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○小野分科会長   

 第37回経済産業研究所分科会を開催いたします。今日は議題が４つお手元にあると思い

ますが、22年度の業務実績と財務諸表と中期目標期間の業務実績と22年度の評価基準につ

いてということです。 

  

 それでは、早速議事に入ります。今日の配付資料などについて事務局からお願いします。 

○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、配付資料の確認をさせていただきます。 

 冒頭の議事次第を１枚おめくりいただきまして、配付資料の一覧をつけてございます。

きょうは大部に資料がわたっておりまして申しわけございません。資料１から資料11―２

までございます。そのほかに参考資料を添付させていただいております。 

 本日でございますけれども、例年の年度評価ということで、平成22年度の評価、それか

ら今回に限りまして５ヵ年の第２期中期目標の終了後に当たるということで、第２期中期

目標期間の５年間分の評価という２つが今回対象になっております。 

 まず、きょうは最初に、平成22年度の業務実績につきまして、研究所のほうからご報告

をいただきまして、続きまして、平成22年度の財務諸表の報告と審議を行わせていただき

たいと存じます。その後に第２期中期目標期間５年間の業務実績につきまして、研究所の

ほうから報告をいただくこととしております。また、本日の最後に、私、事務局から平成

22年度、それから第２期中期目標期間の業務実績評価における評価基準等についてご説明

させていただきたいと思っております。 

 なお、議事録、議事要旨、それから資料につきましては、独立行政法人評価委員会の運

営規則に基づきまして、公開することとなっておりますことをあらかじめご了承いただけ

れば幸いです。 

 事務局からは以上でございます。 

○小野分科会長  それでは早速、第１議題、平成22年度の業務実績ということでござい

ます。 

 中島理事長から一言ごあいさつをいただいて進めてまいりたいと思います。よろしくお

願いします。 
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○中島理事長  ４月１日付で及川前理事長の後を継ぎました中島でございます。よろし

くお願いいたします。一言ごあいさつ申し上げさせていただきます。 

 ＲＩＥＴＩでは４月に人事面で変更がございまして、私の異動に加えて４月14日付で監

事の菅沼義夫氏が退任いたしまして、かわりに15日付で濱田憲一氏が新たに監事に就任し

ております。あわせてよろしくお願いいたします。 

 今、柏原企画調査官からお話がありましたように、平成22年度の業務実績、財務諸表、

第２期中期目標期間の業務実績についてご評価賜るわけですけれども、それに絡んで、両

方の第２期中期目標期間、それから平成22年度の成果につきまして、一言申し上げさせて

いただきたいと思います。 

 第２期の中期目標期間の成果といたしましては、ディスカッションペーパーの発表数が

飛躍的に増加いたしましたし、学術的水準についても高い評価を受け、質・量ともに大き

く改善させることができました。この点につきましては、これから内容をご報告させてい

ただくところでありますけれども、第２期中期計画の数値目標をほぼクリアしております。

また、研究論文の発行数ですけれども、第２期中期目標期間に合計 627件となりました。

そのうち専門学術誌に発表した論文数は 306件、シンクタンクの世界ランキングではアジ

アナンバー１という評価でございまして、質の面でも評価いただいたところでございます。 

 また、第２期中期目標期間においては、ＲＩＥＴＩ独自のデータベースの整備も進めて

まいりまして、平成22年度につきましては、くらしと健康の調査でありますＪＳＴＡＲの

データの国内外への公開を実施して、世界銀行、ＯＥＣＤなどの９機関から提供依頼を受

けております。 

 一方、予算の面では引き続き一般管理費の削減に取り組みまして、経済産業省以外に賃

借してきました分室につきまして、移転面積の縮小を実現いたしましたし、ＲＩＥＴＩの

研究内容を検証する内外の有識者から構成される外部諮問委員会を新たに設置したところ

でございます。 

 今年度から始まりました第３期中期目標期間中につきましても、これからご評価賜る第

２期の成果の上に立脚して、引き続き高い学術的水準を維持するとともに、世界の成長を

取り込む視点、新たな成長分野を切り開く視点、それから社会の変化に対応して持続的成

長を支える経済社会制度をつくる視点、この３つの視点、経済産業政策の重点的視点に沿

いました調査研究を行っていくということでございます。あわせて、その成果の普及にも

重点を置いて、今まで以上に経済産業政策に資する研究、政策提言を行っていく所存でご
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ざいます。 

 その際、高い水準での研究体制を維持するための取り組み、あるいは国内外の研究機関

等とのさらなる連携、国際的な発信の強化、産業界や海外を含めたマスメディア等に対す

るＰＲ等を積極的に行うこともＲＩＥＴＩの目標として明記しておりますし、何よりこの

評価委員会の場におきましても、もっと一般層にもわかるようなかみ砕いた説明や工夫を

というご意見とか、広報活動をもっと重点的にというご意見もちょうだいしたところでご

ざいます。 

 そこで、私といたしましては、新理事長として、これからこれらの目標の達成に邁進す

る所存でございます。今年度につきましては、３つの視点を踏まえた調査研究の実施に加

えまして国際的評価の高いシンクタンクを目指し、さらに国民へのＰＲもより徹底して行

いたいということでございます。それにつきましては、今まで私が民間で培ってまいりま

した国内外での経験、産業界とのパイプ、エコノミストとしての内外でのプレゼンスなど

を、今後とも精いっぱい活用しながらＲＩＥＴＩの意義を一層高めていきたいと思ってお

ります。 

 本日でございますけれども、平成22年度、それから冒頭にございましたように第２期目

標期間双方のご評価をいただくわけでございますが、第３期の前提ともなるものでござい

ますので、どうぞご評価のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、新しく監事にご就任された濱田さんからも一言ごあいさつをいただきます。 

○濱田監事  現在、パナソニックの常任監査役をやっておりまして、この６月14日で退

任の予定でございますけれども、初めての経験でございますので、ひとつご指導のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、藤田所長、お待たせいたしました。 

○藤田所長  所長の藤田でございます。 

 本日は、第２期中期計画期間の評価、さらには22年度の評価、評価委員会の方々には大

変お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

 先ほど中島理事長が申し上げましたことの繰り返しは避けますが、22年度におきまして

も、また５年間の中期計画期間におきましても、ＲＩＥＴＩは十分高い水準の研究成果を

上げることができたと思っております。これもひとえに皆様方のご指導とご鞭撻によるも
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のと思っております。 

 ただ、ＲＩＥＴＩはこれで満足するわけにはいかないわけで、日本経済を中長期に向け

ていかに強くするか、また、この東日本大震災から日本をどのようにして復興させていく

かということも含めまして、ＲＩＥＴＩ一丸となって研究活動に邁進するつもりでおりま

すので、どうか本日の評価のほど、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、森川副所長から報告をお願いいたします。 

○森川副所長  それでは、まず22年度の業務実績のご説明でございますが、きょうは22

年度と第２期５年間全体のお話がございますので、恐縮ですけれども、まず資料５で全体

をオーバービューさせていただきたいと思います。その上で星野ディレクター、吉田ディ

レクター、私、それから柏原企画調査官という感じで説明をさせていただきたいと思いま

す。資料５は前回の分科会でご紹介しましたけれども、おさらい的にお話ししたいと思い

ます。 

 １ページおめくりいただきますと、業務概要。下に書いてございますけれども、第２期

５年間を通じて、研究プロジェクトは94本ということでございました。ドメインとか隣接

についてはご案内のとおりでございます。 

 ２ページは、行政官だけではなくて大学、産業界、こういったいろいろな方が参加して

きたということでございます。 

 ３ページでございます。研究論文につきまして、理事長がごあいさつの中で申し上げま

したけれども、第２期中期目標期間全体で 627本ということで、22年度はちょうど 200本

というのがこの１年間で出た数字でございます。それから、研究論文のダウンロード数に

つきましても年間 300万件超というのが2010年度の実績になっております。詳細は後ほど

申しますけれども、さまざまな研究論文の質の評価という点でも高い評価をいただいてい

ると考えております。 

 ４ページは、第１期も含めてでございますけれども、これまでの研究をみたものでござ

います。研究論文の56％がデータを使った実証的な政策研究ということでありまして、そ

の中には政府統計のミクロデータを用いたもののほか、右下にございますようなＲＩＥＴ

Ｉ独自のさまざまなサーベイをやるということで実証的に研究を進めているというのがこ

この強みではないかと思っております。 

 ５ページは、ノンテクニカルサマリーというものを藤田所長のイニシアチブで昨年から
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始めて、軌道に乗っているということで、ほとんどのディスカッションペーパーについて、

こういった２ページ程度のサマリーをつくって発信しているということでございます。 

 ６ページは、インターネットによる研究成果発信で、先ほど申しましたけれども、ダウ

ンロード件数は2010年度さらに伸びてきているということでございます。 

 ７ページがウェブサイトのアクセス件数で、これは途中経過のところでもご紹介しまし

たけれども、22年度は若干数字が落ちております。この理由につきましては、先般ご説明

したとおりでございまして、インターネットエクスプローラーのバージョンの変更といっ

たものが大きな影響を与えているということでございますが、数値目標はクリアしている

ということでございます。 

 それから、シンポジウムについては飛ばさせていただきまして、９ページに研究成果の

積極的な広報ということで、第２期全体で32冊の本を出版いたしましたが、９ページに書

いてあるのはそのうち10冊、2010年度に刊行したものでございまして、下の左３つがドメ

インごとにまとめた総括出版と我々が呼んでいる本でございます。 

 ずっと飛ばしていただきまして、13ページがＢＢＬ、14ページが海外の研究機関との交

流ということについて改めて整理しております。 

 17ページが通商産業政策史の編纂事業でございますけれども、22年度３月に出版も始め

たという状況になってございます。 

 18ページ、これも以前紹介しましたけれども、今年に入りましても日経新聞の「経済教

室」に書くということが続いております。 

 もう１枚めくっていただきますと、20ページに大震災の後、藤田所長が執筆いたしまし

た産業集積のサプライチェーンに着目した「経済教室」も震災後非常に速やかに掲載され

ているということでございます。 

 予算、その他については後ほど詳しくご説明します。 

 やや予告編になりますが、23ページに第３期の研究体制で、今、新しいプロジェクトを

順次立て始めているところでございます。９つのプログラムを設けまして、それぞれの下

に数本の研究プロジェクトを立てるということで、６月中もブレインストーミングやワー

クショップがたくさん予定されております。６月で大体半分が立ち上がるという感じでは

ないかと考えております。 

 24ページは、22年度に関係するものが一部ございますけれども、東日本大震災以降、Ｒ

ＩＥＴＩといたしましては、３月18日以降、特別コラムをウェブサイトに設けまして、小
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林上席研究員以下、ここに書きましたように既に多数の発信をいたしております。また、

先ほどの藤田所長、日経「経済教室」をより詳しく書いたものをスペシャルレポートとい

う形でＲＩＥＴＩのウェブサイトに掲載しておりますし、その後も何本かこういったもの

をやっております。 

 また、ＢＢＬセミナーに４月早々から何人かの有識者に取り組んでいただいているとこ

ろでございます。特に上から４つ目の澤田先生、ここのファカルティフェローであります

けれども、ちょうど今年の始めぐらいだったと思いますが、ＤＰ番号でいいますと11―Ｅ

―017になるのですが、それがクロスカントリーデータを使って自然災害が経済厚生に与

える影響を分析したＤＰでございまして、東日本大震災の前にこういったものを出したと

いうことで、さまざまなところから声がかかる状況になっておりますし、私どももＢＢＬ

でこれを発表させていただいたということでございます。 

 また、先ほど申しました第３期のプロジェクトの中にも震災関連のプロジェクト、まだ

暫定的なものもございますけれども、幾つか立ち上げて取り組んでいきたいと考えている

ところでございます。 

 もとに戻っていただいて、資料２、横長の大きい資料に基づいて、22年度の研究内容、

広報・普及活動、それから業務マネジメントの関係を順次説明したいと思います。 

 まず、研究活動については星野からご説明いたします。 

○星野研究調整ディレクター  研究活動につきまして、資料２に基づいて説明させてい

ただきます。 

 １ページが第１ドメインですけれども、ここに書いておりますように８つの研究プロジ

ェクトを実施いたしました。代表的なプロジェクトといたしましては、高齢化と新しい経

済学。これは先ほど理事長が説明いたしましたＪＳＴＡＲでありまして、欧米、あるいは

アジア諸国とも国際比較可能な包括的な高齢者のパネルデータを整備し、それを分析して

いくというプロジェクトをやりまして、先ほどダウンロードの話が副所長からありました

けれども、非常に多いダウンロード件数の成果を上げております。 

 その次のワーク・ライフ・バランスですけれども、これにつきましては、先ほど副所長

が申し上げましたＲＩＥＴＩの特色であるサーベイ、イギリス、オランダ、スウェーデン

と日本の比較のサーベイを行いました結果、例えば日本は労働時間の長い層の分布が多い

とか、労働時間や就業時間の柔軟性が低いといった実態が明らかになっております。 

 その下がディスカッションペーパーですけれども、先ほど理事長、副所長から質・量と
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も大幅に改善という話でしたが、22年度55件の目標に対して３倍を超える 200件の実績を

上げておりまして、これは全体の数字ですけれども、そのうち41件が第１ドメインの成果

になります。 

 次の２ページは、柏原調査官から後ほどご説明いただきます。 

 ３ページは、ＲＩＥＴＩがこのドメインにつきましてＭＥＴＩを対象に行ったアンケー

ト調査の結果です。政策ニーズとの合致につきましても、政策形成に与えるインパクトに

つきましてもＡ評価をいただいております。 

 ３ページの下のところが学術誌で発表された論文数ですけれども、32件の目標に対して

倍近い60件を全体でマークしておりまして、そのうち４件がこのドメインにおける貢献と

いうことになっております。 

 ４ページにまいりまして、これは国際シンポジウムで発表された論文数ですけれども、

全体で72件の目標に対して２倍を超える 167件の実績を上げておりまして、そのうち13件

がこのドメインにおける貢献ということになります。 

 その下が外部レビューアーによる第１ドメインのディスカッションペーパーに対する学

術評価ですけれども、Ａ評価をいただいております。 

 次に５ページ、第２ドメインに移らせていただきます。第２ドメインにおきましては、

22年度はここに書いておりますような10のプロジェクトを実施いたしました。代表的なも

のといたしましては、企業生産性関係のプロジェクトがあります。生産性に関しては、Ｒ

ＩＥＴＩは日本の生産性研究の中心といっていいかと思うのです。後ほどまた説明させて

いただきますけれども、ＪＩＰデータベースを用いた研究といたしまして、90年以降の日

本における労働生産性上昇率は、アメリカと比較して全体としては決して遜色はないので

すが、アメリカがＴＦＰの上昇が主で、物的資本蓄積が従であったのに対し、日本の場合

は物的資本蓄積が主で、人的資本蓄積が従であったという結果が出ております。 

 その下が法人税課税の政策評価ですけれども、このプロジェクトにおきましては、例え

ばモデル分析の結果、所得税は平等化を促進する一方で、資本蓄積の阻害を通じて、賃金

と所得の低下を招く傾向があるという結果が出ております。この分野におけるディスカッ

ションペーパーの件数は50件になっております。先に説明するのを忘れましたけれども、

副所長が全体説明でいたしました総括出版をドメインごとにやっておりますので、第１ド

メインも第２ドメインも成果をとりまとめた出版物を出しております。 

 ６ページにつきましては、柏原調査官から後ほど説明していただきます。 
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 ７ページは、ＲＩＥＴＩがこの分野についてＭＥＴＩに対して実施したアンケート調査

ですけれども、政策ニーズとの合致につきましても、政策形成に与えるインパクトにつき

ましてもＡ評価をいただいております。 

 学術誌で発表された論文のこのドメインの貢献は10件になっております。国際シンポジ

ウムで発表された論文数は36件です。 

 第２ドメインにつきましても、外部レビューアーによる学術評価を行いましたけれども、

第１ドメインと同様、このドメインにおきましてもＡ評価をいただいております。 

 次が第３ドメインですけれども、ここに掲げさせていただきましたような14のプロジェ

クトを実施しております。代表的なプロジェクトは通商法関係で、これはＷＴＯ、ＡＰＥ

Ｃなど、非常に政策的インプリケーションの強い研究をやっております。例えば、最近Ｗ

ＴＯは非常に停滞だということが世の中でいわれるのです。確かにルールメイキングとい

う観点からは停滞している感は否めないのですけれども、紛争解決であるとか多国間監視

といった点では実効的な機能を果たしてきたという非常に興味深い成果が出ております。 

 その下がＦＴＡに関する研究ですけれども、ＦＴＡにつきましても、例えば自由化の対

象分野が大きいほど、あるいは加盟国が大きいほど経済厚生に与えるプラスの効果は大き

いとか、自由化だけでなく貿易円滑化とか技術協力を含んだ場合に、より経済厚生にポジ

ティブな影響が出るといった研究成果が出ております。 

 この分野におけるディスカッションペーパーの貢献本数は58件です。第１、第２ドメイ

ン同様、このドメインにおきましても、第２期の研究成果をまとめた出版物を出しており

ます。 

 次の10ページは、柏原調査官に後ほどご説明いただきます。 

 11ページが第３ドメインを対象としたＭＥＴＩに対してＲＩＥＴＩが行ったアンケート

調査ですけれども、第１ドメイン、第２ドメインと同様、政策ニーズとの合致につきまし

ても、政策形成に与えるインパクトにつきましてもＡ評価をいただいております。 

 このドメインでは学術誌に発表された論文数は25件です。 

 １ページめくっていただきまして12ページですけれども、国際シンポジウムで発表され

た論文数が約60件になります。外部レビューアーにおける学術評価ですけれども、第１ド

メイン、第２ドメインと同様、Ａ評価をいただいております。 

 13ページが政策史でして、1980年から2000年を中心とする20世紀終盤における通産政策

の歴史を客観的な事実の記録だけでなく、分析・評価的観点を折り込みながら編纂を行っ
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てまいりましたけれども、22年度でほぼ編纂完了のめどが立ちました。より具体的には、

22年度実施した事業は以下のとおりというところに書かせていただきましたけれども、第

一次稿の約９割、そして最終稿の約７割が仕上がっております。 

 次、14ページにまいりまして、隣接領域になりますけれども、ここに書いておりますよ

うな22のプロジェクトを実施いたしました。代表的なプロジェクトですけれども、労働市

場制度改革と申しまして、経済学のみならず、法学、経営学など多面的な観点から研究し

ているプロジェクトです。非正規の労働者に対するサーベイ調査を行っておりまして、そ

の結果、雇用契約期間が短い、非自発的な非正規雇用である、あるいは過去の労災経験が

あるような非正規労働者の方々の主観的幸福度が低くなる傾向があるといった成果が出て

おります。 

 その下が第三セクターに関する研究でして、これは昨年度から後先生にお願いして始め

ている研究ですけれども、これもＲＩＥＴＩの持ち味であるサーベイを行いました。一般

に日本のセクターは行政依存的だと評価されることが多いのですけれども、実はもらった

収入と稼いだ収入の割合は２割対８割で、稼いだ収入のウエートも高いということで、行

政依存的だというイメージについて再検討する必要があるのではないかといった結果が出

ております。この分野におけるディスカッションペーパーの件数が50件です。 

 15ページに行っていただいて、ＲＩＥＴＩがＭＥＴＩに対して実施した隣接分野におけ

るアンケート調査ですけれども、これも第１、第２、第３ドメインと同様、政策ニーズの

合致、政策形成のインパクト、いずれにつきましてもＡ評価をいただいております。 

 学術誌で発表された論文の件数は21件です。 

 １ページめくっていただいて16ページですけれども、国際シンポジウムで発表された論

文数が約60件です。隣接領域におきましても、外部レビューアーによる学術評価を行わせ

ていただきましたけれども、第１、第２、第３ドメインと同様Ａ評価をいただいておりま

す。18ページ最後のその他のところを若干補足させていただきます。 

 英文のディスカッションペーパーを約90本出させていただきました。あとは客員研究員

を７名受け入れさせていただいたうち５名の方が外国人ということで、国際化の要請にも

ある程度こたえたのではないかと考えております。 

 また、18ページの一番下に書かせていただきましたけれども、通商白書、経済財政白書

に利用していただく、あるいは宮澤健一記念賞に貢献という形で政策分野及び学術分野に

貢献しております。 
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○吉田国際・広報ディレクター  続きまして、19ページからになりますが、政策提言・

普及業務の22年度実施状況につきましてご説明させていただきます。国際・広報担当をし

ております吉田と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、政策提言・普及業務では、研究所のアウトプット指標とされているものがありま

すので、それを中心にご説明させていただいて、その後20ページから、特に今年度そうい

った中で、もうちょっと質的なものとか、指標とされていないものについてどういった状

況であったのかということをご説明させていただければと思います。 

 19ページ冒頭にあります、研究成果をとりまとめた研究所の出版刊行件数につきまして

は、先ほどご説明させていただきましたように、22年度は10冊の実績がありました。これ

は下に10冊の本が書いてありますが、総括出版の３冊や政策史の２冊を含めて10冊という

ことでございまして、第２期５年間全体をみましても、５年間で20冊という目標をクリア

しております。 

 それから、２点目ですが、シンポジウムやＢＢＬの開催件数につきましてご説明させて

いただきます。シンポジウムにつきましては、22年度の目標は４回の開催ということでご

ざいまして、実際４回開催いたしました。それから、第３期につきましては、シンポジウ

ムに限らず、公開セミナー等の開催件数を意識して業務を施行していくようにといわれて

おりまして、それについてみますと、４件のみならず７件になっております。５年間をみ

ましても、30回以上という目標に対して39件の開催になったということになります。 

 ＢＢＬにつきましても、昨年度は57件の開催で目標を上回っております。５年間で 250

回の目標に対して 308回の開催実績となったということでございます。 

 それから、ウのところでホームページへのヒット数については、先ほど全体総括の資料

でご説明させていただいたように若干の減少はありますが、目標はクリアしているという

状況でございます。 

 ダウンロード件数につきましては、先ほど総数で 340万件弱のダウンロードがあるとい

うことでしたが、目標では１件当たりのダウンロード数ということで目標が定められてお

りまして、１本当たり 2,400件ということで、これはＲＩＥＴＩの過去これまで出てきた

研究論文すべてを対象に――分母が毎年どんどんふえていきますので、例年と同じ件数で

は１本当たりがどんどん下がっていくという状況になります。それから、今年度について

は 200本のＤＰを新規に掲載しておりますので、分母がどんと上がったわけですけれども、

そういったもとでも今年の実績で 4,008件のダウンロードを記録できたということでござ
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います。 

 続きまして、20ページのご説明をさせていただきます。発信型の広報として、ニュース

レター等の発行回数についても目標が定められておりまして、電子メールによるニュース

レターについては日本語で月３回以上という目標でしたが、これは毎週発信しております

ので月４回の実績を記録させていただきました。そのほかに英文ニュースレター、中文ニ

ュースレターについても発行を続けておりまして、およそ月１回の発行実績を上げたとい

うことでございます。 

 広報誌につきましては 「RIETI Highlight」として従来から各方面に配布させていただ

いております。資料の一番下かと思いますが、お手元にお配りさせていただいております。

昨年度、22年度につきましても、特別号としては英文のものを32号として発行しておりま

すが、それに加えて、日本語の 「RIETI Highlight」を季刊の形で４回発行するというこ

とで進めてまいりました。ただ、ご案内のように年度末に大震災がございまして、業者側

で印刷用紙の確保が困難になったということがございまして、当初、計画どおりに進んで

いて年度内に５冊目の発行ができるということでやっていたのですが、タイミング的には

年度をまたいで発行いたしましたので、ここには厳密に22年度実績は４回と書かせていた

だきましたが、その後、用紙の確保もいたしまして、印刷、発行し、配布させていただい

ておりますので、若干のおくれがあったけれども、目標に準じた実績を上げられたという

ことでございます。 

 それから、以下その他勘案事項で、必ずしもアウトプット指標とされていないものにつ

いて、今年こんな実績でございましたというご説明をさせていただこうと思います。 

 ノンテクニカルサマリーについては、先ほど説明をさせていただいたとおりですので省

略させていただきます。 

 下のほうに (2) 「RIETI Highlight」についても、特集を組んで特別なテーマについて

集中的なコンテンツの集積をして広報誌にしているということはご案内のとおりでござい

ます。 

 その下、シンポジウムについて少し特記的なことを申し上げますと、４回シンポジウム

を開催したと申し上げましたが、４回中３回については共催相手を設けてやっております。

経済産業省と協力したものとしては、ＡＰＥＣ中小企業大臣会合のタイミングに合わせて、

大臣会合が開催された岐阜におきましてシンポジウムを開催し、各国の代表団の方にも参

加いただき、地元の中小企業、それから関係自治体の中小企業政策の担当者等々にも集ま
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っていただいた形のシンポジウムを開催させていただいたということでございます。 

 それから、ＢＢＬも開催件数は先ほどご説明しましたが、おかげさまで参加状況も拡大

しておりまして、年間の延べ参加者数も 4,300人を超える状況で、年度でみますと過去最

大ということでありますし、開催年数も57件と多いのですが、１回当たりの人数で見ても

過去最大の参加者数を得るような形で、ノウハウをどんどん蓄積して、より多くの参加者

を得てスムーズに開催できるような形に進めさせていただいているということでございま

す。 

 それから、４月に発行いたしましたＲＩＥＴＩ10周年の歩みという特集号に掲載させて

いただきましたが、ＲＩＥＴＩ10周年記念セミナーを22年度に開催させていただいており

まして、ここに書いてありますように、ＲＩＥＴＩの研究活動を長年にわたってリードし

ていただいた方々にご講演をいただいて、その概要を広報誌で広報するということも特別

事業としてさせていただきました。 

 21ページですけれども、ウェブサイトについても種々充実を図っておりまして、ウェブ

コラムにつきましては、サイトの独自コンテンツということで、各ＲＩＥＴＩの有力メン

バーにコラムの執筆をお願いして掲載しております。22年度は31のコラムを掲載でき、第

２期の５年間の中では最大の掲載数でありましたし、特別コラムも先ほどのスペシャルレ

ポート等々ご説明させていただきましたが、年度内に震災を受けた対応もさせていただい

たということです。 

 新連載も１つ始めておりまして、これは「世界の視点から」という表題をつけまして、

海外の有力な研究者にコラムを執筆していただいて、新しい刺激を与えていただこうとい

うことで、こういった取り組みも開始しております。 

 それから、テクニカルなことですが、 「RIETI Highlight」はインターネットでも閲覧

可能だったのですが、これをさらに電子ブックでもみられるようにいたしまして、閲覧可

能性の向上をしております。ページのつくり方も若干変えているということです。 

 それから、こういった取り組みを若干客観的に示すものとして、ウェブの第三者評価と

いうのが何年かに１回、外部の方がされているものがあるのです。紹介をさせていただき

ますと、１つは、日経ＢＰコンサルティングという会社が独立行政法人のウェブサイトの

ユーザビリティ調査をされました。 

 この結果を拝見しますと、独法 104サイトをチェックされた結果で、ＲＩＥＴＩは第５

位という評価をいただいております。ただ、上位の独法サイトの名前をみますと、高齢障
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害者雇用支援機構ですとか、中小企業基盤整備機構とか、支援メニューをわかりやすく説

明されるとか、若干性格の違うようなウェブサイトが我々の上位にあるわけですが、研究

機関としてみると第１位の評価をいただいたということです。もう１社のアライドブレイ

ンズ社が行われた調査も類似のものをしておりますが、これも９サイトだけ与えられたＡ

評価を我々は与えられておりまして、Ａ評価のお仲間をみますと、国民生活センターです

とか郵便貯金簡易生命保険管理機構ですとか、そのような若干性格の異なるところがある

のですが、研究機関としては唯一最良の評価をちょうだいしたという形になっております。 

 重複するところは省略させていただきますと、ＪＳＴＡＲについては先ほど研究のとこ

ろでご説明させていただきましたが、データは国際比較も可能ということで、海外からも

データ提供の申し込みが来ております。世界銀行、ペンシルバニア大学、ＯＥＣＤといっ

たところからデータの請求がありまして、審査の上提供するという形にしております。 

 最後のところに海外との研究とありますが、ヨーロッパのＣＥＰＲ、中国のＤＲＣ、国

務院発展研究中心、こういったところとの共同研究、あるいは協力関係も引き続き進めさ

せていただいているという形でございます。 

○星野研究調整ディレクター  23ページのデータベースのところを簡単に説明させてい

ただきます。 

 ここに書かせていただきましたように、ＲＩＥＴＩにおきましては、ＪＩＰを筆頭に政

策分析用のデータベースを体系的に整備し、外部提供を行っておりますけれども、例えば

ＲＩＥＴＩ―ＴＩＤにつきましては、通商白書に必要な分析を行う上で重要なデータベー

スであると評価されておりますし、ＡＭＵにつきましては、産業別の実効為替レートを日

次で提供するシステムの構築に着手いたしまして、既に５月に公開しております。データ

ベースへのアクセス数につきましても、一番下の表に書かせていただきましたように、基

本的には増加傾向にあるといった状況にあります。 

○吉田国際・広報ディレクター  24ページでございます。こちらは政策研究・政策立案

能力の向上支援業務ということで、２つほどみております。 

 １つは、シンポジウム、ＢＢＬセミナー等の経済産業省職員の満足度ということでござ

いまして、先ほどから申し上げております４回のシンポジウム実績はこの表にあるとおり

なのですが、ＭＥＴＩの方々からの満足度につきまして、ここにありますように79％とい

うことで、目標である66％を上回る評価をいただいたという形になっております。ＢＢＬ

につきましても、22年度の経済産業省職員の満足度は84％ということで、同様に目標はク
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リアという形になっております。 

 それから、ＲＩＥＴＩの役割として、コンサルティングフェローという制度を通じて、

政策担当者の政策研究・立案能力の向上支援を行うということもございますが、これにつ

きましても、現在78名の方々にコンサルティングフェローになっていただいておりまして、

そのうち27名、22年度に新規の発令をさせていただいたということで、実際の研究に携わ

っていただいて、そのうち７名の方につきましては、ディスカッションペーパーも実際に

執筆していただくという形で研究を進めていただいております。基本的にはプロジェクト

に所属していただいて、研究活動を進める中でこういった能力の向上を図っていただくと

いうことを続けております。 

○森川副所長  続きまして、25ページ、業務の効率化です。これは昨年までこの時期の

分科会で河津ディレクターが説明させていただいておりました。総務ディレクターの担当

部分でございます。由良という総務ディレクターがいたのですが、彼は原子力安全・保安

院の課長補佐の経験があったということで、３月12日に本省に戻りまして、今、総務ディ

レクターは空席になっています。そういうことで、私は力不足でございますが、総務ディ

レクターの代行としてここからご説明させていただきます。 

 簡潔にいきたいと思いますが、具体的には、流動的な雇用形態の占める割合ということ

で、22年度実績83％となっております。 

 管理部門職員の割合につきましては28.3％ということで、昨年に比べて微減ということ

で、少ない数字になってきております。 

 それから、マネジメントに関連しまして、アジア通貨単位の自動化、あるいはＳＡＣＳ

ＥＳという遠隔操作システムを導入するという形で取り組みをしております。 

 一番下のエ、内部統制の充実・強化のところでございますけれども、こういう小さい組

織でございますので、トップの意思をスタッフに周知することが大変重要であります。そ

ういうことで、副ディレクター級、あるいはマネージャー級の職員と理事長の直接のコミ

ュニケーションの機会をもっているところでございます。 

 １ページおめくりください。ちょっと飛ばしながらいきますが、真ん中から下の入札・

契約に関する事項ということで、平成21年に各独法は契約監視委員会を置きなさいという

ご指示がございました。これを受けまして開催しておりますが、今年はつい最近、５月19

日に第３回契約監視委員会を開催いたしまして、契約の適切性について了解を得ておりま

す。メンバーは、研究所の八田監事、４月15日から濱田監事、それから公認会計士と弁護
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士の方でございます。 

 それから、ちょっと飛ばしてまいりますが、29ページになります。契約の適正執行のた

めの取り組みということで、いわゆる一般競争入札、随契の話でございますけれども、下

の表をごらんください。随意契約の件数ですけれども、件数ベースで16.7％、金額ベース

で25.1％となっております。昨年度と比べますと、若干多くなっております。その大きな

理由が、分室の移転の関係、それから次期ＰＣ―ＬＡＮシステムへの移行の関係でござい

ました。 

 分室の移転につきましては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会からのご指導

がございまして、分室の移転をやってスペースを縮小いたしましたけれども、移転するた

めにはもろもろの経費が現状復帰その他かかります。そういうことで外生的な要因と理解

しております。 

 それから、次期ＰＣ―ＬＡＮシステムへの移行につきましても、これは当初22年度中に

移行する予定をしておりましたけれども、独法の見直しという議論がありまして、先行き

どうなるかわからない中で大規模な投資をやるのは問題があり得るという及川前理事長の

判断もございまして、少しおくらせました。したがって、具体的には今年の９月ぐらいか

ら次期ＰＣ―ＬＡＮがスタートするわけですけれども、それまでの間、前のシステムを半

年つなぎで延ばさなければいけないということがありまして、その結果として随意契約が

発生しているという特殊要因があることをご理解賜れればと思います。 

 ちょっと飛ばしまして、32ページでございます。これは今申し上げたことを少し詳しく

書いております。22年度の随意契約につきまして、分室の移転に伴って請負契約ですとか

現状復帰、その他の契約が発生したということ。それから、次期ＰＣ―ＬＡＮシステム移

行までの間、つなぎということで従来の業者と随契するということがございました。 

 それから、ちょっと飛ばさせていただきまして34ページ、役職員の給与の関係でござい

ます。一番上の表に法人の長、及川前理事長になりますけれども、ここに書きましたよう

な報酬となってございます。前年度に比べますと若干の減少ということでございます。 

 それから、次の35ページになりますけれども、給与水準、ラスパイレス指数、毎年いわ

れるわけでございます。ラスパイレス指数の状況について、上の表をごらんいただきます

と、地域・学歴を勘案した評価というのが実態に一番近いだろうと思いますが、事務・技

術系の職員につきましては78.1％、それから研究職員につきましては 119.6％という水準

になってございます。これは従来に比べると、研究職員につきましても幾分低い数字にな
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っておりますけれども、詳しい事情につきましては、例年ご説明しているとおりでござい

ます。 

 それから、行革の重要方針に基づいて人件費の削減が求められているところでございま

す。参考６に18年度実績以来の数字が書いてあります。もともとの発射台の17年度に比べ

て21、22とかなり低い数字になっております。これは後ほども少しご説明しますけれども、

いろいろな行革の動きがある中で、採用するということについては相当慎重な対応をした

ということが大きな要因でございます。今年度以降につきましては、第３期の中期目標の

中でも常勤研究者の充実に努めるというように大臣からのご指示をいただいておりますの

で、そういったことも踏まえて対応してまいりたいと考えております。 

 次に、36ページになります。22年度の予算・決算でございます。これは後ほどの財務諸

表と重なりますけれども、一番上の表をごらんください。22年度予算・決算の一番下の合

計欄をごらんいただきますと、５億 9,700万の利益を計上したということでございます。

これにつきましては、やや詳細な説明が必要だと考えておりまして、このページの下から

２つ目の段落、利益についてというところでご説明させていただいております。平成22年

度における利益の発生は、計画に対して調査研究業務費の実績が下回ったということが大

きな要因でございます。ただ、既にご説明申し上げたとおり、研究業務、成果普及業務の

双方において、少なくとも目標を上回る成果を上げているということは申し上げたいと思

います。 

 独立行政法人制度が導入された経緯、単年度予算で年度末に無理やり執行することを避

けるということが大きな理由であったと思います。また、独法の通則法上、借入金につい

て非常に強い制約がございまして、そういう中で、やや安全サイドにこの研究を執行する

ということがございまして、そういうことを考えたときに、中期計画の最終年度におきま

して一定の利益を計上して、それをきちんと国庫納付するということは、本来制度の趣旨

に沿ったものではないかと考えてございます。 

 また、22年度の事情でございますけれども、独法制度の抜本的見直しに関する議論が行

われていた、まだ行われているわけですが、そういうことで、大規模な新規研究プロジェ

クトのスタートですとか研究員の増員、こういった大型の新規案件ですとか複数にわたる

予算措置が必要な案件につきましては、議論の方向性を見守りながら慎重に対応したとい

うことがございます。 

 そういうことで、今年度以降はまだ制度の見直しの議論は終わっていませんけれども、
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こういったものを着実に実施いたしまして、先ほど来ＭＥＴＩの評価とか外部の評価、い

ろいろ数字の説明をさせていただきましたが、それを上回るような高い評価を得るように

努力してまいりたいと考えているところでございます。 

 37ページでございます。当期純利益は５億 9,800万ということでございます。 

 最後、その他のところでございますけれども、受託、科研費の間接費収入、それぞれ 4

76万円、 440万円ということになっております。ちなみに平成23年度、今年度になります

けれども、科研費は22年度をさらに上回るということになっております。基盤研究につき

まして２件の申請をいたしまして、２件とも通るという結果でございました。 

 長くなりまして失礼いたしました。以上でございます。 

○柏原企画調査官  長くなって恐縮ですが、もう一回資料２の冒頭に戻っていただきま

して、最初に星野ディレクターから調査研究業務のご説明があったのですけれども、その

中で経産省側からみたときの評価を補足説明させていただきたいと存じます。 

 ご案内かと思いますが、第２期におきましては、第１領域、第２領域、第３領域等々と

いうことで、領域を設けて調査研究業務を進めてきたわけですけれども、その中で、経済

産業省側におきまして領域代表者というものを、一番関係の深い課室長ということで各領

域に３、４名ずつ置いておりまして、私ども社会室のほうで領域代表者の方々、私自身も

含まれているのですけれども、１つ目がＲＩＥＴＩの研究内容が政策当局にとってニーズ

を反映しているかどうかということ。２つ目が研究成果のアウトプットが政策当局にとっ

て貢献しているかどうかという２点を例年どおりアンケート調査しました。 

 まず、２ページ目でございますけれども、これが第１領域におけるアンケート結果でご

ざいまして、まず (1)ニーズの反映というところにつきましては、評価者全員がニーズを

反映していると答えております。少子高齢化の中で全員参加型経済にしていかないといけ

ないとか、社会保障と税の一体改革の議論なども行われていますけれども、そういったこ

とにきちんと対応した調査研究内容になっているのではないかということです。 

 それから (2)実際にその成果が貢献したかどうかということにつきましては、若干評価

が分かれておりまして、高齢者の就労についてとかワーク・ライフ・バランス、非正規雇

用のあり方、社会保障等々につきまして、例えば政策にとっての基礎を提供したり、新し

い着眼点を付与してくれたというポジティブな評価があった一方で、例えばＤＰが英語で

あったり、ノンテクニカルサマリーがついていなかった等々の理由で、省内の一般行政官

にとってなかなか読みづらかったという指摘とか、ちょっと分析が断片的な側面があった
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のではないかといった指摘があったところでございます。 

 次に、第２領域についての評価が６ページ目にございます。評価者４名と冒頭に書いて

ございますけれども、そのうちの１名が震災対応で本来業務をずっと外れておりまして、

３人からアンケート結果を回収しております。 

 結果といたしまして、ニーズの反映、それから成果の政策当局への貢献の両項目におき

まして満額回答になっております。具体的には法人課税の政策評価、先ほど星野ディレク

ターからもご紹介がありましたけれども、そういったプロジェクト、あるいは発明者サー

ベイの国際比較等々のプロジェクトに対する成果が評価されたということです。 

  (2)の理由の最後のところですけれども、成果物の政策形成への利用を期待していたの

だけれども、実はスペックが合わず活用できなかったプロジェクトもあったという評価に

なっていますが、非常に理解がある評価者だったといいますか、トライ・アンド・エラー

でこういうことを繰り返していくこと自体もこういう研究分野においては大変重要なので、

活動の取り組み自体が貢献しているのではないかという評価になっているところでござい

ます。 

 最後に、第３領域のＲＩＥＴＩの評価が10ページにございます。こちらも評価者４名で

ございます。通商政策局の課室長４名なのですが、３名からの評価になっております。 

 こちらは、政策当局のニーズの反映ということでは 100％になっております。全体とし

てみれば、通商政策や経済協力政策の最新のニーズをきちんと踏まえているという評価に

なっております。 

 一方で (2)の成果の貢献というところでは若干評価が分かれておりまして、月々のレポ

ート作成に毎回使っているという具体的な貢献の仕方を評価する回答もあれば、ＦＴＡの

効果に関する研究とか、ＯＤＡ施策のあり方を考えるに当たっての視点であるとか、もう

ちょっと抽象的な形で貢献しているという評価もございました。ただ、最後のポツでござ

いますけれども、特定の領域に関しては必ずしも貢献していないとか、そもそも経産省側

に成果が伝わってこない、広報の機会を充実させてほしいといった指摘も若干ございまし

た。 

 以上の３領域分をまとめたものが17ページにございまして、上から２段目の上記イ、Ｍ

ＥＴＩによる基盤政策研究領域代表者へのアンケート結果というところにまとめさせてい

ただいております。 

 まとめれば、経済産業省からみました場合に、平成22年度におきましては、テーマの設
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定自体は非常に申し分なくよかったと。一方で、テーマ設定段階での期待の大きさと裏腹

な面があるのかもしれないのですが、結果の政策への反映ということにつきましては、そ

もそも貢献の前提となる省内への周知度ということを含めて、若干指摘があったところで

ございます。トータルでみれば、目標はクリアしておりますので問題はないのですけれど

も、今年度以降におきましては、貢献という部分でもより 100に近づけていく努力を期待

したいと思っております。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 大部にご報告をいただいたのですけれども、中期計画を議論するときに22年度実績の一

部がみえていましたので、委員の皆様にはご理解をいただけたと思いますが、せっかくご

説明をいただいたので、質疑応答の時間に入りたいと思います。どういう視点からでも結

構ですので、ご質問、ご意見をお願いします。 

 それでは、小笠原先生からお願いできますか。 

○小笠原委員  ご説明ありがとうございます。 

 先ほど総括のところで、いわゆるディスカッションペーパーの数は、全体で 200件とい

うことですか。 

○森川副所長  そうではなくて、中期計画で５年間の目標というのがもともとの数値目

標でございまして、各年度の目標は、本当は年によっていろいろあるのですけれども、機

械的にそれを５で割った数字が目標として年度計画の中に書かれるのです。したがって、

55という数字が５年間ずっとあって、それは中期計画の最初のところに設定されていまし

て、それを受けて毎年の数字を書いていくということです。 

 実際には、さっき説明した中に３ページのグラフがありますけれども、中期計画の後の

ほうになると刈り取りの時期に入ってくるので本数が多いというパターンが一般的にはあ

ります。 先ほど説明しませんでしたけれども、震災の影響で３月中下旬にディスカッシ

ョンペーパー検討会ができなかったこともあったりしますので、もしそれがなければ、数

字の上ではもうちょっと多かったかもしれません。ただ、もちろん数字だけが絶対的なも

のではないので、それが学術的な水準に満ちているか、あるいはＭＥＴＩから評価される

かということを勘案する必要があると思います。 

○小笠原委員  では、質の部分というのがＭＥＴＩの評価であり、外部レビューアーの

評価だということだと思うのですが、例えば、目標はクリアしているのですけれども、３
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人のうち１人とかなので何ともあれなのですけれども、外部レビューアーの評価も各研究

領域にあるのですが、このあたりは、何かそれを踏まえて、例えば今後はこのような課題

を第３期に活用していく等のお考えがあるのでしょうか。 

○森川副所長  それはプロジェクトの新陳代謝をしっかりやっていくようにということ

をこの１、２年のいろいろな見直しの議論の中であったと思います。そういうことを踏ま

えて、そういった評価も参考にして、余り評価が芳しくないプロジェクトは早目にお引き

取りいただくとか、評価の高いものは資源配分をふやしていくとか、そういったことには

使っていきたいと思います。 

 ただ、数字だけではかれないものもあります。例えば、立ち上がったばかりのプロジェ

クトですと、その年でみると、役に立ったかといわれると役に立っていないということも

あるでしょうから、そういった場合には少し先を見据えて、先に高い成果が期待できそう

であれば継続するという判断もあると思いますし、多少個別の要素はあるかと思っていま

す。 

 あとＭＥＴＩの評価については、先ほど柏原さんから研究領域代表者の評価があったと

思いますが、私どものほうでやっているのは、一番関係の深そうな課室に対して評価を求

めておりまして、それを集計した結果、昨年、四捨五入の関係で残念ながら一部Ｂという

のがあったりしましたけれども、今年は全部Ａとなっています。 

 ただ、これは紙を配ってアンケート調査をするわけですけれども、研究成果の大部分が

役に立ったとかというワーディングになっていまして、例えば、ＡＡが研究成果の大半が

政策形成インパクトを与える。Ａがかなり多くが政策形成インパクトを与える。Ｂが比較

的多くがインパクトを与える。Ｃがごく一部がインパクトがある。Ｄがインパクトがない

というワーディングになっていて、私は気になっていたのですけれども、第２期の途中で

これを変えるのは余りよろしくないという意見もありまして、今回はこれでやりました。

ただ、第３期に入るということもあって、このあたりのワーディングはもう一回検討した

いと私自身は思っています。 

 それ以外にこのＤＰがよかったとか、これが余りよくなかったとか、定性的なこともそ

れぞれプロジェクトごとにいただいていますので、そういったものも質的に大いに参考に

なる部分があると思っています。 

○小笠原委員  今回第２期が終了したということで、最後締めるところで利益が６億近

く出ている。その主因が調査及び研究業務費ということなのですけれども、これはご説明
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の中ですと、純粋にそれだけコスト低減をして、それに対してパフォーマンスが計画どお

りあったと。 

○森川副所長  目標は超えたということです。 

○小笠原委員  来期以降の単年度予算などもちらっと出ていますけれども、やはり６億

相当の部分を踏まえての予算執行というか、そういう流れになるのですか。 

○森川副所長  23年度という意味ですよね。 

○小笠原委員  そうですね。 

○森川副所長  23年度は国庫納付してリセットになりますので、予算額としては落ちる

わけなので、そのベースでなるべく落ちないようにやっていきたいと考えています。 

○小野分科会長  23年度予算額は横ばいになったはずと認識していたのですけれども、

違いますか。 

○柏原企画調査官  基本的には横ばいなのですけれども、23年度に至るまで一般管理費

とか業務費とかを一定率で減らさないといけないという独立行政法人共通のルールがあっ

て、それに当てはめて自動的に出てきている数字が14.9億という数字ですので、基本は横

ばいなのですけれども、減少の係数をかけなければいけない分だけ減っています。 

○小笠原委員  これはもう特別に積み立てるものは全くみないのですか。 

○森川副所長  そこはやむを得ないかなと考えているのです。後の財務諸表にも関係し

ますけれども、少し前に監事監査をいただいたときに、例えば退職給与の引当金みたいな

ものを積むべきではないかといった議論もちょうだいしましたけれども、そういったもの

は交付金の中で手当されているという建前のようなので、それは見送ろうと考えておりま

す。 

○小野分科会長  ありがとうございました。古城先生、コメントを。 

○古城委員  先ほどの指標などは、本当にすごく高い評価が出ていて非常にいいのでは

ないかと思います。 

 それで、先ほど政策のインパクトということで、前から問題になっていたことについて

経産省側からのご説明をしていただいたのですけれども、アンケートがとれませんという

のは、追いかけてとるということはしないのでしょうか。 

○柏原企画調査官  震災対応だった人は本当にやむを得ないと思うのですが、若干努力

不足な部分があると正直思っています。 

 ただ、こういう領域代表者制度自体が第２期においてうまく機能したのかどうかという
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ところの評価も必要だと思っていまして、さっき小笠原先生からも３人のうちの２人がと

いうのは意味があるのかというご指摘もあったのですけれども、経済産業省側でも、第１

領域といっても相当広いものですから、その全体をみて評価してくれといわれても、個々

人にとってみると大分守備範囲から外れてくるものも多かったりして、必ずしも５年間を

振り返ってみたときの評価として、このやり方がよかったのかどうかというのはいろいろ

な評価がある。 

 したがって、今年度以降の第３期においては、領域代表者制度自体はやめて、さっき森

川副所長からもご説明がありましたけれども、プログラム自体がもうちょっと細分化され

ますし、もうちょっと個々のプロジェクトごとに経産省の職員との連携を強化していくと

いう形にする。そうすると、日ごろから密接に連携しているものが多くなりますので、出

張していても追いかけられる関係ができてくるのだろうと思っております。 

○森川副所長  先ほど申しましたように、課室単位で評価いただいているわけですけれ

ども、確かに震災の影響で、ちょっと今年は勘弁してくださいということもありましたが、

頼み込んで何とか書いてもらったというようなところも幾つかございました。 

○古城委員  わかりました。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 22年度の業務実績報告は以上とさせていただいて、続いて、財務諸表の審議をに移りま

す。 それでは、森川さんから財務諸表の説明を。 

○森川副所長  資料４―１の財務諸表に基づいて、先ほどと繰り返しになる部分が多い

ので、ごく簡単にご紹介したいと思います。 

 １枚めくっていただきますと貸借対照表がございまして、上のほうから資産、真ん中か

ら負債となっております。去年に比べて流動資産がかなり大きい金額になっておりまして、

８億 2,903万となっております。２億円ほどふえております。去年と比べますとソフトウ

エアのところがちょっとふえておりますけれども、これは新会計システムの導入の関係と

いうことでございます。 

 それから、負債につきましては、通常の年ですと運営費交付金債務というのが立ってお

りまして、その結果として負債の合計がもう少し大きい金額になっておりますけれども、

今年は最終年度ということで、運営費交付金債務が立っておりませんので、総資産の上に

書いてあるような数字になっております。その結果として、当期未処分利益、それから独

法の通則法に基づいて積み立てている約 5,000万を合わせて、利益剰余金合計というとこ
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ろにございます６億 5,149万円少々を国庫納付するということになります。 

 それから、２ページが損益計算書でございまして、経常費用の合計が13億 6,000万円。

経常収益につきましては、先ほどもございましたけれども、繰り越し分の運営費交付金収

益が今年度は立っておりますので19億 6,300万ということで、貸借対照表と一致する数字

になってございます。 

 キャッシュフローは飛ばしまして、４ページ、利益処分に関する書類。これは大臣承認

が必要ですので（案）とついてございます。22年度分につきましては５億 9,863万 8,600

円が積立金ということで立ちまして、これとこれまでの積立金を合わせた金額が国庫納付

ということになります。 

 ５ページに注記がございまして、基本的には例年と同じでございまして、先ほども申し

ましたように、退職手当についての引当金は財源措置が交付金でなされているという建前

がございまして、計上していないということでございます。 

 詳しい資料の説明は省略させていただきたいと思います。 以上でございます。 

○小野分科会長  これについては八田監事から一言。 

○八田監事  監事の八田でございます。よろしくお願いします。 

 お手元の資料４―３に監査報告書が添付されておりますので、ごらんいただきたいと思

います。既にこれまでもご説明がありましたけれども、監事２名がおりますが、この報告

書へのご署名は４月15日に就任されました濱田監事と私の２名になっておりますが、実質

的には４月14日でご退任になられました菅沼監事とほぼ１年にわたって監事監査を行って

きたということを申し添えます。 

 それから、ここで行われております監査は会計及び会計以外の業務ということで、会計

の財務内容につきましては、今、森川副所長からご説明があったとおりであります。それ

から、業務に関しましても、しかるべき対応をとりまして、特に特筆すべき事項はない、

適正であるという旨の意見を述べております。 

 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 ご報告をいただいた事項で何かご質問はありますか。 

○小笠原委員  念のためですけれども、１点だけ。 

 ８ページの真ん中ぐらいにある表の積立金の明細で、当期増加というのはどういうこと

か教えていただければと思います。 
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○ＲＩＥＴＩ事務局  これは22年度の財務諸表の未処分利益なのですけれども、22年度

内に大臣承認をいただいておりますので、その額です。 

○小笠原委員  では、実質的には当期ではないのですね。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 ほかに、古城先生から何かコメントありますか。 

○古城委員  決算についてではないのですけれども、上のほうでよく問題になる受託収

入、外部資金のことです。来年度は科研費もたくさんとれるということでいいと思うので

すけれども、受託収入というのは、それなりに努力して増やす必要があるのでしょうか。 

○森川副所長  これまでの議論とか中期目標の中では、一定の規律のもとにある程度確

保していくというスタンスになっていたかと思うのです。ですから、何でもかんでも民間

からお金をかき集めてということではなくて、ＲＩＥＴＩの政策研究機関としての性格に

見合ったものについては受けるということでやっていまして、受託研究については、基本

的に経済産業省から受託したものが若干あります。 

 科研費についても、あくまでも政策研究をやるという前提で、他方、３年ほど前でしょ

うか、親委員会のほうで外部資金獲得の努力が足りないという指摘を受けて以来、ある程

度確保するように努めていますけれども、研究が自己目的化するということになってはい

けないわけなので、当然、内容について所長、理事長の承認を受けた上で申請を出すとい

う格好でやらせていただいております。ですから、大きく減らないけれども、10倍にして

いこうという感じでは対応していないというのが答えになります。 

○小野分科会長  余りとりに行ったらしかられるのですかね。 

○古城委員  22年度は受託全体では減っていますよね。 

○森川副所長  受託はちょっと金額が落ちていますね。 

○古城委員  そこのところはどのように評価するのですか。 

○小笠原委員  最初の第１期の13年度とかをみると自己収入が４億です。 

○森川副所長  これは、最初のころにたまたまＭＥＴＩの産政局から非常に大きい金額

の受託を受けたことが過渡的にあったのです。要するに、本省から独立して独法になった

ときに、その業務を継承しているみたいな委託があって、そういう意味ではちょっと特殊

なものだとご理解いただきたいと思います。 

○古城委員  そんなにとりにいかなくてもいいのではないかと私自身は思います、バラ

ンスが難しい。 
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○小野分科会長  バランスが難しい評価であるということで了解をお願いします。 

 財務の内容については審議ということなので、議決をしたいのですが、分科会としては

適当であるという議決をしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、そういうことで処理させていただきたいと思います。 

 ３つ目の議題ですけれども、中期目標期間の業務実績についてのご報告をお願いします。 

○森川副所長  それでは、資料６で５年間の実績報告をフォーマットに従って整理して

おります。内容的には既に説明した内容と重なるところばかりですので、ざっと眺めたい

と思います。 

 １ページめくっていただきますと、サービス、研究の内容で第１ドメインから第３ドメ

イン、通産政策史、それから隣接研究の内容につきまして４ページまでにわたって書かれ

ておりますが、詳細は省略いたします。 

 ５ページ、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、平成22年度は、外部諮問委員

会を設けて第３期はこれをきちんと動かしていくということでございます。論文の公表数、

アンケート結果については先ほど来申し上げている結果を改めて５年間の表に整理させて

いただいております。 

 それから、６ページになりますけれども、ＭＥＴＩの関係課室へのアンケートでござい

ます。今年度は基本的に全部Ａをいただいていますが、昨年度は一部Ｂがありました。ニ

ーズとの合致度につきましては、20個のうち19個がＡ、政策形成へのインパクトにつきま

しては、20個のうち13個がＡということであります。本当はＡＡといったものももう少し

欲しいところでありますけれども、そういうことになっています。 

 それから、学術的水準、専門誌・学術誌での発表論文数、シンポジウム・学会での論文

数につきましても、それぞれ下に５年間の数字を記載させていただいております。５年間

の目標との関係では十分クリアした数字になっています。 

 ７ページが政策提言・普及の関係でありまして、先ほど申しましたように、５年間で32

冊の出版、それからシンポジウム39件などとなっております。 

 ８ページがウェブサイト。下の表だけ流させていただきますけれども、日本語、英語、

中国語のサイトがございますが、毎年こういった数字になっております。また、論文１本

当たりのダウンロードにつきましても、毎年 4,000件を超える数字になっています。累計

が一番右にありますけれども、これは毎年平均幾らというのが目標でございますので、主
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に左側の５つの欄をごらんいただければと思います。 

 ９ページが 「RIETI Highlight」、ニュースレターの配信件数でございますけれども、

累計で20回、26回となってございます。 

 ちょっと飛びまして、12ページにデータベースについてのユーザーの利用状況なども表

で書かせていただいております。コンスタントに利用いただいているということでござい

ます。ＢＢＬやシンポジウムの満足度についても、改めて５年間の数字を下に記載させて

いただいてございます。 

 14ページ以下が財務の関係でございます。６億円の利益計上を行うということで、第３

期におきましては、一層高い成果を上げるように努力するということと、進捗管理につい

ても徹底したいということでございます。この表の一番下に先ほど古城先生からコメント

いただきました競争的資金の獲得等についての記載がございます。 

 15ページ一番下がラスパイレス指数についての数字の推移が記載されてございます。お

おむね横ばいないし若干の低下となってございます。 

 16ページはちょっと説明したほうがいいと思います。人件費につきましては、今年度、

つまり平成23年度までの６年間で６％効率化するという目標があります。先ほどご説明し

ましたように、22年度までにつきましては３％を超える年率の減少になっておりますので、

これを十分クリアしているわけでございますけれども、今年度につきましては、前年比で

は研究員の充実などをしていきたいと思っております。 

 それから、一般管理費につきましては、年率平均３％の効率化目標を達成するという目

標が定められております。これは生の数字でいきますと、発射台に対して実績は年率で１

％台半ばのマイナスということで３より小さい数字になっていますが、先ほど申しました

が、分室の縮減に伴う移転費用が22年度に立ったという特殊要因がございまして、これを

除きますと、一般管理費、年率平均で４％程度のマイナスということで推移しております

ので、特殊要因についてご理解いただければと思っております。 

 業務費につきましては、前年度比平均１％以上の効率化目標ということでございますが、

実績は年率で８％程度落ちています。いいことか悪いことかわかりませんが、少なくとも

そういった目標を達成しているということでございます。 

 管理職員の割合については表に記載させていただいております。 

 最後の18ページになりますけれども、随契の件数でございます。18年度には件数で85％、

金額で79.8％ということでございました。22年度は、先ほど申しました特殊要因によりま
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して21年度より若干ふえておりますけれども、18年度当初と比べますと、大幅に随契が減

っているということを確認していただけるのではないかと思います。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 今のところで何かコメントはありますか。――よろしいですか。 

     （「なし」との声あり） 

 それでは、中期計画の議論は軽くさせていただいて、４番目の議題の評価基準について

ご説明をお願いします。 

○柏原企画調査官  時間も押していますので、ごく簡単にご説明したいと思います。資

料７と資料８の横長の資料があるかと思います。それから、資料９、10、11―１、11―２、

まとめてご説明したいと思います。 

 資料７が平成22年度単年度分の実績評価（案）ということでございまして、こちらを親

委員会のほうに報告してまいることになります。その際の経産省内における統一フォーマ

ットでございます。 

 内容的には、先ほど研究所側からご説明いただいた資料２の22年度評価シートの中身を

適宜抜粋等しながら私どものほうでまとめておりますので、内容のご説明は省略させてい

ただきます。小笠原先生も古城先生も毎年やっていただいているので、時間のかかる話で

大変恐縮なのですけれども、この中のいろいろなところに「評価」といって空欄になって

いる部分がございますので、そのあたりを今年も埋めていただきたいというお願いになり

ます。 

 資料８のほうは５年に１回の当たり年ということで、第２期中期目標期間が終了したこ

とに伴って、５年間分まとめてのシートになります。こちらも今、森川副所長からご説明

のあった資料６の内容等を参照しながら、私どものほうで経産省統一フォーマットでまと

めさせていただいておりますので、こちらの評価もいただければと思います。 

 資料９と10ですけれども、まず、資料９が経産省内における独立行政法人の評価方針と

いうことでございまして、平成19年12月の改訂が最後になってございますので、昨年度と

特に変更はございません。あえて申し上げれば、２枚目になりますが、５段階評価という

ことで毎年同じですけれども、ＡＡからＤまでの５段階となっておりまして、Ｂが標準で

ございますので、そこをベースに上げていただくか下げていただくかというところをご検

討いただければと思います。全体の総合評価は各項目の評価を比率で配分して、自動的に
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算出されるということになります。 

 それから、資料９の３ページ目ですけれども、２のところに５年分の中期目標期間評価

について書いております。基本的には、各年度評価の５年分を平均する形で総合評価とい

うものが出てまいりますので、こちらの５年分のほうはＡＡ、Ａ、Ｂという評価をいただ

く必要はないということになっております。ということを資料10にも簡単に記載させてい

ただいております。これが委員の皆様へのお願いペーパーとなっております。資料７と資

料８につきまして、委員評価欄のところに実績に対する評価とその理由、それから次年度

以降における改善点等のご指摘があればご記入いただきたいということ。それから②でご

ざいますけれども、22年度につきましては、ＡＡからＤまでの５段階評価でアルファベッ

トを入れていただきたいということでございます。 

 最後にスケジュールをご説明しますけれども、タイトになっておりまして、大変恐縮で

すけれども、６月23日を目途に事務局のほうにご提出いただければ幸いに存じます。 

 最後に11―１と11―２は、総務省の二次評価と呼んでおりますけれども、総務省の政独

委の独立行政法人評価分科会でこういう基準にのっとって平成22年度の評価を行いますと

いう通知が４月に出されております。震災後のいろいろな対応で各部署忙殺されていると

いうこともありまして、11―２の新旧対照表をごらんいただければわかるのですけれども、

大分コンパクトになっております。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 毎年お願いしていることですので、６月23日ということですから、よろしくお願いしま

す。 

 ご説明いただいたこと以外についてでも構わないのですけれども、何かご発言がござい

ましたら、もう少し時間がありますので。 

 １つ、私のほうから、冒頭、資料５で最後のページに東日本震災へのＲＩＥＴＩの対応

というペーパーがついていて、非常にわかりやすいいろいろなことをやっていただいてい

ると思うのですけれども、これはこうしたほうがいいというようなたたき台みたいなこと

だと思うので、それをどう研究成果につないでいくかというのは、理事長、所長のお考え

になっておられることだと思うのですが、我々、評価をするという立場からも、こういう

点についてあるべき議論みたいなことがありましたら記入してください。 

○藤田所長  ＲＩＥＴＩにどれだけ力があるかわからないですけれども、ＲＩＥＴＩは
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中長期の日本の経済発展について実証と理論から本格的な研究を続けてきております。震

災前にすでに日本はいろいろなところで大きく行き詰まっていましたが、今回の震災は日

本の多くの課題をさらに先鋭化して突きつけて参りました。ＲＩＥＴＩといたしましては、

この戦後最大とも言えます危機を乗り越えて新しい日本を創っていくためにも、緊急対応

のみならず中長期的な視点から、全力を挙げて研究を進めていきながらできるだけ強いメ

ッセージを発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○小野分科会長  よろしくお願いします。 

○古城委員  皆さんおっしゃったのですけれども、ただ、こういうときにやらなければ

いけない地道な作業もあると思うので、そこにすごく影響がないように、守るべきところ

はきちんとやらないといけないかなという気はしています。そうでないと、基盤になるも

のも揺らぎそうで大変不安な状況がいろいろ出ているような気がします。ただ、一遍にす

べて変えていくのは、いいものまで変えてしまう危険性もあるので、そこを見極めて行う

べきです。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 それでは会議を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


