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○小野分科会長  第35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。 

 議題は３件ございます。経済産業省からの第３期中期目標と、研究所の中期計画の両方

をご審議をいただき、最後に、第２期目標期間中の総括報告をしていただくという３つの

テーマです。 

 それでは、早速議題に入ってまいりたいと思いますので、事務局からの説明をお願いし

ます。 

○柏原企画調査官  経済社会政策室の柏原でございます。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

 まず、冒頭、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元の議事次第の下にお配りしている資料の一覧をつけておりますけれども、資料１

―１、資料１―２、資料２―１、資料２―２、資料３、それに加えまして参考資料が１と

２と２種類ございます。不足等ございませんでしょうか。 

 それでは、今、分科会長からお話がございましたとおり、今日は３つ議題がございまし

て、まず、１点目につきましては、昨年12月にお集まりいただいてご審議いただきました

「中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し」という文章がございましたけれ

ども、これを踏まえまして経済産業省で第３期中期目標の案を作成いたしておりますので、

まず、こちらを私からご説明させていただき、委員の皆様にご議論いただければと思いま

す。 

 それから、私どもがお示しする中期目標（案）を踏まえまして、ＲＩＥＴＩ側で具体的

な取り組みを示した中期計画というものを作成することになっておりますので、引き続き

こちらの案をＲＩＥＴＩからご説明をさせていただき、ご議論いただければと思います。 

 最後に、来年度の業務実績の評価に向けて、ＲＩＥＴＩから第２期中期目標期間におけ

る業務の総括に関する報告をいただく予定でございます。 

 公開等の取り扱いについては、「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、本日の議事録、議事要旨、資料を公開とさせていただきますので、ご了承いただき

ますようお願いいたします。 

 そうしましたら、引き続き資料の説明に入らせていただきたいと思います。 

 経済産業省で来年度からの５年間にわたって経済産業研究所に期待をする取り組み内容
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というものを中期目標として示すことになっておりまして、資料１―１が中期目標（案）

の本文でございます。それから、資料１―２に、そのポイントとして少し短くまとめたも

のをつけさせていただいております。きょうは時間の関係もございますので、資料１―２

のポイントに沿って簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 まず、１番目に「基本的考え方」のところでございますけれども、12月にもご紹介しま

したとおり、総務省の政独委からはＲＩＥＴＩのミッションというものを第３期目標期間

を迎えるに当たって改めて明確化をするようにということがございましたので、経済産業

政策の重点的な視点に沿った調査・研究を行い、その成果の普及・政策提言を行うという

ことを主たるミッションとするのだと。そうしたことを通じて経済産業政策にこれまで以

上に資する研究・政策提言を進めていただきたいということを、まず基本的考え方の１つ

目として記載しております。 

 また、２つ目といたしまして、国内外の研究機関等との連携を強化するということ、あ

るいは産業界等への戦略的な情報発信機能を強化すること等によって、国際的にも高く評

価されるような政策シンクタンクになることを目指す。これも中期目標に当たっての検討

で、ここ１年ほどずっと議論してきた内容でございますけれども、この点を２つ目として

記載させていただいております。 

 次に、２ポツ以降が中期目標（案）の中身のポイントでございますけれども、まず、こ

れは法律上中期目標の期間を定めることになってございまして、従来と同様、ことし４月

１日からの５年間ということを記載しております。 

 次に、２番目が業務の中身でございます。(1)が業務の内容、(2)がそれをどう評価する

かという評価の方法でございます。 

 まず、(1)の業務内容ですけれども、これは調査・研究業務、それから、次のページに

なりますけれども政策提言・普及の業務、３つ目に、それらを支えるベースとしまして資

料収集管理等の業務という３つに分けて記述をしております。 

 まず、１番目の調査・研究業務のところでございますけれども、これは12月にご議論い

ただきました内容のとおりでございまして、今回の中期目標期間は特定の研究領域を示す

ということではなくて、むしろ研究に当たっての視点を私ども経済産業省から示すという

形をとらせていただいております。 

 重点的な視点といたしまして、1)から3)のとおりでございますけれども、世界の成長を

取り込む、あるいは新たな成長分野を切り拓く、それからインフラとしての経済社会制度
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をつくる視点という３つを重点的な視点として定めて、研究所においてはこれらの重点的

な視点に沿った研究及びこれらの研究を中期的に支えるような基礎的な調査・研究に研究

所のリソースの大部分を当てるということにさせていただいております。前回はこの「大

部分」というところで数字を書くかどうかとか、「太宗」という言葉はちょっと仰々しい

のではないかとか、いろいろご議論ありましたけれども、「大部分」ということで落ち着

かせていただければと思っております。 

 それから、２つ目のポツですけれども、現時点で５年後のことまで必ずしも見通せない

部分がございますので、経済産業政策に貢献するという基本的な部分は普遍ですけれども、

その時々の課題に適時適切に対応する研究というものも当然行っていただくということで

す。 

 ３つ目の黒ポツですが、その経済産業政策に一層貢献するような研究を行っていただき

たいということでありますので、経済産業省との連携を強化するということを書かせてい

ただいておりまして、このポイントのほうでは省略していますけれども、本文では、例え

ば研究プロジェクトを立ち上げるときに経済産業省の関係課室からコメントを聴取して、

可能な範囲で反映をさせていくといったことですとか、あるいは研究は１年、２年といっ

たタイムスパンになってきますけれども、その間、私ども政策当局側の人事異動等により

連携が途絶することのないように、こういった進行中のプロジェクトに関する情報提供な

ども定期的に行っていただくということも盛り込ませていただいております。また、１つ

の試みとしまして、経済産業省側からこういう政策的な関心あるいはニーズに沿ってこん

な研究をやっていただけないかということをＲＩＥＴＩに持ち込ませていただく、提案さ

せていただくということもやっていきたいと考えております。 

 それから、黒ポツの４つ目ですけれども、外部専門家からなる委員会を設置して、進捗

状況、効率性、政策に関する貢献度等を検証していくということを書いております。 

 それから、下から３つ目ですけれども、調査・研究の水準については国際的にも高く評

価される水準で行うということで、研究体制の新陳代謝を図っていくことですとか、ある

いは他の研究機関や産業界との連携を強化するということが期待されているということを

書いております。その中でも特に海外の研究機関等との連携というのはこれまでも第２期

目標期間中において取り組んでいただいているところですが、例えば共同研究ですとか、

あるいは人事交流、外国の研究者の受入等々の形で連携をさらに強化していただき、研究

の質がより国際的にも評価されるものになっていくように努力をしていただきたいという
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ことであります。 

 最後に、産業界との連携強化というコンテクストにおいて、企業経営等に関する研究な

ども第３期においてはより積極的に取り組んでいただければという私どもの期待を書いて

ございます。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ目の一番上のところですけれども、これは

前にご紹介しましたとおり、総務省政独委から大分強い指摘を受けているところでござい

まして、研究プロジェクトの進行・進捗管理を徹底するということでございます。具体的

には、研究計画というものをつくっていただく際にスケジュールを研究計画の中にきちん

と盛り込んでいただいて、特に正当な理由もなく大幅なおくれが生じたような場合にはそ

のプロジェクトを抜本的に見直して、場合によっては改廃することもあり得ることを第３

期においては最初からルール化をし、研究者の方々に最初に示していくということも考え

ていきたいと思っております。 

 次に、②が、まとまった研究成果をどう提言し、あるいは普及させていくかというとこ

ろに関する内容です。 

 まず、１つ目といたしまして、ノンテクニカルサマリーの充実。これは受け手である行

政官にとっても非常にわかりやすい取り組みでありまして、これをさらに継続して充実さ

せていただければと思っております。加えて、第３期からの新しい試みといたしまして、

その関係部局に対する成果報告会のようなものもやっていっていただければと。いろいろ

な工夫の仕方があるかと思いますけれども、例えば昼休みの時間帯なども活用して自由参

加で、特にアカデミックなインプリケーションというよりは、政策的な含意は何なのかと

いうところに絞って議論できるような場というのも第３期においては少し工夫していただ

ければと思っております。そういったことを通じて、研究成果を経済産業省に対してイン

プットしていただくというところの取り組みが少し強化されればと思っています。 

 それから、２つ目は、経済産業省というよりもむしろ広く一般に対しての情報発信の強

化ということとで、産業界あるいは海外を含めたマスメディアに対するＰＲを積極的に行

うということでございます。本文のほうには、例えばシンポジウムとかセミナー等に関し

ましても、内外の機関との共催を進めたりすることでその効率化も図りながら、より多く

の情報を対外的に発信していくというところに注力していただければということを記述し

ております。 

 ３つ目といたしまして、研究成果の活用事例というものももう少し長い目でみて追跡を
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していただき、今後の研究に生かしていただければということを書いております。 

 ③の資料収集管理、統計加工、統計管理業務でございます。これは基本的には第２期に

書かせていただいた内容と同じですけれども、特に第３期においては国際的評価の向上を

意識していくということで、データにつきましても欧米データとの連結を意識するという

ことを書き加えさせていただいております。 

 次に、(2)評価方法のところでございます。第２期においても定性的あるいは定量的な

評価を実施してきたところでございまして、こうした評価は中長期的なトレンドを追って

いくということ自体に一定の意味があろうかと思いますので、第３期におきましてもこれ

までの評価指標は原則として継続をするということで考えております。ただし、個々の水

準につきましては、第２期において目標を大幅に超えた実績を上げた項目も多々ございま

すので、引き上げるものは引き上げるという形で見直しを行うということにしております。

加えまして、国際的な評価を向上させるとか、あるいは一般への発信力を強化させるとい

った新たな課題に対応しまして、評価指標としても若干追加が必要ではないかと。私ども

からは、外国語による論文の数と内容に対する質的な面での評価、それからシンポジウム

等に参加する外国人識者の人数、あるいは一般向け広報に関する評価としてはマスメディ

ア通じた情報発信をモニタリングしていくこと、こんなことを例として掲げさせていただ

いております。 

 次に、「３．業務運営の効率化に関する事項」でございまして、これも法的事項でこう

いった中身を中期目標には盛り込むことになっているわけでございますけれども、一般管

理費を毎年度平均で前年度比３％以上効率化していくこと、同様に、業務費については１

％以上ということ。こうした効率化は、第２期から全独法が統一的に対応しておりますけ

れども、第３期におきましても原則としてこれを継続するということです。 

 それから、人件費のところでございますけれども、これは「簡素で効率的な政府を実現

するための行政改革の推進に関する法律」というものがございまして、これは５年間の取

り組みとして記述されている法律でございますけれども、平成18年の閣議決定においてこ

れを６年間にすることが決まっております。したがって、平成18年から始まった人件費を

毎年１％減らしていくという取り組みを平成23年度までは継続するということが閣議決定

として国全体の基本方針になっておりますので、これはそのまま記述をさせていただいて

おります。 

 一方で、第３期におきましては、効率化に努めながらということではあるのですけれど
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も、内外の研究機関と連携を強化して研究体制の充実を図ると。人事交流も進めてくださ

いとか、あるいは評価の高い政策シンクタンクを目指してくださいということを申し上げ

ているわけでございます。この研究体制の充実という観点から、伸ばすべきところは伸ば

していく必要があるのだろうということで、人件費は平成23年度以降どうするかというと

ころが統一方針では決まっておりませんので、ＲＩＥＴＩとしては必要なところは必要と

要求をしていきたいということで記述をしております。 

 それから、効率化に関する最後の点で分室のところは、必要面積の抜本的見直しを行い、

縮減を図るということを記述しております。 

 最後に、「４．財務内容の改善に関する事項」です。 

 ＲＩＥＴＩの場合には公的資金による運営費交付金に依拠することを基本とするという

ことでございますが、それを基本としながらも効率的な使い方に努めるということでござ

います。 

 競争的資金の獲得というものは、研究員のエフォートを確認した上で自己収入をふやし

ていくという観点から一層の努力を行うということを記述しております。 

 それから、自己収入の確保の一環としまして、出版物に係る監修料収入の見直しとか出

版物の拡大等についても努力をするということでございます。 

 ５ポツのところは、法律上は特に書いても書かなくてもよいところでございますけれど

も、その他として何かあればということでございますので、２つほど書かせていただきま

した。まず、１点目、ＲＩＥＴＩの場合にはいろいろな多数の研究者をネットワーク化し

て産学官のハブとして機能をするというところが最大の持ち味であるかと思いますので、

これをさらに発展させていっていただきたいと。そういう研究者のネットワークの中に分

野的な偏りがないかとか弱い部分がないかどうかということも含めて、これまで以上に強

化をしていただければということが１点目。それから、２点目は、勧告の方向性でも内部

統制のさらなる充実・強化ということを指摘されておりますので、これをその他のところ

に追記をしておるということでございます。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ご説明ありがとうございました。 

 柏原さんからご説明をいただきました資料１―１と１―２について、委員の皆さんから

のコメント、あるいは質疑応答がありましたら進めてまいりたいと思います。特に問題が

なければよろしいのですけれども、何かちょっと気になるようなことがありましたら。 
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 では、小笠原先生から。 

○小笠原委員  ２点ほど。 

 今、柏原さんからご説明があった資料１―２の１枚目、下から４つ目のポツと３つ目の

ポツのところなのですけれども、まず、１つは外部専門家からなる委員会を設置し、中間

段階においても評価をしていって必要に応じて改廃等までやっていくと。これは恐らくこ

の第３期中期の新たな動きの１つだと思うのですが、これは大体いつごろからどういう形

でやっていくとかというのは、もう既にご予定があるのか教えていただきたいなというの

が１つです。 

 あと、もう１つが、その次のポツの「調査・研究の水準については国際的にも高く評

価」と。この文脈の中で、例えばこの次の２ページの(2)評価方法ということで、「外国語

による論文数及び内容に対する評価、シンポジウム等に参加する外国人識者の人数」とな

っているのですが、例えば本当に国際的にも高く評価してもらおうとすれば、今後、向こ

う５年間の日本経済の状況というのは察するに相当外国からの厳しい目も向けられ、政策

はどうなっているのだというところを問われてくる５年間かなと考えますと、外国の方に

直接外国語の論文を評価してもらうという動きなどもこの文脈には入っているのか、それ

ともシンポジウムに参加する外国人の方に評価してもらうのか、そのあたりをちょっと具

体的にご説明いただければと思います。 

○柏原企画調査官  外部専門家委員会は外部諮問委員会という形で、第１回目を今月Ｒ

ＩＥＴＩのほうで開いたところでございます。今後は大体年度に２回ぐらいの間隔で、外

部の専門家のご意見を聞きながら、透明性ある形で事業運営を進めていただければという

ふうに経済産業省側としては思っております。その諮問委員会の中に外国人の識者にも入

っていただくということで、まさに外国からみたときにこの研究所の機能がどうなのか。

１個１個の論文を全部読んでいただくという細かさではないと思いますけれども、この全

体の政策の方向性あるいはそれに沿った形での政策提言が国際的な観点でみたときにその

時期にかなったものになっているかというところはみていただけるのではないかと期待を

しております。 

○小笠原委員  なるほど。この２月と、あともう１回は。 

○柏原企画調査官  途中段階と年度のおしまいのほうにというイメージです。 

○由良総務ディレクター  後で計画のご説明をさせていただくのに少し補足しようかと

思っておりましたが、外部諮問委員会については第３期の活動を評価していただくという
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つもりで立ち上げましたので、１回目についてはＲＩＥＴＩのあり方論、総論的な議論を

中心にしていただきました。 

 あと、国際評価につきましては、今の目標のポイントのところでも「外国語の論文数及

び内容に対する評価」と書いてありまして、内容については査読つきの論文集に掲載して

いくことが１つの論文評価としては大きゅうございますので、そういった論文集に掲載し

たものを確認していくという取り組みもあわせてやっていきたいと思っていまして、計画

のほうにそういう研究を足しました。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 では、古城先生からも何かコメントをいただけますか。 

○古城委員  第３期は非常にいろいろな、野心的なものが中に入っていて結構なことだ

と思うのですけれども、１つは、私も外部専門家委員会の役割といいますか、やはりそう

いった必要に応じて改廃も含めた研究のプロジェクトということも提言してもらうという

ことが役割として中に入っている、かなり厳しくみてもらうような位置づけにしていると

理解してよろしいのかということです。 

 それから、もう１つは、やはり非常に今回は経産省の政策に役立つような、貢献するよ

うなというところに非常に重点を置かれているのですけれども、それと学術的にも高い評

価を得るということで、私からみると何かすごく両立するのはかなり難しいのではないか

という気がしてしまうのです。というのは、研究者のネットワークのハブの位置づけです

ので、研究者はやはり政策に貢献するよりもすごく高い自分の業績を出したいと思うほう

に力点をいつも多分置いていることだと思うので、そこら辺が、そういう高い水準ながら

も政策に貢献するというところをどういうふうにしたらよいのかというのはちょっと工夫

が要るのかなと私からすると思うのですけれども、そのあたりはどういうふうにお考えな

のか。そこがお伺いしたいところです。 

 もう１つつけ加えるとすると、業務の効率化をすごく進めていくと書いてあるのですけ

れども、事務的なところで支えるような仕組みがないとなかなかうまくいかないと思うの

ですが、そこもどんどん効率化していきましょうというふうになりますと、そんなにうま

く動くかなという心配が。ですから、業務の効率化、人事的なものなどについては今後考

えていくという展望だったのですけれども、やはり必要な研究体制を支えるような人のポ

ジションをどんどん減らしていくと多分なかなかそれは難しくなるのではないかなと思い

ますので、そのあたりのことをどういうふうにお考えかというのを。 
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○柏原企画調査官  では、私からお答えできるところでお答えしたいと思いますけれど

も、まず、外部専門家委員会はまさに第三者といいますか、外の方から厳しくいろいろな

ことをご指摘いただければということを私どもとしては期待をしておるところです。 

 それから、２つ目の論点は本当にとても難しい論点で、そんなにきれいな解がない世界

だろうと思いますけれども、今回、研究の分野を指定するということではなくて、視点を

私どもから提示をさせていただいたというのも、古城先生がおっしゃったような難しい部

分があるということを踏まえて、いろいろ議論してたどり着いた１つの結論でもありまし

た。やはり経産省としては、こういう方向を向いてこういう政策をやっていきたいという

ところはあっても、それをアカデミックにどう分析したらよいのかというところの出口ま

ではなかなか我々自身にノウハウがないので、こうした観点での効果的なインプットをＲ

ＩＥＴＩに期待をしているところです。入り口での我々の問題意識をきちんとお伝えをし

て、そういう問題意識になるべく合致した形での研究をしていただきたいという部分と、

その途中過程、最後の出口に至る部分でどういう中身の研究をしていただくのか、どうい

う手法でやっていただくのかというところはちょっと切り離して考えることができるので

はないかなと思っております。 

 それから、３つ目の効率化のところも、これは本当に悩ましい問題で、どんどん効率化

しろしろといわれる一方で、質を高めろとか指標の数も10題以上にふやせとかいろいろな

ことをいわれますので、どこまでそれを両立できるかということだと思います。今後の政

府全体の方針を見守る必要がありますが、ただ、ＲＩＥＴＩに関しましては研究者や研究

というところがコアですので、やはり人件費のところを余り際限なく削られていってしま

うと質の高い研究とか情報発信とかいうことができなくなってくるというところで、人件

費は少し今回攻めに転じた書き方をさせていただいております。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 今の効率化のところは、やはり国際的に認められるシンクタンクみたいになっていこう

とすると外国の人に入ってきてもらわないといけないとか、ではそのときの給与水準は、

今は官庁の給与の仕組みの中で何ランクに該当するかみたいな形で査定されているのだと

思うのですけれども、それが通用しない世界に入り込んでいきますから、そのときの管理

の目標が毎年１％みたいなことで本当によいのか。研究体制の充実のために、例えば外国

の人を１人雇ってくるときに、アメリカの人ならばアメリカの給与体系との比較みたいな

ことになるわけですから、そういう意味では少しやわらかく体制づくりをしておかないと、
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平成23年度は１％でもよいのですけれども、次の５年をにらんで、あるいはその次の10年

をにらんでいくときには構造を多分変えていかないといけないのではないか。我が国はＴ

ＰＰにも入ろう、国をひらいていこうといったときですから、外国の人たちの取り扱いあ

るいは給与体系・処遇体系みたいなことにも本格的に取り組んでいかないとよい成果を上

げられないのだと思います。我々企業の場合でも、「グローバル企業を目指して」いきな

さいというわけですね。そうすると、本社は日本だけでいいのかなんていう話になってい

まして、本社を日本と外国と、２つ置いたらどうなのと。グローバル人材を採用するとき

には日本というのはなかなか来てもらいにくいのだから、国際企業になるのだったら、例

えばスイスとかアメリカとかに本社を置いて、そこでやっていかなければいけないのでは

ないかなどという指摘を受けたりしているのです。ですから、我々も国際化していこうと

いう中では非常に次の体制づくりみたいなものでいろいろな迷いがあるのですけれども、

どうやら日本流のやり方だけで全部通用はしない。要するに、グローバルなやり方という

のは、例えばネスレの本社はスイスにあって13人の取締役がいるのだけれども、国籍は12

の国籍で、年齢とか男女の比率とかはみんな違うのだと。日本は外国の取締役なんかほと

んどいないわけですよ。それだとどうしても内側から、日本人の見方からしか世界がみえ

ない。世界全体はそんなバランスになっていないにもかかわらず、日本的な見方しかでき

ていないというのに限界があるのではないかなどと我々も責められているわけですけれど

も、研究所も同じような課題をこれから抱えてくるということなのではないかと思うので、

そういう意味での効率化の議論については、「研究体制の充実」みたいな表現にしていた

だいており、ぜひそういう視点からの、第４期中期はどうあるべきかということにつなが

っていくのかもしれないのですけれども、そういう意味では海外に事務所を置くみたいな

ことも必要になってくるのではないかと思うのです。国際的な研究機関として、とりあえ

ず出だしでちょこちょこ歩きの間はよいのですけれども、体制づくりをしていかなければ

ならない。だから、そういう議論もこの効率化の議論の中でしていったほうがいいように

思うのです。ですから、一研究所の問題だけではないのかもしれないのですけれども、少

なくとも国際的に通用する研究機関を目指そうとするのであればそういうことは避けて通

れない。それはやはり関係部署にもご説明してご理解をいただいて、総務省や財務省にも

ご理解いただくというステップが必要だとは思います。ぜひそれは向こう５年間の日々の

努力の中で１つずつクリアしていくということだと思うのです。 

 ですから、今、古城先生がいわれたように、やはり事務方のレベルも、ある意味ではサ



 

- 11 - 

ポートする体制というのは本当に今のままでよいのかということもあると思いますし、大

学のやり方とこういうシンクタンクのやり方と、官のシンクタンクのやり方と民のシンク

タンクのやり方と違うかもしれませんけれども、いずれにしろ日本発の情報提供というこ

とが必要になってくるわけですよね。外国人からいわれているのは、お前ら英語で発信も

しないで、英語の通用するような社会にもっとしたほうがいいのではないかとかガンガン

いわれるのですけれども、そういう意味では次の時代をにらんだ議論をまたどこかの場で、

この場でもしていただけるとありがたいと思います。 

 それでは、第１議題の経済産業省が期待する中期目標は、基本的にはこういうことでよ

ろしいということで締めさせていただければと思います。第１議題、どうもありがとうご

ざいます。 

 それでは、経済産業省からの目標をいただいて研究所としてどうしていこうかというこ

とですので、そちらのご説明をお願いしたいと思います。 

○由良総務ディレクター ＲＩＥＴＩ総務の由良でございます。中期計画（案）をご説明

させていただきます。 

 こちらも資料２―１と２―２と、ポイントと本文となっておりますが、時間の関係で資

料２―２をご説明させていただきます。 

 まず、前文では、学術研究と政策実務の結節点となって知の結集を図り、政策研究機関

として国際的な評価の向上を目指すという考え方を書いております。ＲＩＥＴＩのコアコ

ンピタンスを生かして新しいそういった課題に取り組んでいくということをうたっており

ます。 

 具体的な中身でございますが、「１．調査及び研究業務」につきまして、大きく３つに

分けて書いておりますけれども、そのうち(1)として、テーマを立てるところが大変重要

ということで、テーマ立てについて１項目取り出して立てております。 

 (a)として、目標にご指示をいただきました経済産業政策の重点的な３つの視点につい

て、テーマに反映をするということをご指示いただいておりますので、それについて、ま

ずうたっております。 

 それから、(b)といたしまして、では具体的に研究の体制を決めていこうというときに、

私どもとして６～10程度の分野を設定するという案を考えております。３つの視点とはで

きるだけクロスするフォーマットで立てていきたいという議論を考えておりまして、①世

界の成長を取り組む視点にかかわるものと特定をするのではなくて、６～10すべてのテー
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マが世界の成長を取り込む視点にできるだけなるように考えていきたいと思っております。

けれども、具体的なテーマを考えますとやはりある程度、①世界の成長を取り組む視点に

近いもの、②新たな成長分野を切り拓く視点に近いもの、③経済社会制度に近いものとい

う傾向は出てくるかと思いますが、具体的なテーマとして９～10ぐらいを立てようと考え

ております。 

 これは、そういうふうに分けようとしております大きな理由は、第２期に３つの分野と

政策史合わせて４つのドメインをご提示いただきましたけれども、そういう分野立てを４

つにしたことで、少しそれぞれのドメインの中での一体感が足りなかったのではないか、

１つのグループとして研究者のかたまりをつくっていくにはもう少し分けたほうが束ねや

すいのではなかろうかということもありまして、このぐらいの数の分野を考えております。

分野を「プログラム」と呼ぼうと思っておりますが、それぞれの分野にプログラムディレ

クターというのを置いて研究の中身についてコーディネートをお願いする体制を考えてお

ります。 

 具体的なテーマといたしまして「通商政策、産業政策、経済政策など幅広い政策分野」

について説明します。 

通商政策関係では貿易投資の関係、ＷＴＯ関係も含めた貿易投資の関係、あるいは国際

通貨・金融といった国際マクロの視点のもの、３つ目として、これも国際関係でございま

すけれども、空間経済学の発想に則った集積あるいはアジア地域での国際的な連携、そう

いった３つぐらいが国際通商といったものに近い分野として考えられるのではなかろうか

と考えております。 

それから、産業政策として、長岡先生にこれまで引っ張っていただいておりましたよう

な技術政策の分野、あるいは深尾先生に引っ張っていただいたような生産性の分野、それ

から、新しくイメージをしようとしておりますのが環境ビジネス、医療ビジネス、あるい

は観光といった産業分野をとらえていけないかという新しい産業政策といった分野、そう

いった３つぐらいのものを例えば考えてみたいと。 

それから、経済政策として、例えば企業のガバナンスですとか産業金融といったもの、

あるいは競争政策、そういったものがまた別のかたまりとしてそれぞれ立つのではなかろ

うか。そんなことを合わせて９～10個ぐらいの分野を考えたいというのを今所内で検討し

ております。その具体化については年度計画で書き込んでいこうと思っております。 

 ３つの重点的な視点と研究プログラムの２つを念頭に個々の具体的なテーマの設定が行
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われるわけですが、(c)のところでは１つ目として、個々の研究テーマが３つの視点のう

ち少なくとも１つを取り込んで、他の２つの視点についても意識して研究計画を策定して

ほしいということを先生方にお願いをする予定です。 

 それから、２つ目として、重点的な視点に沿った部分に研究者のリソースの大部分を充

てる点。 

３つ目として、そういったテーマを立てていくに当たっては、研究プログラム立ち上げ

の際に研究内容が経済産業政策の企画立案に資するものになることを確保するため、政策

当局実務者との対話の中で見出される研究ニーズを反映すること。これは具体的には個々

の研究計画書を経済産業省の関係課室にみてもらって、こういうテーマをやるのであれば

こういうことも考えてほしいという要望を聞こうということを考えております。あるいは、

政策当局の実務者の発案に基づく研究テーマを取り上げることもあるだろうと。これは柏

原企画調査官からもご説明にあった方向でございますが、そんなことを具体的に考えてい

きたいと思っています。 

 それから、４つ目として、同時に多様な人材を集結することにより、政策当局とは違っ

た斬新な視点というのに取り組んでいきたいということで、そういったテーマ立てのとこ

ろの努力を通じて、いわば学術的な研究と政策ニーズの両立に取り組んでいけないかと考

えております。その両立の話はテーマ立てにとどまらず、その後研究を進めるに当たって、

あるいは研究成果の発信に当たって、それぞれのフェーズで出てくる話だろうとは思いま

すけれども、まずはテーマ立てのところでそういったことを考えております。 

 それから、２ページで（２）として、研究を実際に進めるに当たっての留意点を書いて

おります。 

 (a)のところでは、「エビデンス・ベースド・ポリシー・リサーチ」という考え方を改め

て提示させていただいております。 

 それから、(ｂ)のところでは、国際連携を強化することで具体的には研究成果を広く国

際的に発信したり、共同研究を進める等々のネットワークの展開でございます。その際、

アジアの各研究機関との連携というものをＲＩＥＴＩの強みと意識をして、それを伸ばし

つつグローバルな欧米の研究者との連携を深化させていくという考え方がよいのではない

だろうかと考えております。 

 それから、(c)といたしまして、研究過程での政策当局、産業界との連携。政策当局と

の連携は従来から行っておりますけれども、それに加えて３つ目として経済界との連携強
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化ということで、課題意識の把握や定期的な意見交換に努めたいと思っております。 

 それから、(d)としまして研究プロセス。これまで年度計画に３段階の研究プロセスを

書いておりましたけれども、相当程度ＲＩＥＴＩの中でかたまってスタイルとしてなって

きておりますので、中期計画にその３段階のプロセスを明記いたしました。ブレインスト

ーミングワークショップ、中間報告会、ディスカッションペーパーの３段階でございます。 

 順番が少し戻りますが、(d)―１のところで、プロジェクトの設置期間は１年間ないし

２年間を標準的な期間とし、長い期間を設定した場合でも毎年１本以上の論文をまとめる

ことを原則にしたいと考えております。 

 それから、(d)―２の２つ目のマルでは、研究の進捗の確認のためにプロジェクト期間

の半ばに中間報告会を実施、したがって少なくとも研究プロジェクト開始から１年経過ご

とに１回は確実に実施するということになってまいります。それに加えて進捗管理として

研究計画にスケジュールを盛り込みますが、正当な理由なく当該計画から遅れが生じた場

合には改廃を求めるといったことをあらかじめ明記する。それを研究者との研究委任契約

の中でもスケジュールが理由なく遅れた場合には研究謝金を減額するといった措置を折り

込みたいと思っておりまして、お金のための議論というよりは、そういったサンクション

があるということで先生方には意識をしていただくということをねらって運用したいと思

っております。 

 それから、３ページの２．政策提言・普及業務。ＲＩＥＴＩの業務を大きく３つに分け

ておりますので、研究の部分についての２番目、政策提言・普及業務でございますが、主

に成果発表のところでございます。これまでいろいろな取り組みを具体的に行う計画が書

いてございましたので、新しく書き込んだ部分はそれほど多くございません。 

１つ目としては成果報告会の実施。経済産業省の関係者を主なターゲットとした成果報

告会を新たに実施をしたいと考えております。 

 それから、２つ目としては、今年度第２期最後のほうに始めましたノンテクニカルサマ

リーを充実させることでございます。 

 ３つ目としては、さまざまな広報手段を充実する一環として、内外のマスメディアに対

する積極的なＰＲに取り組むこと。 

 ４つ目としては、他機関との共同研究やシンポジウムの共同開催といったことに取り組

みたいということでございます。 

 それから、５つ目として、第２期の成果の１つであります通商産業政策史編纂事業につ
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いて、第２期に取り組んでまいりまして、合計で12冊の本にまとまる予定でございますけ

れども、そのうちの１冊目が３月には発刊できる見込みでございます。その刊行の取り組

みを主に平成23年度、第３期の初年度にかためて行って、出版等を通じて普及を行うこと

にしたいと考えております。 

 それから、３.として、３つ目の業務であります資料の収集管理といったところですが、

主にデータベースの点が書いてございまして、欧米の同種のデータベースとの連結やアジ

ア各国との連携を意識するということでございます。 

 それから、４．としまして、ＲＩＥＴＩの業務全般についての取り組みの充実のための

留意点、ベースになる取り組みということでございます。 

４．の（１）としては人材の確保、ネットワークの強化ということで、常勤研究者の充

実に努めるということを１つ目に掲げさせていただいております。専門的な研究分野にお

いて多様なニーズに対応する、あるいは研究所の運営上も重要な役割を果たすということ

で、先程来スタッフの充実ということをご指摘いただいておりますが、研究者もそういう

意味ではＲＩＥＴＩの活動を強化していく大変特別な役割をもっている立場でございます

ので、その充実に努めたいということでございます。 

 それから、２つ目として研究コーディネーション機能の充実とありますが、先程申し上

げましたプログラムディレクターというのが研究の内容を相互に関連づけて、幾つかの研

究成果を束ねることで政策的な含意にも強い研究成果が出していけるのではないかと考え

ております。 

 それから、(2)外部諮問委員会でございますが、先週火曜日に開催いたしました。少し

繰り返しになりますが、国際的な評価の高い研究所を目指すということはどういう意味な

のだろうかという議論を主にしていただきました。また、研究の評価をお願いするという

こともございますので、現在ＲＩＥＴＩでやっております研究の評価方法、毎年度の年度

が終わったところで委員の皆様にご報告をしております研究論文の外部評価やＭＥＴＩの

プロジェクト評価、そういったところを今こういうふうにやっているというご紹介をさせ

ていただきました。主にここの外部諮問委員会の先生方には、そういったＲＩＥＴＩが事

務方も含めてみんなで取り組んでおります評価、あるいはその評価のフィードバック、そ

ういったことがちゃんと機能しているのだろうかという観点から、仕組みを中心にご覧い

ただくというのが現実的ではなかろうかと思っております。あわせて個別の研究テーマに

ついてもできる限りご説明して、ご意見を賜るということで進めたいと考えております。 
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 それから、（３）は情報システムということで従来から書いておる項目がそこに書いて

ございます。 

 それから、４ページの（４）として経済産業省の政策立案にかする学術的知見の提供と

いうことで、ＲＩＥＴＩがもっております学術的な知見をＭＥＴＩの実務に携わっておら

れる方々にもできるだけ提供することでＲＩＥＴＩはどういうことをやっているのかとい

うことを少しでも理解してもらいやすくなるということ。具体的にはコンサルティングフ

ェローという仕組みをできるだけ今後ともうまく使っていくことを中心に考えております。 

 ５．でございますが、定性的な指標、定量的な指標、これまでも中期計画にはこういう

分け方で記述をいたしておりまして、定性的な指標については第１期のころから相当いい

ことが書いてあるものですから、視点としては余り変える必要もないのだろうかなという

ことで、中長期的な政策ニーズに対応した研究成果を発信していくということが基本的に

は書いております。定量的指標のところでございますが、この中で、一番下の４つを除き

まして、前半部分は指標としては第２期から引き継いでいくものでございます。その中で、

４ページ目の一番下、内部レビューを経て公表した研究論文につきましては５年で 420件

と書いておりますけれども、第２期は275件を目標にしておりました。それを上回る論文

数を出しておりますので、420件ということで今回立てさせていただきたいと思っており

ます。 

 それから、５ページの上から３つ目でございますが、研究論文のホームページからのダ

ウンロード件数について、これまで当該年に平均で 2,400件という数字が目標になってお

りました。幾つか気になる点がございまして、当該年度の１～２月に発表したような論文

ですとダウンロード数が相当少ないのですけれども、そういうものでも１件ということで、

分母のほうには論文数として入れておったものですからちょっと数字が小さく傾向があり

ます。そういったところの計算方法を少し工夫いたしまして立てております。和文及び英

文の研究論文全体で 4,400件ということを目標としては掲げていきたいと思っております。 

 それから、その２つ下、ホームページのヒット件数は80万件。これも第２期は40万件と

なっておりましたので、少しちゃんと見直しをしたということで、倍の80万件になってお

ります。 

 それから、５ページの真ん中ほど、指標の中で下から４つが新しく立てようとしておる

ものです。 

１つ目は国際的な活動をしっかりしていこうということです。外国語での活動ですとか
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外国人との交流といったことの点数を数えていきたいということで、外国語による論文数、

ＲＩＥＴＩの主催するシンポジウム等に海外からお呼びする識者の数、あるいは外国語に

よるニュースレター、合わせて５年で 500件。ちょっと数字としては質の違うものを足し

ている印象はございますけれども、外国語による活動というふうにご理解いただければと

思っております。 

 それから、白書、審議会資料等における研究成果の活用の件数ということで、５年で10

0件、実際に活用いただいているかどうか補足をしていきたいと考えております。 

 それから、３つ目として、先ほど申し上げました査読つき学術誌に掲載されるといった

実績を確認していきたいと思っております。 

 このほか、マスメディアを通じた発信の状況。これも何が１件かというのはなかなかい

いにくいものですから、個別に拾って分科会でご報告するつもりでおりますけれども、産

業界や一般の有識者におけるアンケート、そのようなことをご報告してご審議いただきた

いと思っております。 

 以上が主な内容でございまして、６．のところは既に先ほど目標でご説明、ご議論いた

だきました内容とほぼ同じでございます。 

 それから、７ページの一番最後に予算関係が書いてありますけれども、予算の立て方の

ルールに従って５年間立てていくとおおむねこういう数字になるという数字を掲げてござ

います。 

 長くなりましたが以上でございます。 

○小野分科会長  ご説明ありがとうございました。 

 ちょっと盛りだくさんになっておりますので、なるべくご説明の順番に従ってご審議い

ただければと思いますが、ご意見をまず最初に承りたいと思います。 

 また小笠原先生からよろしいですか。 

○小笠原委員  ちょっと何か本当に盛りだくさんで、第１期、第２期よりも非常に複雑

だなという感じがしたのですけれども、では、簡単なところからお聞かせいただきたいの

ですけれども、先ほど３つの視点でプロジェクトというか、この研究に取り組まれるとい

うことで、その中でも何か新しいものとして環境とか医療とか観光とか、そういったビジ

ネスについてどうやって成長性を高めていくかというところ。これは確かに、きょうの日

経なんかにもその成長性を示すというか、指標の中に、１人当たり売上高というのが、あ

あいう医療とか介護とかというのは実はこの10年ぐらいで結構下がっているという実態が
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あったわけなのですけれども、こういった環境とか医療とか観光とか、日本の内需をもっ

と高めていく成長性をどんどんドライブさせていかなければいけない、こういうところに

①②が多分該当しているのだと思うのですが、どういうアプローチで研究するのか。例え

ば海外事例とかを調査して、そういう成長性で模範となるようなものをみるような視点で

研究をするという考え方なのか、それとも既存のビジネスなのだけれども違う切り口で新

たな成長を指向するという視点で研究を進めていくのかというところを聞かせてください。 

○由良総務ディレクター  簡単にイメージをご報告いたしますと、今サービス業の生産

性向上というプログラムについてはＲＩＥＴＩで相当程度取り組んでおりまして、ＲＩＥ

ＴＩが考える新しい産業政策のアプローチというと、まずはそういうＲＩＥＴＩのもって

いる強みの研究アプローチから広げていくのがよいのではなかろうかと思っております。

医療ですとかも含めて、ＲＩＥＴＩでこれまで取り組んできれている既存の研究者の知見

と、それから何人か新しい先生にも入っていただく格好で取り組んでいければと思ってお

ります。生産性の研究自体が個別の業種を比較するようなアプローチは従来からやってお

りますので、一気に個別の分野に入っていくということになるというよりは、まずは全体

をカバーしてみるということからではないかと思っております。そういう分野や研究ニー

ズがある一方で、経済学の先生方からはどちらかというと産業政策というのは分析不能な

分野みたいな割り切りの意見も聞くものですから、そこをどう整合していくのかというチ

ャレンジだろうと思います。 

○小笠原委員  今までのスタンスであるとかアプローチを基本的にオーバーラップさせ

ながら、そういう個別の産業というのを少しずつみていくというアプローチでしょうか。 

○由良総務ディレクター はい。になるだろうと思います。 

○小野分科会長  ちょっと今のところは私も意見がありまして、さっきご説明された９

～10研究分野の中で本当にこの①②③とリンクしているのだろうかと思うのです。一番の

テーマというのは、まずＴＰＰだと思うが、ＴＰＰに資する政策というのが本当にテーマ

として入っているのか。例えば、農業政策というのはどうするのだと。産業としての農業

というのは取り上げるのか、取り上げないのか。今の説明だと何か入っていないような感

じもする。それなしにＴＰＰなんか進められないはずだと。そうすると、経済産業省の産

業政策というのと、農林水産省の産業政策あるいは厚生労働省の産業政策ということがそ

れぞれ省庁単位にあって、それを産業政策というカテゴリの中で全部議論していかなけれ

ばいけないはずだと思うので、それをぜひ放り込んでほしい。したがって、経済産業省と
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いわずに農商務省だと思って、戦前はそうだったわけですから、遠慮しないでやってもら

いたいなと。そうでないと国をひらく、成長するなんてことはあり得ないというのが１つ。

これは、ぜひ皆さんでご議論いただきたいと思う。 

 それから、もう１つは、やはり成長というのであれば、投資を促進するというカテゴリ

が入っていないのはちょっといかがなことかなと。特に研究開発投資を促進する政策とい

うのを、これは経済産業省が減税項目として取り上げていただいたテーマの１つでもある

のだけれども、これはこれからの５年間をみたときにどういう開発投資をしていくのか、

新陳代謝をどう進めていくのかということにかかってくるわけですよね。だから、新しい

産業を興す、あるいはベンチャービジネスを支援するということでもいいと思うのですけ

れども、何か新陳代謝を進めていって、若い世代が頑張ってやろうという、新しい会社を

興そうという気持ちになるような政策というのが成長路線の中には当然入っているはずな

ので、そういうベンチャーとかそういうものに対する見方みたいなこともぜひ入れてほし

いなと。 

 一方、成長するためには人材が必要だ。人材というのは国際的な人材が必要だと。さっ

きもちょっと例を挙げたように、日本人だけではどうもうまくいかない。だから、国際的

な人材を育てるためにどうしたらよいかというのも成長戦略の１つのはずなので、これも

９～10個のテーマの中に入れておいてほしいなと思うのです。 

 ですから、それは皆さんもいろいろなご意見があるし、いや、それはもう入っていると

いうご説明も後で聞かせていただけるのだろうと思うのですけれども、そういうテーマの

選び方を、先ほどの外部諮問委員会の方々のお知恵もいただきながらぜひやっていけるよ

うにしていただいたらいいのではないかという気もします。ちょっとその産業政策のとこ

ろについてはそんな思いがありましたものですから。 

○由良総務ディレクター  私の説明が至らなくて申しわけございません。委員の皆様の

おっしゃったことは我々の中でも相当程度議論をしているつもりでございまして、特に人

材のところは今取り組めていない外国人労働者、移民の問題等も含めて視野に入れるべき

だという意識としてはもっております。それが具体的にどこまで取り組めるか、研究者の

先生を探していくということが大事になってくるかと思います。 

 それから、１つ全般的な考え方として、研究プログラムの名前づけの部分で、テーマが

何となく固まっている感じがあるものですから、そこだけをみると成長というのはどう反

映されているのかという印象がかえって強くなるのかもしれません。３つの成長について
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の視点、目標で提示をいただいたものと、このプログラムの考え方が常に縦糸・横糸にな

るように意識をしたいと思っておりまして、そういう意味でも、分野ではなくて視点を提

示いただくという格好がすごく機能していくのではないだろうかと思っております。 

○小野分科会長  それでは、古城先生から。 

○古城委員  では、私から。 

 先ほど政策当局との連絡とか、あるいは政策当局のニーズをある程度反映したような研

究をするというのがこの次の機能・重点が置かれているところだと思うのですけれども、

今までそういうことがなかなか政策当局者も忙しくてできなくて、なかなか汲み上げられ

ないというのがこれまでもお伺いしていたところなのですけれども、今後それをやってい

く仕組みというのはどういったものを考えられているのでしょうかというのが質問なので

すけれども。 

○由良総務ディレクター  少し繰り返しになりますが、テーマを立てるときの工夫と、

プロジェクトが終わったときの成果報告会というのを新しく考えておりまして、テーマを

立てるところでは各研究者から研究計画が出てきます。これまでは所内での議論を経てブ

レーンストーミングにかけて、ブレーンストーミングの時にはもう計画を承認するという

手順だったものですから、なかなかＭＥＴＩの皆さんの意見を聞くということがしにくか

ったのですが、そこにあらかじめ、あるいは少し事後になってでもブレーンストーミング

前後に研究計画書をみせてコメントをもらう。そのもらったコメントをどう反映できるか

というのをＲＩＥＴＩの中で改めて考えるというやりとりを考えております。これは面と

向かってやろうとするとなかなか双方の考えていることをむしろかみ合わせるのが難しい

ので、紙ベースでやったほうが議論が落ち着くのではないかということを考えております。 

 それから、成果報告会については、各ディスカッションペーパー（ＤＰ）も、これまで

ＤＰ検討会がＭＥＴＩの皆さんへの発信の場ということで議論してきたのですが、なかな

かやはりそこが難しい。各ＤＰ１本ごとにというのはなかなか難しいのですが、プロジェ

クトが終わった段階であればプロジェクトに出てきたＤＰをまとめて報告してもらうとい

うことは比較的可能であり、もう少しまとまった政策論になるのではないかということで、

これは新たに何らかの形で実現したいなと思っております。そんなことも含めて組織対組

織でのやりとりというので接点をふやしていきたいなと思っております。経済産業省の省

内会議にも出向いて中期計画の説明をしたり、そんなことも今始めております。 

○古城委員  もう１点よろしいですか。 
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 この業務向上の指標の設定ということで、定量的な指標なのですけれども、これは必ず

評価のときに定量的指標を入れろというのは今はもう本当にどこでもそうで、その数字に

どの程度の意味があるのかというのは、私は評価されるほうで大学なんかでもすごく、余

り意味がないような指標が一人歩きしてすごく重要な指標になったりする現実もあるので

すけれども、ここはかなり今数値が上がっているわけですよね。結構高いハードルにされ

たということなのですけれども、これの根拠というのは、これまでの中期目標でかなり大

幅にそれを超えているので、そこに設定してさらにそれを目指すということを表明されて

いると考えてよろしいのでしょうか。 

○由良総務ディレクター  まず、それぞれの指標の項目についていいますと、それぞれ

我々として引き続き件数をちゃんと数えていかないといけない大事な指標だろうというこ

とで、そこは余り異論がない、あるいは異論があったらぜひご指摘いただければと思いま

すが、意味のある項目を残していると思っております。 

 数字につきましては、例えばＢＢＬの件数がこれまで以上に増えないといけない、ある

いは論文数がこれまで以上に増えないといけないというふうになりますと、なかなか量を

追うような取り組みの方向が出てしまうものですから、実はそれぞれの数字は相当程度意

味のある数字にはなっております。我々としては最低限確保したい数字ということで数字

を立てております。この目標、数値指標全体としていいますと、新しく立てた国際的な活

動ですとか、成果を活用いただいている件数だとか、そういう新しい指標のところに我々

は注力をしたい、質を向上させていきたいと思っております。そういう意味では今日ご理

解をいただければありがたいと思っておりますのは、数字そのものについては、過去の実

績を反映しつつ、現実的な数字を立てさせていただいているということでございます。 

○及川理事長  これはこれまであった項目で落とさせていただいたものがあるから、そ

れは申し上げた上で。他方増やしているものがまたございますので。 

○由良総務ディレクター  論文数の指標が今の内部レビューを経たＤＰの数、今回 420

と設定をしたもののほかに、学術誌・専門誌等で発表された論文数の指標、あるいは国際

シンポジウム・学会等で発表された研究論文数という指標、合わせて３つの研究論文の数

の指標がございましたが、１つだけ残した状態になっております。どこまでＲＩＥＴＩの

成果なのかがはっきりしない論文も拾っていたりということが多少あったものですから、

今回はむしろ査読つき論文集に成果というふうに明示して出されるものを数えていくとい

うことに集約をさせていただいております。それ以外は基本的には過去の第２期に近いも
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の、あるいは同じものを立てています。 

○及川理事長  これは、数値目標は見直しのところで、経済産業省から実績が第２の目

標よりも相当上回っているものがあるのではないかと。それを従来のようなレベルで置い

ておくのはいかがかという、見直し段階でのご指摘をいただいた上で、それになるべく実

績に近づけようということで挙げておりますけれども、そうでないものもございますし、

それから今申し上げたように新たに質的指標をつけ加えたこともありまして、こういう形

にさせていただいたと。それから、落とした項目は、今、由良総務ディレクターが申し上

げましたように、できれば質の指標を横からみようということでつくっていた指標ですけ

れども、ストレートに今回はジャーナルの数でいこうということになりましたので、そち

らで一本化したということでございます。 

○小笠原委員  ちょっと確認なのですけれども、以前、僕の理解としては、定量的指標

というのはそういうアウトプットで、これだけ情熱を傾けてやりましたという数値的な指

標と、それに対して、それを受けるユーザー側であるＭＥＴＩであるとか、あるいはシン

ポジウムに参加した人が、いや、こういうふうに満足しましたという感動というか、その

情熱と感動が一体になって、それを総合的に評価するという感じで私なりに理解をしてい

たのです。そうしたときに、今回の売りの１つである国際的な関係の英文を掲載して国際

的に高い評価を得るという場合は、これは情熱指標なのか感動指標というか、満足度みた

いな感じでくるのかということなのか。あるいは、その下の、メディアを通じた発信の状

況の把握も個別にご報告いただくということなのですが、これもやはり件数というよりは、

こういう発信をした結果こんな反響がありましたとかいうことなのか。そのあたりはどう

いうことかをちょっと明示していただければ。 

○由良総務ディレクター  国際のほうは取り組み件数の数字ですので、おっしゃってい

ただいた中では情熱のほうです。これはまだ国際活動のボリュームをふやしていく必要が

あるだろうという意識をもっております。 

 メディアのほうは、お金を払ってメディアに載せるのではないので、メディアに評価し

てもらって使っていいよ、載っけてあげるよということになっているものという意味では

感動のほうに少し近いと。 

○小笠原委員  わかりました。 

 あと、前のページの定性的指標の質的側面での実現というのは、どういうふうにこの５

年間で運用していくのですか。１つ１つをみると結構難しいですよね。 
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○由良総務ディレクター  これまでそれぞれの項目ごとにと分けずに、評価をするとき

の基本的な視点ということで出ていたのだろうなと思いますので。いわばＲＩＥＴＩのミ

ッションを改めて確認をしているに近いところかなと。 

○小笠原委員  これを踏まえて、こういった満足度調査とかそういう結果が具体的に出

てきたということですね。 

○由良総務ディレクター  はい。 

○小笠原委員  わかりました。 

○小野分科会長  ほかにコメントなどは。 

○藤田所長  今日はこういう大きな全体の計画、それから目標ということで、本当に貴

重なお時間を割いていただいて、本当にいろいろな適切なご意見を本当にありがとうござ

いました。 

 こういう我々経済産業省の下にあります独立の研究所ということでありますから、いろ

いろなことで具体的にいろいろな数値目標とかを出さなければいけないのですけれども、

これはこれとしてやらなければいかんということで。ただ、いろいろなそういう数値目標

とかいろいろなものを精緻に書けば書くほど、これはますます我々が今いっている「脱官

僚」というものの逆に、官僚にのめり込むわけで。しかしながらこういういろいろな形の

要求に対して目標を立てなければいけないと思っております。 

 それはそれといたしまして、研究所を、みんながすごい研究所だ、あったほうがいい、

これはどんどんこの研究所を伸ばしていこうという、そういう個別の数値目標の評価もあ

りますけれども、やはり全体として目的に対して非常に貢献しているということだと思い

ます。我々が具体的に今度いただいております使命というのは、この資料２―２の一番初

めにありますけれども、要するに日本の中長期的な経済の成長というもののグランドデザ

インを理論実証からやっていくと。あらゆる研究をやるときに、比重はありますけれども

３つの視点を必ず入れろということで、１番目が「世界の成長を取り込む視点」、２番目

が「新たな成長分野を切り拓く視点」、３番目が「社会の変化に対応し、持続的成長を支

える経済社会制度を創る視点」ということで、これを私はある意味で非常に明確に目標を

いただいたものと考えております。繰り返しになりますけれども、ここの研究所の使命と

いうのは日本の中長期的な成長のグランドデザインに資する研究だということです。今ま

でもやってきたのですけれども、今から私はこれをはっきり念頭に、あらゆる研究におい

て我々の使命はこうだということを、あらゆる研究者にしっかり念頭に置いていただこう
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と思っております。 

  それから、もう１つ、国際的評価が高いというのは、私はそれはちゃんと本当の目的

をやればおのずからついてくるものだと。それから、私はこういう国際的評価を上げるた

めの何かの施策というのも必要とは思いますけれども、それが第一目的ではないと。だか

ら、このＲＩＥＴＩが日本の中長期的な経済成長に非常に資する成果を出しているという

のは、これは私は日本の成長に資するということで、国際的にも非常に貢献しているとい

うことになると思います。繰り返しになりますけれども、私としては、全体として一番求

められている研究全体を本当に総合的にやるということで、これがどのぐらい達成したか

ということでいろいろな評価をいただければと私は思っている次第であります。ちょっと

漠然としておりますけれども、そういう広い視点で私はやっていけたらいいなと思ってい

るということであります。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 監事の先生方から何かコメントは。 

○八田監事  では、２点ほどちょっと。 

 今、所長がおっしゃっておられることがすべてだと思うのですけれども、私も全く同感

で、そのことを申し上げたかったと思うのですが、当ＲＩＥＴＩにとって一番の、最大に

して最後に未解決でまた終わってしまうのではないのかと危惧されるのが、この学術研究

と政策提言の両立ということです。特に古城先生おっしゃったように、研究の主体が大学

の教員にゆだねられていると。私もその末席をけがしているものの一人ですけれども、や

はり研究者個人からみると、いくらそれがグループ研究であっても自分の業績というもの

に非常に固執するということです。しかし、それを離れてＭＥＴＩあるいはＲＩＥＴＩの

必要なミッションにかなった提言を打ち出すような研究をということで、要請をされてい

てもなかなかそれが浸透してきていないのではないかと。 

 私自身驚いたのですけれども、たまたま今朝の月曜会の中でご報告いただいた第１回専

門家諮問委員会の中でもやはり両極端なご意見が出ているようでありまして、１つの意見

は、それをちゃんと説明した上で、場合によってはインセンティブを与えるために報酬を

３倍でも５倍でも上げればよいではないかと。そしてそれに見合った成果を期待すべきだ

と。ただ、これは研究者からみると、はいそうですかとは多分いかないと思います。つま

り、そのぐらいに、恐らく意識のギャップもあると思うのです。これは専門委員会の中に

もありましたけれども、残念ながら日本の特に異質な状況というのは、研究者には研究者
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としての世界があり、行政ないしは政策立案・企画の担当者はいわゆる役所という形で、

極めて分断した領域があって、これを双方向で両方の水に慣れ親しむとか、あるいはその

業務にかかわってきた方がほとんどいないということ、これがやはり一番不幸な状況にあ

るのかなと思います。それがあって、今所長がいわれたようにこれまで３人の主幹の先生

方にお願いしているということで、どうしても学術依存型といいますか、そちらに行って

しまったのかなという気がしますので、この第３期を契機に、やはり当ＲＩＥＴＩのあり

方あるいは進め方をはっきり研究者にも示して、納得ないしは合意をしていただいた上で

しかるべき遇する立場も考えるということが大切だと思います。 

 実は私の全くバイアスのかかったといいますか理解ですけれども、先ほどの計画の最後

にありましたように、この内部統制の強化という点です。この内部統制というのは自分自

身の研究対象でもあるのですけれども、よく巷では不正とか資金の流用をチェックするの

が内部統制だというふうに理解する向きもありますが、実際には本来の組織ないしは事業

体が本来のミッションを効率的・効果的に、適切に、そして持続可能な形で運営していく

ための一連の仕組みやプロセスというわけであり、それはＲＩＥＴＩにとってのいい研究

をしかるべく行っていくということ。そしてその目的にかなうような成果物を出していく

ということですから、そこにやはり心血を注ぐわけであって、そこにはまた、一番のリス

クがあって、場合によってはそれが長期化してしまってなかなか成果物に結びついてこな

いという学者のわがままといいますか、これに対してＲＩＥＴＩの皆さんもなかなかもの

が言い切れていない。特に前面に立っている方々の苦しみにつきましては、若干私も監事

監査の中で肌で感じたことがあります。やはりこれはＲＩＥＴＩ全体としてそれを支える

形で活性化するような方向性を見出していただきたい。それが多分今所長がいわれたのと

全く同じ方向性ですので、ちょうどいい時期ですので、これを機会にいま一つ方向性を明

確にして、全体で一丸となって取り組むべきだと思います。 

 それと、やはりＭＥＴＩも、研究スタートの段階である程度明確なメッセージを出して

いただかないと、何を求めているのかよくわからない。これも実は私も昨年来からちょっ

とオブザーバーという形でかかわった研究会があったのですが、最初と途中と最後と、求

めている研究とうものに対して何をおっしゃっているのかよくわからないという点がある

ということです。その研究もかなりの人材を投入したと思うのですけれども、何となくし

っくりこなかったような私自身の評価もありますので、対応していただきたいと思います。 

 ちょっと勝手な意見ですけれども、申し上げました。 



 

- 26 - 

○小野分科会長  ありがとうございました。八田先生から全体的なコメントをいただき

ました。 

 今、第２の議題をご議論いただいているのですけれども、いろいろなとらえ方があって、

ある意味ではきちんとした形にはなかなかなりにくいテーマかもしれませんけれども、全

体の方向性としては第２期のいろいろな矛盾を少しでも前進させようということで第３期

のプログラムができていると思っております。その点についてはいかがですか。そういう

方向で進んでいるということだと思いますので、中期計画としての目標というのは余り硬

直的にならないでやわらかい形での目標をもっていただいて、それでなるべく柔軟な運用

をしていって、先ほどいわれた大きな成果物がみえるようになっていけばよいのではない

かなと思います。そういう意味では、基本的には研究所の第３期中期計画の目標というの

は非常によい形になっているのではないかなと。 

 ちょっときょうはご議論いただかなかったのですけれども、費用の計画が最後に載って

おりまして、73億円の資金計画ということになっているのですが、５で割るとほぼ15億円

ぐらいの計画ですので、若干変動はあるのかもしれませんが第２期とほぼ同じような計画

ということに。こういう計画でスタートするという議論を、小笠原先生からコメントして

いただけるとありがたいのですけれども。 

○小笠原委員  僕もずっと先ほどから考えていたのは、こういう独立行政法人というの

は目にみえる売上という形がないために、その売上に代替する指標として先ほどの定量的

な指標とかを代替している実態があって、だから私自身も、自分の立場でいうとやや語弊

が出てしまうかもしれませんけれども、余り費用面で都度都度議論をするというよりは、

むしろ売上にかわる対外的なインパクトというか、それが何なのかなというか。先ほどち

ょっと、向こう５年間の１つの新指標としては海外に目を向けたというお話があって、た

だ、藤田所長さんからは、いや、そういうあれではなくて広く研究成果が出るような形で

５年間意欲的に取り組まれたいというお話もありました。そうすると、売上にかわるパフ

ォーマンスを示すものというのがどういった形で表現されると、この５年間が終わったと

きにこういう形で成果が出ましたということになるのかなというのをずっと先ほどの後半

から考えておりまして。──と考えてみたときに、この予算は適切ではないかなというか、

第２期を踏襲しておりますし、私が第１期の途中からかかわらせていただいている実感と

しては、以前に比べると随分減ってしまったなというのは正直ありました。 

○小野分科会長  20億円ですからね。 
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○小笠原委員  ええ。予算は適切かなと思うので、むしろ、そちらの売上にかわる指標

をこの５年間でどういうふうに対外的に表現できるかを考えていったらいいかなと思いま

した。 

○小野分科会長 ありがとうございます。 

 よい成果が出れば、予算にこだわらずにお金が回るような仕組みが出てくるといいので

すけれども。 

○小笠原委員  いいですね。 

○小野分科会長  それでは、第２議題の研究所の第３期中期計画は、こういうことで親

委員会に今月末に提出させていただくということでご了解いただきたいと思います。 

 それでは、第３議題ですけれども、資料３に「第二期の活動状況の概要」ということが

書いてありますので、森川副所長からご説明をお願いします。 

○森川副所長  資料３に基づいて報告させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、第２期全体を４つのドメインを中心にやってきたという

ことと、それから隣接基礎研究領域というのを設けてやってきまして、研究プロジェクト

の数でいいますと92本ということになります。ですから、先ほどの議論との兼ね合いでい

いますと、８～10ぐらいのプログラムができたとして、１つ当たり７～８本というか、そ

のぐらいのイメージになるのかもしれません。あるいは、プログラムに属しないようなプ

ロジェクトというのもどうしても出てくると思いますので、プログラム当たりでいいます

と最低４～５本、多いものはもう少し多いというイメージになってくるようなものがこの

第２期のイメージではないかと思います。 

 それから、次の２ページ目ですけれども、これは09年度の実績までですが、非常にたく

さんのところから参加いただいておりまして、学者はもちろん、企業、シンクタンク、関

係者、その他大勢参加していただいております。また、一番下に注で書いておりますけれ

ども、経済産業省の職員も600人が参加しているという実績がございます。これをさらに

広げていくというのが次の課題かと思います。 

 それから、研究の特徴について３ページにちょっと書いてございますけれども、これは

今第３期の最終版でありますので、日々このディスカッションペーパーの総数というのは

変わってきていますが、この数字は第１期と第２期を合計した数字が書いてありますけれ

ども、これまでの研究を振り返ってみますと55％ぐらいが定量的な実証分析でありますの

で、この下に書いてございますように、企業活動基本調査、工業統計を初めとするさまざ
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まな政府統計のマイクロデータを使った分析、あるいは右にございますように、さまざま

な独自のサーベイを用いた調査をやって、これを政策研究に生かしていくというところが

恐らくＲＩＥＴＩの強み、コアコンピタンスではないかと考えられると思います。実際、

この上に数字がございますけれども、集計データを使ったものもありますけれども、実証

分析の70％ぐらいがこのミクロデータを使った分析になっているというのが特徴だという

ことを改めてご紹介したいと思います。 

 それから、４ページが論文のこれまでの実績で、２月３日時点で今年度は 133本の論文

が出ているということで、この第２期中期計画期間、これから２～３月もＤＰ検討会とい

うのがたくさん予定されておりまして、これがこの数字よりもかなり多くなると思います。

ただ、これはやはり中期計画の最後ですので、これが来年もまたこの数字になるというこ

とではなくて、ちょっとそういう意味では今年度は多くなっているということをご留意い

ただきたいと思います。 

 それから、先ほどの定量的な指標にも関連するのですが、５ページに「ウェブサイトア

クセス件数」というグラフがございます。実は2009年度まで大変順調にこのアクセス件数

が伸びていたわけですが、2010年度、まだ年度終わっていませんのでこれよりもう少し上

がると思いますが、ちょっと落ちています。これは、実はまだ詳しいことはわかっていな

いのですが、インターネットエクスプローラーが新しいものに変わって、その結果、クリ

ックして閉じると現在のタブを閉じるみたいになって、違う仕組みになっているのがわか

ると思うのですが、あれによってカウントの仕方が、要するに今までだと５回とカウント

されたものが１回になるみたいな、そういう技術的な問題があって、そういう意味では、

今後これをどういうふうに使っていくのがいいのかというのは実はやや悩ましい議論があ

るのですけれども、現状は従来のはかり方ではかるとこういうことになっているというこ

とでありまして、先ほどの目標で80万件という総数目標になっていますけれども、使うソ

フトウェアが変わると実は影響を受ける可能性があるということがございます。 

 それから、６ページがダウンロードの数でございまして、こちらは今のような影響はご

ざいませんで、比較的順調に増加しているということかと思います。 

 それから、先ほど来出てきているノンテクニカルサマリーというものでありますけれど

も、ここに１つだけ例が紹介されておりますけれども、今、基本的に英文・和文の論文す

べてについてＡ４・１枚半から２枚ぐらいのノンテクニカルサマリー、特に政策的なイン

プリケーションを強調して書いていただくことをやっていまして、政策当局の方には非常
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に読みやすいものだという評価を受けているのではないかと思います。 

 それから、８ページがシンポジウムで、今年度は既に３回やりまして、一番下の「2010

年」というのは「2011年」の間違いですが、３月７日に宮島先生を中心にコーポレートガ

バナンスの政策シンポジウムが予定されておりまして、今年度は４回ということでござい

ます。 

 それから、９～10ページはこの第２期に出た本の表紙が幾つか出ているのですけれども、

11ページに、先ほど来ちょっと話が出ていますこの第２期の研究成果を総括する３冊の本

を出そうということで、３つのドメインごとに所長と研究主幹の兼著という格好で、８～

10章ぐらいの本を出す予定で、３月中には出る予定であります。日本評論社から出る予定

でありまして、できたところから先生方にも当然お届けする予定にしておりますけれども、

ここはかなり大変な作業でありまして、先生方に返事があるまで毎日電話をかけるとか、

こういうことをやって何とか３月内に出せそうな感じになってきているという状況であり

ます。 

 それから、12ページはＢＢＬセミナーについてご紹介させていただいておりまして、今

年度も既に50回以上という実績になっております。 

 それから、13ページから少し国際的ということで、第２期の国際的な活動について紹介

しておりますが、まず第１点が中国ＤＲＣとの研究交流でありまして、何回かにわたって、

覚書に基づいて研究をやっております。 

 また、14ページにはＣＥＰＲとの研究交流。これは第２期全体について書いてあります

ので、６回ほど。今年度も共同のワークショップを１回開催しております。先方の主要メ

ンバーの一人でありますボールドウィン教授が先週来られまして、これはＣＥＰＲという

組織としてではございませんでしたけれども、古城先生にも出席いただきましてありがと

うございました。 

 それから、15ページは国際シンポジウムでありまして、昨年10月にＭＥＴＩとの共催で

岐阜でＡＰＥＣ中小企業シンポジウムを、サクセニアン教授を招いて開催したところでご

ざいます。また、国際セミナー、国際ワークショップとここに書いてございますように、

かなり多数やっておりまして、特にワークショップでは、ワールドクレムスといいますか、

世界の生産性データベースをつくるということを念頭にしたワークショップも10月に開催

しているところでございます。 

 それから、16ページは政策史の編纂業務でありまして、こちらも追い込みで鋭意やって
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おりますけれども、今年の３月に刊行が始まるという状況になっているところでございま

す。 

 それから、17ページ、先ほどマスコミとか何かでという話がございましたけれども、日

経「経済教室」にも今年度も着実に研究員が執筆するということをやっております。ここ

では基本的にＲＩＥＴＩということが言及されているもの、あるいはＲＩＥＴＩの肩書で

書いているものだけを拾っておりますけれども、コンスタントにこういう場で掲載されて

いるということでありまして、所長の昨年の例、それから比較的最近の鶴上席研究員の例

を掲げさせていただいております。 

 それから、アウトプット指標は、これはもう先ほど指標の議論がございましたので繰り

返しになりますけれども、20ページの一番右側の欄に２月３日ぐらいまでの時点で書ける

数字を書かせていただいております。内部レビューを経て公表した研究論文、先ほど申し

ましたように非常に多くなっていますが、最終年ということ、それから今年はプロジェク

トごとに５年間を振り返ったものをＰＤＰにすることもやっていただきましたので、やや

数が多くなっているということがございます。 

 それから、最後のページは、もう先刻ご存じのことでございますけれども、第３期の概

算要求が14億 9,000万円となっております。また、真ん中の欄に人件費の数字がございま

して、21年度までかなり減少してきているということがございます。先ほど会長から話が

ございました、外国の研究員の方がより高給で別のところに抜かれたということもござい

ました。いろいろな事情でこういうふうになっておりますけれども、今度の４月に新しく

Ｐh.Ｄを取った学生２名を採用予定で内定を出しているところであります。研究員の充実

を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございます。非常によくまとまったレポートになっており

ます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、最後に「今後のスケジュール」という資料がお手元にあると思いますが……。 

○及川理事長  一言いいですか。 

○小野分科会長  及川理事長から一言。 

○及川理事長  実績をごらんいただいた上で、ちょっと一言お礼かたがた申し上げたい

と思います。 

 既に所長、それから八田監事から申し上げましたけれども、先日初めて外部専門家委員
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会を開催させていただいたわけですが、今日、小笠原先生、古城先生、小野会長がまさに

冒頭おっしゃられたとおりのご質問というか、こちらからご検討願いたいといったことに

答えていただいたのがおっしゃったテーマでございまして、国際的評価というのは一体何

だということ、それから政策提言とアカデミズムの評価というのは事実上二兎を追うこと

になるのではないか、３番目は業務効率と評価向上というのを一体どう調和・両立させる

のかという３つでございまして、八田監事からもお話がございましたように、大変ご意見

が割れているところでございます。ということは、恐らく第３期は質を、かつその質にお

いてかなり難しい課題をいただいたなというふうに私個人は思っております。 

 ただ、おっしゃるとおり、ＲＩＥＴＩのそもそも根源的な性格を、文字どおり第３期に

なったのだから10年超えたところで本格的に追求しろという、それがご経済産業省の意思

だろうと受けとめております。それだけに、今日のご議論は皆様方に大変よくＲＩＥＴＩ

の本質を突いていただいて、よいご意見をいただけたなと思っております。多分に定性的

なところに恐らく第３期はウエートを置かなければいけないということで、小笠原先生お

っしゃったように、それをどうやってよくみえる形にするかというのが大変難しいなとい

うのを改めて感じました。 

 他方、定量的な問題に関しましては、これはどちらかというと定量があるということで

安住しがちになる面と同時に、その結果、質をなおざりにするおそれもあるわけでござい

ますけれども、私ども、今ご覧いただきましたように一応これまでは定量目標に関しては

年々増加の傾向をたどってきているということもございますので、数値は今回ご議論いた

だいたようなものでご了承いただきたいとは思いますけれども、過去の最高のものをさら

に上回るというのを常にそれなりに目指していくことが、やはり効率化と評価の両立を目

指すという緊張感を保つ上ではやはり頑張っていかなければいかんと思っております。 

 なお、外部の委員会を今度設置させていただきましたけれども、この評価委員会、分科

会等も、結果が出た後、その数値目標あるいは定性的なものも含めてご評価いただくとい

うことでございましたけれども、ある意味では国際化と政策提言を追うということで、プ

ロジェクトをスタートする前の段階からどういう点を考えたらよいかというテーマの選定、

あるいは中間段階における学問的流れ等々を、国内だけでなく外国からもみていただいて、

そしてその方向性をご示唆いただくということで設置しているつもりでございます。とい

うことでありますので、外国のお２人の先生、ボールドウィン教授とジョルゲンソン教授

にも入っていただくということにしたつもりでございます。したがいまして、これからは
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さらにスタートの段階からさまざまな形でのご意見を承りながら第３期がスタートするこ

とになろうかと思いますけれども、ぜひ来年度以降もよろしくお願い申し上げたいという、

お願いを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○小野分科会長  理事長からまとめをしていただいて、ありがとうございました。 

 それでは、最後に今後のスケジュールを。 

○柏原企画調査官  一言だけ。 

 参考資料１といたしまして、今後のスケジュールをお配りしております。 

 まず、本日ご議論いただいた中期目標と中期計画（案）につきましては、23日に経産省

の親委員会がございますので、こちらに上げさせていただき、本日出たディスカッション

の概要などもご紹介をさせていただきたいと思います。別途、中期計画・中期目標は財務

省や総務省との調整が必要でございまして、これも事務的に進めております過程でまたい

ろいろな修正点が出てくるかと思いますけれども、ここでまたご報告、ご相談させていた

だきたいと思います。 

 中期目標・中期計画が無事に確定いたしまして、来年度になりますと、今度は第２期全

体の実績評価、それから22年度についての評価という作業がまた定例で入ってまいります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、別途12月にもご説明しましたが、独立行政法人制度というもの自体を、今後どう

見直していくのかといった議論も少しずつ活発化してくることになると思いますので、引

き続きよろしくお願いいたします。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 中期計画をきょうは２つご審議いただいて報告をしたということで、まだご発言された

い方もおられるかもしれませんが、一応時間になりましたので、きょうはこれで締めさせ

ていただきます。 

 親委員会での議論等の報告はまた別途させていただきます。よろしくお願いします。 

 本日はお忙しいところ、ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


