

ので、訓練という育成的な観点であるとか、あるいはワーク・ライフ・バランスの話に

もかかわってきますけれども、柔軟性という３つの観点が重要だというような提言を行

っておりまして、出版物でもまとめております。

その下がインセンティブ構造としての企業法ですけれども、これはこの分野について

経営者、従業員、株主、債権者という４つの主体の動機づけ交渉というふうに捉える基

本的な立場から、会社法だけでなくて、金融商品取引法、倒産法、労働法、税法などの

関連法分野も視野に入れて、法学者だけでなくて、経済学者の方、経済産業省を中心と

した実務家の方にも入ってもらって研究を行っております。

今年の２月にシンポジウムを行っております。今、これをさらに深める形で出版に向

けてさらに研究を深めているところです。

最後が独禁法の関係の研究会です。去年の９月に始まったもので、これは経済学的観

点と法学的観点だけでなくて、実務家の方にも入ってもらって、先ほど副所長の話にも

ありましたが、これは経済産業省で非常に人気のあるプロジェクトです。私も毎回出さ

せていただいておりますけれども、研究会は毎晩９時、10時ぐらいまで熱心に経済学、

法学、そして政策的な観点からの研究を行っております。

この分野ですけれども、全体の実績の113件の中で40件がこの隣接領域の貢献という

ことになっております。

次は、経済産業省に対して実施したRIETIのアウトプットに対する評価ですけれども、

Ａ評価が９、Ｂ評価が１で、平均Ａという結果になっております。これは政策のニーズ

との合致ですね。

政策形成のインパクトにつきましては、ＡＡが３、Ａが３、Ｂが２、Ｃが２つありま

す。平均3.7で、総合評価Ａということになっております。

学術誌、専門誌への発表は全体80件のうち、17件程度がこの分野の貢献になっており

ます。

国際シンポジウムにおける論文数も約220件のうち67件で、かなりここも本数が多い



- 26 -

ということになります。

次に外部レビューアーの評価ですけれども、ＡＡが３、Ａが24、Ｂが11ということで、

平均3.82で、これもＡという評価になっております。

今、第１ドメイン、第２ドメイン、第３ドメイン、隣接領域を説明させていただきま

したが、全部まとめた数字がこちらでお示ししたものです。先ほどと重複になりますけ

れど、55件の目標に対して倍以上の113件のDPを出しております。そのうち約35件が常

勤フェロー、約40件がファカルティフェローによるもの、２件がコンサルティングフェ

ロー、約36件が研究会メンバーによるものということになります。

全体をまとめた経済産業省に対するRIETIのアウトプットのアンケート評価ですけれ

ども、Ａ評価が27、Ｂが３で、平均2.90で、総合Ａということになっております。

先ほどのが政策ニーズへの合致で、次が政策形成へのインパクトですけれど、ＡＡが

8、Ａが10、Ｂが６、Ｃが６ありまして、全体は3.67で、これもＡ評価ということにな

っております。

次は重複してしまいますけれども、リマインドみたいになりますが、学術論文に対し

ても32件の目標に対して倍以上の80件出しています。

シンポジウム等は72件に対して３倍以上の約220件を出しております。

あと、外部レビューアーに対するＤＰ評価の総合点ですけれど、ＡＡが22、Ａが53、

Ｂが26、Ｃが１つとなっておりまして、平均4.01で、Ａ評価ということになっておりま

す。

以上が研究の中身のご説明で、これから政策提言・普及業務に入らせていただきます。

研究書ですけれども、４冊の目標に対して６冊出しておりまして、先ほど紹介いたし

ました「労働市場制度改革」以外にも「フードセキュリティ」であるとか「石油をめぐ

る国々の角逐」であるとか、そういった時宜を得た話題になる出版物を提供しておりま

す。

シンポジウムにつきましては、６回の目標に対して７回の実績を上げております。

BBLも50件の目標に対して約70件の実績を上げております。

これは先ほどとちょっと重複してしまいますけれども、ホームページのヒット数です

けれども、毎年40万件以上の目標に対して倍以上の106万件の実績を上げております。

研究論文の１本当たりのダウンロードですが、2400件以上の目標に対して大幅に上回

る4057件を達成しております。
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次の「エ」のニュースレターですけれども、月３回の目標に対して４回の実績です。

印刷物の広報誌の発行総回数も年５回以上の目標に対して、これは５回の実績を上げ

ております。

その次は、他省庁であるとか、地方公共団体、政府関係機関、大学とか経済界とかNP

O、NGOに対してアンケート調査を行った評価結果ですけれど、２つの質問をしました。

１つ目が「RIETIの活動は、あなたの業務、研究の参考になりましたか」というので、

Ａの大変参考になったというのが18％、多少参考になったというのが48％、余り参考に

ならなかったが30％、全く参考にならなかったというのが約４％、平均2.80で、評価は

Ｂですけれど、去年もＢ評価でした。

次にRIETIはミッションを果たしていますかという質問なのですけれども、十分果た

しているが11％、ほぼ果たしているが約65％、余り役割を果たしていないが19％、ほと

んど果たしていないが約５％ということで、平均2.83でＢ評価です。

その次に先ほど話題になっていましたけれども、国際経済学者の非常に有名なサイト

であるVoxにRIETIの研究者が投稿していまして、小林研究員の投稿を機にクルーグマン

との論争が今起こっているというのは重複しますが、紹介させていただきます。

次にデータベースです。RIETIの研究成果をWeb上でだれでも閲覧できるようになって

いるのですが、実は政策形成の基本になるデータというのは非常に重要でして、データ

ベースもここに書いてあるような形のデータベースを持っておりまして、例えば日本産

業生産性データベース、JIPと呼んでおります。次がアジアの通貨単位のデータベース

（AMU)です。RIETI-TIDというのは貿易関係のデータベースです。４番、５番がエネル

ギー関係、６番が産業連関関係、７番がマイクロデータ関係、アンケート調査などあり

ますけれども、下の表を見ていただくとわかりやすいかと思いますが、JIPデータベー

スで約１万7000件、AMUが約１万6000件、エネルギー関係が約１万2000ないし１万4000

件、アンケート調査結果は約１万4000件ということで、かなり頻繁なアクセス数を記録

しております。

次にシンポジウムとBBLの満足度ですけれども、シンポジウムの満足度は、79％ない

し89％、平均85％ということで、非常に高い満足度を得ております。BBLのほうですけ

れども、ＢＢＬ全体平均で86％に対して、経済産業省も大体同じような87％で、これも

高い評価を受けております。

コンサルティングフェローですけれども、経済産業省を中心とする省庁の実務家なの



- 28 -

ですが、彼らにはアカデミックな裏づけを持った政策立案能力を養ってもらいたいとい

う趣旨でやっております。現在52名の方にコンサルティングフェローになっていただい

ておりますけれども、そのうち11名が昨年度新たに発令させていただいたものですして、

そのうち３名がディスカッションペーパーの執筆に取り組んでいます。こういう方向は

非常に重要な方向でありますので、今後ともこの方向で各省庁に働きかけていきたいと

考えております。

○河津総務ディレクター

恐縮でございますが、続きまして、業務の効率化、財務に関しまして御説明をさせて

いただきたいと思います。資料、23ページ以降になります。

23ページ、業務の効率化ということで、マネジメントに関する事項から始まっており

ます。昨年、御説明したところから変わっているところを中心に御説明させていただき

たいと思います。

最初の「ア」と「イ」、流動的な雇用形態の占める割合、管理部門職員の割合でござ

いますが、昨年度と比べまして１カ所計算の仕方を変えております。まずは注のところ

を御覧下さい。これまで非常勤職員を１人は１人と数えていたのですが、考えてみると、

週３日の人もいれば、１日の人もおります。統計でも大体パートさんは時間換算をしま

すので、同じような換算をさせていただきました。若干数値が変わっておりますが、そ

う大きく変わるわけではありません。それで見ますと、流動的雇用形態は83％となって

おります。従来型で考えますと、78％になっております。それから、管理部門の割合が、

従来型の計算ですと31％、さっき申し上げました非常勤職員を時間換算をしますと32％、

ほぼ去年と同じぐらいの数字ということです。

それから、「ウ」でございます。効果的で効率的な研究マネジメントの実施というこ

とで、いろいろ工夫をしているところということで私どももとらえさせていただいてお

ります。大きく２つ書いておりまして、１つは、業務システムの最適化というところで

す。ここでの工夫が２つございます。１つは、18年度からいわゆるイントラというので

しょうか、グループウエアでございます。そこでは、プロジェクトの進捗状況を所内で

共有化して、だれでも今の進捗状況を、例えば71のプロジェクトのうち、今日、開かれ

ている研究会は第何回目であって、出欠がどうなって、というようなことが所内では誰

でも見られるようにしております。

それに加えまして、予算の支出のほうも四半期ごとにチェックをすることとしました。
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民間企業のように四半期決算という言葉を使っておりますが、厳密な意味の決算ではな

く、支出状況の監視という意味あいとなっております。これで執行状況をチェックしな

がら、予算の管理にも反映させようということでやってきております。所内のルーチン

としては定着したと思っておりますが、結果的に執行が円単位で管理できるかというと、

正直申し上げると71もプロジェクトが走っておりますとなかなか難しいというのが実は

結論です。そういう状況であればこそ、よりチェックをしていかなければいけないとい

うことでこの仕組みを入れたものです。

それから、２つ目です。こちらは研究です。先ほどデータベースの公開のところでAM

Uというのが出てまいりしまた。アジアの通貨単位には、多くの国の通貨があります。E

Uも共通通貨単位をつくりましたが、アジアでつくるとすればという研究プロジェクト

をやっております。その研究プロジェクトでAMUという仮想の通貨単位を計算してござ

います。これまでは先生が週に１回、人力でデータをダウンロードして、それをエクセ

ルに入れてということをやっいたわけですが、これをプログラムを組みまして、取り込

むところから機械的にやるようにいたしました。その結果として、機械で自動的に、毎

日、ボタン１つ押せば更新されて、ホームページにも出るという改良を加えました。こ

のように情報の速報性というものを高めております。これは「Annual Report」の17ペ

ージのⅢ－５というプロジェクトに少しこのAMUのことについては詳しく記載させてい

ただいております。

それから、もう１つのテーマが研究マネジメントの効率化・明確化です。これは年度

計画にも記載しておりますが、研究マネジメントのプロセスというのは、ブレインスト

ーミングワークショップをやって、その立ち上げを議論します。これには本省の方も来

ていだたいて議論しております。それから、中間報告があります。ディスカッションペ

ーパーを出す前に議論をいたします。さらに、シンポジウム等、あるいは本を出すとい

うようなことを行います。おおむねこの流れできているわけでございますが、今年度、

20年度においては、マル２の中間報告会のところでございますが、「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」とい

う試みを始めています。例えばそれぞれドメイン１、２、３とあり、プロジェクトは数

多く動いていますが、それぞれ関連性があります。特にイノベーションのようなところ

はお互いに関連性が深いということで、例えばドメイン２のクロスオーバー中間報告会

という形で、皆さんにお集まりいただきましてディスカッションをすることで、相互の
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刺激、あるいはそこから新しいアイデアとか発見というようなことも期待をして、クロ

スオーバー中間報告会と名づけてやる仕組みも導入しました。

それから、「エ」です。内部統制の充実・強化ということで、民間企業のような内部

統制ではないと私どもは思っておりますが、要するに業務の執行をルールに基づいてき

ちんとされているかということをチェックするという意味で、情報管理も含めて私ども

もこの概念に当てはまると思っております。19年度に情報セキュリティ、セキュリティ

ポリシーの導入を行いましたが、20年度はもう一巡目ということで、内部監査も含めて

やらせていただきました。職員研修は、実は私が講師を務めるということで、内部化、

内生化を図る等、行いました。内部監査も小さい組織でございますので、監査部門が独

立していません。したがいまして、例えば総務が研究部門を、研究部門が総務部門を監

査するというような形で内部監査を実施しております。結果といたしまして、各職員が

他部門の業務についても精通するというようなことで、業務の連絡がよくなるという副

次的な効果もあり、これはやっていて組織を活性化する意味でよかったと思っておりま

す。

官民競争入札等の活用でございます。これは19年12月の閣議決定で私ども２つ官民競

争入札をやるべしということになっております。１つが、中国語ホームページの維持管

理業務です。こちらのほうはもう既に入札を実施いたしまして、ここにございますイデ

ア・インスティテュート、これまで私どもと取引のなかったところでございますが、そ

こに６月、今月からですが、中国語のホームページの維持管理業務をお願いをするとい

うことにしております。中国語のニュースレターも含めてお願いをすることにしていま

す。

もう１つがデータベースの維持管理業務でございます。先ほどAMUにつきましては完

全自動化をやったということを申し上げましたが、そのほかにも幾つかのデータベース

があります。それについては官民競争入札で外部にお願いできる部分はお願いするよう

にと決まっております。こちらのほうは今その手続を進めているところで、７月にこの

官民競争入札の管理等小委員会というところで御説明をしながら、そこの御了承いただ

いた上で入札に進めるということで、その手続が今始まろうとしているところでござい

ます。

それから、人材育成でございますけれども、ここは研究員につきましては、政策大学

院に行きたい、最新のところを吸収して研究に反映させたいという方に行っていただく
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ようにしています。あるいは事務スタッフには研修を充実させようということでやって

おります。

ただ、正直申し上げて、19年から20年に研修でどれだけ充実したかと言われると、試

行錯誤の段階というところがございます。

そのほかでございますけれども、ヴィジティングスカラーが１人博士号を取られまし

た。あるいは韓国からヴィジティングスカラーを１人受け入れました。あるいはハーバ

ード大学からサマーインターンシップを受け入れました。先ほど外部の組織との連携を

申し上げましたけれども、そういった中で、あるいはそれ以外で、RIETIというところ

で勉強させたいのだけれどもというようなお声が幾つかかかるようになってきておりま

して、そういうのも許す限り受け入れるようにしております。

次は、入札・契約に関するところでございます。ここは評価委員会、親委員会でも随

分議論があるところかと思いますので、少し詳しく説明させていただきます。

まず「ア」のところでございますが、そもそも随意契約を減らしていくというプロセ

スの中で、どういうことを決めていくかということでございますが、そこが「ア」の部

分でございます。一般競争入札で機器の保守、レンタル等は一般競争でやりましょうと

か、あるいは企画競争、公募を中心としてやっていきましょうと、基本的に移行してい

きましょうということで、やってきております。これは去年から変わらないところです。

しかしながら引き続き随意契約とするかというのがその下にある（３）でございます

が、１つは不動産の賃借関係がございます。これはRIETIに限らず、どこの法人もこう

いうものは随意契約ということになっております。

それから、研究所としての特性からくるものは次のマル２でございます。他機関との

共同研究ということで、その機関とその大学であったり、国際機関であったりするわけ

ですが、研究をするということで、その研究機関と組みますので、それでまた別途公募

入札するというのはおかしな話となります。こういうものはどうしても私どもの性格上

随意契約として残ってしまうと思っております。

それから、もし起こればでありますけれども、既調達のソフトウェアの改修というよ

うなことがあろうかと思っております。

こういった方針でやってきているわけですが、「イ」のところを御覧下さい。20年度

における契約がどうなったかというところをお示ししました。

まず１で一般競争入札、20年度に実施したものが11件です。
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次に、２番で企画競争・公募でやったものです。後で詳しく別表で御説明させていた

だきます。

次に、３番目、20年度に随意契約としたものということですが、20年度、契約がどう

なったかを示しましたものです。全体で71件、金額では、これは1000円単位でございま

すので、３億9000万円と約４億円の契約を結んでいます。

それから、次に規程類をお示ししております。昨年、国の基準と独法の基準が違うで

はないかという議論がありまして、それに関する部分です。RIETIは基本的には国と同

じ基準を採用しております。したがいまして、ここの部分は説明は省略させていただき

たいと思います。

それから、契約の適正実施確保のための取組状況ということですが、ここは契約を結

ぶに当たっての手続を記載しております。契約額の大きなものは理事長まで決裁を回す、

監事にもご覧いただくという手続きについて記載させていただいております。

それから、４）のところは、先ほど申し上げました共同研究のようなものはどうして

も残るというようなこと、あるいは委託調査がありまして、これは単純に金額だけでは

決められないというようなこともあり、企画競争でやらせていただいているところです。

Ⅲは、先ほど申し上げましたところの繰り返しのようなことになりますが、19年度と

比べておりまして20年度の件数、あるいは比率ということです。随意契約の割合が全体

71件に対しまして９件でございますので、件数ベースで12.7％、金額で28.3％というこ

とになります。

実は３月の時点で、この数字は若干わかりにくいところがありまして、この下に解説

用に詳しく資料をつけさせていただいております。Ⅳで、「「随意契約見直し計画」の

進捗状況について」というところを御覧下さい。話を一たん平成19年12月につくりまし

た随意契約見直し計画のところまで戻させていただきたいと思います。そのときにどう

いうふうにこの見直し計画をつくったか、目標の数値が決まったかというところです。

実はそのときは、19年の12月でございましたので、年度が終わっているのは18年度とな

ります。その18年度の契約の実績をもとにして、その契約の中身について今後どうして

いくつもりなのかということについて、できるだけ随意契約を減らすという観点から各

独法で計画をつくることとなったものです。

そのときにRIETIといたしましては、「（２）具体的には」ということですが、その３

つを基本に考えました。
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１つは、まず契約の内容を見直して、やめられる契約はやめてしまおうということで

す。それで、９つの契約はやめようとなりました。そうしますと、75件残りますので、

それについてはできる限り入札、あるいは企画公募に切りかえていこうというふうに考

えました。

しかしながら、先ほどからの繰り返しになりますけれども、共同研究でありますとか

不動産賃借関係については随意契約として残さざるを得ない。18年度の実績で４件と２

件でしたので、この６件については今後とも随意契約で残さざるを得ないというのが私

どもの計画の考え方であったわけであります。それを数字に置きかえましたものが、そ

の次の表です。

18年度実績が左側にございまして、85件、当時５億7500万円の金額であったのですが、

これを事業廃止、及び入札にするもの、企画公募にするもの、随意契約で残るもの、と

以上二分類いたしました。この時点での削減目標というのは18年度の総数分の随意契約

削減目標の実数６件、あるいは１億800万円、この数字を分子として、それぞれ件数で

計算すると7.1％、金額で計算すると18.9％になる。こういうことで目標を策定いたし

ました。

しからば20年度の実績はどうであったかのかというのが次の表です。20年度におきま

しては、（１）を御覧下さい。随意契約見直し計画に従って随意契約を削減してきたわ

けですが、残念ながら完全に目標どおりには達成できなかったというものがございます。

共同研究、不動産賃借以外に、ここにございます全部で５件の随意契約が発生してしま

いました。それぞれ理由を書かせていただいております。一つはシンポジウム関係で、

会場は公募で決めたのですが、その会場で音響施設を借りようとすると、会場から業者

はこの業者ですよと言われてしまって、そこに一定金額以上のものを頼まざるを得なく

なってしまったので、これを随意契約といたしました。

それから、派遣職員の契約ですが、二十数件公募でやってきておりますが、１件だけ、

専門的能力を有する派遣職員を業務上、短期的に急遽採用する必要が生じたため随意契

約を行わざるを得なかったということがありました。

それから、３番目のシステム。これは、既存のシステムの改修になるわけであります

が、18年度に私どものLANシステムを入れかえておりますが、そのときに想定しました

迷惑メール、スパムメールを上回る攻撃を受けておりまして、結果的にメールがとまる、

あるいは外部のインターネットが見られなくなってしまう、サーバーが機能障害を起こ
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してしまってというようなことがございました。その結果、機器をどうしても入れかえ

ざるを得なくなってしまったというものが１件発生いたしました。

それから、４番目、機器の賃貸でございますが、これは18年度にLANのシステムを入

れかえたのでございますけれども、それとは別にプリンターとかコピー機を、もともと

違う時期に導入したものがございまして、それの入れかえというものが別途発生してお

ります。その入れかえにあたって、価格を抑制しつつ、機能向上を図りながら調達機器

を指定しない、つまり、競争性を高めつつ効率的な運用を勘案した結果、次期機器の調

達を行うまでの間、一時的に随意契約の形で従来機器の契約を延長することとなったも

のです。。この５件について、システム関係はしようがないかもしれませんが、少なく

とも４件についてはもう少し注意をしていかなければいけないと思っているところです。

長くなりましたが、それと不動産賃借と共同研究を入れて、この随意契約については、

９件、１億1200万円の随意契約を私どもが結んだということになります。

20年度の実績が左の表です。71件、金額が３億9600万円でございますので、これで計

算いたしますと、比率がその下にございますが、件数で12.7％、金額で28.3％というこ

とになります。実績はと聞かれると、この数字になります。話がまた前に戻っていただ

いて、18年度の計画はどう立てたかというと、実は85件の18年度の実績のうち、９件は

やめて、残りの76件をできるだけ競争性のあるものにかえようと、こういう計算をして

いるわけです。分母の中には実はやめることにしようという事業廃止といった９件も入

っております。これが18年度の実績に基づいて、しかし、19年度、20年度ときておりま

すので、現時点ではこの９件の契約は分母から消えております。つまり、分母が当然し

ぼむべくして計画を立てておりますので、その分を引いたものを分母として計算すると、

どうしても率が上がるわけです。ここでは廃止された分、実はもう１件、当初計画では

予定していなかったものも廃止いたしましたので、実際は10件、8700万円の当時あった

契約を今は打ち切って、やめております。この分を分母に入れたとして計算をするとと

いうのが（４）のなお書きをさせていただいているところです。これで考えると、件数

ベースで11.1％、金額で23.2％です。当然上の数字に比べれば若干下がります。ただ、

それでも当初の目標に比べればまだ達していないということでして、そういう意味では

もう一段私どもも、さっき申し上げたようなことが起こらないように努力していかなけ

ればいけないと思っております。

次に応札についてです。ここでは、入札、あるいは企画競争にかけたときに、実際上
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競争が行われていますか、つまり応札が複数あったのか、１者しかなかったのかという

ようなことにつきましても、資料を提出させていただいております。見ていただきます

と、一般競争、指名競争、企画、公募、合計の数字を出させていただいております。な

お、指名競争は私どもはやっておりません。

その下でございますが、１者入札のうち、落札率が95％以上だったものはどうしてか

とか、あるいは90％以上だったものはどうしてか、そういうことについても記載をして

おります。いろいろ理由を書かせていただいておりますが、一言で言ってしまいますと、

できるだけ私どもも競争性があるようにしようと思っておりますが、結果的に１者しか

応札されない、あるいは説明会にはたくさん来ていただいたのだけれども応札への参加

を辞退されるというようなことも中にはございます。あるいはすごくたくさんの応札が

あって、審査がすごく大変というときもございますし、結果的に応札の範囲が狭くなっ

てしまった可能性がございます。あるいはタイミングの問題もあるかと存じますが、現

時点で推測できる理由は以上です。そこがはっきりわかりましたら、また次の工夫に反

映させたいと思っております。

３）の随意契約によらざるを得ない契約の内訳、先ほど申し上げました共同研究、分

室関係の理由を少し詳しく書いております。共同研究につきましては、京都大学、それ

からIEAとの２件でございます。

不動産賃借につきましては、２件で理由は１つしか書いていません。１つは、賃借そ

のもの、もう１つは、不動産の清掃、これはオーナーの指定でございますので、この２

件の契約ということになってございます。

関連法人は私どもにはございません。

以上が業務の効率性の観点できておりますが、次に役職員の給与の水準でございます。

数字は若干変わっているところもございますが、基本的な考え方等々は同じでございま

す。

一番下のところ、年齢とか金額が少し動いているかと思いますけれども、説明は省略

させていただきます。

次に参考５ということで、ラスパイレス指数の状況が出ております。これは国家公務

員を100といたしまして、RIETIの職員の給与の水準がどうなっているかというところで

す。ここも基本的な傾向は変わっておりません。技術・事務職員が国家公務員の100を

切っていて、研究員のほうは高め。研究員のほうはいろんな要因を勘案して給与を決め
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させていただいておりますが、特に永続的な雇用を保障していないというようなことも

あって、若干高めになるというのがあろうかと思います。

少し細かく申し上げますと、それぞれの数字の下に地域勘案、学歴勘案、地域・学歴

勘案というのがあります。これは全国家公務員を平均して100となりますが、そうしま

すと、例えば地域手当は東京が高くて、地方が低いということがございます。国家公務

員も地方のほうが給与水準そのものが低く、東京の方は同じ年齢、同じような経歴であ

っても、地域手当分だけ高くなるということです。RIETIの場合は東京にだけオフィス

がございますので、東京の国家公務員を100としてRIETIを比較すると、99.5ではなくて、

87.4になります。それは国家公務員側が高くなるからであります。学歴を考えても、国

家公務員全体に比べると、学歴だけを考えた集団を国家公務員から抜き出して、比較す

ると、その水準が少し上がりますので、RIETIの割合は相対的に低くなる。両方を勘案

すれば当然もっと低くなるということです。

したがいまして、RIETIと同じ、東京にある、しかもRIETIと同じような学歴の方を母

集団として国家公務員から抜き出すと、それに対しては85.5になるということです。研

究職については128.1になります。

それから、参考６でございますが、人件費削減の状況が18年度、19年度、20年度とあ

ります。18年度は若干飛び出しましたけれども、人事異動の関係でどうしても波がござ

いますが、20年度は8.87％、５年間で５％の削減ということになっておりますので、そ

ういう意味では削減幅が大きくなってございます。組織が小さいものですから、１人、

人が動くだけでもこの比率が相当動いてしまいます。大きなところに比べると、なかな

かこのコントロールというのは逆に難しいところです。

職員の数はその下でございます。

それから、役職員の給与決定に関して特筆すべき事項は例年のとおりでございます。

それから、財務内容でございます。財務内容はいろんな数字が並んでおりますが、特

に一昨年度ですか、自己収入について議論がございましたので、ここではそこを御説明

させていただきます。９の自己収入に関する事項でございます。

まず自己収入実績ということで、これは従来から自己収入として計上させていただい

ておりますが、書籍を出版するときの監修料、それから本の売り上げ、シンポジウムの

参加者からいただているお金の合計が319万3000円。予算では307万6000円でございまし

たが、若干多めの収入がありました。
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それから、特に御関心があるところは「イ」だと思います。競争的資金等の獲得状況

です。まず受託収入で666万7000円いただいております。昨年度、18年度から比べます

と、370万ほど多くなっております。これは資源エネルギー庁からの入札に応札させて

いただきました結果、２件、受託することができまして、それが寄与しております。

それから、次が科研費の間接費収入ということです。科研費は、先生方に研究費とし

て直接交付される直接費の分と、それからその管理を預かる組織に対すたる間接費分と

いうのがございまして、この間接費分がRIETIに対する直接の収入ということになりま

す。

このほかに下に細かく書いてあって、このほかに905万円の直接費が先生方に交付さ

れ、それを私どもがお預かりをしているというのがございます。合わせてRIETI自体の

配分額が1144万円に昨年度はなっています。助成金が60万になってございます。

なお、21年度は1001万円の内定をいただいて、実際にお金も入ってきているようなと

ころです。

資料に基づきまして私のほうからは以上でございます。

○松井室長

先ほど説明を飛ばしました、事務局のほうで行ったアンケートの結果につきまして報

告させていただきます。

まず２ページを開いていただけますでしょうか。２ページはドメイン１といわれてい

るところで、少子高齢化社会における経済活力の維持ということで、これに関する経済

産業省内の領域代表者３名についてアンケートを実施しました。

まず政策当局のーズを反映しているかどうかということですが、反映しているという

のが100％でございます。主な理由としまして、例えば危機管理政策の国際比較、これ

は非常に興味を引かれるということ。また、東アジアの対外直接投資の自国企業の生産

性に与える影響、これは興味がある、ただ、これは領域３に近いのではないかというコ

メントが出されております。

さらに、当領域に関連する研究として、過剰就業に関する論文や労働市場制度改革プ

ロジェクト、これらも労働政策を考える上でニーズにマッチした内容となっているとい

うことでございます。

あと、要望としては、政策担当側とも積極的な交流をもっと取ったほうがいいのでは

ないか、貴重な研究が埋もれることがないようにお互い努力したほうがいいのではない
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かということがございます。

２つ目としまして、政策形成に貢献したかどうかということですが、これも貢献して

いるというのが100％でございます。

こちらのコメントとしましては、先ほどの東アジアの対外直接投資が国内の自国企業

の生産性に与える影響、これは国内だけの公表では非常にもったいないので、広く海外

に売り方を考えていったほうがいいのではないかというようなコメントもございます。

それから、この領域は７プロジェクトあるのですけれども、ディスカッションペーパ

ーという形でされているのは３プロジェクトで、残りの４プロジェクトは出ていない、

このあたりは中間報告とか、年度報告とか、成果物の発表方法を何か考えていただいて、

報告していただいたらいいのではないかという要望がございます。

続きまして、６ページを開いていただけますでしょうか。６ページはドメイン２とい

うところで、国際競争力を維持するためのイノベーションシステムということでござい

まして、これも政策当局のニーズを反映しているかどうかということで、反映している

が100％でございます。コメントとしましては、個別に非常に興味深い研究成果を多く

出している、政策当局にとって宝の山ではないかということでございます。

２つ目としまして、政策形成への貢献、こちらも貢献しているとの評価が100％です。

産構審の資料に積極的に使わせてもらったとかということが出されています。要望とし

ましては、政策当局にわかりやすい、また受け入れやすいというような形で発信してく

れると非常にありがたいというようなコメントや、産総研との実質的なタイアップをし

て、よりよい研究をしていったらどうかというようなコメントもございます。

続きまして、10ページ、11ページを開いていただけますでしょうか。こちらはドメイ

ン３というところで、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

国際戦略ということに関する領域代表者のアンケートでございます。

こちらは政策当局のニーズを反映しているか否かということで、反映しているが66.7

％、反映していないが33.3％でございます。こちらのコメントとしまして、国際戦略を

考える上で、幅広くニーズを反映していると思われるというコメントもある一方で、ク

ライアントの立場に立って考えていただきたいということがありました。例えばクライ

アントである経済産業省、公共政策機関、アカデミア、国民各層、そういった顧客のこ

とを考えて、わかりやすく商品・サービスを提供する手段をもうちょっと考えていただ

くとありがたいというコメントがございます。行政、経済産業省の現場とのコミュニケ
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ーションをもっと密にしたらいいのではないかということとか、研究は中長期的に行っ

ているのですけが、今起きている情勢に対してなかなか必要な情報が随時関係課室に流

れていないというような意識があるようでして、このあたりの関係を密にしていただい

て、情報を適宜流してもらうと非常にありがたいというコメントでございます。

次のページの11ページをお願いいたします。こちらは政策形成に貢献したか否かとい

うことで、貢献したが33.3％、貢献していないというのが66.7％。こちらのコメントと

しては、BBLとかシンポジウムは非常に役立っているということがあります。また、「R

IETI High Light」のような広報誌ですが、非常に有効であるというコメントです。

ただ、ユーザーのすそ野を広げるためには、そういった広報誌の配布の仕方とか、関係

者へのPRの仕方、そこら辺をもっと工夫してPRしたらいいんじゃないかというようなコ

メントがありました。先程のドメインのコメントにもあったのですけれども、経済産業

省の現場との密接な連携をもっととれたらいいのではないかということもありました。

やはりクライアントは経済産業省であるということを考えていただくと、英語でのディ

スカッションペーパーについては、日本語のサマリーみたいなものをつくっていただけ

たら目にとまるのではないかというようなコメントがございます。

続きまして、16ページが今までの１、２、３の合計なのでございますけれども、真ん

中の「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」というこ

ところです。「当領域における政策当局のニーズの反映について」ということで、反映

している、反映していないのところのパーセントですが、反映しているのほうが87.5％

になります。反映していないが12.5％。次の２）の「当領域成果の政策当局への貢献に

ついて」は、貢献したが75％、貢献していないが25％ということでございます。

事務局でのアンケートの結果は以上でございます。

○小野分科会長

ありがとうございました。

今までのところで何か、ちょっとこれはというようなことがありましたら御質問して

ください。

○小笠原委員

２つありまして、１つは、その前にテーマ別に御説明いただきました資料３－５の中

で、今ドメインごとに御説明いただいた中にもあったかと思うんですが、例えば隣接で

言えば「インセンティブ構造としての「企業法」」であるとか、あるいはその上のほう
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にありますドメイン２とか３にありますすごく深くMETIがかかわっていって、それで２

年越しでやっているようなプロジェクトで、評価のところがバーになっているようなと

ころがあります。これはどういう要素だったのかというのが確認したい点の１つです。

もう１つは、財務諸表でいう運営費交付金債務のところで未執行だということで、資料

４の32ページの一番下のところに一部研究プロジェクトについては未執行になっている

というお話がありました。いわゆる交付金債務として残っているものが、２億円強ぐら

いまだ交付金債務が残っていて、その中で未施行の分がもうそういう要素がなく、それ

を益化しなければいけないといったときに、平成21年3月30日付けの総務省政策評価・

独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会の「平成20年度業務実績評価の具体的

取組について」の中で、１億を超える利益がある場合、それを目的積立金に積まなかっ

た場合には理由を分析するように書いてあります。そういうようなところに話題として

出るようなものが差額として入っているとすると、その辺、どういう関連性になってい

るのかというのが気になった所です。以上、その２点、質問です。

○佐藤副所長

１点目はまだDPが出ていないので、評価の対象になっていませんという意味で横棒に

しております。１年で１つDPが出るのが本当は望ましいかもしれませんけれど、研究計

画によっては２年で出しますというのもありますので、そういうものを含めて、という

ことでございます。

○河津総務ディレクター

財務諸表のところで交付金債務のお話をさせていただこうかと思っていたのですが、

今委員のほうから御指摘のあった１億円の利益のというのが具体的にどういうことを意

味するのか、交付金の収益化のところについては、RIETIの場合、業務達成基準でそれ

ぞれのプロジェクトごとに、そのプロジェクトが終了しているかどうか、終了していれ

ば基本的に予算との差額を利益、あるいは損失として計上します。終了していないもの

に関しては、予算を上回って赤字になっていれば、それは赤字として認識しなければい

けませんけれども、繰り越しがあれば繰り越しをするという形で、それぞれのプロジェ

クトごとに処理をさせていただいております。

○小笠原委員

単純に言うと、交付金債務の２億1000万円のうち、未執行分を除いた分は、そういう

意味では収益化はしなくてもよいということですか。
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○河津総務ディレクター

そういう意味では、未執行分で残っているのは、みんな使うべく予定していたもので、

繰り越しをしているというものです。もう少し細かく申し上げますと、プロジェクトに

よっては、ブレーンストーミングをやって、大体おおむね１年を目処に、その間にDPに

までは出していただきたいということでやっております。年報とかでは、今71本のプロ

ジェクトというふうに御説明していますが、予算の管理という観点からはもう少し細か

く分けているものもありまして、予算の管理上は85のプロジェクトという認識でやって

います。それでは余りにも細か過ぎるので、対外的には少し整理をして、71と御説明さ

せていただいております。85のプロジェクト一つ一つにつきまして管理をしています。

実はその一つ一つのプロジェクトについて、1500万円という大きいのが１つだけあるの

ですが、それ以外はせいぜい300万とか、小さいものだと２万円とか、そういうような

繰り越しでございまして、数が多いものですから、全部積み上げますと、研究だけで80

00万円ぐらいになります。

それから、もともと編纂事業で、執行がテールヘビーになるということで、予算のほ

うは５分の１ずつを用意して、当然１年目、２年目、３年目は余裕が出ますので、それ

を繰り越していこうということで7600万円の繰り越しが出てございます。

それから、あと、大きいものを御説明しますと、さっき研究プロジェクトで1500万円

と申し上げましたが、これは実は先ほどAMUで自動化をして、ボタン１つで計算できる

ものを同じように今まで主に人海戦術で先生方が二次加工統計を出してきているような

ものもございました。そういうものをできるだけ自動化してしまうということで、先生

方からヒアリングをして、システム開発、プログラムを組むための仕様書をずっとつく

ってきています。これをプログラマーを雇って、プログラム化するということで想定し

ていたのですけれども、ヒアリングをしながらつくっていくものですから、どうしても

時間がかかりまして、プログラマーの雇用を予定しておりました1500万円が繰り越され

ているというのが大きなものになっています。それ以外は多くても300万円、小さけれ

ば２万円、大体100万円から200万円ぐらい、大きくてもそのくらいでして、その一つ一

つが重なって研究全体で8000万円になっております。

あと大きいものが１つございます。情報収集管理業務の中で、今私ども機密性の高い

データについて、コンピュータシステムを使って、より守秘性を高められないかという

プロジェクトといいますか、システムの開発をやってきています。これが結構なお金が
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かかりまして、この分がやはり仕様書をつくるのに時間がかかったというようなことも

ありまして、繰り越しになっています。それで4000万円ほど繰り越しになってございま

す。

先ほど委員からの御指摘は、多分使う予定がないまま債務として残しているというよ

うなことはおかしいというような指摘ではないかと思います。そういう意味では私ども

RIETIにおきましては、それぞれプロジェクト、あるいはいろんな事業に当てはめて、

予算を執行しております。ただ、編纂事業は特殊事例でございます。これは将来のため

に計画的に持っていくものです。それ以外については20年度中に支出を予定していたも

のがそれぞれのプロジェクトでは細かい研究会が１回流れて、４月にずれ込んだとか、

そういうようなことが積もり積もって大きなものになっていた。それから、先ほど申し

上げたようなちょっと大きな金額が、それぞれシステム開発というようなものでなかな

か思ったほどのスピードでは進まなくて繰り越しをしたというようなことでございます。

使う予定がないまま、いわば予備費のような形で保留をしてるものというのはございま

せん。

○小笠原委員

同じページで収入が17円億予定どおり入ってきているのだけれども、支出としては実

際に業務活動は15億で済んでいます。１億5000万円ぐらいは低減できたというのは、低

減した業務刷新によるというよりは、今後の支払いとか、そういったテールヘビーにな

っているものに充てられる繰り越しなんだということで理解すればよろしいですか。

○河津総務ディレクター

さようでございます。

○小笠原委員

わかりました。

○松井室長

小笠原委員御指摘の点、ちょっと補足させていただきますと、先ほど１億円云々の話

は、本年３月30日に政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会名で出

されております「平成20年度業務実績評価の具体的取組について」という文書の中に書

かれているものでございます。その２ページに、「「２ 財務状況」について」という

ことで、「当期総利益又は当期総損失については、次の点に特に留意する。●１億円以

上の当期総利益がある場合において、目的積立金を申請しなかった理由の分析 ●経常
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損益では損失を計上していたものが最終的に利益計上となった場合において、その経緯

の分析 ●１億円以上の当期総損失がある場合において、その発生要因と業務運営上の

問題の有無の分析」、これをしてくださいということでございます。

私どもも後でもう１回調べますけれども、当期総利益、総損失につきましては、32ペ

ージの上のほうの予算・決算というところにあります右から３列目の利益というところ

の956万1000円、これに当たるのではないかと思っております。繰越金は繰越金でまた

別だと認識しております。

○小野分科会長

それでは、財務諸表の御説明をいただきましょう。

河津ディレクターから財務諸表、お願いします。

○河津総務ディレクター

それでは、少し話が重複してしまいますけれども、御説明させていただきます。御説

明に当たっては大きな項目に絞って御説明させていただきます。

まず貸借対照表です。資産の部、負債の部がございます。流動資産で現金及び預金が

３億5000万円です。それに対しまして、固定資産です。固定資産は私どもは入居してい

る建物も賃貸でして、建物と書いていますが、これは建物に付随して一体となったパー

テーションです。20年度は特段取得したものは、交付金で購入して減価償却の対象にな

っているものはございません。

負債の部です。運営費交付金債務が、先ほど委員の御指摘もございましたけれども、

２億1000万円ほど債務として残っております。これはつまり繰り越しをしているという

ことです。

それから、未払金が9900万円と、１億近くございます。この２億1000万円と約１億円、

それから積立金、一番下のところでございますが、純資産の部、2700万円ございまして、

これを合わせると大体３億5000万円ぐらいの現預金というのに対応するということにな

ります。

それから、固定負債です。これには資産見返寄付金という費目があります。ここは詳

しく御説明させていただきます。これは運営費交付金ではなくて、科研費に絡むもので

す。資産見返寄付金というのは、要するに寄付金をRIETIがもらって、固定資産の寄付

金というか、寄付物をもらったというのでこの記載が出てくるわけでございます。科研

費は、先生方が交付を受けて、それをRIETIが管理をゆだねられるという形になってい
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ます。RIETIが直接いただくお金ではございません。そうしますと、あくまでRIETIはそ

のお金は預かり金ということになります。しかし、これには例外が１つございます。先

生方が科研費で物を買ったとき、例えば検査器械を買ったとか、そういうものを先生の

個人の所有物にするという仕組みではなく、先生方が科研費で物を買ったら、その瞬間

に買ったものは所属する組織に寄付するということになっています。ここで出てくるこ

の88万円というものは、科研費で非常に高性能のパソコンを買われた研究員がおられて、

その買ったPCを私どもが寄付を受けた形になったものです。そのためにこういうような

見返寄付金という計上が出てくるということです。金額的に全体に影響を与えるような

ものではございませんが、科研費についてはルールがありますので、補足させていただ

きました。

次に損益計算書です。経常経費が研究業務費と一般管理費からなっていますが、経常

経費合計が15億円ぐらいになっています。去年、19年度が17億円ぐらいでしたので、資

金の支出という意味での規模は少し小さくなっています。結果的に繰り越しのほうに反

映されています。

一般管理費３億8265万円、大体19年度と比べて500万円ぐらいの減になってございま

す。

それから、経常収益のところで、先ほど申し上げました自己収入、外部収入が出てお

ります。先ほども申し上げましたが、受託収入が666万7000円、昨年よりも370万円ほど

多い。これはエネ庁の受託が２つあったということです。それから、シンポジウム収入

がありまして、あとは経理処理の関係の項目が幾つか並んでおります。９番の科学研究

費間接費収入ですが、この間接費収入というのは先ほども申し上げましたが、管理を委

託されている法人に対して、直接私ども組織の収入としていただいた分ということにな

ります。これが238万5000円ございます。

雑益が60万１円になってございます。60万は、先ほど申し上げましたが、助成金を20

年度もいただくことができましたので、その60万と１円は為替差益が１円だったという

ことです。そこで、計算しますと、約1000万円の当期純利益が出ます。

次にキャッシュフロー計算書等がございますが、説明は省略させていただきまして、

その次に進ませていただきます。「利益処分に関する書類」というものがございます。

「（案）」と書いていますのは、大臣の承認を得るというのがいわば利益処分が決まる

日と私どもは思っておりますので、「（案）」とつけさせていただいております。この当
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期未処分利益につきましては積立金という形で処理をしたいと思っております。以前、

この場でも御議論がありましたけれども、先ほども出ました目的積立金に積むことはで

きないのかという動きもございますが、やはり自己収入から上がった利益でないと積む

ことはなかなか難しいというか、認めないということだそうです。組織総体として９９

％交付金に依存しておりますので、実際上認められないということと理解しております。

あと、附属明細書、特に運営費交付金をどういうふうに使ったのか、どれだけ債務が

残っていて、その理由は何かというようなことが独法会計基準でも年々詳しく説明する

よう求められています。資料の８ページ以降になります。それぞれ何年度にもらった交

付金をどのように使ったのか、結果として、いつもらった交付金が、どれだけ、何のた

めに残っているのかというようなことが記載してございます。一つ一つ説明をすると長

くなりますので、省略させていただきますが、要するに18年度、19年度、20年度と編纂

事業の４年目、５年目のために繰り越している部分がございます。これが18年度からの

交付金が残っているという理由になります。それから、20年度につきましては、先ほど

申し上げましたけれども、プロジェクトとか一部業務で年度内に終了せずに繰り越して

いる。あるいはプロジェクトはもともと年度をまたがるというようなものもございます

ので、繰り越しをしているというようなことで、合わせて２億1000万円ほど繰り越しが

あるということになっています。それを細かく分けて記載しているのが附属明細書とい

うことになります。

簡単でございますけれども、以上とさせていただきます。

○小野分科会長

財務諸表の説明、ありがとうございました。

財務諸表が出ましたので、監事の監査概況をお願いしたいと思います。菅沼監事から

お願いいたします。

○菅沼監事

監事をしております菅沼でございます。

私と、本日欠席しております八田監事、私たち監事が独立行政法人通則法に基づきま

して、平成20年度独立行政法人経済産業研究所の会計及び業務監査を行いました。

監査報告書書をお手元にお配りしましたので、御覧ください。

監査の方法ですが、私ども監事は毎週月曜日、幹部会議、その他重要な会議に出席す

る他、理事等から事業の報告を聴取し、また重要な決裁書類を閲覧しております。さら
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に、定期及び臨時監査におきまして業務及び財産の状況を調査、同時に会計帳簿、証憑

書類の歳出等の調査を行い、財務諸表、事業報告書及び決算報告書につき、検討を加え

ました。

監査の結果でございますが、お手元の監査報告書の２の（１）から（９）に記載のと

おりでございます。このほかに特記すべき事項はありません。

以上でございます。

○小野分科会長

ありがとうございました。

以上で評価に関する報告が全部出そろいましたので、質疑応答をお願いいたします。

何かございましたら御質問どうぞ。

古城先生どうぞ。

○古城委員

最初に説明していただいたところなのですが、研究領域が３つあります。その評価と

いうところで、経産省の政策基盤領域代表者にテーマがニーズに合っているか、あるい

は内容が政策形成に貢献したかどうかというアンケートをとられたということですが、

領域３だけが数値が他の領域に比べると低いと思います。ここは何か、例えばプロジェ

クトの立て方とか、何か特別な事項があって経産省のと間のやりとりが他の領域と違う

ようなことがあったのでしょうか。お伺いしたいと思います。

○松井室長

事務局のほうからアンケートをとりましたので、こちらから答えさせていただきます。

まず領域１、２、３、それぞれの関係者の考え方としましては皆さん一緒で、RIETI

に対して非常に期待しています。成果物は積極的に使いたいということを皆さんおっし

ゃっております。感じ方につきましても１、２、３の領域の方々、ほとんど同じでして、

たまたま領域３の方が非常に期待感が強くて厳しめに点数をつけたということがござい

ます。

ここに書いてありますとおり、経産省側のコミュニケーション、経産省側のからの対

応というのもまずいところもあったのではないというところもあります。また、お互い

にコミュニケーションがもっと密にできたらとか、彼らは政策のほうは日々刻々と動い

ているのですけれども、それに対して研究のほうは成果が出るまで時間がかかるという

ことで、中間状況だけでも知りたいというような、そういった要望がございます。課題
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としては、経産省側の今回の要望にどう答えているかというところです。今後より一層

コミュニケーションを密にして、RIETIと経産省の間の協力関係をいいものにしていき

たいということもあります。そういった期待感が、現状より高見を目指して欲しいと言

うことで、辛口の評価になったのだということで御理解いただけたらと思います。

○古城委員

そうしますと、他の領域は割とコミュニケーションがとれているのに対して、という

わけでもないことですか。

○松井室長

他の領域の方も皆さん同様のことを仰っていて、特に領域３の方がかなり熱心に活動

されています。それゆえに辛口になっていると思われます。

○古城委員

わかりました。

○小野分科会長

10ページの一番上のところにアンケート対象の方の名前が書いてあります。企画調査

室長とか、国際経済課長とか、北東アジア課長とか、いろいろ自分たちはやっているの

だけれどもという感じがあるのではないかと推定します。

及川さん、何かコメントありますか。

○及川理事長

いただいた評価は私どもにとってはショックでした。率直に申し上げて一番コミュニ

ケーションをとっていて、意思疎通ができていると思っていたのがこの通商政策局では

ないかと考えておりました。それだけに十分受けとめてやらなければいかんかなと思っ

ております。

ただ、２つ非常に難しい問題があって、やはり本省の方は、１年ないし２年で人がお

かわりになるために、プロジェクトのほうが先行している途中で人が変わってしまうケ

ースがあります。そうすると途中から入られた人は、RIETIの研究は何をやっているん

だろうという疑問はどうしても出てきてしまいます。もう１つは、そもそもRIETIの理

念として、本省の下請的な存在にはならないようにということが再三御指摘をいただい

てきた経緯もございまして、どういう形で本省の御要望にこたえるかという点が難しい

ところであると考えています。

一応研究を進めるプロセスの議論を行う３段階の各段階で、必ず経産省の関係者・関
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係課室にはお呼びかけをし、研究会も全部連絡をしているのですが、本務の多忙さもあ

ると思いますので、こちらか積極的に声かけをやらなければいけないのかなと改めて思

った次第です。

ただ、さっき申し上げましたように、85のプロジェクトを担当のところに手分けして

誰が声をかけに行くのかといった場合に、人員的に難しい問題もあります。ただ、政策

担当の方たちとの定期的な何らかのコミュニケーションをとるべきか、と思っておりま

す。一番の問題は両方のスケジュールを合わせることが難しいということです。

我々としては御連絡はしている、という気持ちはあるのですが、むしろこちらから伺

うくらいでないと経産省とのちょうど良い距離を保てないのかと反省している部分もご

ざいます。

その一方で、概要版、サマリーを日本語にというのは、そこだけのために各研究者に

またお願いするは、予算的にも難しい問題であります。広報誌すらも大きな流れは予算

上減らしていけという声も多い中、どういう形でやるかということについては、考えて

みたいと思っております。

○小野分科会長

ほかにありますか。

○小笠原委員

内容の確認です。今の件は、資料３－５の、これはDPごとですけれども、DPごとで評

価をしていたときのドメイン３のMETIマル２の評価が低かったことは関係があるのです

か。

○及川理事長

まさにその点についてです。

私どもがやっているアンケートは担当課となる関係の部署に直接やったところは比較

的いい評価はいただいているのですが、基盤政策研究領域代表者の方たちによって研究

領域全体を御覧いただいた評価です。確かに領域代表の方は全部てのDPに目を通される

のは率直に言って難しいとは思っています。

○山田副総務ディレクター

１点だけ補足させてください。

資料３－５の表の関係と、今、古城先生から御質問いただいた基盤政策研究領域３の

評価は直接関係はしておりません。
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我々に対する評価というのは３層構造になっております。イメージとしてとらえてい

ただきたいのですが、基盤政策研究領域全体を見るのは、本省の事務局から本省の領域

代表者という課長級に大所高所から森を見てもらうというものです。基盤政策研究領域

３のほうは古城先生が御指摘いただいたところで、これはちょっとコミュニケーション

ができなかったかもしれないとうことで、他の領域と比べて代表者からの評価が低くな

ったものです。

資料３－５の青い欄は、ＭＥＴＩマル１、マル２と書いてございますが、こちらはRI

ETIから本省の課長補佐級に対して個々のプロジェクトごとについて見てもらうという

ものです。それが２層目で、プロジェクトという中間の単位、先ほどが森であれば林と

いう単位で評価してもらうというものです。それがこちらのＭＥＴＩマル１、マル２と

書いています。事務局が取られたアンケートとは別ですので、我々がつくった表にある

ＭＥＴＩというのは今御説明申し上げたものです。そちらの特定のプロジェクトがちょ

っと低い評価があったということです。

それから、もう１つ、資料３－５の表でDP評価と書いてございますのが、今度は、森、

林とくると木で、最小単位での評価です。個々のプロジェクトの中の個々の論文につい

て評価してもらったものとなっています。これは経産省ではなくて、外部の大学の先生

に出していただた評価です。以上です。

○河津総務ディレクター

資料４で申し上げますと、２ページ目の「イ」と書いてあるのが、今、山田副ディレ

クターが申し上げた森を見るものです。事務局が調べた領域代表者という課室長からの

評価の結果です。それから、「ウ」となっておりますのが林の単位で、RIETIから経産

省の担当課に評価を受けているものです。それから、４ページでございますが、「カ」、

外部レビューアーというのが木の単位で評価するという、大学の先生に見ていただいて

いるものです。こういうことで資料４の中に記載されているということです。

○小笠原委員

森の評価についてですが低く出ています。

○及川理事長

林と木はいいんですが、森の中の一部が低めの評価になったものがございました。

○藤田所長

私も反省していまして、コミュニケーションが足りなかったと思っています。経産省
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の課室長は大変お忙しい方々です。その方々と何らかの形で定期的にコミュニケーショ

ンを図るということも、全体の研究を高める上で、考えていかなけばいけないのではな

いかとも思っています。

その上で経産省の幹部の方々の思いと我々が行っている研究で、実際やっていること

と、それを踏まえての話し合いを持ったら更にいいのではないかという気もしておりま

す。それについてはまた検討してみたいと思います。

○佐藤副所長

通商政策局とはシンポジウムやBBL等を含めて様々に議論を行うなど、最も経産省で

は使っていただいている部局であると認識していたため、基盤政策研究領域３の代表者

からの評価には驚いているというのが、正直なところです。

ただ、この評価を踏まえてやるべきところは、改善すべきところはしないといけない

と思っています。

○藤田所長

補足させてもらいます。例えばそれぞれのDPとか出ているのはものすごく学問的レベ

ルが高いわけです。

ただ、その出てきたものが、政策現場にいる課長級の方々に直接役立つか、あるいは

政策に直接関係するというような形での成果のまとめ方といった面で、ひとつ工夫する

必要があると思います。

DPでは、相関係数幾らとか、ものすごくアカデミックにジャーナルに発表するには非

常に高度の研究とかあるわけですが、そこから何を読みとるかというのは必ずしも容易

ではないわけです。そういう成果を直接言葉で説明する機会をつくれば、言葉で説明す

れば、なるほど、ということになるものも出てくるわけで、その辺も今から工夫してい

きたいと思います。

○及川理事長

所長はDP検討会では必ず政策インプリケーションはと聞かれます。大体ほとんどのDP

は最後のところに政策的インプリケーションは書いてくださっているものが多いのです

けれど、さらに徹底してやらなければいけない時期なのかなと思います。

○小野分科会長

ありがとうございました。

まだまだ努力が足りないところもあるということで、非常にいい御指摘をいただいた
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ということと認識していただけると幸いです。使ってもらえるところがあって、お客様

があって物をつくるというわけです。お客様も１年でどんどんおかわりになるかもしれ

ませんが、顔が見えているのは間違いないので、いろんな階層、段階で意思疎通はよく

するということが必要なのだと思います。

４時近くになってまいりましたので、一応報告会はこれで終わるということにして、

資料６のほうに移ってまいりたいと思います。

資料６の説明と、後、事務局からの次のスケジュールの説明等をさせていただきたい

と思います。松井さん、お願いします。

○松井室長

資料６は、毎年つくっております実績評価の記載例でございます。これは例年どおり

でございますので、省略させていただきます。

次の資料７です。７も実は19年12月19日の改訂版なので、昨年と全く同じでございま

す。簡単に御説明させていただきます。まず資料７の（３）の評価方法でございますが、

評価方法としましては、業務運営の効率化に関する事項や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、３として財務内容の改善に関する事項、４そ

の他業務運営に関する重要事項、ここら辺は評価の基本としてほしいということでござ

います。

次のページを開いていただきますと、マル１として、業務の効率的な実施の観点から、

契約形態の選択がきちんと行われているかどうか、役職員の給与等の水準は適正かどう

か、資産を有効に活用されているか、欠損金、剰余金の適正化に向けた努力が行われて

いるか、リスク管理債権の適正化に向けた努力が行われているか、こういったところを

視点にしていただきたいというものです。

（ハ）と書いてあるところに、例年やっていただいておりますが、評価に当たっては

標準的に達成された場合をＢとするということで、評価項目ごとにＢとなる基準をあら

かじめ明示するものとするとして、例えばＡＡですと、「質・量の両面において中期計

画を超えた極めて優れたパフォーマンス」、Ａは、「質・量のいずれか一方において中

期計画を超えて優れたパフォーマンス」、Ｂは、「概ね中期計画を達成」、Ｃは、「質・

量のどちらか一方において中期計画に未達」、Ｄは、「質・量の両面において中期計画

に大幅に未達」というような視点で評価いただきたいということです。

続きまして、資料８としまして、これも昨年と全く同じことが書いてございます。
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「独立行政法人経済産業研究所の平成20年度業務実績の評価の進め方について」という

ことでコメント欄の記入の仕方を書かせていただいております。

資料８の次に参考資料１としまして、こちらの評価シートの記入方法でございます。

評価方法につきましては以上でございます。

○小野分科会長

ありがとうございました。

一言で言うと、去年と同じようなやり方をしましょうねということだろうと思います

が、特に問題がなければ前年どおりの評価をこの会としてはやっていきたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、最後に、これからのスケジュール、何かコメントがありますか。お願いし

ます。

○松井室長

一番最後に参考資料２という資料があると思いますが、こちらのほうに今後のスケジ

ュールを書かせていただいております。

本日の第29回RIETI分科会の内容を踏まえまして、委員の皆様には６月17日まで評価

・コメントを記入の上、評価シートを事務局へ提出いただきたいと思います。

その後、６月24日に第30回RIETI分科会を開催させていただきまして、財務諸表につ

いての審議及び業務実績の評価について審議、各委員の評価・コメントを集約の上、分

科会としての評価を決定させていただくきます。その後、分科会の評価結果を親委員会

に報告ということで、７月中旬に予定されております独立行政法人評価委員会、親委員

会のほうで評価、審議、決定いただくということになっております。

評価・コメントの記入に当たりまして、何か御不明点がありましたら事務局まで御連

絡いただければ幸いです。

以上でございます。

○小野分科会長

次のスケジュールは、委員の皆様には６月17日までに評価のシートを書き込んでくだ

さいということでございます。時間的には去年よりは１週間ぐらい短くなっております

が、よろしくお願い申し上げます。

今回はいろんなデータをたくさんそろえていただいたりして、いろんな角度からのコ
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メントができると思いますし、どうも雰囲気的には親委員会のほうは、去年は随契とか、

そういうところに焦点を当てて議論になったと思うんですが、今年は関連法人みたいな

ところがどうも焦点になるのかもしれないなというのが、先日の評価委員会に出席した

際の感想です。

ということのようですので、RIETIの立場からすると、そういう議論になるテーマが

ないので、きちんと先ほど言われていたような連絡を密にしてとか、あるいはほかの組

織との関係をどうするかとか、これからの次の中期計画をつくっていく上でこういうふ

うにしたほうがいいのではないかとか、そういうコメントをつけ加えていただけるとあ

りがたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。

時間になりましたので、ここで分科会を終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。

――了――

問い合わせ先

経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室

電話：03-3501-0650

FAX：03-3501-6590


