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独立行政法人経済産業研究所分科会(第30回)

日時：平成21年6月24日（水）15：00～17：00

場所：経済産業省別館940共用会議室

議題

独立行政法人経済産業研究所の平成20年度の業務進捗状況について（経過報告）

議事内容

○小野分科会長

それでは、時間になりましたので、第30回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分

科会を開催いたします。

早速議事に入ります。本日の議題は２件ございまして、１つは前回、研究所から説明

をいただいたものですが、財務諸表の決議を致します。その後、20年度の実績評価とま

いりたいと思います。

事務局から資料の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をさせていただきます。お手元の配付資料、資料１とい

うものが資料１―１から１―４までございます。それから、資料２という横長の大きな

ものが１点ございます。これで合計５点。それと、参考資料として１、２とありまして、

２点ございます。さらに、委員の方のみ卓上配付資料が２点ございます。不足等ござい

ませんでしょうか。

今、分科会長から説明がありましたとおり、前回、平成20年度の財務諸表につきまし

て経済産業研究所からご説明いただいて、審議もいただいているのですけれども、財務

諸表の議決につきましては、経済産業大臣の諮問を受けて、評価委員会で審議すること

になっております。このたび、正式に諮問の手続きが事務的にも完了いたしましたこと

を受けまして、改めて財務諸表について議決をいただくということとなりました次第で

す。

続きまして、議決いただきました後、今度は平成20年度の業務実績評価について、事

務局から各委員の皆様のコメントを説明するとともに、経済産業研究所から補足すべき

点について説明、発言をいただいた後、ご審議をいただくというと考えております。

なお、平成20年度の業務実績に関する評価の結果につきましては、規定によって常勤
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役員の業績給の支給に勘案されることとなっております。

業績評価の審議中は、まことに申しわけありませんが、経済産業研究所には退室いた

だきます。

ご審議いただいた評価結果につきましては、７月15日に開催される予定であります評

価委員会へ報告させていただき、そこで最終的な評価が議決されるということになって

おります。場合によっては差し戻しによって再度評価をいただくという可能性がござい

ますので、あらかじめご留意ください。

また、議事録と議事要旨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になっておりますので、ご承知おきください。

事務局からは以上です。

○小野分科会長

それでは、第一の議題からまいります。

お手元に財務諸表に関する資料が１―１、１―２となっています。前回と同じ資料で

す。前回、研究所から説明があり、また、質疑応答を含めて議論を行っています。その

ため、議論はおおむねすんでいると認識しております。残っていることは手続上の問題

として、分科会での議決が必要となっているものです。

小笠原委員、古城委員、これにつきまして、何か追加で議論をしたい事項、質疑応答

はございますか。

それでは、第一の議題は原案どおりと、議決をさせていただきます。ありがとうござ

いました。

それでは、次の議題、平成20年度業務実績評価にかかる議論に入りたいと思います。

事務局からコメントしていただいて、評価委員会による指摘、評価のポイントがあら

かじめ示されているため、その辺中心に説明をお願いします。

○松井室長

まず委員の皆様にいただきましたコメントの前に、評価委員会から毎度指摘されてい

るポイント・指摘事項について説明させていただきます。

前回説明させていただきましたとおり、評価に当たりまして、まず評価の標準はＢで

あるということで、目標値を達成したということだけですとＢということであります。

Ａ評価以上の評価をつけるということであるならば、何らかの加点すべきポイントがあ

るという認識の元、そこについての説明が必要であるということです。
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なお、毎回、評価委員会で指摘されるのでございますけれども、目標値をクリアして

いるということに関しては、目標値が低過ぎるのではないかといわれております。当該

年度の実績が、目標値を２倍、３倍上回っているというのは目標が低過ぎるのではない

かということを指摘されるため、こういう点も含めて、評価のご議論をいただけますよ

う、お願いします。

さらに、ラスパイレス指数が事務職員、技術職員が上がってきています。これは、ま

だ国家公務員を100とした指数としては、これを下回っていますが、この辺りはしっかり

分析して、国家公務員平均を上回らないように対応することについて、RIETI側には、ご

留意いただけますよう、お願いします。

次に随契、契約についてです。随契比率は金額ベース、件数ベースともに下がってき

ておりまして、努力の跡がみられているということですが、金額ベースでは全独法平均

を若干上回っております。

さらに、経済産業省所管の11独立行政法人のうち、金額ベース、件数ベース両方とも

目標をほぼクリアしているというのが４法人あります。この辺りについてもご留意いた

だければ幸いです。

では、次に委員の皆様からいただきましたコメントの抜粋を読み上げさせていただき

ます。横長の資料２の１ページ目から17ページ目に当たります。委員の皆さんにはコメ

ント一覧ということでＡ４の横の紙をお配りさせていただいておりますので、こちらを

ご参照ください。

まずⅠとしまして、サービスの質の向上、調査及び研究業務です。コメントを紹介さ

せていただきます。

大学教授等による外部レビューアーによる評価はおおむね高水準であったと思われる。

METIの関係課室へのアンケートも一部Ｃ評価があるが、おおむね高い評価を得ている。

METIの基盤政策研究領域代表者に関する評価結果については、(3)の経済のグローバル化、

アジアにおける経済関係緊密化と我が国の国際戦略の研究については厳しい評価であっ

たということで、学術的には非常に高い評価を得ているものの、政策反映させるための

繊細な工夫が足りなかったと思われるため、この点については今後の課題として認識す

る必要があるのではないか、というコメントをいただいております。

続いて、平成20年度の目標値を大幅に超えて達成しており、外部の専門家の評価でも

大変高い評価を得ている。各領域における代表プロジェクトは、どれも政策的に貢献し
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得るものであります。しかしながら、複数年にわたり成果が出ないプロジェクトについ

ては、継続を再考することも必要であろうということでございます。

研究領域の研究プロジェクトについては、政策形成への研究成果の貢献という点では

大変高く評価できる一方で、政策当局による評価が低いものもあるので、政策当局との

コミュニケーションを密にして、政策形成へのより一層の貢献を行うよう、今後の検討

が望まれる。

続きまして、RIETIサイドから政策当局者への働きかけの場、懇談会を理事長、所長の

レベルで意見交換することが望ましい。20年度は全般的に19年度より高い評価ができる

し、インターネットに登場する回数等からみると、RIETIの存在感が相当高まっているよ

うに感じられる。時流を変えていく研究成果を今後も期待したい。

まずサービスの質の向上につきましては、以上のようなコメントがございます。

これにつきまして、委員の皆さんからご質問等ありましたらお願いします。

○小野分科会長

最初に、４点ほど評価委員会事務局を通じて指摘がありますが、その前に、Ａ評価を

つけるのだったら加点ポイントがあるだろうという点、目標値の設定についてありまし

た。

委員のみ配付の資料ですが、お手元の資料をご覧ください。20年度の実績と19年度の

実績を並べて、設立初年度から20年度までの平均を出しました。平均値に対して20年度

の実績はどうであったかということで、これをみていきますと、実績が平均を下回って

いるのはものがあります。一つは、シンポジウムの開催件数です。１期から20年度まで

の実績が 9.4件だったのが20年度は７件でしたということで、25％ぐらい少なくなって

います。これは、19年度が14件だったのですけれども、今回７件に減っています。これ

は、ワークショップ等の開催、あるいは編纂の中間報告会という回数を入れるとクリア

するわけですけれども、数字だけ並べると減少しています。

二つ目として、BBLセミナーの開催件数です。設立初年度から20年度までの実績が71.

9件ということになっていて、20年度が69件、19年度が64件、全体の平均からすると３件

ほど落ちています。その一方で、19年度よりは増加しております。

三つ目として、ニュースレターが月に 4.2回でした。設立初年度から20年度までの実

績なのですが、20年度は月に４回、広報誌が年に５回ということで、 平均の4.2回と４

回を比較すると若干減少していると。この３点を除くと、他の項目はすべて20年度の実
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績平均を上回っています。全体のRIETIの活動が推移としてどうなっているか、資料の数

字はみえるようにしまして、目標をクリアするということ、あるいは19年度の実績を上

回ること、過去の総平均との関係について、コメントをしたほうがいいということから、

このように資料を整理しました。

それから、給与水準の国家公務員比のラスパイレス指数が100を超えないようにという

ことですが、20年度は99.5となっています。20年度については19年度より上がっていま

すので、これも後で研究所から将来の見通し、なぜ上昇したのかについてコメントを頂

きたいと思います。

それから、随意契約についてその改善について以前より指摘されていますが、前年度

と比較して改善はしているものの、目標にはまだ到達していません。ですのでこの評価

の中で随契のウエートを効率化の中でどのようにみるかということをで評価していきた

いと思います。

それでは、最初のテーマ、サービスの質の向上ということで、調査及び研究というこ

とでありますが、ウエートとしては40％のウエートがある分野です。これは、事務局か

ら読み上げていただいた委員限りのお手元の資料に書かれているとおりです。

ついては、第三者が見たときにどこが評価された点であるのかという、加点のポイン

トを、さらに我々の意見を加えてコメントする必要があると考えています。

まず、先に研究所から自分たちはこのようにしてよかったと思うということと、前回

の報告で説明がまだ足らないと思う点があれば、追加のコメントを頂きたいと思います。

それでは、及川理事長から。

○及川理事長

ありがとうございます。

評価されたポイントにつきましては自画自賛的になるので、なかなかいいにくいとこ

ろがあろうかと思います。ですので、我々として力を入れたポイントについて追加的に

お話をさせて頂きたいと思います。

１つは、やはり論文の量が、19年度も結構多かったわけですが、20年度はそれ以上に

相当多く出てきているかと思います。その多くが外部の研究者による評価でも高い評価

を頂いた、経済産業省からも高い評価を頂いた点が、職員にとっては大変ありがたかっ

たことではないかと思います。

と申しますのは、やはりプロジェクトがふえますと、かなり多くの事務的な処理が必
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要になるわけです。19年度においては、職員への負担がかなり多くかかっていました。

しかしだからといって、その中で、立ち上がったプロジェクトをやめるわけにはまいり

ません。ですので、所内の体制を見直し、それによって、それなりの個数のプロジェク

ト増加に対しても耐えられるようにいたしました。そのおかげで、20年度は質的、量的

にプロジェクトに対応し得る体制ができるようになったと考えております。

ただ、ご指摘もございましたように、現在のプロジェクト数が組織全体にどれだけの

負担がかかっているのか、費用対効果から効率的にできているのかという観点もござい

ます。

したがいまして、整理すべきものは期間中であっても、要不要を検討し、事務的に無

理がかからず、同時に与えられたミッションを的確に処理し、優れた研究成果を出せる

ように、体制を固めたいと思っています。

それからもう一点ございます。シンポジウム等につきましては、かなり対外的なイン

パクトのあるメッセージが発信できたのではないかと思っております。ワークライフバ

ランスに関する、RIETIの成果は、拠点的なメッセージという形で広く認められつつある

かと思います。これは今年度にまたがってしまい、背景をなしました労働の研究の発表

が今年度の４月、シンポジウム自体も今年度にかかっております。そのシンポジウムで

発表されました成果は、昨年度の研究等を踏まえて発表させていただいたものですが、

これについては恐らく現在の労働問題に関する最も体系的かつすぐれたメッセージが発

せられたのではないかと考えています。マスコミ等でも取り上げられました。

したがいまして、件数は確かにシンポジウムは減ったのかもしれませんけれども、評

価においてはマスコミ等の注目も含め前年度よりかなり大きくなっているのではないか

と思います。

三点目は、数値目標ではございませんが、海外とのネットワークが非常に多様になり

つつあります。ヨーロッパのCEPR、中国のDRC、そしてアメリカのハーバード大学等とも

それなりのリンケージができ、中国とは共同研究の成果第１号が昨年度から今年度にか

けできました。

また、CEPRとは数回に及ぶ共同セミナー等を交互に行うまでになりました。そういう

点での国際的なネットワークの形成は、昨年度明らかに飛躍的に伸展したのではないか

と思っております。

ラスパイレス指数に関しては、河津総務ディレクターから報告させたいと思いますが、
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構造的にかなり難しい問題がございます。後ほどお願いします。

それから、随契です。確かになお下げれば下げられるものが１、２点はあろうかと思

います。ただ、例えば不動産賃借の契約のようなものは下げることは難しく、また、研

究所という性格、整理合理化計画における資金の効率的な活用のため共同研究を積極的

に行うようにと言う指摘事項との関係上、共同研究契約もむやみに切ると言うことも難

しく、パーセンテージ、金額ともに明らかに改善すべき随契以外は減らして行くにも限

界があるという点はご了解いただきたいと思います。

○藤田所長

RIETIを第三者的視点から見た場合、日本における経済に関する政策研究の存在感、プ

レゼンスは強くなってきていると思います。といいますのは、DPの数だけではなく、私

が所長に着任して３年が経ちましたが、質も着実に高まってきていますし、今後も高ま

ると考えています。これは私の感じだけではなく、他の外部の研究者の方々もそうした

視点でRIETIの研究を非常に注目されていると聞いています。

もう１点、経済産業省に対して政策研究でどれだけ貢献しているかということであり

ますが、全般的には高い評価をいただいていると認識しています。また、RIETIの研究は、

例えば通商白書にも引用していただいていますし、こういった形での貢献は他にも無数

にあると思います。

しかしながら、私自身は経済産業省と我々の間のコミュニケーションには、まだ改善

の余地があるとも考えています。政策の方針を決めるレベルの担当者とも積極的に意見

交換をする場をつくるということを進め、意思の疎通を進めていきたいと思っています。

以上です。

○佐藤副所長

昨年度の秋からの世界的な経済危機に対する、分析・研究成果の発信のためのワーク

ショップの開催、所内においてここに重点を置くチームを作り、分析・研究を行ってま

いりました。今年度になりますが、７月にはこの関係のシンポジウムを開きます。

こういった形で時勢に適切な対応をすることも一つのミッションであるととらえ、従

来の研究に加え、対応をしていくことも必要だと考えています。

○小野分科会長

ありがとうございました。

それでは、給与水準のラスパイレス指数についてコメントをお願いします。



- 8 -

○河津総務ディレクター

資料２の資料の32ページをご覧下さい。32ページの一番上に参考５ということで、職

員と国家公務員の給与水準の比較と、マル１、ラスパイレス指数の状況がございます。

先ほど事務局からご指摘いただきましたのは、左側の事務・技術職員の数字が対国家公

務員（行政職（一））の比較で99.5であるという点です。

基準の100となるラスパイレス指数は全国家公務員、したがいまして東京に勤務してい

る方だけではなく、すべての地方支分部局まで含めたものです。これを３歳ごとの層に

分けた上で、全国の平均のデータをとり、それを100として、独立行政法人の各年齢層の

職員が国家公務員比でどれだけの水準になっているのかというのを出し、さらにそれを

平均するという形で組織全体を出すというのがラスパイレス指数の計算方法です。

まず、99.5という数字の水準についてでございますが、今申し上げましたとおりこの

水準は国家公務員の全国平均を 100としてRIETIが99.5であるということです。

ここで注意して頂きたいのはRIETIは東京にだけしかございません。その上で、ごらん

頂きたいのは、地域勘案というものです。これとの比較の場合、RIETIは87.4です。

実は、国家公務員の給与には、地域手当がありますので、東京などの都市部の水準が

高く出る傾向があります。そこで、例えば東京だけにあるRIETIのようなものを都市部の

国家公務員の水準と比べた場合、国家公務員の東京だけの平均はの方が高くなり、RIET

Iは低い水準となります。

それから注意して頂きたい点が一点ございます。学歴勘案です。これは高学歴は総じ

て所得が高いということを反映した水準を100として計算したものです。これがRIETIは

97.2ということになります。

この地域勘案と学歴勘案の両方を勘案したものが85.5、すなわちRIETIと同じような職

員構成で東京のような都市部の国家公務員の中から選んで母集団とすると、RIETIは85.

5ということです。

つまり、国家公務員の水準と比較する場合、地域勘案、あるいは地域・学歴勘案をみ

ていただくのが水準にご留意頂きたいと考えます。

では次に、去年度より全体平均の水準が上がってきている点ですが、現在のところ、

人員規模が小さいRIETIは定年退職者がおらず、また新規採用者がいない状況ですので、

年度を追うごとに、平均年齢の構成が高まっています。そのため、定期昇給により、相

対的に給与が上がっていく一方、国家公務員は大きく年齢構成が変動しないということ
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と比べると、総じて、給与の水準は上がって行かざる得ないという状況です。

なお、参考までですが、その下の参考６というところで、これはRIETIだけではなくて

全独立行政法人が努力しているところですが、国家公務員にならって人件費の総額の抑

制に努めています。RIETIの場合、参考６をみていただきますと、総人件費を減らしてい

こうということで、17年度を100として、18年度は１％あまり増加しましたが、19年度、

20年度と減少してきております。小さい組織でございますので、人の異動で大きく動く

ため、必ずしも減少傾向が今後続くというわけではございませんが、絶対額ということ

では目標達成しています。ですので、人件費全体と言うことでは、ラスパイレス指数の

みならず、ほかのところも含めてぜひご評価を頂ければ幸いです。

以上でございます。

○小野分科会長

以上で全体的なコメントをしていただいたと理解させていただきます。

もうサービスの質の向上に入ってしまったのですが、事務局からサービスの質の向上

のマル２、その次の業務運営の効率化等、それぞれコメントしていただき、その後、コ

メントに対して研究所から、コメントについて誤解点などに対する説明、委員の皆様か

らコメントの書き方ついての再コメントを頂きたいと思います。

最終的な集計とか評価は研究所の皆さんが退席後、まとめたいと思います。

それでは、最初のサービスの質の向上①というテーマで各委員からいただいているの

がペーパーに落としてありますが、何か補足されることはありますか。

なければこれでよろしいということにしたいと思います。

それでは、サービスの質の向上については説明が終わったということにして、次のサ

ービスの質の向上マル２を事務局からコメントしてください。

○松井室長

資料２でいきますと18ページから22ページに当たるところでございますけれども、サ

ービスの質の向上マル２、２．政策提言・普及業務についてということでございますが、

主なものだけ読み上げさせていただきます。

政策提言・普及業務、シンポジウムの開催数、BBLの開催数、ホームページのヒット数、

それぞれ目標値を上回っている。シンポジウムについては、海外との研究交流を通じ、

海外への発信、研究交流の成果の国内への発信を行うなどで評価できる。シンポジウム

の参加者の満足度も８割以上である点、高く評価できる。ホームページのヒット件数も
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増加し、認知度が高まっていると推定できる。広報誌の内容も工夫されたものになって

きている。ただ、広報誌による広報の広げ方が課題であろうと。政策提言・普及業務の

外部レビューにおいても、おおむねいい評価がある。

続きまして、出版物については、19年度８冊に対して20年度は６冊となったものの、

シンポジウム、ワークショップ、中間報告会の開催等、いずれも中期目標を上回ってい

る。注目すべきは、ホームページのヒット件数が大幅に伸びていると。しかも、英語サ

イト、中国語サイトが非常に大きな成果といえる。さらに、小林上席研究員とクルーグ

マンとの論争、さらに山下上席研究員の『農協の大罪』も一般の人に広く読まれたりし

た。

続きまして、アウトカム指標として、他省庁、地方公共団体等、多方面に対するアン

ケート結果では、昨年に引き続き前年度の評価よりも低く、十分とはいえない結果にな

っている。METI以外の評判が逓減していることは、第一義的ではもちろんないが、目を

向ける余地はあるということです。

続きまして、３．資料収集管理統計加工及び統計管理業務につきましてです。引き続

き本年も効果的、効率的な政策研究の必要なデータベースの構築に対して成果を上げる

ことができたと思われる。JIPデータベースやこれまで手作業でやっていたものを合理化

し、データベース化したAMUのアクセス数が目を引いたということです。

研究所の強みの１つがデータベースの構築であると。AMU and AMU Deviation Indica

torsという新たなデータの提供も始められ、利用されている。政策的にも研究面でも社

会的な貢献といえる。

続きまして、４．政策研究・政策立案能力の向上支援業務。シンポジウム、BBLセミナ

ー参加者の満足度は高く、目標値を大幅に上回っている。BBLについては、開催数が多い

にもかかわらず満足度は高く、経産省職員の業務にも貢献している。コンサルティング

フェローの能力向上については、DPの作成を通じて行う点評価でき、より多くのコンサ

ルティングフェローが取り組む体制につながることが期待できる。

サービスの質の向上マル２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す。

両先生から追加のコメントはありますか。

よろしいですか。では、続きをお願いします。
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○松井室長

Ⅲ．業務の効率化です。

５．マネジメントに関する事項として、流動的雇用形態の割合、管理部門職員の割合

においては目標値を達成しており、評価できる。業務刷新に直結するグループウェアに

よるプロジェクト進捗管理の情報共有が進んだこと、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を設けたこと等の業務刷新活動が特筆される。

６．入札・契約に関する事項。契約については、前年度から大幅に随契を減らすこと

ができた。目標値には及ばなかったものの、理由は納得できるものである。入札、随契

について、さらに改善の計画ありと。件数で10％、金額で20％を切りたい。随契は、前

年に比べて件数ベースで47％、金額ベースで33％減少しており、比率の低減に向けた大

きな改善がみられる。

７．役職員の給与等の水準の適正化。特に大きな問題点はみられない。妥当性に問題

はないと考えられる。任期つき採用等の雇用形態で政策研究、提言活動を行う能力を有

する職員を雇用するには、給与額が相対的に高くなることはやむを得ない。

Ⅲは以上です。

続きまして、Ⅳ．財務内容につきまして、資料の33ページから最後の35ページまでに

当たります。

８．予算管理に関する事項としまして、運営費交付金債務が２億円以上残っているが、

原因としては通商産業政策史編纂業務の繰り越しと研究プロジェクトの立ち上げのおく

れなどによるものとのことである。自己収入についてもそれなりの努力があったものと

評価できる。予算管理の適切さがＢ、固定経費の割合が26％である。

９．収入に関する事項。平成19年度からの課題であった外部資金の導入については、

科研費が採択され、目標値を達成できたと。政策研究という本研究所の任務からすると、

科研費を多額に獲得することは必ずしも適切とは思えないので、この程度の金額が適切

ではないかと考える。収益拡大の努力として、自己収入 319万円、受託収入 667万円、

科研費 1,144万円ということで、収益拡大についての意識が向上し、組織としての合理

化・改善意欲が向上した。

以上です。

○小野分科会長

ありがとうございました。



- 12 -

事務局からの説明は以上です。特に追加のコメント、問題がなければ、評価に入りた

いと思います。また、事務局から各委員のコメントを読み上げましたけれども、研究所

からコメントはございますか。

ございませんか。

それでは、ご退席お願いします。ありがとうございました。

（経済産業研究所退室）

○小野分科会長

それでは、評価に入ります。分科会の評価として各先生方から出ておられる評価をみ

ていただいて、総合化します。

まず、サービスの質の向上マル１です。

ここについては各先生ともＡだということです。特にご意見はございませんか。

では、ここに関して特に評価できる点ですが、私は経済危機対応のプロジェクトが迅

速に立ち上がった、これは、今年度の業務結果を評価委員会にわかりやすく説明する材

料となると考えています。時節に対応した経済危機対応のプロジェクトは加点としてい

えるのではないかと思います。

それから、海外とのネットワークの形成は、研究のためのデータの増加、交流の密度

から発生する新しい研究成果について論じられると思います。

それから、藤田所長がいっておられたRIETIの存在感、例えば白書への引用といった普

段RIETIの業務に接していない人が聞いたところでもわかりやすい点で説明すること一つ

です。

これに対するコメント、またはこれ以外に各先生、いかがですか。

○小笠原委員

今、分科会長がおっしゃった内容を盛り込めば、定性的なところは具体的に説明でき

るかなと思います。期の途中において、経済危機対応というという突発的な事項に対し

て、急遽モディファイしていったにもかかわらず、対応できたことは評価できます。ま

た、このような中でも、ディスカッションペーパーも例年以上の水準の数もありますし、

インパクトもあったことを加点材料とすれば、評価委員会に説明できるのではないかと

思います。

○小野分科会長

それでは、そういうことで加点ポイントをコメントして、評価としてはＡとさせてい
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ただきたいということです。よろしいでしょうか。

次に、サービスの質の向上マル２です。

両先生それぞれＡとつけていただいていて、私だけがＡ－としました。

マイナスにしていましたのは、サービスの質の向上マル１とも関係しますが、政策当

局との間の政策提言の意思疎通が足りていないことがありました。ですので、RIETIサイ

ドから政策当局者に働きかけの場みたいなものをもうけて意思疎通をいいのではないか

と考え、全体的には高く活動内容ではあるものの、発信という点についてその分だけマ

イナスして、コメントしました。

何か他にコメントありますか。

○古城委員

やはり目標値を上回っているということだけでは評価材料として評価委員会に説明す

るには、具体的な材料がさらに必要ということでしょうか。ここで定量的なものとして

マイナスのポイントになるのは、シンポジウムの開催数だと思われます。

私はシンポジウムの開催数が上がれば上がるほどよいとは考えていません。単純に数

だけではなく、シンポジウムを開くにしても、質が重要だと思います。20年度は質の高

いシンポジウムに集中して開催したと考えています。こういった点を説明材料としたい

と考えています。

○小野分科会長

小笠原先生、いかがでしょうか。

○小笠原委員

その辺は古城先生と同感です。

むしろ満足度でいえば、シンポジウムに関しては上がっています。量ばかりにとらわ

れる必要はないのかなと思います。質も踏まえた上で判断すべきだと思います。

全般的にいえば、量的にも前年までの平均を上回っています。そこは達成できている

わけで、それ以外に加点する項目は、各委員のコメントにも挙がっているとおり、質の

面も重視した材料が十分出ていると考えます。

○小野分科会長

私からの加点ポイントは、ヒット件数 106万件、英語が17万件、中国が７万件のとな

っており、この点は前年度までの伸びと比してもずいぶんと注目を浴びるようになった

のではないかと思います。
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周辺の人たちに認知され、理解が深まっているということと、それ以外としては話題

提供ということかもしれませんが、小林研究員とクルーグマンとの対話、山下研究員の

農業政策に関する研究成果、こういうものが話題になったことは、提言において成果が

上がっていると評価し、Ａ評価に引き上げる加点材料とみたいと考えます。

それでは、サービスの質の向上マル２はＡということにさせていただきます。よろし

いでしょうか。

では、次に３番目の業務運営の効率化ということです。

両先生からはＡをいただいていますが、私はＢ＋としました。

これはマネジメントについては雇用にかかる事項、官民競争入札の活用取り組み、こ

れらを高く評価しました。一方で、ただ、マネジメントはいいのだけれども、随意契約

をはじめとする入札についてはもうちょっと改善の余地があるのではないか、というこ

とを考え、優れた点、改善点の差し引きでＢ＋と評価したものです。

前年度は、この項目はＢでした。特に随意契約のところに焦点が当たっていたためで

す。評価委員会で、随意契約比率が高いため、Ｃ評価と指摘があったところに、私が反

論をして、その結果Ｂになりました。

そのため、19年度評価がＢ出会ったことを踏まえると、今回、この項目をＡとすると、

どこが大幅に改善されたかということをいわなくてはなりません。しかしながら、目標

に対する随意契約のようなところが議論になりますが、大幅に改善したと言えないと行

けません。ですが、ここは平均並みだであり、目標は達成できていません。

そのため、平均並みであるならば、Ｂという指摘がされると思います。

マネジメントは非常に前進しているので、去年も議論しましたが、随意契約の改善の

ように確かに目標を達成できていない項目もありますが、高く評価できる取り組みなど

のこうもくもありますので、そこを総合的に考え、全体としてはＢとしようかとおもい

ます。

各先生方はＡをつけていただいているのですが、いかがですか。

○小笠原委員

マネジメントに関しては、私はＡだなと思っています。

成果の内容をみていくと、特にプロジェクトの進捗管理、プロジェクトが重なり合っ

たときのクロスオーバー、こういった取り組みは今までになかったことです。こういう

状況の中で当然に必要なところに対する改善努力がされているなというところは評価し
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て良いと考えました。

この項目は、判断を迷ったところなのですが、入札に関しては、私は限られたところ

では最大限やったと思っています。前回、非常に厳しい評価を受けたので、それをかな

り意識されてやったなと考えています。

○小野分科会長

古城先生、どうぞ。

○古城委員

私も小笠原先生の意見に同感です。随契が大幅に改善されたところがみえて、なおか

つ残っているものについては、私としては十分納得できる理由だったものです。

ただ、それで他の法人との平均と比べて、丁度平均辺りといわれれば、それはＢにせ

ざる得ないのか、と思います。

○小笠原委員

確かに、やっと並みになりましたといわれれば、それでそうかなと。

○古城委員

ただ、大幅に改善したということはある程度いえるのかなと思いました。

○小野分科会長

去年の議論の度合いと比べて、今年度は議論の中心にはならないかもしれませんが、

先ほどの随契比率が他の独法と比べての水準については、評価委員会もやはり見てくる

と思います。ですので、そこは少し辛目にしておいたほうが良いと考えます。

ですので、Ｂということでお願いします。

それから、最後の財務内容です。

これは小笠原委員がＢで、古城先生がＡで、私がＡ－となっています。

私がＡ－としているのは、予算管理の適切さということについては、目標に対してそ

れを適切に処理したと考えています。その一方で、収益は目標を達成し、目標を大きく

上回ると考えました。本来、RIETIという組織の性格を考えると、収益最大を目標にする

組織ではないと思います。政策研究が本務です。

しかしながら、評価委員会での指摘を受け、組織として取り組んだ結果、目標以上の

結果を出したと思います。そのため、ここを評価点としてＡ－にしました。

先生方、コメントがあれば、お願いします。

○小笠原委員
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私は、ここは財務にも絡むことですが、成果として利益面でいうと数百万にとどまっ

たと言う点は、世間に対して成果を出したという意味では評価材料としては弱いと思い

ました。

それから、交付金債務を２億円以上繰り越しているというお話は、昨年度も同じよう

な理由で、でていました。昨年度、繰り越しが出たことを見込んで予算を立てれば、そ

んなに繰り越しが出なかったではないか、と言う点で、評価材料とはしませんでした。

○小野分科会長

通商産業政策史の繰り越しの場合は、５年間の事業の中で、一定金額を毎年確保し、

それを使うわけですが、その際、毎年同じ額が出るのではなく、原稿が仕上がった時点

で支払う、と言うことで後半の年度に、原稿料として前半と比べて費用が出ると言うこ

とでしたね。

○小笠原委員

そうですね。

○小野分科会長

これは使う見込みがある繰越額であり、５年目に原稿ができたという時点で、編纂の

研究者に支払う形になっている以上、ここの部分の繰り越しは、計画性を持っているの

ではないでしょうか。

○小笠原委員

それは、交付金債務としてプールされているということですね。

○小野分科会長

そのとおりです。

編纂事業の場合は、５年間平均で予算を作っていると言うことです。

そのため、確保する金額は５年間毎年度同じ金額となっています。仮に特定の年度だ

けふえていくとなると、年度別に理由を説明が必要になります。

○松井室長

補足させていただきます。

編纂事業では昨年度も報告会を行っています。報告会にご出席に対し、謝金の支払い

があります。ただ、成果報酬としての原稿代というのは、原稿を書き終わらないと出な

いということになっています。

○小笠原委員
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それは、ある意味、数千万単位でとまっているのですか。

○小野分科会長

とまっています。執筆者が二十数人います。

また、編纂事業は５年にわたるもので、その成果に対して支払われる訳です。

○松井室長

厳密にいきますと、粗々の第１版の原稿ができたときに全体原稿料の何十％か支払わ

れるのですが、３年目の現時点では第１版の原稿はできていないということです。

○小笠原委員

そういう意味でのおくれという話があるのですね。

○松井室長

はい。完成したら最後に残りを払うということです。

○小笠原委員

わかりました。

それから自己収入のところについては、これが評価材料とえきるのであれば、それは

異論ありません。

○小野分科会長

財務内容は、去年と比べて自己収入が増えたことを評価したいと思います。収益拡大

の努力です。評価材料として強調してもいいのではないでしょうか。

○古城委員

科研費は確か、ふえていますよね。科研費は、去年度はどのくらいでしょうか。

○松井室長

補足させていただきます。科研費は減、受託収入が400万円ほど増加しています。

○小野分科会長

合計はどのくらいでしょうか。

○松井室長

合計でいくと、受託収入分が増加が全体額の増加につながっています。

○小野分科会長

それは評価材料になると思います。

それでは財務内容については、去年はＢでしたが、今年度ははＡでいかがですか。

○古城委員
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結構です。

○小野分科会長

それでは、本案を採用させていただきます。

これを合計し、計算しますと、総合評価としてはＡになります。去年に比べてこれだ

け評価できる点があるということを、親委員会にいわなくてはいけません。頂いたコメ

ントを材料に、19年度に比べても20年度は評価できると言うことを説明したいと思いま

す。よろしいでしょうか。

○松井室長

合計しますと平均 3.8点になりますので、 総合評価はＡになります。

なお、去年度はサービスの質の向上マル１がＡ、サービスの質の向上マル２がＡ、業

務運営の効率化がＢ、財務内容がＢでした。

○小野分科会長

財務の内容が去年に比べると少しよくなったということで 3.8になった形です。

以上、よろしいでしょうか。

○松井室長

本日の結果を事務局にてまとめさせていただいて、報告案を分科会長に相談させてい

ただきたいと思います。

○小野分科会長

研究所にも開示できる議論の内容などは伝えて、次の年度、本年度ですね、注力する

ように伝えて下さい。我々の評価のコメントも後日、開示して、次の期に向けた議論の

材料にして下さい。中期計画をつくる上で目標が甘いといわれないようにお願いします。

それでは本日の経済産業研究所分科会は終了したいと思います。各委員の皆様、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


