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○小野分科会長  おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第31回の

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。 

  

 最初に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。大西さん、お願いします。 

○大西室長補佐  本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の「第31回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会」というところのクリ

ップを外していただきますと、まず最初に議事次第がございまして、配付資料としまして、

資料１から資料５までの５点、それから参考資料が１点ございます。もし不足等がござい

ましたらお知らせください。 

 なお、本日は、独立行政法人経済産業研究所の平成21年度の業務進捗状況について、経

済産業研究所から経過報告をさせていただくこととさせていただいております。 

 また、議事録、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となっておりますので、あらかじめご承知おきください。 

 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した。 

 それでは、今の説明にありましたような手順でまいりたいと思います。 

 最初に、21年度の業務進捗状況ということでございますので、及川理事長からごあいさ

つをいただけますか。 

○及川理事長   

 本日は、本年度の経済研究所の業務進捗状況について中間的にご報告する、慣例のとい

うか、恒例の会でございます。ざっとだけ申し上げますと、いわゆる数値目標につきまし

ては、おおむね順調に推移しているかというように、ほぼ達成は確実であろうかというよ

うに思っております。 

 それから、ネットワークの拡充ということにつきましては、従来から行っておりますＤ

ＲＣとの関係、あるいはＣＥＰＲとの関係、京都大学との関係等につきましては、３年目、
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４年目を迎えまして、さらに大きな成果が上がりつつあるかと思います。ＤＲＣとの関係

につきましては、ようやくＤＲＣの個票を使ったデータによる解析というのがＤＰとして

まとまりつつあります。京都大学とは、先般、東京での中小企業に関するシンポジウムを

開催できたところでございます。若干残念なのは、ハーバード大学とのコネクションが、

昨年度は必ずしも密接にできませんでした。他方、所長のご尽力等ございまして、ＪＩＣ

Ａ研でありますとかアジア開銀、あるいは 財務総合政策研究所との間に、シンポジウム

や共同の研究会といったことも発足いたしたところでございます。それから、さらに、所

長がたまたま今年度は日本経済学会の会長でもいらっしゃいます結果、日中韓の経済学会

の会長が一堂に会すという機会がございました。その機会を利用させていただきまして、

私どものＢＢＬに韓国の経済学会の会長が講演をしてくださるというようなこともできた

ところでございます。質的にも幾つかの大きな喜ばしい事態がございまして、主幹であり

ました若杉先生の論文がアメリカで非常に高く評価され、この春にはその学会にお呼びい

ただくようなことになっております。 

 それから、対外的な広報でございますけれども、依然、これはいろいろ試行錯誤してお

ります。ホームページをごらんいただきますとおわかりのとおり、どうしてもＲＩＥＴＩ

の論文というのはアカデミックでありますけれども、一般の方にはなかなかなじみにくい

ということ、それから、政策的なインプリケーションについて、かみ砕いてお話しすると

いうことがなかなか難しかったわけでございます。そこで、ＤＰを書かれました諸先生に

お願いいたしまして、思い切って、論文とは違ってもいいので、その論文から引き出され

る政策的インプリケーションを明らかにするということで、ノンテクニカルサマリーとい

うのを森川副所長以下、苦労して実現することができました。おかげさまで、読んでいた

だきますと、どういう政策的な問題にできるのかというご批判もやや受けるかもしれませ

んけれども、そういうウェブ上での表示等ができたところでございます。 

 財務、業務面では、随契については、昨年、目標に達せずに、大変ご迷惑をおかけした

わけでございますけれども、今年度は、昨年の宿題はほぼ解決いたしまして、ほぼぎりぎ

りのところまで低下するという状況になっております。 

 なお、実は、本年がＲＩＥＴＩ発足10周年に当たるわけでございます。同時に、来年度

をもちまして第２期計画が終わるということで、第３期に向けた作業に取り組んでいると

ころでございまして、社会室からのご指導をいただきながら、第３期どうするかというこ

とでございますが、他方、新聞等でもご案内のとおり、仕分けは、恐らく独法の多くがか



 - 3 - 

かるだろうと思っておりまして、それらの推移をみながら、第３期の計画を固めさせてい

ただければと思っております。 

 また、本日はお忙しい中、イノベーション担当の研究主幹を務めていただいております

一橋大学の長岡先生、それから、私どもの鶴上席研究員から研究の概要について報告させ

ていただくことになっております。両先生によろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本当にありがとうございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 藤田所長からも一言お願いします。 

○藤田所長  本日は、皆さんお忙しいところ、まことにありがとうございます。ＲＩＥ

ＴＩの今年度の活動状況を報告させていただきまして、皆様の忌憚のないご意見を賜りま

すとともに、次の第３期計画の策定段階に入っておりますので、皆様のご意見をもとにい

たしまして、我々も、第３期、将来のＲＩＥＴＩのあり方について、大胆に発想し直して

計画したいと思いますので、きょうはぜひよろしくお願い申し上げます。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、早速中身のご説明にまいりたいと思います。 

 最初に、長岡先生と鶴研究員からレポートしていただくということでございますので、

長岡先生、お時間も限られておられるということで、早速始めさせていただきたいと思い

ます。それでは、よろしくお願い申し上げます。 

○長岡研究主幹  今ご紹介いただきました一橋大学のイノベーション研究センターの長

岡です。 

（パワーポイント） 

 私は、今、イノベーションの分野の研究主幹をさせていただいておりまして、たくさん

のプロジェクトがありますが、きょうは、私が担当しております「発明者サーベイによる

イノベーション過程の研究」をご紹介させていただきたいと思います。 

 この研究の背景ですけれども、いうまでもなく、イノベーションの強化が非常に重要な

のです。イノベーションの本質は何かというと、やはり新しい知識を創造する、それから、

知識を活用するというところにあると思うのですけれども、これについての、社会科学的

な今までの知識は非常に限定されているということがいえると思います。 

 理論的にいいまして、知識の創造というのは、一種の公共財の創出でありますけれども、

それをプライベート、私的なインセンティブを生かしながらどのように創出していくかと
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いう非常に重要な根本的な問題があります。実証的にいいますと、ほとんどの知識の流れ

は経済取引の対象になっていないということがありますので、いわゆる官庁統計で知識の

流れを把握するのは非常に難しいと思います。 

 こうした中でどうするかということで、今回、日本で初めてになると思いますけれども、

経済産業研究所で発明者のサーベイをして、発明者から集めた情報でイノベーションの研

究をしようという大きなプロジェクトを立ち上げさせていただきました。 

 研究の目的は、発明者を対象に、発明をもたらした研究開発プロジェクトについて情報

を直接収集するというアプローチをとっております。 

 具体的には、そもそもどういう目的で研究開発をやったのか。それから、その知識源で

すね。ユーザーとのコラボレーションもありますし、科学技術文献といったこともありま

すが、研究開発の着想の源泉となった知識は何かといったこと。それから、コラボレーシ

ョンは特許の書誌データからでもある程度はわかるわけですけれども、コラボレーション

のタイプですね。ユーザーだったのか、サプライヤーだったのか、あるいは大学だったの

か、そういったコラボレーションのタイプの識別、それから、成果商業化の仕方について、

例えば、スタートアップがどの程度重要なのか。それから、研究開発は主として私的なイ

ンセンティブで実施するわけですけれども、そうすると、スピルオーバーがありますので、

専有可能性という問題が出てきますが、どういう手段で知識創造がもたらす経済効果を企

業の利益として収穫しているか(アプロプリエーションをやっているか)といったこと等々

を聞くということをやっています。 

 それから、日本の状況だけを聞いても、必ずしも今の世界における日本の位置づけがわ

からないということで、ほぼ同じ質問調査を米国でも実施するために、ジョージア工科大

学と協力をしまして日米で、予算の関係もあってタイミングはずれましたけれども、両方

でやっております。 

 こうしてデータによって何が明らかになるかですが、１つは、日本のイノベーション過

程の実態の構造的な特徴を把握するということ。それから、もう１つは、こういったプロ

ジェクトレベルの情報を企業レベルの情報ともリンクしまして、イノベーション政策への

客観的な証拠とか政策効果の分析をしていく。この２つが大きなプログラムの目的であり

ます。 

 本プロジェクトは、経済産業省の産業技術政策局、特許庁にも高い関心をいただいてお

りまして、研究会にはずっと参加し、調査表の設計自体にも参画をいただいております。



 - 5 - 

この種の調査は、例えば大学で仮に行ったとしましても、回収自体が非常に難しいという

こともありまして、ＲＩＥＴＩで初めて実現できるようなプロジェクトだったと思ってお

ります。 

 それで、きょうは時間の制約もありまして、主に最初の点ですけれども、日本のイノベ

ーション過程の特徴について、発明者サーベイからどういったことがわかったかを簡単に

ご紹介するということにさせていただきたいと思います。 

 結論的に申しますと、日本と米国の発明者、あるいは研究プロジェクトはかなり似てい

る点が多い。これは、日米の企業は世界で競争しておりますので、例えば同じようなプロ

ジェクトを日本企業がたくさん時間をかけてやるということになれば、競争に負けてしま

います。したがって競争によるセレクションによって、ある程度似ているところは当然出

てくると思います。ただ他方で、かなり違っているところもありまして、きょうは、その

点を幾つかハイライトさせていただきたいと思います。 

 １つは、だれが発明をしているか。２番目は、企業の研究開発のポートフォリオはどう

なっているか。３番目は、研究開発の着想源、着想としての知識源がどうなっているかと

いったところであります。 

 最初に、最も基本的な点ですけれども、表１は、だれが発明をしているかということを

日本と米国で比較しております。これは発明者の分布でありますが、対象になった特許は

三極出願特許といいまして、日本特許庁に出願されているだけではなくて米国特許庁に登

録され、かつヨーロッパ特許庁にも出願しているという、日本の出願特許の中で10％未満

の比較的クオリティーが高い特許が対象でありまして、日本の発明者は約 3,700人、米国

は約 2,000人ということになっています。 

 ４点申し上げたいのですけれども、１つは、学歴をみていただきますと、博士課程をも

っている発明者は、日本は13％しかいません。しかも、その半分は論文博士ということに

なっていまして、大学で博士をとって発明者になる人の割合はかなり限られている。それ

に対して米国は45％ということでありまして、学歴にはかなり差があるということが１つ

わかっております。これが一体どういう意味をもっているかといったことを後で尐し触れ

たいと思います。 

 ２番目は平均年齢でして、平均年齢は日本のほうがかなり若い約40歳、米国は約47歳と

いうことで、これも実は発明者のライフサイクルが日米で違うということを反映しており

ます。後で尐し触れたいと思います。 
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 その次が発明者の所属組織でありまして、規模別に大企業から小企業、それから大学と

分けておりますが、小企業、 従業員数が100人より尐ないところをみて頂きますと、米国

では12％以上の発明者は非常に小さな企業に所属していて、日本の場合は５％です。しか

も、12％の中のかなりはスタートアップ企業です。ですから、比較的若い、小さな企業が

米国では有力な発明の担い手になっているけれども、日本は大企業が中心になっていると

いうことが明らかで、これは予想されていた点でもあります。 

 尐し意外な点は、最後の大学所属の発明者の割合でありまして、そのる割合は日米ほぼ

同じという結果になっております。日本はもともと工学部が多いですし、それから、大学

自体は特許権をもっていなくても、大学の研究者が企業の人とコラボレートすることは盛

んに行われていたわけで、発明への関与の頻度という意味では、日米余り変わらない件数

です。ただ、もちろん発明のクオリティーでは、後でまた多尐触れますけれども、違って

おります。 

 それから、図１は、今回、米国のサンプル対象になった発明者がもともとどこで生まれ

たかというデータであります。これも、発明者に直接聞かないと、なかなか得られないデ

ータなのですけれども、アメリカで生まれた方は７割しかおりませんで、３割は米国外で

生まれております。そのうち約３分の１は中国か台湾かインド。ですから、米国の発明者

の約１割は、もともとは中国、台湾ないしインドで生まれた方が研究者として本格的に貢

献しているということがわかります。 

 ですから、人材という面では、発明者の所属企業、生誕地と学歴といった面でかなり日

米の差があることがわかりました。 

 それから、図２は、企業の研究開発のポートフォリオであります。知識と事業との関係

は２面ありまして、多くの発明は日米とも既存事業の競争力強化が目的です。すなわち、

既に事業があって、その事業をどうするかという形で、発明、研究開発がされております。

ただ、日米を比較しますと、日本の研究開発の約７割は既存事業の競争力強化ということ

に対して、米国の場合は、今の時点では事業になっていないけれども、シーズ開発など今

後の長期的な技術基盤強化のための研究開発の割合が約４分の１もございまして、そうい

う意味で、日米の研究開発のポートフォリオにはかなり差があるということがわかりまし

た。 

 次のページは、特に日米の技術分野でみて差が大きいところを示していますす。つまり、

各技術分野別にシーズの開発のために新しい事業を起こすための研究開発の割合なのです
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が、これは日本でシェアが大きい順に並べてあります。米国のほうが全般的にこのような

基盤技術開発のシェアが高いのですけれども、特に差が大きいのは半導体デバイス、ソフ

トウエア、通信とかメモリー、それから光学、こういったかなり技術の新陳代謝が高くて

競争が厳しい分野で、日本の企業の研究開発は米国企業と比べて尐し保守的になっている

といいますか、既存事業に縛られ過ぎているということが示唆されているのではないかと

思います。 

 それから、その結果でもあると思いますけれども、研究開発の成果がどういう形で生ま

れたかということなのです。日米とも、もともと研究開発を始めたときの目標に即したも

のが約半分なのですけれども、セレンディピティーといいますか、想定外の結果というの

が米国のほうがかなり多く、米国の場合は、12％、それから、日本の場合は３％というこ

とで、ハイリスクで不確実性高い研究開発に米国のほうが取り組んでいるということが、

こういう研究開発のポートフォリオの差というところで明確になってきていると思います。 

 では何故そういうことになっているかということなのですが、１つは、やはり人材の問

題があると思います。これは図５でございまして、開拓型研究開発に必要な能力と書いて

おりますが、先ほど示しました研究開発の目的別、つまり既存事業強化のためにやるのか、

新事業創出か、それとも長期的な技術基盤強化という、この３つのタイプに分けまして、

それぞれ発明者に博士がどのぐらいいるか、それからもう１つは、研究開発の着想源とし

て科学技術文献がどの程度重要かといった２つの指標を示しております。棒のほうが博士

のシェアでありまして、折れ線のほうが発明の着想における科学技術文献の重要性という

ことで、これは５段階平均でスコアをとっております。これをみていただきますと、既存

事業の強化に従事している発明者で博士のディグリーをもっている方は８％。これは日本

のケースです。それに対して、新規事業とか長期的技術基盤の強化の方では博士の割合は

もっと多くて、12％から18％ということになっておりまして、不確実性が高い研究開発に

は、博士の方が従事している場合が多いです。それから、もう１つは、研究開発のそもそ

もの着想も、これも予想されることかもしれませんが、科学技術文献の割合が探索型の研

究開発では比較的高いということもこれで示されております。 

 それと関連して、図６は特許文献の重要性と比較したサイエンス文献の重要性を示して

おり、これは日米を比較しますと、日本の研究者は特許文献自体をかなりみている。つま

り、特許文献というのは、既にほかの企業が研究開発をした成果でありますので、それを

みて研究を行うか、それとも、もう尐しシーズに近い科学技術文献をみて研究を行うかと
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いうことなのですが、どの学歴レベルでみても、米国のほうが科学技術文献の重要性が高

いということになっています。また、米国でも日本でも、学歴が高いほうが科学技術文献

を活用する、吸収する程度が高いのですけれども、どの学歴レベルでも米国のほうが高い

ということになっておりまして、こういうところは、やはり差がかなりあるということが

わかっております。 

 今まで日米の研究開発のポートフォリオの差等をご説明したのですけれども、こういう

データを使って、今、どういう研究をやっているかということを、次に簡単にご説明いた

したいと思います。 

 今進めている分野として、ここに８分野を書いております。 

 １つは、研究開発の生産性についての研究ということでして、今回のサーベイでは、研

究プロジェクトからそもそもどのぐらい登録特許が発生したかそれから、調査対象になっ

た特許がどの程度価値があるかというパフォーマンスの指標を入手しております。それと

の関係で、例えば先ほどちょっと申しましたが、特許文献がベースになった発明と科学技

術文献とどっちが価値が高いとか、そういった発明の着想の源泉と研究開発のパフォーマ

ンスの関係の分析。それから、新事業とか新技術の開発のための探索型の研究開発か、既

存事業の開発か、研究プロジェクトの性格がかなり違いまして、それぞれにおいて何が有

効かというのも違ってきますそういうプロジェクトの異質性に対応した研究開発生産性の

決定要因といったことの研究もしております。 

 ２番目が特許制度の機能とあり方ということでありまして、今回のサーベイで、他社に

ライセンスしてもいいけれども、現時点ではライセンスされていないという特許もかなり

あることがわかっております。しかも個別の特許がわかっておりますので、どういう特許

が、権利者がライセンスをしていいと思っているにもかかわらずライセンスされていない

のか。情報の経済学で重要視されている逆選択問題の可能性ももありますけれども、そう

いったことがどの程度重要なのかといったライセンス市場の研究ですね。それから、共有

制度ということで、日本と米国の特許制度の１つの大きな違いは、外部の組織の発明者が

研究に従事している割合は、実は日米で余り違わないのです。大きく違うのは、その結果

が共有になっているかどうかというところが日本と米国で非常に違いまして、したがって、

コンソーシアムの研究成果のオーナーシップの設計が日本と米国ですごく違うことがわか

っております。それは一体どういう要因で起きていて、その結果どうなっているかの研究

も実施しております。あと、特許法35条の改革で発明奨励金の制度が強化されましたけれ
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ども、そういったことが本当に――つまり、政府が主導してそういうことをやることが本

当にいいことかどうか。つまり、研究成果に応じて発明者に報奨金を与えることで優れた

発明を促すことができるかどうか。そういった研究もしております。 

 より基本的に研究開発過程の計測ということで、そもそも研究の発端から商業化までど

のぐらいの時間がかかるか。これはかなり基本的なことですけれども、こういったデータ

は世の中にまだ、公的な統計が存在しておりません。ただ、研究開発の経済成長の間の研

究等をするためには、こういうところも非常に基本的な問題でありまして、研究開発過程

の計測の問題でもあります。 

 それから、先ほどちょっと申しましたけれども、発明者のライフサイクルでみた発明の

パフォーマンスということで、ある大学を、ある時期に出て、ある会社に入って、ライフ

タイムでどのぐらい発明をするのかということで、こうした分析を行うには、個別の発明

者毎のパネルデータをつくる必要があります。図７はクロスセクションですけれども、今

回のサーベイの対象になった日本と米国の発明者の年齢の度数分布を示しています。これ

をみると、ひし形のほうが日本で、黒のマスのほうが米国でありますが、日本の発明者は、

会社に入って直ちに発明を始めて、40歳前半で発明をやめるという形になっています。米

国は、博士をとることもありますけれども、ゆっくり発明を始めて、かなり長い期間発明

に従事をする。この図は研究をする人がライフタイムに研究に従事できるキャリア選択が

米国のほうがより確立しているということが示されているのではないかと思います。どっ

ちがいいかというのは、これだけのデータではもちろんわからないのですが、こういった

ところも大きな差があることは確かでありまして、このあたりの研究も労働経済学の専門

家とやっております。 

 それから、今月にワークショップをやりますけれども、サイエンスとイノベーションの

関係ということでして、教育と産業のニーズのミスマッチということがいわれております。

大学の学科別にみたときに、発明者になる確率がどう違うかという問題とか、それから、

大学と産業界とのコラボレーションでどういう経路がどのように重要なのか、つまり、文

献という形で貢献することもできますし、人材でも貢献できますし、直接のコラボレーシ

ョンもありますが、それぞれどの程度重要であるかということです。それから、特許化と

論文発表との関係。大学がどんどん特許をとることで、論文のディスクロージャーがおく

れるのではないかといった懸念もあって、日本でもグレースピリオドの強化というのが論

点になっております。今回の調査で、論文を発表したかどうか、論文公表が遅れたかどう
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かといったことの調査をしておりまして、そういったことについてもやっております。 

 最後は、研究開発への公的支援のあり方ということで、今回、実はファンディングも聞

いておりまして、これで最後になりますけれども、表２は日米で研究開発の資金源がどう

違うかを示しております。縦軸は発明者が所属している企業のタイプ、横軸はファンディ

ングソースです。日米、基本的には似ておりますけれども、非常に小さな企業についてみ

ますと、米国では約２割がベンチャーキャピタルとかエンジェルからお金が来ていること

がわかっておりまして、例えば政府資金は日米とも比較的尐なくて、特に日本のほうが米

国よりもかなり尐ないのですけれども、尐ないなりに、例えばスピルオーバーとか、より

資金制約が大きいところにターゲットされているのかどうか。こういった研究もやってお

ります。 

 以上、私からは、時間もまいりましたので、以上で終わりたいと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 大変興味深いご報告をいただきました。こういう話は余り聞いたことがありませんけれ

ども、ご質問がありましたら、どうぞ、せっかくですからご遠慮なさらずに伺ってくださ

い。 

 場つなぎでご質問させていただいて恐縮ですけれども、12ページの３の (2)の共有制度

で日米に差があるというお話がありましたけれども、どういう特色がございますか。 

○長岡研究主幹  日本でも米国でも、外部の組織の方が発明者に参加している割合は12

％から15％ぐらいです。ですから、どちらもかなり――やはり研究活動はもともと非常に

オープンなもので、自社だけではできない。ですから、日米ともに１割ぐらいの発明でユ

ーザーとかサプライヤーの方が入って発明が生まれています。 

 ただ、特許権のオーナーシップをみますと、米国で共有になっている場合は１％ぐらい

しかありません。日本は、外部の組織の人が入ると、まず確実に共有になる傾向がありま

す。その原因として、１つには、日本と米国で特許制度の差がありまして、米国は、共有

の場合には、共有した相手は自由にライセンスもできます。日本の場合は、ライセンスは

オーナーの間の合意が必要でありまして、その違いが１つありますけれども、実は、欧州

と日本は制度が同じでして、欧州と比べても、日本は共有が多いということがわかってお

りまして、日本の場合、発明者主義といいますか、発明者が入っていれば、オーナーシッ

プを要求する傾向があるわけなのです。ただ、共有になりますと、商業化しにくいという

面が出てまいりまして、そういう意味で、必ずしも共有がいい制度でない可能性もありま
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す。 

 それで、どっちがいいかということについて、まだ私ども、必ずしも結論は出ておりま

せんが、日本の場合は、やや慣例的に、とりあえず所有権を確保しておけばいいと安易に

共有にしている面があるのではないかと考えています。しかし、商業化投資をするには、

実は排他権があったほうが、つまり、単独の所有がいいにもかかわらず、やや短期的に、

とりあえず発明者を出したのだから共有を主張すると。結果的に共有になったために、そ

の後の例えば開発投資等が十分にされないとか、そういった影響があって、必ずしも発明

がよく利用されないという可能性もあります。そのあたりについて、従来はデータもない

ために、余り本格的な実証研究がないのですけれども、こういうデータを利用して、今、

それについて研究をしているところであります。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 もう１つ、お金をあげてもいい開発はできないという話がありましたけれども、それを

ちょっと聞かせてください。 

○長岡研究主幹  これは、もともと発明者が何で発明をするかという動機も聞いており

まして、ほとんどはやはり問題解決が最も重要な動機になっています。技術的な問題を解

決して、うまくいけば、それを知識として社会に還元するという意欲が日本でも米国でも

非常に強いわけです。ある意味で、発明者の内部に、企業からしても社会的にも良い動機

をもっている人に、発明の商業化実績に見合ったお金をあげますといいますと、安易な発

明をするといいますか、とりあえず商業化あるいはライセンスされればいいというような

発明をしてしまうのではないか、、つまり、どういうプロジェクトをやるかが安易な方向

にゆがめられてしまって、いい結果にならないのではないかという研究も、特に米国で、

大学の発明者がライセンス収入等を巨額にもらえるようになってきたこともあって、そう

いった指摘もされております。ただ、米国自体は、実は発明者の報酬制度はほとんど使わ

れていないわけであります。ですから、そういうことを考えますと、成果主義でお金をあ

げればいいようにみえますが、研究開発というのは、最終的には公共財になる知識をいか

につくるかという話であります。そういうことを考えますと、単純な成果主義的なことを

やると、企業のパフォーマンス自体にもよくない可能性があるというところについて、今、

実証的な――理論的なモデルをつくることはできるのですが、本当にそれが実証的に正し

いかどうかということはデータで確認する必要がありまして、そういう作業をやっている

ところであります。 
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○小野分科会長  今のお話の続きですけれども、ヨーロッパは日本風ですか。 

○長岡研究主幹  先ほどの共有については日本と全く同じ制度です。ただ、例えばグレ

ースピリオドはヨーロッパにはない。日本は６ヵ月でありますので、私の理解ですと、日

本は米国と欧州のちょうど中間的な位置づけにあるという意味で、そういう意味では、両

方の制度についての善し悪しの研究もできる立場にあるのではないかと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 ほかにご質問、どうぞ。 

○古城委員  日米のこういう大変おもしろい比較で、こういうデータはほとんどないと

いうことなので、おもしろく聞かせていただきました。 

 日米の比較なのですけれども、三極出願特許が対象ということです。サンプル数が大分

違うみたいなのですが、それは何か影響があるのかというのが第１点。 

 それから、もう１つ、ライフサイクルといいますか、これもこのようになっているのか

と思って、ちょっとびっくりしてしまったのですけれども、これは、米国のほうがパフォ

ーマンスが高いのにこういうことがつながっているのか、そこまではいえないのか。ある

いは、これはパフォーマンスと相関しているかどうかを確かめるのはどのようにしたらい

いのかということを質問させていただきます。 

○長岡研究主幹  実は、データはクロスセクションでして、そういう意味では、特定の

発明者を履歴で追ったものではないのです。今、そのデータをつくっておりまして、その

ために発明者の名寄せをしなくてはいけなくて、これはなかなか大変であります。 

 私は、事例的なことを聞きますと、やはり日本は一律的に運用し過ぎているように思い

ます。スタチンを開発された遠藤章先生が三共から農工大に行かれた１つの理由は、ああ

いうすごい発明をした人も、40歳を過ぎると管理者になりなさいといわれる。自分は研究

をやっていきたいのに、管理者になってくださいということになっているためにですね。

ですから、いい発明をする人がライフタイムでそれをキャリアとして追求できない仕組み

になっているのではないかなと。これは仮説です。ですから、日米は非常に違いますので、

それを検証することはある程度できるかなと思っています。 

 それから、最初のサンプル数ですけれども、１つは、やはり予算の制約もありまして、

米国のほうがもともとのサンプルがかなり尐なくて、こういう結果になっております。た

だ、統計的な検証で日米の差をみるためには、余り細かい技術レベルでなければ、十分な

サンプルになっております。 
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○小笠原委員  せっかくの機会ですので、ちょっと質問させていただきたいと思います。 

 私も非常に興味深く拝聴させていただいたのですが、大企業型の開発と、それに比べて

中小企業というかスモールサイズの会社は研究開発がなかなかできない。実は奇遇にも、

きのうの夜、会食をした方が中小企業の社長さんで、その方も、今、サバイブするには、

やはりあることを組み合わせてやるしかないのだと。本当はイノベートしたいのだけれど

も、資金の出し手がなかなか「うん」といってくれないという話がありまして。 

 それで、やはり14ページの表などをみますと、ベンチャーキャピタルであるとか、こう

いったところのサポートで日本とアメリカは圧倒的に違いがありまして、これは、ここ数

年間でも日本なりに随分トライしてきたと思うのですが、なかなかやはり……。出し手の

意識というか、そういうハイリスク・ハイリターンの資金を出すとか出さないとかという、

その風土というかカルチャーも随分違っているというところが背景にあると思うのです。 

 そうした場合に、これは、ぜひ長岡先生にお聞きしたいのですが、日本は、やはりそこ

の部分を根底から変えて、スモールサイズのものでもイノベートするというところを目指

し続けたほうがいいのか、それとも、出し手のリテラシーというか、そういったところは

もう変わらないということで、所与で、やはり大企業が中心にやったらいいのか。その辺

を参考までにお聞かせいただけますか。 

○長岡研究主幹 もともと米国のベンチャーキャピタル産業比較的には新しい産業、1970

年代以降の産業でして、米国でなければ産業が成立しないという必然的な理由は余りない

と思います。日本の現状は、起業家が尐ないこととベンチャーキャピタルが未発達である

ことの間のある種の悪循環といいますか、非常にいい技術をもった起業家が尐ないために、

ベンチャーキャピタルとして投資がない。しかし同時に、新しい起業家が参入したときに、

特にいろいろな分野の専門性をもったベンチャーキャピタルはありませんので、十分な資

金が得られないということであります。ですから、各種の政策を糾合して日本でもある程

度の臨界点を超えるまで、ビッグプッシュをすることが重要ではないかと、まだ仮説の域

を出ていませんけれども、考えております。アメリカの場合、年金改革等、年金等の運用

先として注目されるようになったこともある。それから、1980年代の初めからずっと株価

が上がっていますから、大きなキャピタルロスが余りなかったということもあると思うの

ですけれども、そういう非常に恵まれたいろいろな条件が重なって、米国では発達したと

思います。日本も、やはりこの分野をほっておくわけにはいかないと思いまして、必ずし

もうまくいっていないこともよく承知しておりますが、政策をうまくコーディネートして、
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強化して、小さな企業も新しい革新の担い手としてどんどん出てくるようにしていくこと

が非常に重要ではないかと私は思っています。 

○小野分科会長  どうもありがとうございます。 

 日本の場合には、やはり銀行が不良債権比率を考え、どうしてもここが絞りますからね。

だから、銀行の利益率がアメリカと全然違うでしょう。ですから、そこはもうちょっとリ

スクが取れれば。だから、企業に貸すのではなくて人に貸すみたいなことを向こうのほう

はやられているというようなことなのですけれども、これはやはり全体の仕組みの問題も

ありますので、尐しずつやっていくしかないかもしれませんし、勇気のある人が若い人に

「やってみろ」というしかないと思います。だから、大企業もそうしたほうがいいのでは

ないかと思います。だから、それぞれの分野でちょっとずつ意識改革をして、半分は企業

のため、半分は社会のためみたいな、そういう物の考え方みたいなものをやっていくこと

なのでしょうか。 

 ありがとうございます。先生、ちょっと時間を超過して申しわけありません。 

○及川理事長  一言だけいわせてもらいます。 

 先生は時間の関係でおっしゃいませんでしたけれども、先生の資料の一番最後の行をご

らんいただきたいのですが、発明者サーベイの調査は日米欧で非常に関心がありまして、

長岡先生のおかげで、ＥＵから、ぜひ長岡先生に、お金をつけるから、ＥＵを日本でやっ

てくれということで、今年、もうとりかかっているところでございます。したがいまして、

日米欧の比較がこれでできることになります。 

 とりあえず、ご報告だけ。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 これからまた楽しみでありますということです。 

 それでは、長岡先生はここで退席されますけれども、本当にありがとうございました。 

 続きまして、鶴上席研究員から、労働市場制度改革ということでご報告をお願いいたし

ます。 

○鶴上席研究員  ＲＩＥＴＩの鶴でございます。よろしくお願いいたします。 

（パワーポイント） 

 私から、私がプロジェクトリーダーを務めております労働市場制度改革のプロジェクト

の概要及び、そこでやっております個々のいろいろな分析をかいつまんでご紹介できれば

と思います。よろしくお願いいたします。 
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 実は、３年前の５月末の分科会に、当時、私、上席研究員のあり方というようなテーマ

で分科会の諸先生方にお話をさせていただきまして、そのときに、今回の労働のプロジェ

クトをやり出したのですよということで皆様に尐しお話をさせていただいたと思います。

今回は、それからもう足かけ４年ということで、そのプロジェクトの成果が大分出てまい

りましたので、そのご報告ということでお話をさせていただければと思います。 

 我々がそのプロジェクトを準備したのが2006年秋ぐらいから。2007年からプロジェクト

を始めたのですが、当時の状況を思い起こしてみますと、労働問題につきましては、ホワ

イトカラーエグゼンプション、残業代ゼロ法案とか、そういう問題が出てきたり、あと、

経済財政諮問会議で労働ビッグバンなどということがいわれまして、労働の問題は日本経

済にとって非常に重要なのですけれども、労使の対立というのが非常にまた先鋭化した状

況でした。やはり生産的な議論がなかなか行われていないなという印象を私ももちまして、

また、経済産業省本省の方々、産政局の方々などといろいろ議論しまして、今、何が政策

課題として非常に重要だということを議論していく上で、やはり労働の問題をきちっとや

らなければいけないのではないかというようなことになりまして、こういうプロジェクト

を開始させていただきました。 

 ここの一番上にもありますように、やはりいろいろな分野の先生方に集まっていただい

て、非常に大きな観点から、細かい個々の制度、木をみるだけではなくて、制度全体、森

をみる。それから国際的な観点、あとマクロ経済との関係。非常に大きな視野をもって議

論していこうということで、我々はこのプロジェクトを開始しました。 

 メンバーをみていただきますと、現在、労働の分野で非常にご活躍の先生方に集まって

いただいていまして、若手、それからベテラン、もう大御所の方も入っていらっしゃいま

すけれども、非常に特徴的なのは、経済学者だけではなくて、４人ぐらい法学者の先生が

入っております。あとは守島先生、経営学者の方も入っております。こういった非常に多

様なメンバーということで、我々は2007年から議論を開始いたしました。 

 それで、2007年度は労働の問題がいろいろ、格差問題も当時から非常に議論、格差、非

正規の問題ですね。あと雇用保護の問題、それから労働時間の問題、労使関係、紛争処理、

あと政策決定をどう考えるかというもので、労働の問題は非常に幅広いのですけれども、

まず2007年度は全体のいろいろな諸制度を幅広くみて、そこから課題をみつけていこうと

いうことで我々は議論しました。その結果として、2008年４月に労働市場制度改革と銘打

ってシンポジウムを行いました。 
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 それから、2008年度につきましては、いろいろな制度の中から具体的に労働時間の問題

というのをピックアップしまして、研究会でもいろいろ議論しまして、その結果として、

昨年４月に労働時間改革ということで我々はシンポジウムをやりました。 

 それから、今年度、2009年度につきましては、さらにトピックとして、やはり非正規・

正規問題、格差問題は非常に大きな問題でございますので、そこに焦点を当てる形で我々

は議論を進めてきています。 

 私のプロジェクトだけでなくて、オールＲＩＥＴＩ、ほかのプロジェクトの方々、メン

バーも含めて、この４月13日に、日本の雇用、それから労働市場再構築、中長期的にみて

どのようにしていったらいいのかというようなトピックで我々はシンポジウムをやる予定

でおります。 

 おかげさまで、参加者アンケートをみても非常に評価をいただいております。我々は、

シンポジウムをやって１年ぐらい、さらにそこでの報告をブラッシュアップしまして、昨

年３月に、ここにもありますけれども、このような『労働市場制度改革』という本を出版

いたしました。また、2008年度ずっと議論して、昨年４月のコンファレンスの内容をもと

にしまして、これは３月、もうすぐですけれども、２冊目の書籍を出すことになっており

ます。 

 また、こうした書籍の内容につきまして、各章は、それぞれＤＰでも公表して、ウェブ

でもアベイラブルになっておりますし、各種コラム、それから「 RIETI Highlight」など

でも、非常にわかりやすい形でここでの議論を提供させていただいています。 

 私が、中身の話だけではなくて、プロジェクト運営ということで一言申し上げたいのは、

研究会を運営しながらシンポジウムを行う、それからまた書籍をやる、これは１つのサイ

クルということで、我々のプロジェクトは非常に規則正しくやってきているのですけれど

も、やはりそのサイクルというのが非常に重要だなと。ある意味で、このサイクルを守っ

ていくということは、私は非常に感じるのですけれども、いろいろな分野の諸先生方、と

もすればばらばらになりがちな方々にぎゅっと求心力をもたせる。ＲＩＥＴＩという研究

機関は、やはりハブの役目。いろいろな研究者がそこに集まる。集まる研究者と、またそ

の外にもいろいろなネットワークが出ていく。私などは逆に、ここで加わっている先生方

に、またその先生方がやられているプロジェクトなどに呼んでいただきまして、実は今、

いろいろなネットワークが非常に広がっているような状況なのです。プロジェクトの運営

ということにおいても、こういうサイクルをきちっとやっていくというのは非常に意味が
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あると感じております。 

 先ほどご紹介しまして、既に書籍で出しているものですけれども、最初の目標というこ

とで申し上げていたような、それぞれ異なった分野の先生方が、この中にもあるのですが、

「労働法制の展望を中長期の視点で描き出す努力が13人の筆者に貫かれている」と。単な

る論文集ではないということをご評価いただいておりますし、「対立の図式で語られるこ

とが多い労働法と市場経済との間に複眼の思考が芽生えたのが成果だ」ということで、こ

ちらのねらいを非常に評価していただけたという感じがします。 

 それで、ここの本の中で議論しているような話をちょっと紹介いたしますと、我々の非

常に基本的な考え方として、労働者、企業も非常に多様化しています。労働法制、そうい

う制度を考える場合も、みんな横並びで一律的に規制していくという考え方は、もう時代

に合わなくなっている。そうすると、労使がコミュニケーションを非常に豊かにしていく。

それをやりやすいような土壌をいかにつくっていくのかということと、労働者はやはり保

護されなければいけない。もちろん使用者との間の力関係は差があるのですけれども、余

り労働者保護に偏るようなことをやると、結果的には労働者にもまたそのツケが返ってく

るような状況があるわけです。我々も、例えば余りにも強い雇用保護は企業の生産性に悪

影響を与えるということも、日本のデータを使って実証分析をしたり、そういう中で、例

えば今、割と話題になっているデンマーク式のフレキシキュリティという考え方がありま

す。なるべく労働市場を柔軟にしながら、セーフティーネットをきっちりしていくとした

考え方も、早い段階で、我々は日本型のそういうフレキシキュリティの考え方をどうやっ

たらいいのかということで提言していますし、そういうのは政策とか議論の中で大分反映

してきているという印象をもっております。 

 それで、もう１つ、この３月に我々から出ます労働時間の分析をまとめた書籍なのです

けれども、ここは単純に章立てを書いていて非常に恐縮なのですが、例えば第３章の黒田

先生の「日本人の労働時間」というところなのです。黒田先生は、個々の労働者の時間を

15分ごとに把握するようなタイムユーズ・サーベイというのを使いまして、ライフスタイ

ルの変化と人口構成、就業形態の変化なども勘案しながら、実際に平均的な労働時間は、

例えば20年前、30年前とどれだけ変わっているのかというのを議論されているのです。そ

うすると、案外、労働時間は変わっていないという結果を出されていて、非常に面白いの

は、例えば全体の労働時間は変わっていないのですけれども、平日の労働時間はふえてい

る。ただし、週休２日制がその間に浸透しましたので、例えば土曜の労働時間はもちろん
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減っている。そういう中に入り繰りがあるというように、非常に詳細な分析をされていま

す。 

 また、ここに第４章、山口先生の論文とか守島先生の論文、これもとても面白い論文な

のですけれども、どういう人たちの労働時間が長くなっているか、どういう人たちが働き

過ぎと感じているのかというのを、労働者の立場、企業の立場から議論されておりまして、

例えば山口先生の論文は、特に働き過ぎと感じている方は女性の管理職、女性の専門職と

論文の中にあるのです。教師と技師とか研究者ということだと思いますけれども、感じら

れている方が多い。一方、企業の視点ということになると、株主価値重視に変わりつつあ

る企業、コストダウン、スピードアップなど経営政策を導入している、現場の経営管理を

非常に厳密にやっている企業、そういう中で、労働者も長期的に企業の関係をもってキャ

リアアップをしたいと。そういった人々は労働時間が非常に長くなっていると感じている。 

 あと、非常に政策的なインプリケーションをもつ論文なのですけれども、「ホワイトカ

ラー・エグゼンプションの働き方への影響」。これは第６章、山本先生、黒田先生の論文

があるのですけれども、現状でも、例えば労働時間の規制を受けない適用除外制度とか、

いろいろ裁量労働制がございます。そうした人たちのデータを使いまして、実際にそうい

う適用除外を受けている人と受けていない人を比べてみると、適用除外を受けていない人

は本当に労働時間が長くなっているのだろうかということを調べられているのですけれど

も、実際にみてみると、確かに卸・小売とか飲食・宿泊業というところは、やはり尐し長

くなっている。マクドナルドの店長などの問題がございましたけれども。それから、大卒

以外の労働者というのは、確かに適用除外の導入で労働時間が長くなっているというよう

な結果が出ています。ただ、それが、ある程度基本的な賃金が上がるということで、単に

残業代がゼロになっているかというと、そのようなことで、全体としてはある程度保障さ

れているというような非常に詳細な分析をされています。政策的なインプリケーションと

いうのはあると思います。 

 時間の関係で大分駆け足になって恐縮なのですけれども、2009年度、本年度は、先ほど

申し上げたように、格差の問題とか、非正規雇用の問題というのを研究会で非常に議論し

て、いろいろ研究を進めてきています。その中の１つ、代表的なものとして、ＲＩＥＴＩ

が独自に、派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査というのをやりました。

これは、2009年１月に最初のものをやりまして、昨年７月と、またことし１月ということ

で追跡調査をやっています。同じサンプルの状況をずっと引き続きみています。こういう
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例はなかなかないのです。我々が知る限り、日本でもほとんど行われていない調査でござ

います。 1,500人ぐらいのサンプルを使っております。 

  今、非常に問題になっております派遣は、本国会に労働派遣改正法が提出されます。

特定の派遣というのを禁止すべきではないかということなのですけれども、日雇い派遣の

労働者、それから製造業派遣の労働者、これは次のところをみていきますと、我々のアン

ケートをみると、やはり相当特色が違います。それで、一言でいいますと、製造業派遣の

方々は男性で単身者が多くて、自分が家計の主たる稼ぎ手であること。ただ、それなりの

賃金をもらっていらっしゃるのですけれども、後の幸福度というところをみますと、非常

に低くなっているのです。一方、賃金はそれほど高くないのですけれども、いわゆるパー

トの主婦をやっていらっしゃる方々は、それなりに幸福度が高いのです。問題になってい

る日雇い派遣は、実はそんなに幸福度が低いというわけではない。派遣の中でみれば中間

的なところにございます。日雇いの方々は、むしろ親と同居されている方々が多いとか、

自分の都合や娯楽、学費のために働いている方々が多いということで、派遣なども、それ

ぞれ特色を相当みていかないと、きちっとした政策の議論はできないのではないかと思っ

ております。 

 それで、一番重要な点として、非正規というのはいろいろな方々がおります。それは、

例えばアルバイトの方々、雇用期間が有期であるか、雇われているのが今働いているとこ

ろがそうなのか、これは派遣かどうかですね。あと、請負。指揮命令が自分の働いている

会社なのか、それともそうではないのか。いろいろな非正規の軸があるのですけれども、

実は幸福度に一番影響を与えているというのを我々が分析しますと、雇用契約期間なので

す。これは、非常に詳細な分析をやっても、いろいろな変数をコントロールした実証分析

をやっても、そういう結果が出てくる。ここの図でみていただいても、やはり雇用契約期

間が長くなるほど幸福度が高まるというようなことが出ておりまして、派遣がけしからん

ということよりも、まさに雇用の安定のために雇用契約期間をどれぐらい長くできるのか

というところが実は大きな問題です。 

 それから、幸福度を決定しているところで非常に大きく影響しているものとして、正社

員への希望というのがございます。正社員への希望を強くもっている方々、これは非自発

的非正規雇用というように私は呼んでいるのですけれども、本当は正社員になりたかった

のですが、なれなかった方々というのは、やはり満足度が非常に低い。不満がそれだけ多

いということなのです。これは、いろいろなカテゴリー別などにみても、そのように広が
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っている。こういうところをいかに正社員に転換していく、また、そのインセンティブを

どうやってつくっていくのかということが、実は今、政策を考える上でも非常に大きなポ

イントになっている。 

 このアンケート調査が、今の政策を考える上で、非常に多くの有益な材料を提供してお

りまして、ほかにもいろいろなおもしろい分析がございますけれども、時間の関係で、こ

こでストップさせていただきます。もし皆様からご質問があれば、お答えさせていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 鶴先生から、過去の経緯も踏まえて、今年の成果の発表がありました。皆様からご質問

がございましたら、どうぞ、せっかくの機会でございますから。 

 １つお伺いしてよろしいですか。先生の幸福度の調査というのは余り例がないように思

うのですけれども、過去にそういう調査をされたことはございますか。 

○鶴上席研究員  いろいろ各種アンケート調査などで幸福度を聞くというのは、ほかの

調査でもやられているものはあります。ただ、今日の日経新聞の朝刊にもございましたよ

うに、政府のほうも幸福感というのを10段階評価で考えて、きちんとした指標をつくって

いこうというような話が出ております。私が知る限り、割と行動経済学的な視点から幸福

度をみるという分析もされておりますし、幾つか海外などでもされているのですが、こう

いうきちっとした形で、また、こういう問題にトライしてみようというのは、割と新しい

流れなのかなと思います。 

 つまり、私が申し上げたかったのは、もちろん幸福度は、所得とか資産とか、非常に強

い影響を与えているのです。ただ、分析しますと、所得と資産というところをコントロー

ルして、その要因を除いても、先ほど申し上げたように、正社員への希望とか雇用期間の

長さ、あと家族とのかかわりですね。未婚の方というのは、やはり幸福度が低いという結

果が出ておりまして、そういったものを総合的に考えていかないと、こうした問題を理解

していくことはなかなか難しいということなので、我々は、特に雇用形態の違いというと

ころで幸福度の関係をみているのですけれども、こういう研究はほとんどないと思います。

海外でも聞いたことがないので、新しい試みなのかなと思っております。 

○小野分科会長  セーフティーネットワークがもっとあるといいのだというような議論

がよく行われますが、セーフティーネットワークと幸福度みたいな関係は、どういう理解

をしたらよろしいのですか。 
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○鶴上席研究員  もちろん我々はそういう変数も調べておりまして、例えば医者にかか

りにくいという困難を感じたかとか、そういうことも調べております。そういうことにな

かなかアクセスができない方、あと、公的保険から漏れてしまっている方々は、やはり幸

福度が低いというような結果が出ておりますので、そういうところを当然充実しなければ

いけない。 

 それで、私もずっとこの研究会の中での議論も通じて、１つの考え方として、今、例え

ば雇用保険というのは、これまで、１年ぐらい勤める、それを見込んでいるような人たち

は雇用保険ということ。それは半年になりましたけれども、それでは全然足りないと思っ

ているのです。だから、それは、ちゃんと１日でも働くということになれば、労災保険が

そうなのですけれども、それと同じように、ちゃんとセーフティーネットを張る。そのか

わり、ちょっとだけ働いて、すぐやめてしまって、雇用保険をもらうというような、そう

いうモラルハザードになるというのは問題ですので、そこは、そういうことができないよ

うな仕組みをきちっとつくる必要があると思うのですけれども、カバーするということが

大事です。あと、いろいろな年金とか、そういうのもあるのですが、企業側からみて、非

正規雇用を雇ったほうがそういう負担が尐なくなる。そういう人を雇ったほうがお得だよ

と。やはりそのような制度的状況になっているのですけれども、そういう状況をそのまま

にしておけるのかなと。今、雇用の不安定さということで、そういう人たちがリスクを非

常にかぶっているという状況でございますので、将来的には、そうしたリスクを国民全体

のどこに負担していくのか。それは単にまた企業に押しつければいいというだけの話では

ないのだと思うのですけれども、そこは考えていかなければいけないだろうということで、

我々はセーフティーネットの議論も、もちろん研究会の中でしっかり議論しております。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○小笠原委員  簡単にご質問させていただきたいと思います。 

 この幸福度は非常に興味深いところがいろいろありまして、私は、男としては、男性と

女性との間にこんなに開きがあって、なおかつ、男性の幸福度というのは失業する方の幸

福度とかなり近似しているという恐ろしいデータがあります。 

 それで、私は、失業に関しては、いつも統計局から出ているデータで、毎月、興味深く

というか、注意してみるのは、20代女性の失業率と50代男性の失業率、このあたりが非常

に大きく出ています。そこの推移をみているのですが、これは推測で結構なのですが、逆

に考えると、失業されていても、それなりの満足度があるというか、幸福度があるという
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ことは、20代女性が考えている立ち位置と、50代男性の早期退職とかで、ある程度確保し

た上でのものと、サンプルがそういう明らかに両極端の方々を交ぜるとこういう形になる

ということで理解してよろしいのですか。 

○鶴上席研究員  そこは本当にご指摘のとおりで、失業されている方というのもいろい

ろあって、そこの状態が、例えば次のステップというのをいろいろ考えることができるよ

うな方々、また、その失業というのをそれなりに意味のある形として１つのライフサイク

ルの中で考えていらっしゃる方と、なかなか希望をもてなくて、こういう状況になってい

るという方々はやはり違うと思うのです。非常に重要なのは、ここでみている中で、一部

の非正規雇用の方々というのは、本来はやはり正規になりたい。また、実はこの方々の中

も、過去をさかのぼってみると、３割ぐらいはもともと正規の方々だったのが非正規にな

って１回落ちて、そこからなかなかはい上がれないというような方々もいらっしゃるので

す。そういう方々は、やはり不満度というのが非常に高い。それから、希望がみえない。 

 それから、先ほど男性と女性の違いとおっしゃられて、まさにそうなのですが、ポイン

トはやはり男の非正規ということだと思うのです。女性の方々は、例えばパートという形

をとられて、補助的な形で家計を支える。そのかわり、時間はフルタイムで働けない。そ

れはそれなりに自分の希望にも合っているという方々が多いわけですけれども、男性の場

合は自分が家計を支えている。正社員になりたいのだけれども、なれない。それから、希

望がもてない。なおかつ、自分が前に正社員だった経験もある。そういう人たちというの

は非常に厳しい状況に置かれている。それは、失業者と余り変わらないような。そこは、

やはり何とかしなければいけない。ただ、それが、単に派遣という形態を禁止することで

状況は改善するのでしょうかということになれば、多分そこは違うのだろうなと。もっと

抜本的な、どうやったらいいのかということです。本当にその立場になって考えなければ

いけないなと思います。 

○古城委員  追跡調査をしたということが非常に特徴として挙げられていて、こういう

ことをやるのはすごく大変だと思うのですけれども、やられているということで、この追

跡調査をした結果というのは、例えば雇用契約期間別というグラフですが、これは、その

ときにどのぐらいの時間がということですね。 

○鶴上席研究員  そうです。調査をしたときに、どれぐらいの雇用契約期間。 

○古城委員  それで、追跡調査をするというと、つまり、雇用期間がより安定している

人がいたり、あるいはもっと削減していってしまう人がいたりとか、そういうことが起こ
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り得るわけですね。 

○鶴上席研究員  そういうこともわかるわけです。 

 それで、今日はちょっとご紹介しなかったのですけれども、我々は半年ぐらい、去年の

１月と７月に調査しましたので、ちょうど経済が非常に厳しい時期ですよね。どういう状

況の変化があったのかというと、これは我々の報告書も出しているのですが、非常に特徴

的だったのは、先ほどおみせした幸福度というのは、それぞれのカテゴリーで下がってい

るのです。例えば新たに日雇い派遣などになったような方々の幸福度の下がり方は非常に

大きいということなので、日雇い派遣というのは、我々がみてなるほどと思ったのは入れ

かわりが激しいのです。ずっと日雇い派遣でやっている人というのはそんなに、それこそ

いろいろなカテゴリーからそこに入ってこられる。そうすると、経済の状況が非常に厳し

いと、そういう方々の幸福度は非常に下がっているとか、やる気がなくなっている方々が

非常にふえているとか、生活が非常に厳しくなっている。だから、こういうアンケート調

査をやると、何が起こっているのかということについても、我々は非常に的確にみること

ができます。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問、よろしゅうございますか。 

 それでは、まだ次の議題もありますので、鶴先生、きょうは本当にどうもありがとうご

ざいました。またこれからもご活躍をお祈りいたしております。 

 それでは、次の報告案件でございますが、森川副所長から、21年度の業務推進状況につ

いてお願いいたします。 

○森川副所長  森川です。資料３に基づきまして、経済産業研究所の最近の活動状況に

ついてご説明させていただきます。 

 資料３でございます。研究プロジェクト、成果の発信、国際的なネットワーク、業務の

効率化、大きくこの４つについて、説明させていただきます。 

 まず、政策立案に寄与する研究プロジェクトということでございますが、第Ⅰ領域につ

きましては、例えば暮らしと健康に関するパネル調査というものをやっております。ＪＳ

ＴＡＲと呼んでいますが、東京大学の市村ファカルティフェローを中心に取り組んでおり

まして、これは、アメリカのHealth and Retirement Studyといったものを参考にして、

日本の高齢化社会の制度構築のための基礎データということで収集しているものでござい

ます。昨年９月に、ようやく１回目の調査の結果をディスカッションペーパーとして公表



 - 24 - 

いたしました。これは、英文の３センチぐらいある非常に分厚いペーパーでありますけれ

ども、わずか半年で４万件近いダウンロードがあるという、ＲＩＥＴＩのディスカッショ

ンペーパーの中でも突出して非常に関心を集めているものでございます。 

 また、シカゴ大学の山口先生、あるいは法政大学の武石先生を中心に、ワークライフバ

ランスについて、日本、イギリス、オランダ、スウェーデンといった国の調査をいたしま

して、現在、その成果をまとめているということでございます。また、この調査につきま

しては、内閣府と分担して、内閣府ではドイツないしフランスを調査するということでご

ざいますが、連携しながらやっているものでございます。 

 ２ページが第Ⅱドメインの例でございます。産業・企業の生産性と日本の経済成長、Ｊ

ＩＰデータベースのプロジェクトでございますけれども、これは、毎年、産業の生産性デ

ータベースを更新しております。また、今年度からは中国版の China Industrial Produc

tivityデータベース、ＣＩＰの整備にも着手しているという状況でございます。このＪＩ

Ｐデータベースは、世界的な生産性の国際比較データであります ＥＵ ＫＬＥＭＳに使わ

れているものでございまして、実務的な分野、あるいは学会、民間のシンクタンクなど、

幅広く使われるデータベースになっているところでございます。 

 発明者サーベイにつきましては、先ほど長岡先生からご紹介がありましたので、割愛い

たします。 

 次の３ページ、第Ⅲドメインでございますが、若杉先生をリーダーといたしますプロジ

ェクトで、国際貿易と企業ということで、日本企業のグローバル化と生産性の関係を中心

に、幅広い研究を行っております。 

 また、浦田先生を中心にいたしますＦＴＡの効果に関する研究というのも進んでおりま

す。これは、実は政策現場の通商政策局の者も大変多く参加しているプロジェクトでござ

いますけれども、今月26日には国際的なワークショップを開催する予定でございます。 

 ４ページでございます。隣接領域でございますが、金融・産業ネットワーク研究会、物

価・賃金ダイナミクス研究会。一橋大学の渡辺努ファカルティフェロー、また、元こちら

の研究員でありまして、現在、一橋の准教授の植杉コンサルティングフェローが中心にな

って、金融機関と企業の取引関係に関する実態調査を行いまして、さまざまな制度の効果

などについて分析しております。また、日本では、今のところ、まだ余り進んでおりませ

んけれども、ＰＯＳデータを用いた分析も進めているということでございます。 

 労働市場制度改革につきましては、先ほどの鶴先生の紹介がありましたので、省略いた
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します。 

 ５ページ。３つのドメインのほかに、第２期では通商産業政策史の編纂という大きな業

務がございます。こちらに早川ディレクター、担当のディレクターもまいっておりますけ

れども、全12巻について、編纂、執筆を分担してやっていただいておりまして、現在、基

礎産業、あるいは産業技術といった分野につきましては、第１次稿の査読を経済産業省の

政策現場の方も入る形で実施しているということでございます。 

 ６ページが、以上、第２期全体を、これまでの総括をしたものでございますけれども、

研究プロジェクト89本に対して、さまざまな大学、あるいは民間企業の方がプロジェクト

に参加するということで、こういうネットワークの拡大にも大変貢献していると考えてお

ります。 

 次に、成果の発信でございます。７ページ。ディスカッションペーパー、それからポリ

シーディスカッションペーパーというのをつくっております。年度別の推移、2009年度に

つきましては３月１日時点でございますけれども、３月１日時点で 113本ということで、

昨年の実績に既に到達しているということでございます。 

 次に、８ページでございますけれども、さまざまなシンポジウムをやっております。特

に昨年７月には世界経済危機対応シリーズということで、３つのドメインの研究主幹を中

心に、続けざまにシンポジウムを開催したところでございます。 

 それから、９ページでございますが、昨年12月、産業政策についてのシンポジウムをや

りました。世界各国で、この経済危機ということもあって、さまざまな産業政策が行われ

ております。ＧＭですとか、日本でも危機対応の融資、エルピーダに対する出資、その他

いろいろ行われておりますけれども、こういったことをこれからどうしていくべきかとい

う趣旨のシンポジウムを、アメリカ、ドイツ、フランスの実務家も招いて開催したところ

でございます。この成果につきましては、ことし１月25日の「経済教室」に、パネルのモ

デレーターをやられました吉野先生が寄稿されているということでございます。 

 10ページでございますが、そのほかにも中小企業政策シンポジウムをこの２月に京都大

学と共催で実施いたしました。また、「経済教室」では、ことしに入ってから藤田所長、

小林シニアフェローが寄稿しているということでございます。 

 11ページはバックデータですので、省略いたします。 

 それから、12ページは、先ほど鶴さんからもちょっと紹介がありましたけれども、４月

には雇用・労働システムについてのやや大きなシンポジウムを開催する予定でございまし
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て、東大の市村先生、一橋の深尾先生、東大の戸堂先生を初め、多くの方が参加される予

定になってございます。 

 13ページでございますが、ＲＩＥＴＩでは発足以来、ウェブを通じたアピールに力を注

いでおりますけれども、ごらんいただきますように、2009年度はまだ終わっていませんの

で、推計になりますが、着実に増加しているということでございます。14ページのグラフ

をごらんいただいても、その感じがご理解いただけるのではないかと思っております。 

 15ページですが、ＤＰのダウンロードの件数でございますけれども、これも着実に増加

してきているということでございます。これは、もちろん論文のストックが増加してきて

いるので、増加してきているという面もありますけれども、ＲＩＥＴＩのブランドという

のが国内、海外で非常に浸透して、関心をもたれているということでございます。また、

ここには示してございませんけれども、もう尐し標準化して、最近のＤＰはインパクトが

ふえているかどうかというようにみましても、ふえているということを確認することがで

きるわけでございます。 

 16ページでございますけれども、こういったディスカッションペーパーは、中には非常

に技術的で難しいものもあります。もちろん一流の学術誌に掲載されるようなものも、こ

れまで多数ございます。 

 一方で、これを政策当局の方、実務家にわかりやすく示していく必要があるということ

でございまして、藤田所長のイニシアチブのもとで、ディスカッションペーパーとは別に、

その政策含意を抽出してサマリーしたノンテクニカルサマリーというものをつくるように、

最近いたしてございます。また、ことしの２月ぐらいから、順次そのようにしているとこ

ろでございます。 

 それから、これまで英文だけだったディスカッションペーパー――今年度のディスカッ

ションペーパーも、実は英文のものがかなり多いわけですが、これについても日本語のノ

ンテクニカルサマリー、それから、アブストラクトも日本語でウェブサイトに掲示すると

いうことをして、一般の方がアクセスしやすくなるように努力しているところでございま

す。 

 17ページは、その実例でございます。 

 それから、18ページにございますのは書籍の出版でございますが、今年度、英文の書籍

が２冊刊行されております。また、ＲＩＥＴＩの広報誌「 RIETI Highlight」では、ここ

に藤田所長の写真が入ったものがございますけれども、英語版を増刊号として刊行すると
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いうことをやりまして、海外へのアピールもやっているところでございます。 

 19ページは、これまでに出た本がずっと出ていますが、一番上に４つ並んでおりますの

が今年度刊行されました書物でございまして、これのほかに、先ほど鶴上席から紹介があ

りました労働時間の書籍が今月中に刊行の予定となってございます。 

 21ページは、ＢＢＬについてです。これも大変人気のあるものでございまして、ここで

は、第２期で合計 200回開催と書いてございますけれども、これまで、今年度だけでみま

しても61件ということで、詳しくは資料５にも載ってございます。最近では、山口ヴィジ

ティングフェローのワークライフバランス。あるいは、最近、民の公共というものが政権

の中でも注目されていますが、これにかかわっておられる後先生、「ＮＰＯは公共を担え

るか」。あるいは、ＩＥＡの事務局長の田中さんにエネルギー展望についてのお話をいた

だくということで、大勢の参加をいただいております。 

 22ページ以下が国際的なネットワークという視点でございますけれども、冒頭、理事長

からも申しましたが、中国の国家発展研究中心、ＤＲＣと共同研究をやってきております。

2009年――今年度ですが――に２回ワークショップをやっておりますし、また、今月18日

には北京で共同のワークショップをやりまして、共同論文の報告もする予定になってござ

います。中国企業のグローバル化と生産性というようなことについての研究論文で、これ

は、ＲＩＥＴＩからも同じようなタイミングでディスカッションペーパーとして公表する

予定にしてございます。 

 23ページは、国際展開についてです。これも冒頭、理事長からありましたけれども、Ｃ

ＥＰＲとの共同研究、また、多くの国際シンポジウムを開催しております。 

 24ページも同様でございまして、ワークショップを含めますと、13件開催されていると

いう状況でございます。 

 25ページは、外国人講師によるＢＢＬです。それから、海外からいろいろなことをＲＩ

ＥＴＩに聞きたいといってこられる方がおられます。こういった方も非常にふえていると

いう状況でございます。 

 26ページは、業務効率化の関係でございますが、競争入札を推進しております。この表

の中で、20年度と21年度の数字を赤で囲ってございますけれども、随契の件数ベースで 5.

6％、金額ベースで20.7％ということで、随契比率は低下する見込みになっております。 

 また、閣議決定に従いまして、官民競争入札法に基づきまして、中国語のホームページ、

データベース業務について競争入札の作業を現に行って、そのような形で運用していると
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ころでございます。 

 27ページは、昨年11月に「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」というこ

とで、各独立行政法人、横断的に契約監視委員会をつくるようにということが決まりまし

た。これを受けまして、このメンバーからなります委員会を発足させまして、１回議論を

やっております。これまでのところ、不適切とされた事例はなかったわけでございますが、

幾つか質疑がございまして、今年５月ごろに、改めてまた審議がされる予定でございます。 

 最後のページでございますが、業務効率化に関しまして、情報セキュリティーが大変重

要でございまして、ＩＳＭＳについて取り組んできているところでございまして、内部監

査を今年も実施したところでございます。 

 また、最初に申しましたＪＳＴＡＲですとか、幾つかＲＩＥＴＩでもっていますデータ

で、非常に機微だけれども、大いに使ってほしいデータというものがあります。こういっ

たものを提供できるような遠隔操作システムというものを整備しているところでございま

す。 

 ちょっと駆け足で済みませんが、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。 

 森川さんからの研究所の活動報告であります。何かご質問ありましたら、どうぞ。 

 資料４というのがありますね、「平成21年度プロジェクト概要」というもの。森川さん

から、これで何かコメントがありますか。これはよろしいですか。 

○森川副所長  これは、21年度に限って、それぞれのプロジェクト概要とその成果を現

時点でまとめたものでございます。これ自体は参考資料でございまして、大体こういうプ

ロジェクトがそれぞれのドメインで走っているということをご理解いただくための参考と

いうことでございます。 

 それから、資料５は、先ほどちょっとメンションいたしましたけれども、政策提言とか

成果普及に関して、今年度に出されましたディスカッションペーパーですとかＢＢＬの実

績、シンポジウム、出版物について、それぞれアイテムごとに整理したものでございまし

て、参考にしていただければと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 以上の説明ですけれども、何かご質問ありますか。どうぞ。 

○小笠原委員  業務効率化のところで、いわゆる成果のところは質的にも量的にも確認

できたので、申し分ないと思うのですけれども、最近よく話題になっている入札の26ペー
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ジ、27ページのところで、恐らく、随意契約とかは３件しかないので、それはもうインフ

ラ的なところしかない、聞くだけ無粋な話だと思うのですが、むしろ上段にある競争性の

ある契約の中で、１者だけの応札だったというところは、たしかそのような論点が最近あ

ると聞いていまして、簡単で結構ですので、その辺の状況をもしお知らせいただければと。 

○森川副所長  河津総務ディレクターからお答えします。 

○河津総務ディレクター  いわゆる一者応札と呼んでおりますけれども、１ページめく

っていただきまして、27ページに契約監視委員会の報告をさせていただいております。こ

の契約監視委員会、最初の黒四角の中に丸が２つ書いてございまして、これはどういう論

点を審議いただくかということでございますが、１つ目が競争性のない随意契約。先ほど

の３件の話でございます。２つ目が真に競争性が確保されているか。ここが「一者応札・

応募である場合に改善すべき点はないか」ということでございます。 

 今回の監視委員会では、20年度の実績について、随意契約及び一者応札の点を審議いた

だいております。実は、21年度に関しまして、一者応札の件数はぐっと減ってきているの

ですが、20年度におきましては何件かございまして、そこについてご審議いただきました。

例えば派遣の募集の際に１者しかないケースがあったとか、そういうことについてご議論

いただいております。 

 特にここにも書かせていただきましたけれども、不適切ということではないが、できる

だけ期間を長くとったほうがいいというようなこと。これは、実は21年度はそうしてきて

いるので、減っているのではないかと思っておりますが、そのような改善の点も含めてご

議論いただきまして、期間の問題でありますとか、あるいは公募の要件が厳し過ぎるので

はないか、尐し緩めてはどうかというようなことをご指摘いただきながら、21年度、それ

から22年度に向けて改善を図っていきたいと思っているところでございます。 

○小笠原委員  今年度は大きな受託というか、こっちからいうと委託というか、外部へ

の委託で大きな、例えばシステムの発注とか、そんなものはあったのですか。 

○河津総務ディレクター  大きなということで申し上げますと、資料の28ページ、一番

最後に書かせていただいております遠隔操作システムです。これは、独立したコンピュー

ターのシステムを入れましたので、これが金額的に１つ大きくございます。 

 それから、金額的にもっと大きいという意味でいきますと、中にございましたけれども、

ＪＳＴＡＲといいますが、高齢者に関するデータを集める作業を委託しまして、実際にそ

れぞれの家庭に出向いていって、聞き取り調査、あるいは記載をして回収する、二重の調
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査をするということで非常に手間がかかる、こういう調査もやっておりまして、これもお

金がかかっております。 

 いずれにつきましても、入札をかけさせていただいて、やらせていただいておりまして、

ＪＳＴＡＲのほうは複数応札であったと理解しております。遠隔操作システム（ＳＡＣＳ

ＥＳ）のほうは、21年度の実施なので手元に正確な把握がございませんが、一者応札だっ

たかもしれません。ＳＡＣＳＥＳのほうはちょっと金額的な問題がありまして、実は不落

随契ということになりました。 

 こういう21年度の実績につきましては、時間的に間に合えば、27ページの一番下に書か

せていただきましたが、21年度の実績につきまして契約監視委員会にお諮りした上で、次

の評価委員会のときに、その結果も含めてご報告させていただければと思っております。

ただ、５月ごろというのは、今の新聞報道等によりますと、外部環境の対応が結構厳しい

状況かもしれなくて、契約監視委員会も予定では５月ごろに開きたいと思っておりますが、

きちんとそのタイミングでできるかどうかが、ちょっと今、正直いうと不安な状況ではあ

ります。予定としては、それも経た上で、次回の評価委員会にご報告させていただきたい

と思っております。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○古城委員  ウェブサイトのアクセス件数で、私の関心からお伺いするのですけれども、

英語のウェブサイトへのアクセス件数が非常に伸びていて、ですから、対外的な話がすご

く高まっているというのはよくわかるのです。さっきの一者応札のところに出てきました

中国語のホームページですけれども、アクセスは余り変わっていないわけですよね。この

ホームページを維持していくというのは、それなりに何か政策的なインプリケーションと

か、そういうのはあるのでしょうか。つまり、普通は、英語のものがあれば大体英語でア

クセスするというので、多分、日本人でも英語のほうにアクセスしたりする人は多いと思

うのですけれども、中国語でアクセスする人は中国の方ということになるわけでしょうか。

そのあたり、どのように対象を考えられているのかというのをお聞かせいただけますか。 

○森川副所長  英語の場合には、もちろん英語圏の方がいろいろなアクセスをされてく

るのですが、恐らく中国語の場合には、一部中国以外におられる中国人の方もいると思い

ますけれども、ほとんど中国人の方ということだと思います。 

 その費用対効果はどうなのかという問題になると思いますけれども、先ほどＤＲＣとの

共同研究ということを申しましたし、今、アジアが成長戦略の中でも大変重要なファクタ
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ーになっている中で、やはりＲＩＥＴＩとしては、中国に対するアピールを落とすという

ことは避けたいと考えております。 

○及川理事長  ちょっと一言つけ加えさせていただきますと、昨年、私、それから所長

とで中国へ行ったのですけれども、広東の市の関係の方々にお会いしたら、ＲＩＥＴＩの

ホームページをみています、中国語があるので感激しましたといわれております。ただし、

英文に比べて遅いと。これは、やはりコストとの関係、それから中国語への翻訳の関係で、

どうしても出す分量が限られてしまうという点で、おっしゃるように、コストパフォーマ

ンスを上げるとすると、かなりのコストがかかってしまう。ただ、なくしてしまうと、せ

っかく獲得している、尐なくとも中国のそういう方たちを失ってしまいますので、できれ

ば続けたいと思っております。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 ほかにご質問がなければ、21年度の進捗状況はこの辺で終わりにいたしまして、最後に

事務局から、第３期の中期目標にかかわる今後のスケジュールが参考資料１で出ています

ので、このご説明をお願いします。 

○松井室長  参考資料１をごらんください。今後のスケジュールについて説明させてい

ただきます。 

 まず一番上、３月９日、これが本日の分科会でございますけれども、本日開催させてい

ただいたということで、次回、５月下旪に第32回の分科会を予定させていただいておりま

す。これは、例年どおりの年度の業務実績報告、それ以外に、第３期中期目標と計画、そ

れらに対する考え方及び経済産業研究所の組織・業務全般の見直し当初案についてご議論

いただくこととしております。その次、１つ飛ばしまして、６月下旪に第33回の分科会を

開催する。こちらは、年度評価の最終評価をいただくということと、再度、組織・業務全

般の見直しをご議論いただくということでございます。その後、７月中旪に第48回の親委

員会のほうで業務実績評価をいただく。さらに、第49回、８月下旪を予定しておりますけ

れども、第３期計画を含めた組織・業務全般の見直し当初案について親委員会で議論いた

だく。ここにちょっと書いていないのですけれども、この後、９月から11月、12月にかけ

て、総務省の独立行政法人評価委員会のほうに組織・業務全般の見直し案ということで説

明させていただくということで、総務省から指摘、勧告を受けて、12月上旪に第34回の分

科会を開催させていただく。それらの指摘事項を踏まえた第３期計画の最終案をご議論い

ただいた上で、12月中旪に第50回の親委員会のほうで組織・業務全般の見直し及び第３期
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計画の最終案についてご議論いただく。さらに、そこでの指摘事項を踏まえて、最後、来

年２月中旪に第35回の分科会を開催させていただいて、次期中期目標及び中期計画につい

てご決定いただく。最後、２月下旪に第51回の親委員会のほうで中期目標及び中期計画に

ついて承認いただくというスケジュールになっております。 

 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 年間のスケジュールがこういう予定になっているということであります。ほぼ昨年と同

じようなペースで審議されていくということだと思うのですが、説明のなかった、５月某

日に独立行政法人評価委員会みたいなものがあるのですか。 

○松井室長  申しわけございません。１つ省いたのですが、５月下旪に行われるのは、

その前段階として、経産省の独立行政法人評価委員会、親委員会のほうで、法人の概要説

明をさせていただくということでございます。 

 あと、説明は省いたのですけれども、５月下旪の前に、いろいろうわさされております

事業仕分けとか、そういった関連ですね。そこら辺は４月下旪から５月中旪ぐらいにかけ

て行われるのではないかということでございます。 

 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 これからのスケジュールということであります。 

 以上で予定しておりました議題が全部終了いたしましたけれども、最後、両先生から何

かコメントありますか。――よろしいですか。 

 それでは、ここで第31回の独立行政法人評価委員会の経済産業研究所の分科会を終了し

ます。今日はどうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


