
 

  
 

独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会第７回 議事録 
 
○宮内分科会長  それでは、時間でございますので、ただいまから、第７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。 
 きょうは、メンバーの皆様方、ご多用のところをおいでいただきまして大変ありがとう 
ございます。速水先生もおいでになられますので全員ということでございます。 
 まず経済産業研究所の役員の再任及び交代等につきまして、岡松理事長より冒頭ご説明 
をいただくことになっております。よろしくお願いいたします。 
○岡松理事長  研究所の役員は２年の任期になっておりまして、したがいまして、切れ 
たわけでございますが、私、４月１日で、また大臣に再任されまして、あと２年続投をす 
るということになりました。よろしくお願い申し上げます。 
 監事のうち１名はかわりまして、きょうごらんいただきます財務諸表で、前年は岡田と 
いう者がサインしておりましたが、今回は上村という者がかわっております。もう一人の 
野辺地は続投ということで再任されております。 
 それからお断り申し上げておきますが、きょうは所長の青木が出席いたしておりません 
それは、実はＳＡＲＳ発症の中国に入りまして、まだ 10 日を経ておらないものですから、 
この建物は入館規制がございまして、10 日間は入館できないということで、大変申しわけ 
ございませんが、きょうは欠席をいたしております。内容につきましては十分打ち合わせ 
をしてきておりますことをお伝え申し上げます。以上でございます。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。この建物は少しエネルギーを節約しており 
ます。暑うございますので、どうぞお上着をご自由に、失礼させていただきたいと思いま 
す。 
 それでは、審議に入らせていただきます。本日の審議事項は、「独立行政法人経済産業 
研究所の平成 14 年度財務諸表について」「独立行政法人経済産業研究所の平成 14 年度の業 
務の実績に関する評価について」並びに「中期計画の見直しについて」、以上３件でござ 
います。 
 それでは、本日の配付資料などにつきましてご説明をお願いいたします。 
○森川室長  本日の配付資料ですが、資料は全部で９点ございます。「資料１」から 
「資料７」までですが、「資料３」が枝番がございますので複数になってございます。一 
つ一つ確認していただくのもなんですので、後でもし、説明の過程で万一不足がありまし 
たらご指摘下さい。 
 きょうは、初めに、14 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をいた 
だきまして、ご審議の上、議決していただくことを考えております。次に２つ目といたし 
まして、経済産業研究所の平成 14 年度の業務実績について、研究所から「資料３－１」に 
基づきまして、最終的な 14 年度の研究成果、14 年度の財務諸表を踏まえた予算関係などに 
つきまして、追加的に説明させていただきまして、ご審議いただきたいと考えております 
本日の審議で分科会としての評価を確定していただくことを考えております。３つ目とい 
たしまして、平成 14 年度の研究所の業務実績の評価結果を踏まえ、新中期計画についてご 



 

審議いただきまして、この分科会としての成案をとりまとめいただくことを考えておりま 
す。 
 なお、平成 14 年度の業績評価の審議中は、昨年同様、経済産業研究所には中座していた 
だきまして、審議結果が決まった段階で再度お戻りいただいて、審議結果をお伝えするこ 
とを考えております。 
 なお、本分科会と評価委員会、親委員会との関係につきまして、念のため補足いたしま 
すと、財務諸表につきましては、この分科会において評価委員会としての議決を行い、本 
委員会に報告を行うこととなっております。つまり判断権限が分科会にゆだねられている 
わけです。それから年度の業務実績の評価及び中期計画の見直しについては、分科会とし 
て決定いただきますけれども、それに基づきまして評価委員会に対して意見を述べて、評 
価委員会、親委員会の方で議決を行うことになっております。毎回ご連絡させていただい 
ておりますけれども、議事録につきましては、運営規定の定めに基づき公開することとな 
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ございます。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明いただきました方法で進 
めさせていただきたいと思いますが、そういうことでよろしゅうございましょうか。―― 
 それでは、そのように進めさせていただきます。 
 それでは、審議に入らせていただきます。独立行政法人通則法第 38 条では、主務大臣が 
財務諸表の承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞くべきことにな 
っております。それでは「平成 14 年度財務諸表（案）」につきまして、経済産業研究所よ 
りご説明をお願いいたします。 
○岡松理事長  それでは、一度各委員の方々に個別にご説明申し上げましたが、最終的 
な数字がかたまりましたので、原岡ディレクターからご説明申し上げます。 
○原岡ディレクター  それでは、お手元に「資料２ 平成 14 年度財務諸表（案）」とい 
うものが配ってございますけれども、これで非常に簡潔にご説明をしたいと思います。 
 12 ページ「平成 14 年度決算報告書」がございます。これで大体、14 年度どれぐらい運営 
費交付金を消化したかというような重要な情報が入っておりますので、ご説明をさせてい 
ただきたいと思います。 
 収入のところで、運営費交付金ということで、14 年度も 13 年度と同様に 20 億 3,867 万円の 
運営費交付金をいただきまして、決算金額、これが消化した金額でございますけれども、 
18 億 5,807 万ということで、９割以上の執行率であったということで、13 年度は、ご案内の 
とおり７億ぐらい余ってしまったわけですけれども、そのときご説明したように、これか 
ら研究が本格化すれば執行率が相当高まるであろうということを申しましたけれども、14 
年度につきましては、本格化をしたこともあって、このような執行率になっております。 
差額として１億 8,000 万程度ということになっております。 
 受託収入のところにありますのが、受託のプロジェクトが２つございまして、経済産業 
省から大学発等ベンチャーの創業環境の整備に必要なプロジェクトということで受託をし 
ておりますのと、文科省から科学技術総合研究ということで受託をしております。予算金 
額が１億 6,000 万近くなのに対して決算金額１億 1,000 万ということで、差額があるわけで 
ございますけれども、これは、支出の受託経費のところに、この２つと別に経済構造改革 
支援共同研究経費というのが計上されております。これは、途上国の経済構造改革を支援 



 

しようという受託プロジェクトで、経済産業省から受託をするということが予算の段階で 
は決まっていたわけですけれども、当研究所の研究者がこういうプロジェクトを請け負う 
余裕が、ほかの研究プロジェクトとの関係で、ないということでとりやめになった結果、 
これだけの差額が生じているということでございます。 
 普及業務関係収入、これは本の監修料、以前ご説明しましたように、著作権料の１割を 
監修料としてとっておりますが、そういうものと、さらにコンファレンス等で書籍を販売 
したりしております。これが、決算金額のところをみていただきますと 75 万ということで 
予算上は 106 万 8,000 円計上しておりまして、これの差額は、出版が年度後半に偏ったため 
に、販売期間が短くなったと思われます。 
 資産見返運営費交付金戻入、これは、独法になってから購入した資産の、パソコン等で 
ございますけれども、減価償却費の相当額がこれだけありますのと、資産見返物品受贈額 
戻入、これは、国から無償贈与を受けた部分の資産の減価償却費の相当額ということでご 
ざいます。 
 財務収益、これは、普通預金だけですけれども、それの受取利息が若干ある。 
 雑益として、これは外貨建て業務の委託料、つまり外国の研究者に業務委託をして、そ 
れを支払うときに契約で、当初全額の３分の１仮払いをしまして、最終的にアウトプット 
が出た段階で残りの３分の２を支払うというときに、円高になっていると為替差益が生ず 
るということで、若干、57 万円ほどそういうものが出ているということであります。 
 支出の方にまいりまして、調査・研究業務委託、政策提言・普及業務経費、資料収集管 
理業務経費、いずれも９割以上の執行率になっているということであります。この資料の 
中で損益計算書というものがございますけれども、損益計算書上は、私のような管理部門 
の人件費は、一般管理費に計上されておりますけれども、この決算報告書では一般管理費 
ではなくて、こういった調査・研究業務委託、あるいは政策提言・普及業務経費にすべて 
この人件費が計上されているということになっております。 
 受託経費は、先ほど申し上げたものでございます。 
 一般管理費、これは、管理部門の人件費を除いたものでございますので、水道、光熱費 
であるとか、コピー代であるとか、そういったものでございます。 
 以上で決算報告書のご説明とさせていただきまして、その次のページに監査報告書とい 
うのができております。これで監事お二人の監査をいただきまして、その結果を記してご 
ざいまして、特に問題はない、決算報告書は、指摘すべき事項は認められない、あるいは 
財務諸表、事業報告書及び決算報告書に重要な影響を与える不正及び誤謬並びに違法行為 
は認められません。ということでサインをいただいておるところであります。 
 ちょっと前に戻っていただきまして、１枚目に「貸借対照表」というものがございまし 
て、そこに負債の部が記述されておりまして、その中で運営費交付金債務がございます。 
運営費交付金債務のところに８億 9,432 万という数字が載っておる。この金額が、要は、今 
まで収益化しないで残額として残っている金額でございまして、つまり 13 年度の７億ちょ 
っとと、さっき決算報告書でご説明しました１億 8,000 万と合わせて８億 9,000 万が残って 
いる金額でございます。 
 「損益計算書」、これは決算報告書と同じようなものでございますので、ちょっと省略 
させていただきまして、次に「キャッシュフロー計算書」でございます。これは３ページ 



 

でございますけれども、端的にいいますと、資金期末残高が 11 億 9,574 万となっております 
これは、キャッシュフローベースでいわゆる未払い金、さっき申しましたように９億弱残 
っているわけですが、さらに、それに加えて３億弱未払い金があるというような状況を反 
映して、キャッシュフローベースでは資金の期末残高は 12 億ということになっております 
 次のページで「行政サービス実施コスト計算書」がございまして、こういうものを独法 
の会計規則上出すことが必要になっているわけですけれども、業務費用として先ほど申し 
ましたように 18 億 5,800 万ほど使ったということと、引当外退職手当増加見積額というのが 
あって、これは職員の退職手当については財源措置がなされているため、退職手当にかか 
わる引当金は計上しておらないのですが、そのかわりに計算書でこういうものを見積もる 
ことになっております。どういうことかといいますと、期初、14 年度の最初に在籍されて 
いた方が、14 年度の最後に、仮に全部退職をされたという場合にどれぐらい退職金を払わ 
なければいけないかというのを計算しまして、それを同じように 13 年度について計算して 
おりますので、その増加額がこれだけになるということであります。 
 さらに機会費用のところでは、国有財産無償使用の機会費用ということで、スペースを 
経済産業省から無償使用しておりますので、これが 1,578.5 平米あるわけですけれども、そ 
れを大体現在の不動産の相場の金額をかけまして、それで出している数字がこれでござい 
ます。 
 それを全部足して、行政サービス実施コストが全部で 20 億強あるということであります 
 ちょっと飛ばさせていただきまして、７ページに「運営費交付金債務及び運営費交付金 
収益の明細」が載っております。先ほども申しましたように、13 年度７億ちょっと余って 
いるということで、期首残高、要するに 13 年度に交付を受けた運営費交付金が、14 年度の 
期首に７億 1,672 万残っているということであります。14 年度に交付金、先ほど申しました 
20 億 3,800 万強交付を受けまして、余っているものから先に使ったということで７億強使っ 
て、さらに 11 億強使った結果、18 億 5,800 万使いましたということであります。そして期末 
残高のところをみていただきますと、８億 9,432 万と、先ほど貸借対照表でお示しした数字 
が出ているということであります。 
 以上で、簡単でありますけれども、財務諸表の説明とさせていただきます。ちなみにお 
配りした資料では、説明用資料というところがテクニカルタームが多いものですから、括 
弧の中で、大体こういうものです、という説明を加えておりますので、後でごらんいただ 
ければよろしいかと思います。 
 平成 13 年度の財務諸表につきましても、14 年度と比較ができますように参考資料集とし 
てつけさせていただいております。以上でございます。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。 
 それでは、ただいまのご説明に対しまして、ご質問、ご意見等ございましたら、どうぞ 
ご自由におっしゃって下さい。――特にございませんでしょうか。 
 本財務諸表（案）につきましては、本分科会で議決をちょうだいするということでござ 
いまして、ただいまのご説明につきまして、ご了承いただいたということでございますと 
分科会といたしまして、当財務諸表（案）は適当である、こういう形で議決をさせていた 
だくということになりますが、そういうことでよろしゅうございましょうか。―― 
 ありがとうございました。それでは、分科会として適当であるということで議決させて 



 

いただきます。６月 12 日に開催されます評価委員会に、適当であると議決いたしました旨 
を報告いたします。 
 なお、今後、この財務諸表のつくり方の体裁などで、若干の所要の修正がある場合が想 
定されますが、そのときには、私にご一任いただく、小修正の場合はそういうことでお願 
いしたいと思いますが、そういうことでよろしゅうございましょうか。―― 
 ありがとうございました。 
 それでは、次の議題に移らせていただきます。平成 14 年度の業務実績の評価の審議に入 
ります。経済産業研究所から平成 14 年度の業務実績につきまして、追加説明をお願いいた 
します。よろしくお願いいたします。 
○岡松理事長  資料３－１でございますが、大判の資料でございます。これは前回ご説 
明を申し上げましたものでございますが、そこのとき、若干留保させていただきましたの 
は、件数の計算などについて見直しをしているということを申し上げました。そこで、今 
日お配りしてございますのは、その見直しを終わったものでございますので、簡単に修正 
箇所についてご説明をさせていただきます。 
○原岡ディレクター  それでは、変わったところだけご説明をさせていただきます。 
 まず資料３－１の７ページでございますが、「研究活動が十分活発に行われているか」 
「ディスカッション・ペーパー等の発表数が目標値を超えているか」というところで、ち 
ょっと数字を精査すると同時に、３月末までの数字を入れまして若干修正をしております 
マーカーをしておりますので、そこが変わった点ということでご注目いただければ結構な 
のですけれども、ディスカッション・ペーパーは 41 件としてありましたけれども、これは 
43 件になったということであるとか、商業誌、政府系広報誌等の論文の数、これは 348 件と 
なっておりましたけれども、454 件になっております。 
 さらに常勤フェローとかファカルティフェローの数字も、それに応じて変わってきてお 
ります。 
 ８ページでございますが、やはりマーカーがしてあるかと思いますが、「成果の出版数 
が目標値を超えているか」これは新しい本、３月に出た本がございまして、例えば『知識 
国家論序説』であるとか『転換期のＷＴＯ』『包括的地方自治ガバナンス改革』これを含 
めまして５冊と書いてございますが、それが８冊になったということでございます。 
 外部との共同研究の実施件数、これも見直しをさせていただきまして、これについては 
少し精粗まちまちであるというようなご指摘を受けましたので、274 件と出ていたかと思い 
ますが、見直しまして 248 件ということになっております。 
 10 ページに、外部レフェリーによる審査を受ける専門誌等で発表された論文数でござい 
ますけれども、これにつきましてもかなり精密に吟味をいたしまして、学術誌、専門誌等 
で発表された論文、前は 94 件としてあったかと思いますが、これが 50 件、国際シンポジウ 
ム、学会等で発表された専門論文も、134 件としておりましたけれども、115 件というよう 
なことでリバイズさせていただいております。 
 16 ページでございますが、ホームページからダウンロードされた論文のべ数、これが、 
旧通産研時代のディスカッションペーパーを誤ってカウントしたというようなこともあっ 
て、それもリバイズしまして、15 万 4,772 件になっております。前のときは 20 万件ぐらいを 
書いてあったかと思いますが、少し下方修正しております。 



 

 次のページに「政策形成プラットフォームの活動及びアクセス数は目標値を超えている 
か」これは今年度の総アクセス件数が、前のときは速報値しか出てなかったのですが、確 
報値が出まして、３万 2,033 件ということで、記述を直させていただいております。 
 次に、財務諸表の数字が 22 ページに入ってございます。これは先ほどご説明しましたの 
で省略させていただきます。 
 23 ページでございますが、「流動的雇用形態の手法活用」云々というところで、固定的 
経費の占める割合を出しておりまして、定義といたしましては、契約期間が１年を超える 
役職員にかかわる人件費と一般管理費を足して、それを全体の経常費用で割った比率でご 
ざいます。それが 20.7％ということであります。 
 次のページで受託の収入の説明をさせていただいております。先ほど申しましたように 
２件あって、大学初ベンチャーと科学技術総合研究事業、これの説明を入れさせていただ 
いております。 
 25 ページですが、普及業務関係収入が載っております。75 万 1,000 円の実績というところ 
の数字を入れさせていただいている。 
 26 ページですが、先ほどご説明したところでございますけれども、執行率が９割である 
ということと、全体の期末の残高が９億弱である。ここは大事なところですけれども、15 
年度からは収益化基準を費用進行基準から成果進行基準に改める。そのためにいろいろ支 
出計画案を作成したり、あるいは支出計画に対して支出実績がどういう状況にあるかをモ 
ニターするための予算管理システムの導入を図っているというところが新しい記述として 
加えられております。 
 27 ページですけれども、純利益は 109 万円ということで積立金に計上するという記述を入 
れさせていただいております。以上でございます。 
 もう一つだけつけ加えさせていただきますと、ピンクと黄色のファイルにつきましても 
論文数その他、精査をさせていただいた結果として、若干内容が、以前お渡ししたのと異 
なっているというところであります。以上であります。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。 
 それでは、評価は後ほどしていただくといたしまして、ただいまのご説明で、事実関係 
の確認、あるいは疑問点など、そういう点につきまして、ご質問、ご意見ございましたら 
どうぞ。 
○シェアード委員  たくさんの数字がずらりと出てきましたけれども、全部変わった数 
字というのは、上方修正された数字ばっかりですか。それに関連しまして、かなり評価す 
るに当たって、基準に従って機械的にはじくわけですね。こういう数字が変わったことに 
よって我々が与えるべき評価というものは変わったという事例がこの中に入っているので 
しょうか。 
○原岡ディレクター  上方修正ばかりではなくて、例えば学術論文などは、これは、い 
かにも学術論文ではないというのも、前にお渡しした中には若干入っていたので、下方修 
正されている部分もございます。しかし、総体としては、評価のご判断に大きな影響を与 
えるような数字の変更はないといってよろしいかと思います。 
○岡松理事長  以前と比較して目標は超えているの。 
○原岡ディレクター  目標は超えております。 



 

○岡松理事長  目標を超えている中で下方修正されたものもございますけれども、当初 
設定されている目標値を下回るというような修正はございません。 
○宮内分科会長  よろしゅうございましょうか。―― 
 それでは、ただいまから審議をさせていただきたいと思いますが、その間は、恐れ入り 
ますが経済産業研究所の皆様にはご退席いただくということになっておりますので、しば 
らくお待ちいただきたいと思います。 
    （経済産業研究所 退席） 
○宮内分科会長  それでは、これから審議に入らせていただきますが、その前に事務局 
から具体的な進め方につきまして、ご説明をお願いします。 
○森川室長  今回の評価では、資料３－１、それから資料４を主にお使いいただきます 
資料３－１は、業務実績に加えまして、評価細目ごとに各委員からいただきましたＡＡ、 
Ａ、Ｂといったご判断の結果、それからお書きいただきましたコメントを事務局で整理さ 
せていただいたものを、審議に当たっての参考ということでお使いください。 
 資料４、こちらを主に使って説明させていただきますが、評価基準の項目ごとに各委員 
からいただいたコメントをもとに事務局で評価（案）、理由・背景（案）をご用意させて 
いただいたものです。 
 なお、今日いただきました評価の結果は、規定によりまして研究所の常勤の役員の賞与 
の支給に際して勘案されるということになっているということをつけ加えさせていただき 
ます。 
 それでは、初めに事務局から資料４に沿って全体の説明をさせていただきたいと思いま 
す。評価項目ごとにご審議をお願いいたします。 
 それでは資料４を御覧ください。ちょっと厚くなっていますけれども、最初の９ページ 
ほどで説明をさせていただきたいと思います。 
 まず１ページ目ですけれども、左側が評価項目になっております。最初のページでいい 
ますと「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するた 
めに取るべき措置」ということで、評価基準は、ここに記載しているようなものが評価基 
準ということになってございます。 
 評価のＡとかいうのは、括弧をつけて書いてございますけれども、これは、委員の皆様 
方からいただいたものを、なかなか機械的に平均するというのは難しいのですけれども、 
我々なりに横断的にみたときに、こういったところになるのではないかというものを仮に 
置かせていただいているものでございます。まず１．につきましては、そういう意味でＡ 
という評価を仮に置かせていただいてございます。 
 理由ですけれども、この部分は、正直いいましてかなり苦労して、皆様からいただいた 
コメントをベースに文章をつくらせていただいてございます。 
 ちょっと説明いたしますが、まず(1)ですが、「研究テーマの設定については、アンケー 
トなどさまざまな形で政策当局のニーズを把握した上でクラスターを設定し、かつ、クラ 
スター設定の問題意識に沿った研究テーマへの取り組みがなされている。ただし、クラス 
ターによって、問題意識をほぼ網羅的にカバーしているものと、限定的にしかカバーして 
いないものがある。」というようなことでございます。この辺は、シェアードさん、ある 
いは小笠原さんからのご指摘を踏まえた文章になってございます。 



 

 「また、政策形成ニーズは政策当局のニーズとは必ずしも同一ではなく、クラスター設 
定に際しては研究所自身が大局的な視点から独自の判断を行うことも必要である。」とい 
う指摘をシェアードさんからいただいてございます。 
 「さらに、クラスターは時代の変容に従って変化させることが重要である一方、継続性 
や過去の研究とのリンクも必要であり、この点に関する考慮が望まれる。」この辺は藤垣 
先生からいただいたご指摘でございます。 
 「なお、政策当局からの依頼に基づく調査研究件数は目標値の 1.5 倍超となっているが、 
依頼のレベル／規模にかなりの幅があると思われる。」このあたりは、西岡委員からいた 
だいたコメントを踏まえてございます。 
 「そのため、この数値ほどには政策当局側において研究所の存在意義が十分に認識され 
ていない結果となっている可能性もある。今後、目標値の設定自体に工夫の余地があ 
る。」ということでございます。 
 (2)は研究活動の活発化についてですけれども、ＤＰの発表数等々、目標値を相当上回る 
実績となっており、昨年度比でみても高く評価できる。というのが全体的な評価と思いま 
す。 
 「ただし、フェローの人数が変動し、クラスターの設定も変更されるといった状況を踏 
まえ、フェローまたはクラスター当たりの目標値をもとに研究所全体の目標値を設定する 
など目標値の算出根拠を検討し、より高い目標値を設定することが望まれる。」というこ 
とでございます。このあたりは、西岡委員、速水委員、藤垣委員からのコメントをベース 
に作文させていただいてございます。 
 「また、それぞれの成果について、常勤フェローの成果と非常勤フェロー等の成果を同 
等にみてよいかなどの問題や、『研究所オリジン』ともいうべき部分を厳密に区別するこ 
とが困難であることなどについて、今後の検討が必要である。」このあたりも西岡委員ほ 
かのご意見をちょうだいしてございます。総じて目標値の設定自体についてかなり問題提 
起いただいているという印象でございます。 
 (3)ですけれども、研究成果・政策提言の学術的水準については、国際水準での評価に十 
分耐える高い実績を残している。ただし、常勤のフェローと、別組織に所属して研究を継 
続してきている非常勤フェロー（主に大学におられる方ですが）これの活動実績を単純に 
同列に論じてよいかという点について、研究所の位置づけとも関連する問題であって、今 
後の検討課題ではないかというようなご指摘、これは藤垣委員のご指摘だったかと思いま 
すが、ちょうだいしております。 
 なお、外部レフェリーによる審査を受ける専門誌等での発表論文数は目標値を大幅に上 
回っているけれども、専門誌等での発表論文数は、先ほども説明がありましたが 50 件、こ 
れはフェロー数に比して決して高いとはいえず、そもそもの目標値の算出根拠を検討する 
必要がある。というふうな文章にしてございます。 
 ２ページですけれども、(4)研究成果・政策提言の普及活動につきまして、ちょっとはし 
ょって説明いたしますが、政策形成にインパクトを与えた具体的事例が多くあると思われ 
る。幅広い国民層への普及は、多様な手法で効果的に行われている。ただ、重要な政策課 
題である不良債権問題、デフレの阻止問題について、積極的な政策提言がなされたにもか 
かわらず、政策形成へのインパクトを具体的に与えたとは判断できない。これはシェアー 



 

ドさんのご意見だったと思います。 
 また、今後、政策提言の方法について創造的な試みや工夫が望まれる。 
 昨年の評価以来議論になっている点ですけれども、研究所内で政策提言と政策形成との 
因果関係を評価・認定する制度を確立するため、さらなる努力を期待する。この辺は、小 
笠原委員、藤垣委員、シェアード委員のご指摘を踏まえた文章になってございます。 
 ホームページへのヒット数等ですけれども、「目標値の設定自体について検討を要する 
部分があるものの、総じて高く評価できる水準にある。」というふうなことにしてござい 
ます。この目標値の設定自体についての検討という点は、西岡委員、藤垣委員からのご指 
摘をいただいているところでございます。 
 (5)で資料収集管理等ですけれども、「情報収集・閲覧体制と研究活動とのかかわりなど 
について検証が十分にできない。よい方向に向かっていると思われるものの、さらなる改 
善の余地があると考えられる。」この辺はシェアードさんから意見をちょうだいしていま 
す。 
 ともあれ、以上を踏まえまして、本評価項目の評価は［Ａ］としたというのが、一応事 
務局の案でございます。もし必要がありましたら、資料３－１をご参照いただければ、各 
委員の方がＡ、Ｂ、Ｃといった、どういう評価をされているかということを御覧いただく 
ことができます。 
 ３ページでございますが、「業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき 
措置」ということで、情報システム、人的体制の問題でございますが、まず評価は、仮に 
［Ｂ＋（又はＡ－）］というふうに仮置きさせていただいてございます。 
 理由ですが、(1)情報システムの活用についてですけれども、必要な情報管理が実用上必 
要十分な範囲で行われていると考えられる。ただし、そうした電子化された情報が研究所 
内外で利用できるかという観点からは、改善の余地があるのではないか。ここもシェアー 
ドさんから、特に外部利用に関してコメントがあったかと思います。 
 ナレッジマネジメントにつきましては、企業の試みを実証研究して参考としてはどうか 
というようなサジェスチョンを小笠原委員からちょうだいしてございます。 
 人的体制につきましてですけれども、「研究員／職員のパフォーマンスに応じた処遇の 
変更について制度は導入されており、良い試みだと思われるが、実際の運用はこれからと 
なっている部分が大きいため、その実際の効果についての判断材料が十分ではない。なお 
任期満了後の転籍によって処遇が向上した研究者の比率、転籍研究者のその後の博士号の 
取得実績、専門化による効果的な広報などについては、十分に評価できる水準である。」 
こういうようなことでございます。このあたり、職員のパフォーマンスに応じた処遇の変 
更につきましては、前回の懇談会の際に小笠原委員から、現実に実際どのぐらい、例えば 
パフォーマンスの悪い人がやめて、新しい人を入れているかというような質問をいただい 
ているところでございますし、今回いただいたコメントの中でも、宮内委員長、シェアー 
ド委員からこれに関連するコメントをいただいてございます。 
 以上を勘案しまして、この点については［Ｂ＋（又はＡ－）］を仮置きしております。 
 ４ページ、予算ですけれども、ここでは仮置きで評価が［Ｂ＋（又はＡ－）］としてご 
ざいます。予算管理については、基本的に問題がないということでございます。 
 問題点に当たるような記述だけちょっと、はしょって紹介いたしますと、昨年同様の議 



 

論でありますけれども、１億 8,000 万円の残りの部分が、効率化によるのか当初予算の設定 
が過大であるのかという点の判断が困難である。これにつきましては、今年度から成果進 
行基準及び期間進行基準に移行するということになっております。したがって、今後に期 
待するということになろうかと思います。 
 交付金の資金を１つの銀行に普通預金として保管しているという現状につきまして、リ 
スク管理の観点から検討する必要がある。というふうにコメントをいただいてございます 
 ちょっと飛びますけれども、受託につきまして、受託の規模、内容は適当である。ただ 
現在の受託収入は公的資金、先ほど研究所の方から説明がありましたけれども、経済産業 
省からの委託になっております。したがって、民間からのものでないので、その位置づけ 
について検討が必要であり、特に公的資金については、競争的資金の割合を評価すべきで 
あり、今後の検討を要する。競争的資金としては、科研費のようなものをここでとってき 
たかという意味かと存じますけれども、そういったコメントがございましたので書いてご 
ざいます。このあたり、小笠原委員、藤垣委員のご指摘を踏まえて文章にさせていただい 
ております。 
 (2)ですが、収入機会の実現について、予算に対して 25％以上の未達であって、絶対額も 
少ないので、今後の改善が望まれる。これは、小笠原委員、シェアード委員からいただい 
ているコメントでございます。 
 (3)費用対効果についてですけれども、他の類似機関と比較いたしまして、国内の類似機 
関との比較では高い水準にあると考えられる。ということでございます。ただ、この点に 
ついては、昨年の評価のプロセスで、独法にあったメリットというのをどのように考える 
かという話がありまして、要するに独法になったメリットを余りにも評価に入れるのは望 
ましくないという趣旨の結論になってございますので、活動実績自体について評価をする 
ということになっておりますので、この点については留保が必要である。ということでご 
ざいます。 
 (4)ですけれども、運営費交付金の収益化状況については、基本的に適切な範囲で行われ 
ているということでございます。ただ、利益計上につきましては、処理自体は適切である 
ものの、いまだ本質的な利益計上には至っていない。ということでございます。 
 ともあれ、以上の結果、皆様の評価を踏まえて［Ｂ＋（又はＡ－）］というふうに仮置 
きしてございます。 
 ６ページ、７ページですが、「短期借入金の限度額」「剰余金の使途」につきましては 
いずれも実績がございませんので、「実績なし」というふうにさせていただいております 
 飛びまして８ページでございますが、「その他主務省令で定める業務運営に関する事 
項」で、「人事に関する計画」がございます。「人事に関する計画が適切であり、かつ実 
行されているか」という評価基準ですが、ここの部分につきましては、［Ａ（又はＡ 
－）］というふうに仮置きしてございます。 
 理由ですが、「人事については、研究部門及び管理部門において、業務内容に応じた適 
切な人材が確保され、効率的に配置されている。ただし、管理部門の規模については、職 
員比率 30％となっており、さらに効率化の余地がある。」これは小笠原委員からのご指摘 
でございます。 
 管理部門のあり方についての評価について、単なる職員比率でみた規模によってよいか 



 

どうかということについて検討の余地がある。流動的な雇用形態の占める割合が 87％で、 
目標値であります 50％を大きく超えているわけですけれども、これが高ければ高いほどい 
いのかという問題があるという点で、この辺は、西岡委員、藤垣委員からご指摘いただい 
ている点に関連いたしますが、若手研究者の育成といった観点も含めて、今後検討が必要 
である。ということかと思います。 
 最後に９ページ、「総合評価」になりますけれども、「以上の各項目のうち、『サービ 
スの質』を第一に踏まえ、その使命を効率的に果たしているかどうか」つまり最初にご説 
明いたしました論文とか研究の中身の部分、これを第一に踏まえるということですが、こ 
こは［Ａ］と仮置きさせていただいてございます。 
 理由といたしまして、「独立行政法人として設立２年目となる研究所の活動実績は、短 
い期間の間に質・量とも充実させてその使命を果たしており、総じて満足すべき水準にあ 
る。」 
 ２つ目といたしまして、総合評価に際して第一に踏まえるべき、先ほど申しました措置 
については、政策形成へのインパクト、資料収集管理等に関して指摘事項はあるものの、 
総じて高く評価できる。 
 その他の項目につきましても、総じて満足すべきものと評価できる。 
 以上を踏まえまして、総合評価は［Ａ］「今後、平成 14 年度の業務実績評価を踏まえ、 
さらに効率的な運営と質の向上を目指すことを期待する。」というふうに整理、仮置きさ 
せていただいてございます。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。それでは、ただいまから審議に入らせてい 
ただきたいと思います。 
 まず評価項目に沿って１項目ずつ点をつけていくというような作業になるかと思います 
ので、最初の評価項目でございます「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向 
上～」、こういう大テーマのところの評価及びその理由・背景等につきまして、ご自由に 
ご意見をちょうだいしたいと思います。皆様方のご評価は、大きな３－１にございますと 
おりでございます。 
○シェアード委員  ちょっとその前に、確認したい事項がありますけれども、評価の参 
照基準、一応ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうになっておりますけれども、これをみます 
と、－をつけたり＋をつけたりしているわけで、そういうこともできることになっている 
のでしょうか。 
○森川室長  特にできるとは書いてないのですけれども、昨年もこういった－とか＋を 
使ってまして、特段問題になってませんので、今年もニュアンスを出すために適宜使って 
いただいております。委員の方からいただいたものの中で、そもそも最初からＡ－とか、 
そういう評価を書いていただいている委員もございます。 
○速水委員  私は、非常にインプレッショニスティックな話なのですけれども、インプ 
レッショニスティックに判断すると、ここに私のもってきた評価というのは適切だと思う 
のです。ただ、もうちょっと客観的に評価しようとしますと、目標がどういうふうにして 
決まったかというのがわからない人にはできない。その目標はなぜ決まってくるかという 
ことを考えてみますと、ディスカッションペーパーの数が幾つかというよりは、研究員に 
対してどうかとか、そういう形でないとちょっと決まらない。 



 

 もう一つは、これについてすべてないのですけれども、評価というのは、ここのものだ 
けみても評価できないのですね。やはり比較可能なような、類似の研究機関の研究成果と 
比べてどうかということでないと評価できないのですが、それが私自身についていえば、 
研究業績についてはある程度、私の印象的なものはもっているわけで、それに対して評価 
したのですが、もうちょっとほかの委員会では、ディスカッションペーパーが、例えば研 
究員に対して幾ら出ているとか、そういうのがある程度あって、そこで目標が決まって、 
それと対比してどうかというふうにしないと、客観的に評価はできないのではないか。私 
は非常にインプレッショニスティックにやってしまった。それは、ここで最終的におまと 
めになったものと非常に近いのですが、じゃあ、これでいいのかといわれると、もう自信 
がない。 
○森川室長  評価のスタートからずうっとある議論で、特に数値目標についてどう設定 
するかという議論がある、あるいは評価のための情報提供の問題だと思うのですが、一つ 
は、もともと初年度に経済産業研究所の目標設定するときには、以前の通産研究所の実績 
それに対して研究者の数とか予算とか、そういうものが大きくふくらんでますから、そう 
いったものを勘案して、というようなことで設定したというのが基本的な考え方だったと 
思います。ただ、初年度の評価のプロセスで、もう少し厳しく目標設定した方がいいので 
はないかというような議論がある。特に数値目標を設定しろというような議論が、特に本 
委員会の方からかなり強くございまして、そういったのを踏まえて、目標の設定について 
去年の暮れから今年の初めぐらいのこの場でも議論いただいて、14 年度の目標について一 
応改定して設定したわけです。 
 ほかの機関との比較については、今日の資料の中でも、例えば新聞への露出度といいま 
すか、そういったものについて、若干ほかの研究機関との比較が出ていたかと思いますけ 
れども、実は独法であるところの社会科学系の研究所というのは必ずしもなくて、どうし 
ても比較する対象というのは、財務省の財務総合研究所とか旧経企庁、内閣府の経済社会 
研究所、そういったところになるのだろうと思うのですが、去年の評価のプロセスで、独 
法になってないやつと比較して、独法になったからいいんだ、いいんだといっても、独法 
の方がいろんな意味でやりやすくなっているのだから、それはどうかという議論がかなり 
あったのですね。それで独法のメリットを生かした評価ということではなくて、これは、 
前々回ですか、速水委員から、そうはいっても、独法になったメリットというのをいかに 
うまく使うかという部分があるので、それも多少は加味した方がいいのではないかという 
ご指摘があったかと思いますけれども、基本的に独法でない機関との比較というのは、余 
り単純にしてはいけないのではないかという議論が、去年度のプロセスでは強かったもの 
ですから、今回はあえて比較のデータとしては出していないということかと思います。 
 ただ、今後、来年度以降の話になるのですけれども、そういった比較というのが、この 
評価をする上で必須だということであれば、研究所とも相談いたしまして、なるべくそう 
いった情報を提供するようにしたいと思います。 
 そもそも論なのですが、実はペーパーでいただいた中でも、先ほどもちょっとメンショ 
ンしましたけれども、複数の委員から、むしろ過半数といった方がいいのですが、目標自 
体が妥当かどうかという議論がありまして、これにつきましては、14 年度の評価は既に決 
まっております 14 年度の目標値に基づいて評価いただくことになりますけれども、15 年度 



 

以降につきましては、目標設定そのものを変えるということを考えておりまして、これに 
ついては、この評価の後の中期計画の見直しの中でご審議いただきたいと考えています。 
○速水委員  評価ＡとかＢとかいうのは、Ａは、そちらの方が目標値と比べていいかど 
うかということで評価しろというふうにリクエストがあったと解釈するのでしょうかね。 
そうすると、私は随分正しくない評価を出したのだろうと思うのですけれども、そういう 
のは……。 
○森川室長  そこは、目標値の設定自身がまだ試行的な面がありますので、資料でお配 
りしています評価フォーマットの中でも、目標値の妥当性も含めた判断を書いてください 
というふうにお願いしているわけです。 
○速水委員  そういうふうにしてやったつもりなのですが……。 
○森川室長  そうしていただきたいということです。つまり、今設定している数値目標 
あるいは 1.3 倍だとどうというのは、必ずしも今まで十分実績があるやり方ではありません 
し、仮置きで、毎年毎年少しずつ評価のやり方を改善していこうという中で、14 年度につ 
いて仮に設定したものでございますので、おっしゃるようなことを加味していただく必要 
がありますし、全体としての評価については、論文の質とかいった点、これは、単に数字 
が目標を超えていればいいのではないということは、青木所長もそういう考え方だと思い 
ますし、我々事務局もそう思っています。ですから、総合的な評価については、量と質と 
両方加味して、いわば直感的というか、感覚的な部分が当然出てきますけれども、そうい 
う評価を専門の方にしていただくというのがこの分科会の趣旨だというふうに理解いただ 
ければと思います。 
○藤垣委員  今の速水委員の質問に対する応答と関連したことなのですけれども、やは 
りディスカッションペーパーとか専門誌の研究員に対して何本という目標を設定した方が 
いいと思うのですけれども、そのときに、比較になる対象として、今、森川さんが、過去 
の通産研との比較であるとか、あるいは国内のほかの研究所の比較を挙げられましたけれ 
ども、できるなら国際的に活躍している研究所なんでしょうから、同様の、イギリスのプ 
レストとか、科学技術政策に対して提言する研究所であるとか、あるいは青木所長が知っ 
てらっしゃるアメリカの研究所で、フェローの数に対して何本というような目標と比較し 
てどうかという比較の仕方もできるはずですので、できればそういう高い志をもってやっ 
ていただければと思います。 
○森川室長  今年度の評価について、今、処理というのは難しいので……。 
○藤垣委員  来年度以降で……。 
○森川室長  15 年度の評価以降については、なるべくそういった比較も情報として出す 
ように研究所とも相談してやりたいと思います。 
 最初の研究員の評価というか、研究員当たりという話ですけれども、これについては、 
後ほど中期目標の数値の改定の中で、あくまでも数字の部分だけですけれども、そういっ 
た考え方に基づく新しい目標というのを研究所の方から説明させていただくことになって 
います。ただ、研究所の業務ってかなり多岐にわたってまして、ディスカッションペーパ 
ーを量産するようなタイプの研究員と、もうちょっと普及、広報というか、あるいは政策 
に近いようなところでやる人と、いろいろいますので、例えば仮に１人当たり１本とか２ 
本とか、あるいはもうちょっと軽いペーパーであれば５本とか、そういう数字を前提に、 



 

いわば積算はできるのですけれども、実際の研究員は、人によって重みがあって、ディス 
カッションペーパーをたくさん書く人もいれば、そうでない人もいるということで、評価 
は、Ａ研究員が非常にいいとか悪いとかいう、それは研究所の内部マネジメントの問題だ 
と思いますので、この委員会の場では、そういった結果としての全体としての量と質を評 
価いただこうということではないかと思います。 
○速水委員  そうでしょうかね、全体としての量と質でしょうか、それは、そうではな 
いんじゃないでしょうか。リソースが非常にあれば、それに対して量も質も一般的には比 
例して行うわけですね。 
○森川室長  それはもちろんそうです。ですから、研究所が設定する目標というのが、 
そもそも与えられたリソースに見合っているかどうかという判断は、もちろん あると思 
いますけれども、例えば研究員が１人当たり仮に１本書くとしたら、全体で何本とか、そ 
ういう考え方に基づいて今度の新しい中期計画の目標というのは設定という考え方だと聞 
いておりますけれども……。 
○速水委員  そうなるんでしょうね。 
○森川室長  私自身、通産研究所時代に、通産研究所に在籍したことがありますけれど 
も、全体としての本数は少ないですけれども、研究員の数も少なかったわけで、そういう 
意味で、単純に前よりいいとか悪いとかという評価というのは簡単じゃないと思いますけ 
れども、それは人数とか予算に応じた――予算というよりは、主に研究員の数だと思いま 
すけれども、それに見合って全体のある種の目標を設定して、それを十分クリアしている 
かどうかというようなことで評価いただくということだと思います。 
○速水委員  そういうことでしょうね。 
○森川室長  全体としてというのは、そういう意味で申し上げたつもりなのですけれど 
も、個々の研究員がいい悪いとか、50 人並べて○×つけていくという話ではなくて、全体 
としてしかるべき量、質、インパクトがあるかどうかと。 
○速水委員  リソースの比率で、ということですね。トータルというのは必ずしも…… 
○宮内分科会長  独法というものができて、これを評価するというのは初めてのことで 
ございますけれども、私は本委員会で疑問としてご質問して、実はどなたからもお答えが 
いただけなかった問題提起は、一つは、当産業研究所というものが、よくやっているとか 
やってないとかということを評価すると同時に、国全体として、同じような研究所は、例 
えば縦割りにできている。それでいいのかというようなことについては、どこで評価する 
のだろうかというような、国が予算を与えるという効率の見方がどうなっているかという 
ようなことについてはどう評価したらいいのかという問題提起をしたつもりでございます 
 もう一つは、独立行政法人という形に形が変わって、これは一体最終的な姿なのか、何 
か今度は別のものになる一つの通過点の過程なのか、これが最終的な姿であるのであれば 
独立行政法人の研究所として評価する。いろんな他のものもありますけれども、通過点で 
実はその先に何かあるということであれば、動き方も評価しないといけないのではないか 
それについては、全体の評価委員会としてどう考えているのかということを質問したので 
すけれども、「これは大きな問題ですな」ということでおしまいになっておりまして、恐 
らくどこからもお答えはいただけないのだろうと思いますけれども、そういう面からいい 
ますと、一つの産業研究所を評価するという場合、国の中の位置づけとか、研究所産業の 



 

中での位置づけとかということを言い始めますと、大変前提が難しくなるなという印象を 
受けましたね。ですから、実に我々は難しい作業をやっているということに尽きますなと 
……。 
○速水委員  それは、我々が議論しなくても、あるいは判断をするように期待されてい 
るわけじゃございませんでしょうね。 
○宮内分科会長  そうじゃないです。我々のミッションを超えた問題だと思うのですけ 
れども、本当に評価するのだったら、そういうことも頭に入れてやらないといけないはず 
だなと思うのですけれども、全体像の中の位置づけという意味では、はっきりしたことは 
出ていないというのが現状です。 
○吉冨委員  ここのマンデートはマンデートとしてやって、マンデートをこなそうとす 
ると、要するにﾌﾙｵﾌﾞフラストレーションですね、つまり判断の材料がないわけですよ。こ 
れだけの多岐にわたっている分野ですと、専門性をあらゆる分野にもっているわけがない 
わけですし、目を通しているといっても、精粗本当にばらばらです。したがって、それぞ 
れをまじめにやろうと思えば思うほどフラストレーションがまず出てきます。それが、マ 
ンデートの中でもそういう問題があるということと、今、会長がおっしゃったような、恐 
らくもっと大きな高い国のレベルで判断すべきことがあるとすれば、マンデートをこなし 
た後に、我々としてはこういう問題はマンデートをこなそうとすると、そういうこととも 
関係があるというジャスティフィケーションを説明して、そして、そこも考えてもらいた 
いというのを出すのはよろしいんじゃないでしょうかね。ただ、いきなり「国のレベルで 
はどうしますか」といわれると、マンデートじゃないものですから、「それはでかい問題 
ですね」といわざるを得ないだけですけれども、マンデートと何かレレヴァントなところ 
を発見して、こうしないと、我々自身がうまくできないというようなことがつながって説 
明できればいいんじゃないかなという気が、前回の場合もしたのですね。 
 ただ、このマンデートの範囲内でこなすというのは、どうしたらいいのかというのは、 
このままで本当にうまくいくんですかね。速水先生はインプレッショニスティックとおっ 
しゃったけれども、永遠にインプレッショニスティックにならざるを得ないような評価の 
仕組みですね、まず、これだけのものをこなせないでしょう。こなせるんでしょうか。あ 
るいは何か方法があったら……、何かないんですかね、インディケーターにするとか。と 
もかく非常に困りました。３時間費やして、やっぱり書けないなという感じ……。 
○森川室長  初年度から続いている問題なんですけれども、そこをなるべく客観的にで 
きるようにということで数値目標的なものをなるべく入れるような試みをしたりしたので 
すね。事務局ですからマンデートの範囲内でのことを申しますけれども、マンデートとい 
うのは、基本的にこの評価委員会というのは、中期計画というのがあって、中期計画とい 
うのが達成しているかどうか、それから各年度については、年度ごとの計画というのがあ 
って、それをクリアしているかどうか、そういう評価をする必要があるというのが基本的 
な考え方になっているわけでして、そこのところをやるのに十分な情報がないということ 
であれば、例えばきょうの段階では難しいのですけれども、複数回やったり、個別にご説 
明にお伺いしているというのはそういう意味で、質問なり、こういう資料を出してくれと 
いうことをいっていただければ、それは可能な限り我々としては対応するということなん 
です。 



 

○吉冨委員  それよりも、恐らく我々委員の勉強量が膨大でないと、ちょっとまじめに 
でも判断できないということですね。 
○森川室長  現実問題として、例えば１週間をフルにこれの評価に時間を割いてくれな 
どということは不可能ですから、したがって、ある程度印象的な判断にならざるを得ない 
と思うのですが、そこのところは、全然素人がやるのではなくて、したがって、こういっ 
た分野に知見のある方に委員になっていただいているということで、要するにど素人がや 
るよりはずうっと効率的に、最終的には印象的な部分がかなりあると思いますけれども、 
評価できるのではないか。 
○速水委員  いわれてみたら必ずインプレッショニスティックにならざるを得ないので 
すが、私のインプレッショニスティックな判断というのは、いただいているパブリケーシ 
ョンとかああいうのを精緻にはもちろん読みたいのですけれども、読んでない。ただ、ば 
らばらとはめくってます。あるものは読みます。ですから、そういったアカデミックな作 
業、研究者の作業については、まあインプレッショニスティックではあるけれども、ほか 
の多くの人よりは悪くない判断かなというような意味でのインプレッショニスティックな 
んですよ。ところが、インターネットだとか、財務の関係だとか、これはもう全然インプ 
レッショニスティックも何も、私の能力と全く違うものですから、それはインプレッショ 
ニスティックにも判断できない。 
 ですから、私、最後に書いておいたのですけれども、私はアメリカのワシントンのさる 
研究所の常勤メンバーに入っていたことがあるのですけれども、そのときの合同の評価と 
いうのは、アカデミックなサブ委員会、それからマネジメントサブ委員会、そういうふう 
に分けているんですね。そこで、それぞれのサブ委員会から出してきたものを最終的に議 
論して、それで評価を出すということをやったわけで、やはり、もちはもち屋でして、イ 
ンターネットのことはかなり強いという方もいらっしゃるでしょうし、私はデジタルデバ 
イドの向こう側ですから、全然だめなんです。それとか、マネジメントのことはかなり強 
い方ももちろんいらっしゃるわけでしょうから、やはりそこのところは、そういう方々の 
それぞれの、非常に丁寧じゃなくてもインプレッショニスティックな判断をしていただい 
て、それを出していただいて議論するというふうにしないと、ちょっと無理じゃないかな 
というか、全部の点について評価をやるというのは……。 
○森川室長  そこは、かなり無理をお願いしていることは承知しているつもりなので、 
前回のときに、一応全部について空欄なく記載してくださいということをお願いしている 
ので、おっしゃるとおりなのですが、この場での議論で、一応こういうふうにいただいて 
いるけれども、例えば、小笠原さんが会計について非常にお詳しい。その会計については 
こういう意見があるけれども、こうだという意見が、この中でも相対的に専門の方から出 
てくれば、それがこの委員会での議論の結果、最終的な評価になる、そういうようなこと 
にならざるを得ないのではないかと思うのですね。そういうこともあって、実は去年に比 
べれば、速水先生も含めてメンバーをふやすような形で、この分科会をやらせていただい 
ているのですけれども、それ以上に、例えば会計部会というのをつくって、会計士の方５ 
人来ていただいてやるとか、ちょっとそこまでのあれは、なかなかリソース的にも難しい 
ものですから、実際にこの評価表を書いていただくときに、ここはそんなに自信がないけ 
れどもとか、余りコメントをたくさん書いてないとか、そういうことで我々は何となくわ 



 

かるわけですし、ここにいろいろコメントとして集約してますけれども、これは、その部 
分についてかなり詳しい方が書いたものが基本的に記載されているというふうにご理解い 
ただくしかないということなのですが。 
○吉冨委員  目標値が数量化しているときには、逆に非常にメカニカルになって、算術 
計算すればわかるだけという感じになりますね。だからコメントの３割超しているなんて 
あっても、それはコメントじゃなくて、算術計算して……、だから、そのとき、目標値そ 
のものはどうなっているかという話をすれば別ですけれども、そういうインディケーター 
というのは、また、余り中身がないんですね、計算間違いをしたときは別ですけれども。 
○森川室長  いろいろ本委員会なんかの議論も踏まえて、14 年度の評価については非常 
に機械的になるような部分をふやしたのですけれども、15 年度については、後でご説明し 
ますけれども、ある程度数値目標的なものは残しながらも、1.3 倍とか 1.2 倍だったらとい 
うのはやめにしようかと思っているのです、後で問題提起させていただきたいと思うので 
すけれども。ただ、今年度については、評価の段階で評価基準を変えていくというのは余 
りいいことではないと思いますので、とりあえずこれでやっていただいて、その結果を踏 
まえて 15 年度の目標、あるいは中期の目標について議論をいただくというふうに考えてま 
すけれども。 
○宮内分科会長  大変難しいミッションを与えられておりまして、ちょうどショパンコ 
ンクールの審査員みたいなものでございまして、芸術、絵画展の入選を決めるとか、ああ 
いうたぐいに非常に近いのかなという感じがしないでもございません。いろいろご議論は 
ございましょうが、本日のミッションは、これを評価をするということでございますので 
ぜひご協力を賜りたいと思うのでございますけれども、第１の「国民に対して提供するサ 
ービスその他業務の質の向上～」というところにつきまして、皆様方の評価を３－１で拝 
見いたしますと、ここにございますような、仮置きで置かれているのが何となく最低平均 
かなという感じもするわけでございますけれども、何か特段のご意見ございましたら…… 
○小笠原委員  こちらの提供するサービスの内容ということで、僕は、一応量的な部分 
につきましては、当然中期計画の中の２年目、前年度の実績に基づいて目標も見直した結 
果としての修正目標に対してどれくらいの実績を達しているかということですので、これ 
は質・量の２つの側面からみたときに、量的には、一定の手法過程の中で、プロセスの中 
で結論づけた目標に対して実績を達したという意味では、僕は申し分ないなと思っており 
まして、あと、質の部分につきましては、各クラスターのうち、満遍なくはみたつもりで 
すけれども、特に自分としては、何となく理解できるなといった部分のクラスターを拝見 
しました結果としては、質的にも非常によく研究活動をやられているなという点で、ほか 
の委員の方からは非常におしかりを受けるかもしれませんけれども、サービスの質及び量 
これは特に問題ないのかなと。むしろＡＡでもつけたいぐらいだなというふうに思ってい 
るのですけれども、こちらの評価項目というのは幾つかありますけれども、中盤から以降 
は、該当なしというようなことで、１番目の今審議している内容と業務運営の効率化、あ 
と人事関係、経費関係、予算、このうちの１番目のこの研究所が果たすべき最もコアとし 
ての業務に関しては、こちらの評価表でも、資料３－１の 30 ページ余りのうち半分以上が 
これにコメントをさせていただいているわけですし、研究所の方でも説明されているわけ 
ですが、非常にいい評価を与えていいのではないかなと思っております。 



 

○西岡委員  私も、今の意見におおむね同意します。質・量ともに我々の期待に対して 
少なくともケアしている程度には提供していると思うのです。ただ、僕は、この中でも言 
及されて、クウォートしてもらってますけれども、研究者の方が 70 人余りですか、もとも 
とでき上がった人を、例えば東大の先生をここへフェローという格好にもってきて、そう 
いう人たちが書いた論文とかも結構あるわけで、どのくらいあるかどうか、詳しいことは 
置きまして。そういうふうになると、仮にある研究所を仮定して、その研究所は貸座敷み 
たいなもので、座敷だけ貸しますよ。床の間は立派にして、掛け軸も立派にしてあります 
たくさんの方を連れてきて貸座敷を使ってもらう。そういったときに、その研究所の評価 
というのは、量と質からみればＡＡとかなんとかなったとしても、それは、その研究所と 
して本当に立派なといえるのかどうか。 
 僕がひっかかったのは、例えばどこかに藤本隆宏さんのことが多少紹介されていたケー 
スがあったのですが、この間、恩賜賞かなんかもらわれましたね。あの方のは、東大でほ 
とんどやっているわけだろうし、多分そのついででというのか、その関連の論文みたいな 
ものを連名で書いているか何かだろうと思う、私が思うにね、モジュール関係か何かにつ 
いて。そういった例はいっぱいあって、レジデントで――レジデントというのは永久にと 
いう意味ではありませんけれども、ある程度固定したレジデント的な人がこの中の知的環 
境みたいな中で、何かサムシングニーズなりアドバンスなものを出されていて評価が固ま 
るというのと、貸座敷的に腕力と名声と所長以下の人脈を含めて集めてきてやっていて、 
質・量が出てくる。それでもいいのかどうかというのは、私ちょっと疑問に思っているの 
ですけどね。 
 ただ、パフォーマンスが、全体としてのここで評価づけするのは、僕はＡでもいいし、 
Ａ＋でもいいしというふうに思っております。 
○宮内分科会長  ＡorＡ＋というようなところにおさまるのかなという気がいたします 
が……。 
○シェアード委員  先ほどの話のように、私は、評価に当たって、＋をつけたり－をつ 
けたりすることが許されているとはわかりませんでしたので、ＡかＡＡというふうにした 
のですが、私も、それこそインプレッショニスティック的に、これだけ全体の評価の中で 
重要な評価項目としては、単なるＡというふうにするのもいかがかなと。もし＋みたいな 
ものをつけられるなら、私は個人的に検討して＋の方がいいのかなというような感じがし 
ます。 
○吉冨委員  私も西岡さんがおっしゃったような、ここに来てつくったものと、これま 
での完成品をさらに延長したものとか、仕掛かり品があったのを完成したとか、つまり、 
これは共通の新しいテーマがあって、そのもとで新しい研究をしているわけではなくて、 
クラスターというのをまず与えておいて、そのクラスターの範囲で研究している方を呼ん 
できてもらって、その方が以前にやられた研究をもってこられてもいいし、それを完成し 
てもいいし、部分的な研究の一部を、既に発表したのも含めて発表してもいいわけでしょ 
うから、何がここの研究所で行われたバリューアディドかというのは、我々は確かにわか 
らないのですね。私はＡＤＢの研究所でやっているときには、全く新しい項目テーマをつ 
くって、それに合う部品をつくってもらう。だから、ここにトリプルセブンをつくりたい 
トリプルセブンをつくるためにはこういう部品が要りますよ、というのを一生懸命研究員 



 

とけんけんがくがくやって、一種のデザインインシステムみたいなものをやって、それで 
なるべくトリプルセブンができるようなものにしましょうね、というのをしょっちゅうや 
ってましたから、そういうのとは全く違うのですね。もともと青木所長のお話だと、ブル 
ッキングスみたいなものにしたいので、インディビデュアルな人々の研究の成果が出れば 
基本的にはいいのだ、そういうオブジェクティブをはっきりもっているわけですから、そ 
うなると判断はできないと思います。その方はどこでやっておられようがインディビデュ 
アルですから。だから西岡さんのいったような疑問は出てきますけれども、それは、オブ 
ジェクティブでそうなっちゃっているものですから、どうしようもないという気もするの 
ですね。 
 政策目標というときに、政策目標だったら大きな政策課題があって、そういう共通のテ 
ーマが５つぐらいあって、政策目標としてのいわばクラスターがあって、そこに目がけて 
新しい研究をするなり、それに目がけて今までの研究を再構成して、新しい目標としての 
クラスターに合致したものをつくってみせるとか、そういうものじゃないものですから、 
西岡さんがいったこともわかるけれども、冒頭からそれは、そうなってないよといわれて 
いるという感じもするということなんです。 
○宮内分科会長  貸座敷というのは、それ自身が非常に貴重である。そこに優秀な人が 
群がるということ自身が意味がある場合もあるのでしょうし、分解すると個人だというこ 
とになるかもわからないし、我々、経済研究所を評価するという立場では、そこに群れ集 
うということにポイントを置くということになるのかなという感じもあるわけですけれど 
も。 
○森川室長  ちょっとだけテクニカルにコメントいたしますと、目標については、この 
研究所というのは個人ベースということで中期計画にも書いてあるとおり、そういうこと 
でやってますので、そういうものだというしかないんです。このペーパーにも、いただい 
た意見をもとに書いてございますけれども、常勤のフェローの成果と非常勤のフェローの 
成果を同等にみていいかというのは、私もかなり同じような感じをもっています。そうい 
うこともあって、今回お出ししている資料の中では、目標もあるけれども、常勤が何本、 
ファカルティフェロー、つまり外の大学の先生なんかは何本というようなのは、あえて書 
き分けて、こういうのも踏まえて判断していただこうというような意図がございました。 
 もう１点だけいいますと、特に外の大学の先生がファカルティフェローで入っている場 
合、さっきの藤本さんがどうかわかりませんが、もともとやっていたとか、大学でもディ 
スカッションペーパーにしているやつを出しているとか、あるいはレフェリートジャーナ 
ルに出ているのだけれども、これはＲＩＥＴＩと書いてない論文がこれにカウントされて 
いるのではないかとか、そういう問題が多々あって、その点については、上の方にはかな 
り申しまして、精査してもらっています。今年度以降の評価については、一層そこの、こ 
れが本当にＲＩＥＴＩの評価といって胸を張れるものかという観点から青木所長も、きち 
んと一本一本全部チェックして、ＲＩＥＴＩと書いてないようなものが間違っても載らな 
いようにするというふうにいってますので、そういうことをご理解いただければと思って 
おります。 
○白石主任  少し確認をさせていただきたい点が幾つか、今までの議論でございますの 
で、事務局の方から若干確認をさせていただきたいと思います。 



 

 まず個人ベースの活動がオブジェクティブというお話がございましたけれども、この評 
価委員会でやっていただくのは、あくまでこの評価基準に照らしての話であって、その基 
準に合致するような中期目標、中期計画が定められたものを実施するため、達成するモダ 
リティというか、そういうものをそういう過程でやるということは研究所のご判断でござ 
いますけれども、あくまでご判断は、その評価基準に照らしてどうかということでござい 
ます。例えば評価項目の１．についていいますと、そこに書かれている５点に照らしてど 
うであるか。ただいま学術的なレベルですとか、活発化というところについてフォーカス 
が当たっておりますけれども、他方、資料の収集管理などについても当然のことながら評 
価のフォーカスに入れた上でご議論いただくということかと思います。 
 確認させていただきたい２点は、冒頭にも事務局から説明申し上げましたけれども、単 
なるＡというお話がございましたが、単なるというところについては、当然あるべき姿を 
やっていて、役員の賞与もそのままであるというレベルはＢというところに設定させてい 
ただいておりまして、その上に２段階ある。その下に２段階という５段階になってござい 
ますので、その点についてはお含みおきをいただいた上でご議論いただければと思います 
○宮内分科会長  それでは、ＡかＡ＋というのがありとして、どちらかということで、 
ご議論を拝聴しておりますと、どちらかかと思うのでございますけれども、どういたしま 
しょう。＋をつけるべきだと思われる方は、それではちょっと挙手をお願いできればと思 
います。 
    （挙 手） 
○シェアード委員  ちょっと確認なのですけれども、Ａ＋というのが、ＡとＡＡの間の 
評価ですか。 
○宮内分科会長  もちろんそうです。 
○シェアード委員  それなら、私は支持しますけれども。 
○宮内分科会長  Ａとだけで、という方は……。 
    （挙 手） 
○宮内分科会長  ３対３になって……、では、私にお任せいただいてよろしゅうござい 
ましょうか。―― 
 私、やはり５段階のうち、当研究所が非常に時代を先取りしているという、いいところ 
をさらに磨いていただきたいなという意味合いがございますので、＋をつけさせていただ 
きたいと思いますので、ご了承賜れますでしょうか。―― 
 それでは、そのようにさせていただきます。 
 理由・背景につきましては、きょうの議論を踏まえまして、少し書き直していただくと 
いうことで、最終ペーパーにさせていただきたいと思います。 
 次の項目でございます。「業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措 
置」ということで、これは、成果に対しまして、今度はそれの費用対効果といいますか、 
運営の効率化ということで予告してみていこうということでございます。これにつきまし 
てご議論を賜りたいと思います。これは仮置きで［Ｂ＋（又はＡ－）］というふうなこと 
が記されておりますけれども……。 
 速水先生、インプレッショニストとして印象をちょっと……。 
○速水委員  システムの活用とか、そういうのは、私はちょっと全くだめなんです。 



 

○小笠原委員  これもまた、本当にインプレッションの域を出ないとは思うのですけれ 
ども、評価の(1)のところの最後の方にも書かれています、いわゆるナレッジマネジメント 
の観点で、私が気になりましたのは、先ほどインディビデュアルというお話がありました 
が、いろいろな論文なんかを拝見している限りですと、非常に各人ごとが完全にそこで完 
結したような形で、何となく論文とかが終始しておりまして、私が思うインディビデュア 
ルというのは、それほど一人一人がそれぞれやればいいということではなくて、相互にど 
れだけ知識を分け合いながら論文を仕上げていくかという部分は非常に重要ではないかな 
と。先ほど委員長の方から、ほかの省庁との統合とかというお話もありましたけれども、 
私自身は、９つのクラスターがどういうふうに相互に絡み合いながら一つのあるべき姿と 
いうようなものを出されているのかというようなところが、どういうところにあるのかな 
というようなことを、一応質の面では、これはインプレッションですけれども、みさせて 
いただいたのですが、なかなかそういうところは、余り印象としては残らなかったなとい 
うのが実感でして、そういう観点からすると、こちらの総合的に書かれている部分の、特 
に(1)に関してですけれども、ちょっと私の方ではＢという形で評価をしたという格好であ 
ります。 
○吉冨委員  私もちょっと似たような感想をもっておりまして、サービスの質というと 
ころ、例のクラスターをどう評価するかという、10 ページでしょうか、この中にクラスタ 
ー評価基準、中期的なニーズに沿っているかどうかとありますね。真ん中の「平成 14 年度 
実績」「クラスターの設定に当たっては、次のような考え方を基本にしている。」とあり 
ますね。その中に、制度の補完性の話が出ていますね。私は、今のコメントに対しては、 
まさにここを皆さん知りたいものの一つではないかなと思っているわけです。 
 この補完性という意味も、どの程度のコンポーネントをとって補完性といっているのか 
わからないのですけれども、大きくとると、経済のシステム全体を考えるとすれば、こう 
いうクラスター間に補完性があるのか、やや狭義にとって、コーポレートガバナンスだっ 
たらメインバンクと日本のようなライフロングなエンプロイメントシステムとの関係があ 
ったとか、そういう意味のコンプリメンタリをいっているのかわかりませんけれども、大 
きくとるとクラスター間に相互の関係があって、経済制度というのはできているのだな。 
今そういう意味では、日本は大きな新しい制度に向かっての過渡期にあるのかなと私は思 
っているのですけれども、そういう相互間の話というのは、せっかくここに集まるのだっ 
たら、何かあったらいいかなという気がするということであります。それと、今ここで出 
てきている全体のナレッジベイスドとか暗黙知の引き出し方とかいったことも関係してく 
るかもしれないと思って、ここの評価と、後ろのクラスターの相互関連の評価と関連があ 
るものとみるのか、ないのとみるのか、私はわからなかったんです。何か誤解があるんで 
しょうか。 
○森川室長  関連がないわけじゃないですけれども、とりあえず別の……。 
○吉冨委員  全く別……。 
○森川室長  はい。ただ、今のクラスター相互間云々という話は、今既に業務効率化の 
方のお話になっているわけですけれども、先ほど審議いただいた方のコメントに入れるべ 
きような内容かなと思いますけれども……。 
 ちょっと訂正しますけれども、もともと評価の方の研究所からお出しした中で、「９の 



 

プラットフォームがウェブ上で活発な活動を展開している。」と書いてあるけれども、相 
互間というか、ウェブ上だけではなくて、研究所の中でインタラクティブにやっているか 
そういう話ですね。そこは、電子会議の中でそういうのが実際にあるかとか、実際の評価 
項目ごとになってますので、各研究員の情報が電子化され、外部を含めて利用可能になっ 
ているかとか、ナレッジマネジメントのモデルケースとして――多分最後の部分にかかわ 
るのだろうと思いますね。ですから、研究所が説明している中身だと、全然そこができて 
ないということであれば「－」の評価をするとか、そういうことになるのではないかと思 
うのです。 
○吉冨委員  こういうのはまだ２年目ですから、おまえやれるかといわれると、２年目 
じゃ、こんなたくさんはできないなとも思うわけで、インファントステージのときはイン 
ファントステージの評価があってしかるべきだと思いますからね。Ｂ－とか、そういうふ 
うには私は思いません。やはりＡに近いところにあるとみていいんじゃないかなと思いま 
す。 
○宮内分科会長  それでは、評点でご意見を賜ればと思うのですけれども、藤垣先生、 
いかがですか。 
○藤垣委員  もう何もいうことはございません。 
○宮内分科会長  今、ＢそれからＢ＋、Ａに近いＢというふうなご意見が出ております 
けれども……。 
○シェアード委員  私は、全体としてはかなり高い評価をしたいところですが、評価項 
目の中でちょっとひっかかったのが、今出てました「各研究員の有する情報が電子化され 
外部を含めて利用可能となっているか」どうかというところですね。特にひっかかったの 
が、「外部を含めて」というところだったのですね。私は、これを読んでイメージしたの 
が、いろんな研究員がいて、いろんな研究をやって、いろんなデータベースをつくったり 
いろんな情報をつくって、いってみればオープンドアーキテクチャーということで、ウェ 
ブサイトを通して、これを外部になるべく提供する。そこでいろんな国内、国外において 
ほかの研究員の、あるいは政策課題を研究している人たちの刺激となる、あるいは研究の 
教材とする。これが、試みとしては、あるいは志として非常にいいと思いますが、実際の 
評価、２年目ということで、その評価に当たっていますと、ちょっとウェブサイトをいじ 
ってみて、どこにそういう情報があるのかということを探してみたのですが、すぐそれほ 
ど出てこなかったということで、まじめに、割と厳しいＣという評価を、その項目に関し 
てつけたんです。それは、ちょっと全体の評価に、特に情報のシステムの活用というのは 
３つの項目しかないわけで、１つの問題は、どういうふうに平均値をとるのかというのが 
あるのですが、ここでいうとＡ－くらいかなというような感じがいたします。 
○宮内分科会長  あと、ご意見ございませんでしょうか。Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、このあたり 
で割れてしまうわけでございますけれども……。仮置きは［Ｂ＋（又はＡ－）］と……。 
○シェアード委員  お一人はＡとおっしゃらなかったですか。 
○吉冨委員  私はＢ＋。 
○宮内分科会長  シェアードさんがＡ－、吉冨さんがＢ＋、小笠原さんがＢとおっしゃ 
ったのでございますが、真ん中をとるとＢ＋ということになってしまうのですが、全体と 
してそのあたりでございましょうか。もしご異存ございませんでしたらＢ＋ということで 



 

業務運営につきましては評価させていただきたいと思います。コメントにつきましては、 
貴重なご意見をちょうだいしたと思いますので、その辺を加えさせていただくということ 
にしたいと思います。 
 時間の関係もございますので、次の項目に移らせていただきます。４ページでございま 
す。「予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画」の評価及びその理由・ 
背景についてでございます。本件につきましても、仮置きといたしまして、先ほどと同じ 
く［Ｂ＋（又はＡ－）］とついております。このあたりにつきましては、かなり印象以外 
でご議論いただけるかと思いますけれども、小笠原さんから、ご専門で、よろしく……。 
○小笠原委員  ４ページのかなりのコメントが、多分私の方からさせていただいたのだ 
と思いますけれども、これは評価以前の話でして、現行のルールがどうしても費用の発生 
に基づいて収益化するという基準をとってますから、費用が予算以上にかからなかった場 
合というのは、基本的に交付金債務の中にずうっと留保される。その状態からすると、そ 
れが果たして予算、あるいは成果の達成とともに益化すべきかどうかという議論がない現 
行においては、ここが必ずしも評価というものが一概に下せるのかなという問題というの 
はあります。そういう前提条件の中で、来期以降、成果進行基準というかプロジェクト進 
行基準に移られるということですので、その中にあって、若干のいろいろ問題点というか 
例えば予算を設定するときに、それぞれの個々のクラスターなりプロジェクトが、ちゃん 
と予算がしっかり設定ができるのかどうかとか、あるいは予算の設定において、今では人 
件費の部分については、一応成果進行の対象外として固定費としてみてますけれども、本 
当にそういったコストの大半を占める部分について、固定費扱いをしていいのかどうかと 
か、あるいは今後、中期計画の２年目終わったところですけれども、残り３年で、今、剰 
余として残っている交付金債務の部分を３年間の中で消化をしていくということが本当に 
妥当なのかどうか、そういったところを来期以降というか、これからの話題にもなるかも 
しれませんけれども、中期計画の修正において、ﾛｰﾆﾝｸﾞするときにおいて話題になるのか 
なというふうに思っております。 
 そういうふうにいっていたら、全然私の評価にならないのであれなんですけれども、全 
体的な評価としては、現行、そういうちょっとハンデはあるのですけれども、まだ現行の 
費用の進行基準の中で、一定のパフォーマンスについて、財務諸表において表現し切れて 
いないという点については、やはり課題が残っているのではないかなと。現行の収益につ 
いての財務利益が、ほとんど預金の運用と為替の差益、それと固定資産を有償で買ったこ 
とによる見返り勘定、そのあたりから構成されているだけで説明が終わっているという部 
分については、今後の課題つきということで、やや厳しめに、来期以降Ａになっていただ 
きたいなという意味を込めて、ＢというかＢ＋ぐらいですか、当初、私も５段階でしか考 
えてなかったので、＋とか－というのは考えてなかったですから、若干修正しますとＢ＋ 
ぐらいなのかなと思っております。 
○宮内分科会長  ここは随分コメントをいただいておりまして、確かに制度自身の問題 
もございますし、今の小笠原さんのコメントについてありませんか。――あとのご意見、 
ちょうだいできますでしょうか。 
○藤垣委員  (1)のところの下から３行分ぐらいコメントをしたのですけれども、受託収 
入の定義がよくわからなくて、長々とコメントしたのですけれども、今、受託で入ってい 



 

るのは、両方とも経済産業省と文科省でしたか、ですから、ある意味でパブリックファン 
ドなんですね。本当の意味の受託とは、要するに研究所の競争力というのをどういうふう 
に考えるかということなのですけれども、独立行政法人がもし通過点であるならば、最終 
的には運営交付金だけではなくて、競争的資金で何とかやっていかなくてはいけないわけ 
ですね。そうだとすると、受託研究が１割以内であるからよろしいというのは、ちょっと 
評価として、基準の設定としてよくわからないでクエスチョンマークがついたのですけれ 
ども、この辺、もう少し、予算の組み方として、今後競争的資金を外からどれだけとって 
これるかとか、あるいは省庁の競争的資金でもよろしいですし、あるいはこれだけアクテ 
ィブなところに企業がファンドをしたいとかというようなことをどういうふうに開いてい 
くのかということは、私、去年いないので、どういうふうな議論をされたのかわからない 
のですけれども、ちょっとコメントをつけておいたのですけれども。 
○森川室長  そもそもの研究所の成り立ちという議論なのですけれども、みていただく 
とわかるように、10％以下であるといって、多くなればなるほどよくないということにな 
ってますね。これは、ひもつきで、これやれ、みたいなやつをやらないで、そういう性格 
の研究所だということから、こういう評価基準になっているんですね。 
○藤垣委員  ただ、それは、１ヵ所から受託というふうにもらうのはまずいと思います 
けれども、たくさんのところから競争的資金をたくさんもらえるというのは、その研究所 
としての競争能力が高いということですね。例えば大学が独法化されますと、いろんなと 
ころからの競争的資金をとってこれるかどうかということで評価されるわけですよ。それ 
と似たようなことを考えたのですけれども。 
○白石主任  こちらのもとになっているのは、そもそも中期目標上に関連した記述がご 
ざいまして、それはお手元にございませんので、恐縮でございますが読み上げさせていた 
だくと、研究所は、公共政策研究のねらいとして設立されることから、利益追求を設立目 
的とする研究所とは性格を異にする。本来の与えられた任務を忘却し、収入をふやすべく 
研究受託活動のみに意を用いることは、研究依頼者の利益にその研究成果を反映せざるを 
得なくなる等、本来の設立趣旨を損なうことにもなりかねない。したがって、研究所にお 
ける政策研究は、その財政基盤を公的資金に基本的に依拠することが必要不可欠である。 
という形になってございます。 
 したがって、２つございまして、第１番目は、ここで、通常公的資金と我々がいったと 
きに意識しておりましたのは、運営費交付金でございますけれども、同じ公的資金じゃな 
いかというご指摘は至極ごもっともでございまして、今までの受託収入だからというとこ 
ろにおいて意識されていたのは、むしろそれ以外のものではないかというご指摘は、その 
とおりであろうかと思います。 
 他方、逆に運営費交付金以外のところ、例えば競争資金をとるためだけに意を用いてい 
いのかというと、そこはまた、別途の検討が必要なところではなかろうかということであ 
ろうかと思います。すなわち競争的資金を獲得するためには、こういう研究をするべきだ 
という形になっていくということは、先ほど申し上げたように、そもそも、そういうとこ 
ろに気に入られなくても、こういう研究をすべきだということがあればやるべきだという 
ところがございますので、その点については、ここにも整理させてございますけれども、 
今後の検討を要するということで、来年度以降の評価において、少しここの基準について 



 

は事務局の方で検討させていただければと思います。 
○宮内分科会長  ここのコメントについては、今回の評価にはちょっと含められないと 
いうことになろうかと思うのでございます。今おっしゃったことは、私なんか非常に気に 
なるところなのですけれども、同感なのでございますが。 
 それでは、仮置きのＢ＋というような感じでご議論いただければと思いますが、もしご 
異論がなければ、よろしゅうございましょうか。こういうことで―― 
 それでは、まことに印象派ばかりでございますが、Ｂ＋ということにさせていただきま 
して、評価の理由・背景につきましては、同様、ご意見を踏まえまして修正させていただ 
いた上で了承するということにさせていただきます。 
 ６ページに移らせていただきまして、「短期借入金の限度額」「剰余金の使途」でござ 
いますが、総務省政策評価独立行政法人評価委員会からの平成 13 年度における独立行政法 
人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見では、実績がなかった場合は、 
原則として当該計画の実施状況に関する評定は行わないことについて検討することとされ 
ております。研究所からの説明にもありましたが、この２つの評価項目は、平成 14 年度は 
それぞれ実績がないとのことでしたので、「短期借入金の限度額」「剰余金の使途の評 
価」は「実績なし」ということで、評価の背景・理由は、事務局案のとおりとしたいと思 
いますが、こういうことでございますが、よろしゅうございましょうか。―― 
 それでは、そのようにさせていただきます。 
 ８ページに移らせていただきます。「その他主務省令で定める業務運営に関する事項」 
「人事に関する計画」の評価及びその理由・背景についてでございます。これにつきまし 
ては、ここもまた仮置きで［Ａ（又はＡ－］ということでございます。人の使い方といい 
ますか、人の運営ということを中心に評価いただく点でございます。 
○速水委員  研究所というのは、性格として、なるたけ常勤をへらして期間雇用、とい 
ったって１年という話ではないでしょうから、３年とか、そういう期間雇用でやっていく 
ということが望ましい。研究というのは、必ずしも長くプロダクティブラインが続くわけ 
じゃありませんので、そういう意味では、そういうように運営されているのは大変結構だ 
と思います。 
○宮内分科会長  評価は何を……。 
○速水委員  Ａということ……。 
○宮内分科会長  結論だけ伺っているみたいで申しわけございません。 
 Ａということでよろしゅうございましょうか。―― 
 それでは、人事等に関する点はＡということにさせていただきたいと思います。 
 それでは、最後でございます。以上の評価を踏まえまして、全体、平成 14 年度の業務実 
績の総合評価ということでございます。総合評価を決めさせていただきたいと思います。 
 事務局からのご注意でございます。ここのところは＋－をつけないでくれということで 
ございまして、５段階評価でどうするか。５段階評価のＢを真ん中といたしまして、当研 
究所をどう総合評価するかということでございます。仮置きは［Ａ］となっておりますが 
……。 
○速水委員  私は賛成です。 
○宮内分科会長  小笠原さん、いかがですか。 



 

○小笠原委員  私も同様です。 
○宮内分科会長  西岡さん。 
○西岡委員  同意します。 
○宮内分科会長  藤垣さん。 
○藤垣委員  はい。 
○宮内分科会長  では、非常に総合評価は簡単に、Ａとさせていただきます。ありがと 
うございました。どうなるかと思いましたけれども、つつがなく評価をしていただきまし 
て、私は個人的に、これほど難しい仕事はないだろうと思っておりましたのでございます 
けれども。理由・背景につきましては、これまでのご議論を含めまして修正させていただ 
いた上で了承したいということでございます。 
 本分科会として決定いたしました評価は、６月 12 日に予定されております評価委員会に 
報告し、同委員会におきまして議決することになっております。もう一度おさらいさせて 
いただきますと、第１の項目でございますサービスの点につきましては「Ａ＋」、業務運 
営に関しましては「Ｂ＋」、予算に関しましては「Ｂ＋」、実績なしということで、人事 
等に関する点につきましては「Ａ」、総合評価が「Ａ」ということで、この決定を私から 
報告させていただくということにさせていただきたいと思います。 
 ご審議いただきました評価表全体を通じました理由とか背景、これは具体的な修文をし 
ないといけません。必要に応じまして皆様方の意見をまた打ち合わせさせていただきます 
最終的なところは私がとりまとめるということで、ぜひご了承を賜りたいと思いますが、 
そういうことでよろしゅうございましょうか。 
    （「はい」の声あり） 
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきまして、経済産業研究所 
に対しまして、入室していただきまして、ただいまの評価をご説明するということでござ 
います。大変時間が超過いたしまして申しわけございませんが、これから特急でやります 
ので、もうしばらくご辛抱いただければと思います。 
    （経済産業研究所 復席） 
○宮内分科会長  長い間お待たせいたしました。大変議論が出まして、大変難しい仕事 
を与えられまして。 
 まず私から評価の全体につきまして申し上げさせていただきたいと思います。総合評価 
といたしまして、最後のところでございますけれども、当研究所がこれまでやってこられ 
た点につきまして、２年目としての活動状況、実績は短い期間でありましたけれども、質 
・量ともに十分使命を果たしており、満足できるレベルであるというようなこともござい 
まして、全体といたしまして「Ａ」評価をさせていただきました。 
 個別に申し上げますと、まず第１の国民に対して提供するサービスの内容につきまして 
は「Ａ＋」という評価をさせていただきました。この評価基準に照らしまして、幾つかの 
議論も出たわけでございますけれども、研究テーマの設定、あるいは研究活動等につきま 
しても、また、その水準等につきましても、成果が上がり、評価される段階であるという 
ふうに感じました。 
 ２つ目の業務運営の効率化に関する点でございますが、これは「Ｂ＋」と評価させてい 
ただきました。この点につきましては、幾つかの議論が出たわけでございますけれども、 



 

クラスター間の、いうならば知的交流というようなことにつきまして、まだ運営で改善す 
る余地があるのではないかというような貴重な意見も出ております。 
 ３つ目の予算の点につきましては「Ｂ＋」と評価させていただきました。予算をどう管 
理していくかということにつきまして、独法の予算制度ということにつきまして、評価以 
前に幾つかの問題が指摘されております。恐らくかなり改善の余地があるのではないかと 
いう感じがするわけでございますけれども、比較ができないとか、予算をどう使って、ど 
う評価するかというような点等含めまして、別途検討する必要があろうかと思いますけれ 
ども、現在までの予算の使い方等につきましては「Ｂ＋」と評価させていただきたいとい 
うことでございます。 
 短期借入金、実績なし、剰余金の使途、実績なしということでございます。 
 ６番目の人事に関する点でございます。人事に関しましては、期間で仕事をしていただ 
くというような多面的な雇用形態等、当研究所の非常に特徴的な点が評価できるのではな 
いかというような点も踏まえまして「Ａ」とさせていただきました。 
 最後に総合評価として「Ａ」とさせていただきました。 
 極めてはしょった説明でございますけれども、また事務局の方から詳しい議論等につき 
ましてお聞きいただきまして、＋の点につきましてはぜひ、さらにその＋を伸ばしていた 
だく。若干の指摘させていただいた点につきましては改善をしていただくということをお 
願いできればと、蛇足でございますけれども、申し上げさせていただきたいと思います。 
 それでは、最後になりますが「中期計画の見直し（案）」に関してご審議いただきたい 
と思います。新中期計画案は、研究所の 14 年度の業績評価の結果を勘案し、最終的にその 
妥当性をご判断いただくこととなっております。特に定量的指標の妥当性についてご意見 
をお願いしたいと存じます。改めまして、中期計画（案）について、経済産業研究所より 
ご説明をお願いしたいと思いますが、ちょっと時間がせっておりますので、要点をお願い 
申し上げます。 
○岡松理事長  まずその前に、評価いただきましてありがとうございました。今いただ 
きましたポイントを踏まえながら、既に 15 年度スタートしておりますが、さらに向上し、 
いい評価をいただけますように 15 年度もやってまいりたいと思います。ありがとうござい 
ました。 
 資料５の中の別紙３でございますが、簡単にご説明申し上げます。表の上に言葉が書い 
てございますが、ちょっとミスプリントがございまして、「中期計画において－」となっ 
ているところですが、「一部指標の改訂を行う」というのが正式な文言でございます。 
 この表のところで、今までは右から２番目の数字をもとに評価をしておったわけでござ 
いますが、今回ご説明申し上げましたように、かなりの部分で指標を超えてきているとい 
うこと、研究者の数もふえているということに伴って数字の改訂をすべきではないかとい 
うご議論もございましたので、一番右の枠に書きましたように、数字の改訂をさせていた 
だいたということでございます。一つ一つの説明は省略させていただきますが、結局、根 
拠といたしましては、常勤の研究者の数、ファカルティフェローの数を中心にそれぞれの 
見直しをした。それからコンサルティングフェローという、役人がフェローになっている 
ケースもございますが、これも一部勘案をいたしまして、それぞれの数字を改訂したとい 
うことでございます。 



 

 まず一番上の出版物のところは、今の人数とは関係ないのでございますが、13 年度が４ 
冊、14 年度が８冊でございますが、13 年度からなだれ込んできて８冊になったところがご 
ざいますので、平均して６冊、したがって、６冊の５年分ということで 30 冊以上、30 とい 
う数字を出しました。 
 それ以下の数字、200 件以上とありましたのを 350 件とか、100 件以上とありますのを 275 
件、750 件というのを 1,650 件というふうに改めましたところが、今申し上げました人数に 
応じた評価をする。基本的には、ディスカッションペーパー等はファカルティフェローに 
は１本ずつ出してもらうということを土台にしているとお考えいただきたいと存じます。 
 そのほか、ダウンロード件数につきましても、ダウンロード、ディスカッションペーパ 
ー１本当たりの平均を毎年 1,500 件以上ということで、ちょっと指標の立て方を変えており 
ますが、そういう形で考えてまいりたいと思っております。 
 そのほか「掲載基準の見直し」とありますのは、今回も一部訂正させていただいたよう 
に、どういうものをこのカテゴリーにとらえるかということについて、厳密にやりたいと 
いうことで、若干その基準の見直しをし、より正しい指標にしたいと思っております。 
 「－」のところは今までどおりということでございますが、最後に、ホームページのヒ 
ット件数は毎年ということで、トータルが 100 万件というふうにされておりましたが、毎年 
30 万件以上という指標にしたいと思っております。 
 その他は従来どおりでございます。 
 以上のような形で見直しをさせていただこうというふうに考えております。以上でござ 
います。 
○森川室長  １点だけ補足いたしますけれども、先ほどの評価の中でちょっと申し上げ 
ましたけれども、資料７でお配りしております業務実績評価フォーマット、これは半年ぐ 
らい前に随分議論いただいてつくったものですが、この中で、ＡＡとかＡ、Ｂの数値目標 
について、1.3 倍、1.2 倍、0.9 倍、0.8 倍というような区分がございますけれども、これに 
ついては、こういうのをやめる方向で、フォーマットの改訂案を、いずれ年内のどこかの 
段階でご審議いただく、そういう前提で今の数字を研究所からいただいているということ 
でございます。 
○宮内分科会長  ありがとうございました。それでは、ご意見、ご質問等ございました 
らどうぞ。 
○速水委員  上のアウトプット指標の見直しは、研究員の数の変化に応じてコース並み 
（？）に変えたということなんでしょうか、どういう基準でお変えになったのか。 
○岡松理事長  それでは、もう少し具体的な説明に入らせていただきます。例えば、今 
のご質問といたしますのは、学術研究誌、専門誌で発表された論文、国際シンポジウム、 
学会等で発表された論文というのが、現在は右から２つ目の欄、200 件以上となっておりま 
すが、これにつきましては、常勤の研究者は毎年１本必ず出すというふうに考え、ファカ 
ルティフェロー、各大学の教授連でございますが、この方にも１本お願いするということ 
をベースにいたしまして、その他、コンサルティングフェローについては若干見込みまし 
たが、そうして計算いたしますと、65 という数字が出てまいります。それを丸めて 70 本を 
出してもらおうということで、それに５年を掛けて 350 件としたといったようなことでござ 
いまして、常勤研究者が今年度 25 名で動いております。ファカルティフェローは 38 名おら 



 

れますので、そういう数字を土台にして、先ほど申し上げました数字を割り出したという 
ことでございます。 
○速水委員  これの左との流れが必ずしもよくわからないけれども、例えば「内部のレ 
ビューを経たディスカッションペーパー」これはどこに来るのでしょう。 
○岡松理事長  ちょっとこれは見にくうございますが、「内部のレビューを経たディス 
カッションペーパー」というのは、現在、14 年度は 43 件とございましたが、中期計画新指 
標で 100 件以上と書いてあるところにつながります。それを今回は、５年間で 275 件以上と 
いうことでございます。先ほど申し上げましたように、研究者の数を土台にして計算をい 
たしまして、大体年間 55 件というふうにみたわけでございますが、年間 55 件で５年分、275 件は、中

期計画期間である５年間に出していこうということから、275 という数字を出してまいりました。 
○速水委員  私の常識からすると、学術誌、専門誌で発表された論文というものの方が 
ディスカッションペーパーよりは少ないというふうに考えるのが私なんかの常識なんですけれども。 
○岡松理事長  それは、350 件と 275 件のことをいっておられるのだと存じますが、350 件の方は学

術誌、専門誌論文に加えて、国際シンポジウム等で発表された論文という２つのカテゴリーのものをま

とめておるものですから、それを含めまして 350 件ということでございます。学術誌、専門誌と国際シ

ンポジウムとの間は差別してない、これは従来からそうでございます。 
○速水委員  それも不思議な分類でございますね、ちょっと考えますと。大体我々がやるとすれば、

ディスカッションペーパーを用意して、それでシンポジウムに発表するというのが普通、私なんかはそ

ういうふうにいたしますけどね、大体。 
○岡松理事長  私どもの研究者の場合、もちろんそういう場合もございますが、ディスカッションペ

ーパーというのはいろんな議論を経た、最終的に内部のレビューを経て出すものでございますが、専門

誌、あるいは国際シンポジウムで発表する場合には、必ずしもディスカッションペーパーというあれを

経ずにやっているものもございます。そういうことで、ちょっとこれは別カウントでしてまいりたい。 
○速水委員  学術誌で発表したものと、今おっしゃったところを伺いますと、大変失礼ですけれども、

ディスカッションペーパーは内部のレビューと、だから完成度からいうと国際シンポジウムでやったよ

りも完成度が高いというふうにお考えなわけですね、今のお話を伺うと。そうしますと、なぜ完成度の

低い報告と、学術誌で公開したというのは完成度が一番高いはずですね。それとが合計するというのは、

ちょっと私のあれとは違う。 
○荒木ディレクター  そこは、実は平成14年度の実績などもごらんいただきたいのでございますが、

実績をみていただきますと、学術誌、シンポジウムと合わせまして 165 件ございます。それに対しまし

てディスカッションペーパーは 43 件ということで、実績をみましても、学術誌等の方が多くなってお

るという状況がございます。 
 その理由をご説明をしたいのでありますが、１つには、研究者の中でもいろんなディシプリンの人が

いらっしゃいまして、学術誌というのがレフェリーのプロセスを経て、非常に厳しい査読の結果として

載る、そういう経済学系の論文もありますが、他方で、法学系ですとか、そういうふうなところですと、

いわゆる法律の専門雑誌に１本論文をお書きになったというようなところで１本とカウントされると

いうことで、若干学問分野によってカウントの仕方が違ってきている、そういう側面があるのではない

かと思います。 
○速水委員  法律の場合は、ディスカッションペーパーよりも法律の雑誌に書いたものの方が完成度

が低いということになりますね。 



 

○荒木ディレクター  必ずしも比較ができないという部分を申し上げておるのでございます。つまり

ディスカッションペーパーとして書いた、それがさらに洗練されて専門雑誌に載るというプロセスを経

ている場合もあれば、ディスカッションペーパーとは独立に投稿されるというような場合もありますの

で、そこの……。 
○速水委員  それは、もちろんあると思いますけれどもね。 
○荒木ディレクター  165 の内訳を申し上げた方がよろしいかもしれませんが……。 
○速水委員  むしろ私の申し上げたいのは、そういうカテゴリーで計算して目標を立てられることが

妥当なのかどうかですね。 
○荒木ディレクター  現状を追認するという形になってしまうということでございましょうか。 
○速水委員  むしろ、そういうカテゴリーで合計して、それで目標をつくるということが適切なのか

どうかということですね。 
○吉冨委員  質が違うものを足しているという意味……。 
○森川室長  ここは、学術誌のところが、レフェリートジャーナルの目標をつくるべきじゃないかみ

たいな議論が、特に本委員会なんかであるのですね。研究所と大分議論したところなのですけれども、

レフェリートジャーナルに出てくるというのは、もちろん速水先生が典型的に想定されているようなプ

ロセスなのですが、これは、実際かなりラグがあるわけですね。そこのところがあるので、学術誌、レ

フェリートジャーナルだけの目標みたいなものを設定するというのは余り適当ではなかろうというこ

とで、それに準ずるような外の媒体に出ているようなものということで、このあたりがくくられている

というのが我々の理解でございます。 
○速水委員  ですから、今のお話を聞くと、全然準じないものが出されているということなんじゃな

いでしょうか。準ずるもの、それはどうやって判断するかによるのですけどね。 
○荒木ディレクター  ありていに申しますと、そこは個々のフェローの自己申告にまず任せていると

いうところはあるのですが、それに加えまして、当該論文が、各クラスターといいますか、研究所の活

動としてどこまで関連性があるのかということについても、一応そこはお尋ねをして、我々として、こ

こまではおかしいのではないかというところは絞り込んでいるつもりでございます。ただ、今年度は、

さらにそこの審査のプロセスというのはきちっといたしまして、論文そのものを原文をご提出いただい

て、どのようなものかというのはきちんと全部みせていただこう、そういうことは最低やらせていただ

くつもりでおります。 
○速水委員  ですから、ごらんになりまして、これは学術的なものではないとか、あるいはそうだと

いうのは判断されて集計されたもの……。 
○荒木ディレクター  そのつもりで……。 
○速水委員  そうすると、目標というのが違ってくるように思うのですけどね。 
○荒木ディレクター  学術度が低い場合は、「商業誌、政府系広報誌等で発表された論文」、そちらの

方に分類が、我々の方の判断でさせていただくということになりますけれども。 
○速水委員  そうすれば、学術的なものに入れる方の数が、私の常識では、ディスカッションペーパ

ーよりは少なくなるだろうというのが私の常識のあれですけれども、皆さんの常識からは……。 
○森川室長  前の通産研究所のときには、基本的に未定稿としてのディスカッションペーパーをまず

つくって、そのうちの一部が外のものに出るというプロセスだったのですけれども、ＲＩＥＴＩになっ

てからは、ややパスとして別になっていて、全部が全部ＤＰをとっているというスタイルになってない

のが現状なものですから、現状を前提にするとこういう立て方になるのではないかと思うのです。 



 

○速水委員  必ずしも通らなくてもいいと思いますけれども、私の常識では、学術誌に発表するもの

は完成度は高いはずなんですね。 
○シェアード委員  速水先生の話はごもっともだと思いますけれども、せっかく４つの項目があるの

に、３つの評価が立っているわけですね。それを４つにするということはできないのでしょうか。当然

ながら学術誌の方は、今おっしゃっているように数が少なくなるわけですね。 
○森川室長  私どもとしては、４つに分ける方が望ましいと思ってますけれども、研究所の方で、も

しそれでいいのであれば、そういう案を出していただくという形を……。 
○岡松理事長  今までの区分として、学術誌と国際シンポジウムの学会で発表したものというのは、

同じようなレベルのものであると内部では判断をして１つにまとめておるわけでございますが、ただ、

それも、速水先生のおっしゃいますように、そのレベルに達してないものもあり得るのではないかとい

うものは、先ほどいってましたように、商業誌云々という第４カテゴリーの中に落ちている。ただ、１

と２を区分するのはどうかということで、私どもとしては１本で評価をしていきたい、こういうふうに

思っております。先生のご質問は、むしろ、それと３番目のディスカッションペーパーとの関係いかん

ということが一つのポイントかと存じますが。 
○速水委員  シンポジウムで報告したものというのは、いいものは必ず出版するわけですよ。それは、

シンポジウムのオーガナイザーがそういう基準をつくる、あるいはほかのところですか、それは別です

けれども、シンポジウムで報告したものは、それをリバイズして、それで出版をするというのが常識で

ありまして、そういう形からいえば、仕事の完成度というのは、明らかに出版したものより低い――低

いというのは、価値が低いという意味じゃないですよ、完成度が低い。 
○荒木ディレクター  もう少し説明した方がよろしいかと思うのですが、ディスカッションペーパー

というのは、我々の所定の書式がございまして、ホームページをごらんいただければあれですけれども、

かなり一定の体裁を整えたものとして、それなりに完成度が高いものとして皆様にお示しはしているも

のでございます。これまで２年間の我々のプラクティスとして、例えばシンポジウムを何回もやりまし

たけれども、シンポジウムのために出した論文をすべてディスカッションペーパーの形に、つまりＲＩ

ＥＴＩ所定の書式によるディスカッションペーパーの形に落として発表したかというと、そういうこと

はしておりません。それであるものですから、本来ディスカッションペーパー的なものというのが全部

ここで把握し切れてないという、43 という実績の中で、本来であればディスカッションペーパーと称し

てナンバリングをつけた上で発表してもよかったものが、そういう形になってないものがある。その意

味で若干過小に評価されているという部分があるかと思います。そういう実績を踏まえた上でこういう

数字を出させていただいたということでございますので、５年間の目標でございますから、過去との継

続性が一応ございますので、過去２年間の実績を踏まえると、大体これぐらいのところが、我々として

は実行可能な目標であろうかなということをご提案申し上げている。 
○速水委員  実行可能な目標ではあるかもしれませんけれども、目標というのは、それに基づいて評

価をする、今度はそういう話だったですね。だから、そういうものとして完成度というものが違うもの

がされたようなものが目標となったのでは、とてもそれに基づいては評価できないというのが私の意見

です。 
○荒木ディレクター  このようにさせていただけますでしょうか。具体的にどの論文がどのカテゴリ

ーに属するかということについては、今もう少し細かいブレークダウンを考えておりますので、15 年度

の実績については、こういう大きなくくりではなくて、もう少し細かいものをお示しする。それをもっ

て今年度の活動の評価の資料にしていただくということで、それは、そのようにすることは可能なので



 

すが、ただ、大きな５年間を通じての目標ということで、細かいカテゴリー分けというのは、今の時点

ではなかなか……。 
○速水委員  決してそんな細かいことを要求しているわけじゃないです。 
○荒木ディレクター  先生のご指摘は、学術誌、専門誌というところの目標をブレークダウンして出

したらどうかと、わかりました。 
○速水委員  なぜ出さないのかという……。 
○岡松理事長  きょうは、ご意見をいただいたということで預からせていただきまして改めて……。 
○宮内分科会長  その他の点でご意見をちょうだいしたいと思います。 
○吉冨委員  今のお話は、資料の５とも関係しているとみていいのですか、それとも、これは別です

か。中期計画見直し……。 
○森川室長  資料５の中に目標が数字で書かれる。その目標の数字……。 
○吉冨委員  全くセマンティックスな質問かもしれませんけれども、資料５の２ページにある「新ク

ラスター」括弧の中の「産業組織と政策・経営」とあるのがわからないのですが、あとは大体、読むと

……、経営は経営ですね。政策っていろんな分野があるので、何かのあれですか、どこを読めば説明が

あるのでしょうかね。 
○森川室長  実際にそこに入る内容については、別紙２という新旧対照の表があって、どういうもの

がクラスターの中で分類されるものかというのは、頭出しは幾つか……。 
○吉冨委員  でも、ガバナンスが中心の説明なんですね。 
○岡松理事長  別紙２でございますが、ガバナンスと企業の将来像……。 
○原岡ディレクター  産業政策と産業組織の変遷に関する研究と……。 
○吉冨委員  産業政策という意味ですか。 
○原岡ディレクター  「政策ケースの蓄積に資する観点から、」と書いておりますからそうだと思い

ます。 
○吉冨委員  そういう感じが余り出てないものですからね。 
○岡松理事長  産業組織と産業政策という……。 
○吉冨委員  実際にどう直すか別としまして……。 
○岡松理事長  ……そういうことでございます。 
○吉冨委員  「政策・経営」というのは、ちょっと珍奇ですな。 
○岡松理事長  中に書いてありますようなことをやるには、どういうネーミングがいいか、ちょっと

……、ご意見いただきましたので、後で考えさせていただきます。 
○宮内分科会長  あと、ございますでしょうか。―― 
 それでは、時間も相当過ぎてしまいましたので、ただいまのご意見をちょうだいいたしまして、特に

論文の分類等の面につきましては、再度よりよい案をお示しいただくというようなことを含めまして、

改めて皆様方の意見をちょうだいいたしまして、最終的にまた私のところでとりまとめさせていただく

ということで、評価委員会に、見直しについて報告させていただくということをさせていただきたいと

思います。そういうことでよろしゅうございましょうか。―― 
 それでは、本日の検討状況と審議結果を、６月 12 日開催の独立行政法人評価委員会に、必要に応じ

まして、いただきました意見についてもご紹介させていただきながらご報告をさせていただきたいと思

います。同委員会では、これを受け、審議、議決することになります。 
 それでは、それまでに出します最終の体裁とか、最終の修文等につきましてはご判断をいただき、私



 

にご一任いただきたいと存じます。 
 あと、何かございますでしょうか。――それでは、大変時間が過ぎてしまいましたが、これをもちま

して本日の第７回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会を終了させていただきます。大変ご多

忙のところ、ありがとうございました。 
○森川室長  どうもありがとうございました。 
 
――了――  


