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○小野分科会長  それでは、第３８回の独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会を

開催いたします。 

 今日は、平成２２年度の業務の実績評価と、２２年度で終わる中期目標期間の最後の年に

なりますので、その中期の実績評価、この２つを御審議いただきます。 

 資料は、それ以外に参考資料が１～３までございます。その資料について、坂本企画調査

官からお願いします。 

○坂本企画調査官  坂本でございます。先月の１５日付で経済社会政策室に着任をいたし

ました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、まず、本日の配付資料の確認をさせていただければと思います。一番上に議事次第

がありまして、その下に本日お配りしております配付資料の一覧を書いております。 

 資料１といたしまして２２年度の業務実績評価、資料２といたしまして１８～２２年度の

中期目標期間業務実績評価、そしてその下に参考資料が３点ございます。 

 不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、初めに経済産業研究所の平成２２年度の業務実績評価について、事務局から各

委員の方から頂いた評価のコメントを総括させていただいて、その上で、質疑応答と、経済

産業研究所から補足をしていただく予定にしております。 

 続きまして、第２期中期目標期間の業務実績評価について、先ほどと同様に、事務局から

まず、各委員から頂いているコメントを御紹介した上で、必要に応じて、質疑応答及び経済

産業研究所からの補足説明の時間を設けさせていただきます。 

 その上で、平成２２年度業務実績評価及び第２期中期目標期間の業務実績評価について、

評価委員の皆様に御審議をいただければと考えております。 

 なお、平成２２年度の業務実績に関する評価の結果につきましては、規程によりまして、

経済産業研究所の常勤役員の業績給の算定の際に勘案をされることになっておりますこと

を申し添えます。 

 業績評価の審議の時間には、経済産業研究所の方には御退出をいただければと思います。 

 そして、御審議いただいた評価結果については、今月の１４日に開催される経済産業省独

立行政法人評価委員会に報告をさせていただき、そこで最終的な評価が議決されることにな

っておりますが、場合によりましては、差戻しをされて、本分科会で再度評価をいただくと

いう可能性もありますので、あらかじめ御了承いただければと思います。 

 最後になりますが、独立行政法人評価委員会運営規程の定めによりまして、本委員会の議
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事録、議事要旨、資料につきましては、すべて公開ということになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、最初の議題で、２２年度の実績評価についてのシートの説明をお願いします。 

○坂本企画調査官  お手元の議事次第の下の横置きの資料１をごらんください。黒字が経

済産業研究所の２２年度の業務実績についての説明部分でございまして、赤字で入れさせて

いただいているのが評価委員の方から頂いたコメントを匿名の形で並べております。 

 最初に、算定式のウエイトの確認でございますが、業務運営の効率化が２０％でございま

す。サービスの質の向上につきましては、中核的な業務であります研究本体を４０％、研究

成果に付随します政策提言と普及業務に関する部分を２０％、合計６０％とおいております。

そして、最後に財務内容の改善で２０％ということで、左側に４つの軸で評価を示す図が描

かれております。 

 最初の１ページの真ん中から、評価の全般的な概要ということでコメントが入っておりま

すが、これは各項目ごとの評価を束ねてまとめたものですので、省略をさせていただいて、

４ページの業務運営の効率化のところから、各評価委員からのコメントを紹介していきたい

と思います。 

 ４ページの上からですが、研究成果にかかわるマネジメント全般については、細部に至る

制度の見直しやコスト管理等で工夫をしており、非常に評価すべき点が多かったと。 

 また、昨年度、新たに設置をした外部諮問委員会において、各研究プロジェクトの進捗状

況や効率性、政策への反映について検証をしており、この取組については、研究成果に対す

る客観的な評価をするための有用な措置であり、評価できるといったコメントも頂いており

ます。 

 また、新会計システムや謝金システムといった業務システムを導入して効率化を進めてい

るところも、研究支援体制の強化につながるということで評価ができるといったこともコメ

ントをいただいています。 

 それから、内部統制につきましては、研究所のミッションや理念を繰り返し所内で周知を

徹底することで問題意識等を共有して、組織全体のモチベーション向上につなげたというこ

とと、中期目標達成に向けたリスク要因を洗い出して、「内部統制の現状把握・課題対応計

画」を作成したことは評価できるということもいわれております。 
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 契約に関してですが、入札関係の規程や公表基準は全て国と同じ基準にのっとって適切に

運用しているということと、監事による定期監査の際には、サンプリング等で適正性をチェ

ックして、その改善点等についてはトップに対してきちんとフィードバックをしていて、入

札及び契約の適切性は確保されているという評価をされております。 

 契約結果及び随意契約のプロセス等については、先ほどの契約監視委員会による監視が行

われており、その中で不適切とされた事例はなかったということは、契約が適切であると判

断されるということでございます。 

 人事制度の運用や人件費の数値管理というところでございますが、厳しくコントロールし

た結果、人件費総額が基準年である１７年度比で約１７.５％削減されており、この点も評

価できるとなっております。 

 ラスパイレス指数でございますが、事務・技術職については、２２年度は９３.３％とい

うことで、前年度と比べてもマイナス２.８ポイント減となっておりまして、地域と学歴勘

案をした場合にはさらに７８.１％ということで、給与水準の適正化に向けた取組が着実に

進んでいるという評価をされております。 

 ５ページ以降は、細かいところを書いておりますが、飛ばさせていただきます。 

 ２つ目の柱にまいりたいと思います。２６ページ、サービスの質の向上の①でございます。 

 先ほどウエイト４０％と申し上げた調査及び研究業務──研究所の本来的な業務の部分

でございます。 

 評価のポイントのところでございますが、調査及び研究業務に係る各種項目の数値目標は

いずれも達成をしており、質的にも高い評価を得ている。特に内部レビューを経て公表され

た研究論文数は量的にも過去最高件数であることや、経済産業省の政策担当課からも、全プ

ロジェクトについてＡ評価を得ているといったことは高く評価できる点となっています。 

 ２つ目ですが、国際シンポジウムや学会等で発表された論文数も目標値を大きく上回ると

ともに、著名な学術書を受賞するなど、外部からも高い評価を受けたということでございま

す。 

 ３つ目ですが、多数の研究所の研究成果が各種白書等へ引用されているということが、政

策立案への貢献、政策ニーズを反映しているということが実証されているという評価も頂い

ております。 

 それから、平成２２年度において、引き続き海外の研究機関等と共同で国際ワークショッ

プを開催したり、共同研究を新たなテーマで始めるなど、国際的なネットワークを深化させ
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る取組を積極的に行ったことも評価できる点となっております。 

 次に、また少し飛ばしていただいて、３１ページ、サービスの質の向上の②、政策提言と

普及業務についてです。こちらも、評価のポイントというところを御覧ください。 

 出版刊行数、シンポジウム、ＢＢＬの開催数などの各種アウトプット指標は目標値を上回

っており、特に研究所の出版数とＢＢＬの参加人数は過去最高の実績ということで、活発な

活動の成果と評価を頂いております。 

 ２つ目ですが、国際的な活動として、昨年度、ＡＰＥＣ中小企業大臣会合に合わせて、政

策当局と共同でシンポジウムを開催しております。そこで、アジア太平洋地域政策における

研究ネットワークの拡大を図ったという点が評価できるということです。 

 ３つ目ですが、対外発信ということで、ウェブサイトについては、レイアウトや閲覧環境

の改良が重ねられていて、外部からも評価をされている。 

 各種データベースの蓄積・運用についても、アクセス数が堅調に推移しているなど、デー

タベースの活用が定着しているという評価でございます。 

 ＲＩＥＴＩ―ＴＩＤですとかＡＭＵについても、システム構築に着手をして、ニーズに対

応したタイムリーな取組を実施している点が評価できるとなっています。 

 最後ですけれども、コンサルティングフェローの数が大幅に増えているということと、そ

のコンサルティングフェローの中でも、論文の執筆を行っている人の数が増えている点を評

価するというコメントを頂いております。 

 次に、また少し飛ばしていただいて、４３ページ、財務内容についてです。 

 評価のポイントのところで、効率的な予算執行による業務運営が行われていて、欠損金が

発生することなく健全な予算管理が行われているということ。 

 また、プロジェクトの進行について、より管理を徹底しているということで、今後の計画

作成に寄与するものと評価できる。 

 ４４ページですが、この予算執行に関しましては、中期の５年を通じて利益剰余金６億円

が出て、それを期末に国庫に返納したことは、効率的な運営が行われたということで評価で

きるというコメントを頂いております。 

 ４３ページに戻っていただいて、評価のポイントの２つ目ですが、競争的資金の獲得が目

標値を上回って、過去最高額になったということは評価できるとされております。 

 ３つ目でございますが、政策評価・独立行政法人評価委員会の勧告等に従って、分室の移

転を実施して面積を４割削減して、施設の効率的な利用の観点からコスト削減したことは評
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価されるというコメントを頂いております。 

 簡単ですが、２２年度の実績評価につきましては以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 資料の説明は以上ですが、ＲＩＥＴＩのほうから何か補足の説明はございますか。 

○中島理事長  いえ、結構です。 

○小野分科会長  特段ないということですので、質疑がありましたら。 

 小笠原先生、何かございますか。 

○小笠原委員  特にはないです。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 では、次の第２期中期目標計画期間の評価をお願いします。 

○坂本企画調査官  では、お手元の資料２をごらんください。 

 ウエイトは先ほど御説明した通りでございますが、全般的な概要は飛ばさせていただいて、

４ページの業務運営の効率化からでございます。 

 評価のポイントですが、研究マネジメンントにおいては、プロセス管理を徹底し、各種の

アウトプット目標をクリアしており、人事面でも、人材確保や最適配置、多様な雇用形態を

採用して、マネジメント面で成果があったと評価されるということでございます。 

 データベースのシステム化、セキュリティの向上等、業務の効率化、生産性向上のための

仕組みの導入など、積極的に対応されていることが評価される。 

 また、第２期中期目標計画期間を通じて内部監査の仕組みを整えて、監査結果のフィード

バックを行うなど、内部統制の方法が改善されているということでございます。 

 最後のところですが、入札と契約の関係でございます。第２期において、契約監視委員会

を設置して、適正な運用のための仕組みを構築した。この５年間の中で、ここでお示しして

いるのは随意契約の金額でございますが、件数ベースで８５．０％から１６.７％、６８.

３ポイントの改善、金額ベースで７９.８％から２５.１％、５４.７ポイントの改善という

ことで、大幅に改善されているということは高く評価できるというコメントを頂いておりま

す。 

 １２ページに飛んでいただきまして、サービスの質の向上①、調査及び研究業務ですけれ

ども、内部レビューを経た論文数について、第２期目標を大きく上回ることができました。

また、経済産業省へのアンケート結果や第三者のレビューにおいても、アウトカム指標で成

果を上げていて、こちらも高く評価できるということでございます。 
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 各研究の成果が政策当局の企画立案に貢献したことによって、省内での評価も安定してき

ているという点も評価できるということでございます。 

 次に、１６ページ、サービスの質の向上②、政策提言・普及業務等でございますが、各種

のアウトプット数値は軒並み高水準で、政策の提言や普及において多大な貢献があったとい

う評価。 

 それから、所長を初めとした各研究員の成果やノンテクニカルサマリーの政策当局への貢

献のための取組、日経の経済教室への掲載などを通じて、ＲＩＥＴＩの知名度は著しく向上

しているという評価を頂いております。 

 また、外部に提供しているデータベースの利用状況につきましても、ニーズに応じたデー

タベースの構築が行われていて、活用も定着している。この点が評価されるということでご

ざいます。 

 それから、普及という点で、シンポジウムやＢＢＬへの参加者の満足度も５年間を通じて

高い水準を維持しているということで、評価いただいております。 

 次に、２７ページに飛んでいただきまして、最後に、財務内容でございます。 

 目標期間５年間を通じて、厳格な財務規律のもとで無駄のない予算執行を実現したという

こと、自己収入と外部資金を導入して効率的な資金管理を行っている点は評価できるという

ことでございます。 

 運営費交付金債務が発生することについて、第３期の中期目標において対応策が明示され

ている点も評価できるということでございます。 

 それから、自己収入、外部資金の導入については、政策に資するための研究機関というこ

とで、その手段、範囲には自ずと制約がかかるということでございます。効率的な運営によ

って生じた余剰金をもっと研究所の目的に利用するために、インセンティブとして利用する

ような方策が適切であって、そのほうが政府資金全体の効率的配分という点からもふさわし

いのではないかという御提案も頂いております。 

 簡単ですが、中期目標については以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 この点について、ＲＩＥＴＩのほうから何かコメントはありますか。よろしいですか。 

○中島理事長  ありません。 

○小野分科会長  それでは、ここから先は委員で審議をするということにさせていただき

ます。 
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○中島理事長  よろしく御審議をお願いいたします。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

     （経済産業研究所退室） 

 それでは、皆さんから評価を頂いたものを御紹介しながら進めたいと思います。 

○坂本企画調査官  縦紙の資料をごらんください。コメントは先ほど御紹介をしたとおり

です。 

○小野分科会長  まず、平成２２年度のコメントの一覧ですが、業務の効率化ということ

で皆さんから御意見を頂いています。私が「Ａ」、小笠原先生と古城先生が「Ｂ」というこ

とになっています。 

 総論のマネジメントに関するところは、私が「Ａ」で、小笠原先生と古城先生からはコメ

ントだけ頂いています。 

 業務・システムの最適化は、私が「Ａ」で、コメントは以下のとおりです。 

 内部統制、官民競争入札等の活用、入札・契約に関する事項、役職員の給与等に関する事

項、ここは御議論のあるところだと思います。私だけ「ＡＡ」をつけていますので、ここが

少し影響して全体について「Ａ」という評価をしたということです。 

 業務の効率化のところの論点は、過去３年間はずっと「Ｂ」評価で、今回どうするかとい

う御議論ですが、論点は、一つは、人件費総額が基準年比１７.５％下がっているというこ

とがどの程度評価できるのかということと、分室を移転して４割削減したと。しかし、それ

は定常のことなのだといってしまえばそれまでで、これは比較のしようがないのですけれど

も、業務の効率化ということに相当寄与しているとは思うのです。財務内容の改善にも寄与

していると思うのですが、それをどの程度のレベルとして評価するのかということ。 

 また、逆の面では、平成２２年度の事務技術職員のラスパイラス指数は９３．３％と割に

低くて、地域・学歴を勘案すると７８．１％という数字でしたけれども、研究員のラスパイ

ラス指数は１２４．１％ということで高いと。人数は７人ぐらいなのですが、研究員だけみ

ると、ほかの独法よりも高いということなのですけれども、それは限定的な雇用期間だとい

うことで、退職金を支給しないということがＲＩＥＴＩの特色になっています。 

 ですから、業務の効率化の論点は、この程度は通常のことなのかどうか、ということだと

思うのです。 

 それで、もしデータがあれば教えてほしいのですが、人件費総額が１７.５％下がったと

いうことは、他の独法に比べてどうなのだろうという、そこを比較したデータはありますか。 
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○島田係長  閣議決定に基づく削減目標では、６年間で６％以上の効率化義務づけられて

います。ただ、他の独立行政法人の人件費削減実績については、手元にありません。 

○小野分科会長  それがもし飛び抜けて優れているのなら、「Ａ」評価にしてもいいので

ないですか。１７.５％というと、我々の常識からすると大幅にやっている。民間でいえば、

通常なら赤字になったら１年間だけ２割ぐらい給与をカットするようなことをやるのです

が、それに類するぐらいのことをやっているということだと、相当なレベルでやっているな

と思ったものですから、私は「ＡＡ」とさせていただいたのですが、その辺はいかがですか。 

○小笠原委員  基準年というのは、中期目標期間の当初ということですか。 

○島田係長  平成１７年度が基準年になっています。それは全独立行政法人共通です。 

○小野分科会長  小笠原さんの「Ｂ」評価という意見にのっとれば、去年もそのくらいや

っていた。去年は１６.８％だったので、去年も「Ｂ」だから、今年も「Ｂ」でいいともい

えるんですよ。でも、全体の１７.５％というのは、５年間なら５年間で相当大きな数字に

なっている。 

○小笠原委員  中期目標期間評価は今回の単年度分を入れて自動的に計算するのですか。 

○坂本企画調査官  原則はそうですが、客観的な理由が付せれば、特段の事情を反映でき

ることとなっております。 

○小笠原委員  なるほど。というのは、５年前というのは、どういうわけか分からないん

ですけれども、評価に波があって、どうしてもここは「Ｂ」じゃないといけないみたいな時

期と、ここはなるべくＰＲして「Ａ」という年があって、発射台が低かったような気がしま

す。その後に出てくる国民の質のサービスという問題と業務の効率化というのは、別の議論

ではないと思っていまして、それなりに業務刷新ができていれば質の高いサービスというこ

とに繋がってくるので、５か年は５か年で総合評価して「Ａ」というのも考えられると思い

ます。 

○小野分科会長  どういう論点で評価をするかというときに、人件費削減というのは結構

大きなテーマだけれども、結果が、年々１％下げなさい、６％下げればいいみたいな、１７

％だと３倍。こういうことであれば、本当は評価してもいいんじゃないかという気もします。

各独法もみんな同じ出発点だと、同じレベルから出発するとすれば、ＲＩＥＴＩはよく頑張

っているといってもいいと思います。 

 構造的に、雇用期間が限定されている契約体系に基づいているからここまでできるので、

逆に、ほかの独法はそんなことは多分できない。そうすると、ＲＩＥＴＩの評価ポイントと
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いうのは、こういうところは評価しておくことが、全体のバランスからすると、いいことな

のではないかと思います。 

 古城先生、御意見はいかがですか。 

○古城委員  私も、ここはすごく迷ったところです。つまり、これまでの評価だと、多分

同じように「Ｂ」になってしまうのですね。それで、他の独法との比較というのは、頂いた

資料だけではわからないので何ともいえないのですけれども、要するに、減らしながらも、

かなりいいサービスのパフォーマンスが出ているのです。ですから、小笠原先生がおっしゃ

ったように、それをしながらも維持しているというのは、この最後の年にかなりカットして

いても、かなりいい成果を出しているので、両方を考えると、きちんとやっていると評価で

きるのです。基準がそういうことで来ているので、迷ったのですけれども「Ｂ」にしました。 

○小野分科会長  「ベースは「Ｂ」です」ということですね。 

○古城委員  そうです。削減を随分しているのに、サービスのほうがある程度頑張ってい

るとなると、こちらはかなりやり繰りしながらやっているということなので。 

○小野分科会長  同じことは、財務内容のところで、６.５億円の国庫納入したのがあり

ますが、これをどう評価するのか。財務省流にいえば、ちゃんと予算を消化しなさいと、残

しちゃ駄目よという中で、６億も残して、なおかつアウトプットは出して、よくやってる。

むしろ、今回、６．５億円残ったのは、大規模なプロジェクトを政権交代の影響でスタート

しなかった。みんな控えめにやった結果、こうなったということだと思うのです。 

 しかし、論文も出ているし、本も出ているし、経済産業省の中の評価も高くて、「Ｂ」だ

ったのが「Ａ」になってきている。逆にいうと、その頑張った分を、次の中期で、これから

大震災の復興を迎えて、少し大きなプロジェクトを走らせてもらいたい。 

 そのためには、返納金を４分の１ぐらいは戻して使わせてくれ。そういうことを評価の中

に入れてもよいのでないかと思います。 

○小笠原委員  本当は目的積立金の制度があるので、それを使って、財務省と交渉して、

４分の１といわず全額でもそうすればいいのですが、制度上は自己収入ではないものについ

ては国庫返納しなければいけないとなっています。「編纂事業が延びましたから」とか、「こ

このシステムは中期計画の中で」というようなお話をエクスキューズでいただいていたので、

「普通評価です」という話なのですが、最後、５年たち返納するときには、「すばらしかっ

たんだ」として、この５年間の中期期間で評価するというのはあると思います。 

○小野分科会長  最終年度だけは各５年間分も勘案して評価する。よって、財務内容ある
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いは効率化というところにそれを評価として与えて。だから、かつては「Ｂ・Ａ・Ａ・Ｂ」

とか「Ｂ・Ａ・Ａ・Ｃ」とかというときがあったと思うのですが、その「Ｂ」のところが「Ａ」

になってもトータルは変わらないのだけれども、どこを評価したかという意味では、人件費

の問題とか返納金の問題とかというのを評価して、しかも研究の質は落ちていない。そこを

評価するという意味で、コメントをつけられると良いと思うのです。 

○坂本企画調査官  ２つやり方があり、年度ごとの評価は年度ごとの評価でこれまでどお

りやり、中期の評価は、５年間の単純平均でない総合評価の形も理由を付せばできるという

ことになっていますので、今おっしゃられたようなことを最終年度として評価する。 

○小野分科会長  そういう意味では、さっきの人件費総額の削減率とか、国庫返納金の６．

５億円というものはどの程度なのと。ＲＩＥＴＩからすると、１５億円の予算の中の６．５

億円、平成２２年度は１２億円だったわけだから、半分ぐらい余らせたみたいな形になって

いる。でも、それが他の独法と比べてどうかです。 

○島田係長  国庫返納金まではわからないと思うのですが、総人件費の削減状況は公表さ

れています。 

○小野分科会長  ５年前には外部諮問委員会はなかったわけですから、透明度は高めてき

ている。それから、コンサルティングフェローをつくって、経済産業省の人間が研究所に入

り込みやすくしているということは、やり方としては評価できるのではないかと思うのです。

そういうものを評価しましたということが、他の独法にも聞こえていくことが好ましいとは

思います。 

 政策研究大学院大学などは、余ったお金を積立ててます。今年の４月から私はその経営諮

問委員として、話を聞かせてもらっているんですが、結構貯められる仕組みにはなっていま

す。 

○小笠原委員  大学は可能です。 

○古城委員  研究的なところはそういう仕組みがないと、なかなか新しいことをスタート

させることはできないと思うのです。 

○小野分科会長  大きなプロジェクトをスタートしにくいですよね。 

○古城委員  さっきおっしゃったように、ＲＩＥＴＩは専任の研究員の人が少なくて、し

かも任期付きで回しているということですが、その長所と短所があって、長所のところに、

今のように非常に削減しながらも高いパフォーマンスを得るような形。だから個人の給与は

ある程度高くても仕方ないということで、そういう仕組みでうまく動かしているのが、ここ
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の非常に工夫しているところだと思います。 

 大学もそうですけれども、ずっと固定されると良いことも悪いこともあります。 

○小野分科会長  両方あるのですよ。任期付きと長期雇用の人と半分ずつ、できればそれ

を時々シャッフルして、刺激が与えられるようにするということなのだと思うのです。 

 だから、長期雇用の人も自分たちも長期雇用じゃなくて外へ行ったほうが良いというのだ

ったら外へ行って稼いでくる。そのように研究者自身もなると思うので、このＲＩＥＴＩの

仕組みというのは、大事にしたいと思います。 

 ということで、論点としては、サービスの質の向上の①と②は「Ａ」評価でいいというこ

とにしましょう。ですから、業務の効率化と財務内容のところをどの程度にするかというこ

とで御議論いただくということだと思うのですが。 

 今、古城先生がいわれたように、両方ともバランスをとりながら、こういう仕組みがある

ということを、業務効率化のほうに評価ポイントとして入れさせていただければ、積極的な

評価ができるとは思います。 

 資料の８ページの財務内容のところで、総合評価のコメントのところは、返納金６.５億

円というのを私は非常に高く評価をして、「ＡＡ」をつけているんです。古城先生は中期を

超えて改善されたということで「Ａ」をつけられて、小笠原先生は通常の財務管理とのご意

見です。 

○小野分科会長  これは意図してやってきたことではないのだけれども、アウトプットは

全部達成していて、なおかつ、いろいろな意味での効率化というのがじわっときいている。

そういう意味では、筋肉質になった。日本経済に例えれば、いつの間にか円高でも十分やれ

るような体質になってきた。本当は１００円欲しいところが、何とか８５円ぐらいでも対応

できる。本人は気がつかないのだけれども筋肉質になってきた。そういう評価ができます。 

○小笠原委員  ６．５億円以上の国庫返納になって、本来、目的積立金というのが使える

のだったらそちらの話なので、現状はやむを得ないなというトーンにしていました。５年間

の中期の結果としては、よかったと思います。 

○小野分科会長  ここは、国庫返納金についての評価というのは、ルールが余りないのか

もしれませんね。 

○小笠原委員  ないです。 

○小野分科会長  そんなのは当たり前といえば当たり前なのかもしれないです。企業経営

としては、剰余金をつくると「よかったな」といえますが。 
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○小笠原委員  目的積立金だったら確実にいいという判断ですね。国庫返納は、効率化と

か収入獲得がなったから、ただ余剰としてオートマティックに返すという話なのですが、

RIETI は、すばらしい取り組みの結果で返しているのです。 

○小野分科会長  そこはいいましょう。 

○坂本企画調査官  さっき御説明した件ですが、まず経済産業省所管の独立行政法人の人

件費削減割合ですけれども、基準年比で平均して１４.９％です。 

○小笠原委員  それは経済産業省所管の独立行政法人だけですか。 

○島田係長  はい、経済産業省が所管する１１法人のうち、人件費削減を目標としている

９法人の平均削減割合です。 

○小野分科会長  そうしたら、１７.５％というのは突出していない。 

 そうすると、業務の効率化のところは、私は「Ａ」にしていますけれども、皆さんに合わ

せる。それで、財務内容のところは、６．５億円を返納している。これはほかの独法もやっ

ていないだろうから、これも考慮し「Ａ」にして、そして親委員会で議論してもらう。  

ですから、親委員会には「Ａ」で、財務内容のほうを６億円返上したというのを評価して出

しましょう。 

  あと、もう一つ御議論をいただきたいのは、通商産業政策史の編纂が遅れたことでない

ですか。これはどう評価するのか。 

 古城先生、これはどう考えたらいいですか。 

○古城委員   私は、この通商産業政策史というのは、すごく地味ですけれども、個人的

には是非ともやっておくべき事業だと思っているんです。前に刊行したものがあるのですが、

それ以降の年代はないんです。日本の通商史とか産業史とか、そういうものをきっちり把握

して、研究的にもきちんとしたものを残しておく必要性がすごくあると思います。ですから、

これは遅れても、非常に重要なものであると思います。単に過去にあったことを記念誌的に

やっているというものではないので、時間がかかってしょうがないということはあると思う

のです。 

○小笠原委員  普通のプロジェクトマネジメントの中で納期管理するような内容ではな

いと思うのです。もともとは、起こったことについて振り返って、より精度の高い正しい史

観をもって行うという意味です。ですから、本当のプロジェクトマネジメント上の納期管理

というよりは、ナレッジマネジメント上でどのように管理するかで、納期は劣後してもナリ

ッジがちゃんとたまっていればいいというように、哲学をもっていただいた結果だと思いま
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す。 

○小野分科会長  記録に残すことは物すごく大事だと思います。そして、研究者として、

あるいは、ほかの国にこういうシステムを教えてあげるとかというときには、非常に役には

立つ。 

○古城委員  そうですね。つまり、日本で何が起こったかと、例えば中国なども日本がど

ういうふうにしていたかとか関心がありますし、研究者の人も、日本の間のどういうふうに

評価しているかというのはすごく知りたいようで、そういうことのオフィシャルなものがな

いので、それはすごく重要だと思うのです。 

○小野分科会長  それでは、コメントを頂いたところは整理をして親委員会に渡すとして、

［Ｂ・Ａ・Ａ・Ａ］ということで２２年度はやる。中期のものは５年分の累積値として、特

記すべきものをコメントするということで、よろしいでしょうか。 

○両委員  はい。 

○坂本企画調査官  規程上は、参考資料２「経済産業省所管独立行政法人の業務実績評価

の基本方針」をみていただきますと、２．中期目標に係る業務の実績に関する評価のところ

の（３）評価方法ですが、「中期目標期間評価の評定は、評価項目ごとに当該中期目標期間

内の年度評価結果を平均し、年度評価と同様の方式で総合評価を算定することを基本とし、

アウトカムの実現・進捗状況や中期目標期間全体の視点で行った評価結果等を踏まえ、これ

を反映すべき特段の事情があるときは客観的理由を付して行う。」ということで、規定上は、

先ほどおっしゃられたような加点は可能ですが、説明責任は重くなるようでございます。 

○小野分科会長  よろしいでしょうか。 

○両委員  はい。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

○坂本企画調査官  それでは、確認をさせていただきますと、平成２２年度についての評

価は、業務運営の効率化が［Ｂ］、サービスの質の向上の①調査及び研究業務が［Ａ］、②

政策提言・普及業務等が「Ａ」、財務内容も「Ａ」ということで、先ほどの基本方針に照ら

して平均をさせていただきますと、第２期中期目標期間の評価については、平成２２年度の

評価と同様に、「Ｂ・Ａ・Ａ・Ａ」、そして総合評価が「Ａ」。平成２２年度も総合評価が

「Ａ」です。 

○小野分科会長  では、以上のとおりとさせて頂きます。ありがとうございました。 

                                 ──了──  


