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＜経済産業政策との連携強化＞ 
●経済産業政策の重点的な視点に沿った研究 
●関係課室との恒常的な対話等による経済産業省

のニーズ把握 

役割を達成するための具体的な事業計画と指標の設定 
 

 

 

 

 

 

ＲＩＥＴＩに期待される役割 

今後５年程度を見越した経済産業政策の重点的な視点 

＜他機関等との連携拡大・強化＞ 
●海外研究機関等との連携強化 
●産業界との連携拡大 
●研究プロジェクトの新陳代謝促進 

中 

期 

目 

標 

 

 

 

 

 

①世界の成長を取り込む視点 
②新たな成長分野を切り拓く視点 
③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 

＜経済産業政策との連携強化＞ 
●上記３つの視点に沿った調査・研究にリソース

の大部分を充てる 
●研究プロジェクトの立ち上げの際に、経済産業

政策とのリンケージについて研究計画上明らか
にする 

●研究遂行のあらゆる段階で政策関係者との交
流を活発に行うなど政策ニーズの把握と反映に
努める 

・経済産業省による事後評価の満足度…２／３以上 
・ＨＰからの研究論文のダウンロード件数…平均１本あたり年間４，４００件以上 
・外部レビューによる学術的水準…上位１／３以上 
・白書、審議会等への活用件数…１００件以上（５年間） 

＜戦略的な広報・政策提言＞ 
●経済産業省に対する効果的なインプット 
●国際的な発信の強化 
●産業界やマスメディア等に対するＰＲ 

 

＜他機関等との連携拡大・強化＞ 
●海外研究機関等との共同研究や人的交流等を

更に活発化させる 
●課題意識の把握や定期的な意見交換等、経済

界との対話を促進させつつ研究を実施する 
●研究プロジェクトは固定的なものとせず、研究

テーマの設定・変更に応じて、専門分野の研究
者を機動的、弾力的に採用・編成する 

＜戦略的な広報・政策提言＞ 
●ノンテクニカルサマリーの充実や政策当

局に対する成果報告会の実施 
●シンポジウム等について海外の研究機

関との共同開催の実施 
●産業界や内外のマスメディア等に対す

る積極的な情報発信 

＜客観的・中立的な政策研究、効果的な政策提言＞ 

＜客観的・中立的な政策研究、効果的な政策提言＞ 

●外部諮問委員会を設置し、研究の中間段階においても、進捗状況、効率性、施策への反映度等を検証
し、必要に応じて研究プロジェクトの改廃等を含めた事業の刷新を行う等、常に高水準での研究体制を
維持するためのチェック体制を導入 

●欧米の同種のデータベースとの連結や比較可能性の確保、アジア各国等との連携を意識したデータ
ベースの構築 

・シンポジウム・BBLの満足度…２／３以上 
・書籍…２０冊以上（５年間） 
・論文数…４２０件以上（５年間） 
・シンポジウム・セミナー開催数 
             …３０件以上（５年間） 
・BBL開催数…２５０件以上（５年間） 
・ニュースレター…月３回以上 
・広報物…年５回以上 
・HPヒット件数…年８０万件以上 
・外国語による論文数、シンポジウムに参加

する海外の識者の数等の合計 
             …５００件以上（５年間） 

 
 

中 

期 

計 

画 

第三期計画期間：２０１１～２０１５年度 

RIETIの第三期中期計画(概要) 
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第三期研究プロジェクトについて 

研究プログラム（第三期） ■研究プロジェクトの設置 
 

 研究は各研究プログラムの下にテーマ別に設置する「プロジェク
ト」を基本とする。このプロジェクト卖位には、研究人材と政策実務
者の双方が参加。 
 

－プロジェクトの設置期間は各プロジェクトの性格によっても異なり
うるが、１年間ないし２年間を標準的な期間とする。長い設置期間
を設定した場合にあっても、尐なくとも毎年１本以上の研究論文を
まとめることを原則とする。 

 

－研究プロジェクトは固定的なものとせず、研究テーマの設定・変
更に応じて、専門分野の研究者を機動的、弾力的に採用・編成す
る。 

■多段階のプロセス 
 

 研究のクオリティを確保し、議論、研鑚を行う場として、原則として、
下図のような多段階の検討会の実施等による研究マネージメントプ
ロセスを採用し、議論を深めていくことに注力する。 

プロジェクト 開始 完了 

〈研究の深化〉 〈研究の深化〉 〈成果普及〉 〈研究プロジェクト
の立ち上げ〉 

研究プロジェクト 

 

中間報告 

 

 
研究論文検討会 

 

（DP検討会) 

 

 

 

 
最終報告 

 

シンポジウム、ディ
スカッションペー

パー  公表、出版 

 
研究テーマ検討会 

 

（ブレイン・ストーミ
ングワークショップ） 

研 究 会 

大学・産業界・行政関係者が多数参加 行政官が参加 

RIETI第3期（2011～2015年度）の研究について 
 

1..日本経済を成長軌道に乗せるためのグランドデザインを理論面から支える。 

2..下記の研究プログラムを設定し、経済産業政策の重点的な視点に沿って研究を推
進。 

 ・政策の企画・立案への一層の貢献。経済産業省との連携強化。 

 ・シンクタンクとしての国際的評価の向上。海外研究機関との連携の拡大。 

 ・産業界、マスメディアへの研究成果の広報の強化。 
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第三期研究プロジェクトの概観 

国際化する企業のR&Dイノベーション、国際技術移転、雇用、産業集積及び国際的な貿易投
資ルール（WTO、RTA）に関して実証面、法制度面からの研究を行う。 

貿易投資 

国際貿易とマクロ、国際金融、マクロファイナンス、企業の為替リスク管理、コーポレートファイ
ナンスなどにまたがる分野における研究を行う。 

 

国際マクロ 

市場メカニズムを通じた国内および国際的な地域システムの形成、企業の集積のメカニズム、
経済成長と都市化の関連等を理論実証両面から研究を行う。 

 

地域経済 

知的財産制度のあり方、知識移転と人材移動、産学連携、技術標準、イノベーションに関する
外部連携、イノベーションを促進する企業組織産業組織等について分析する。 

技術とイノベーション 

 

日本および東アジア諸国について、産業企業の生産性とその決定要因を計測し、生産性向上
政策の研究を行う。 

産業企業生産性向上 

環境・資源・エネルギー政策、競争政策、農政改革等も視野に入れつつ、新規需要の果たす役
割にも留意して、新しい産業政策の在り方等について研究を行う。 

新しい産業政策 

社会保障と税制を一体とした改革の方向性、環境税と省エネ投資補助金の適切な組み合わせ、
大震災からの復興、サードセクターを含む新しい公共のあり方等について研究を行う。 

 

社会保障税財政 

20世紀末の日本の経済社会とその通商産業政策を考察するにあたって、1980年から2000年
を中心とした通産政策を振り返り、評価を行うもの。 

政策史政策評価 

 

上記の分野にとどまらない領域や複合分野についての研究を行うもの。 特定研究 

労働者のインセンティブや能力を高めるような労働市場制度のあり方やライフサイクル全体の
視点からの人的資本人材力強化の方策について研究を行う。 

人的資本 

http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program/pg-09/index.html
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第三期研究プロジェクトの概観 

 2011年度中に立ち上がったプロジェクトは、58本。 
プログラム名 プログラム名

責任PD名 責任PD名

〈担当D／C〉 〈担当D／C〉

貿易投資 ○若杉FF、
戸堂FF 日本経済の創生と貿易・直接投資の研究 新しい産業政策
○若杉FF、
戸堂FF

日本経済の創生と貿易・直接投資の研究

若杉PD ○川瀬FF 現代国際通商システムの総合的研究 大橋PD ○川瀬FF 現代国際通商システムの総合的研究

○小寺FF 国際投資法の現代的課題 ○小寺FF 国際投資法の現代的課題

○冨浦FF 我が国における貿易政策への支持に関する実証的分析 ○冨浦FF 我が国における貿易政策への支持に関する実証的分析

○石川FF グローバル経済における技術に関する経済分析 ○石川FF グローバル経済における技術に関する経済分析

○中富SF 今後の通商システムとガバナンスについてのケーススタディーと方向性の検討 ○中富SF 今後の通商システムとガバナンスについてのケーススタディーと方向性の検討

国際マクロ ○伊藤（隆）FF 為替レートのパススルーに関する研究 ○伊藤（隆）FF 為替レートのパススルーに関する研究

伊藤PD ○小川FF 通貨バスケットに関する研究 人的資本 ○鶴ＳＦ 労働市場制度改革

○小林SF 財政再建などを中心としたマクロ経済政策に関する研究 鶴PD 　　労働と行動経済学

○渡辺FF 日本の長期デフレ：原因と政策的含意 　　労働法制改革

○祝迫FF 輸出と日本経済：2000年代の経験をどう理解するか？ 　　企業レベルの雇用実証分析

○ソーベックSF East Asian Production Networks and Global Imbalances ○川口ＦＦ 企業内人的資源配分メカニズムの経済分析

地域経済 ○浜口FF
グローバル化と災害リスク下で成長を持続する日本の経済空間構造とサプライ
チェーンに関する研究

○西村ＦＦ 活力ある日本経済社会の構築のための基礎的研究：複雑系の観点から

浜口PD ○田渕FF 都市の成長と空間構造に関する理論と実証 ○赤井FF
財政的な統一視点（財政制約下の最適資源配分）からみた教育財政ガバナン
ス・システムの構築

○森FF
経済集積の形成とその空間パターンにおける秩序の創発：理論・実証研究の枠
組と地域経済政策への応用

○一條ＦＦ アジアにおけるビジネス・人材戦略研究

○中西SF 地域活性化システムの研究 社会保障・税財政 ○深尾（光）FＦ 経済成長を損なわない財政再建策の検討

○奥村FF 東日本大震災に学ぶ頑健な地域経済の構築に関する研究 深尾（光）PD ○市村FＦ 社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学

○中村（良）FF 持続可能な地域づくり：新たな産業集積と機能の分担 ○楡井FF 法人課税制度の政策評価

技術とイノベーション ○長岡ＦＦ イノベーション過程とその制度インフラのマイクロデータによる研究 政策史・政策評価 ○尾高ＦＦ 政策史総論

長岡PD ○青木FF イノベーションへの標準政策 武田PD ○武田ＦＦ 政策史各論(通商、機情他）

○元橋ＦＦ オープン・イノベーションの国際比較に関する実証分析 ○橘川FF 原子力安全・保安院政策史

○高橋FF 起業活動に影響を与える要因の国際比較分析 特定研究 ○吉野ＦＦ
中小企業の審査とアジアにおけるCRD中小企業データベースの構築による中小
企業・成長セクターへの資金提供

○井上FF
優れた中小企業（Excellent SMEs）の経営戦略と
外部環境との相互作用に関する研究

○植杉FF 効率的な企業金融・企業間ネットワークのあり方を考える研究会

産業・企業生産性向上 ○深尾（京）ＦＦ 東アジア産業生産性（JIP,CIP) ○佐分利ＣＦ
イノベーションと経済成長に関する調査研究
（京大との共同研究）

深尾（京）PD ○宮川ＦＦ 日本における無形資産の研究 ○宮島ＦＦ
企業統治分析のフロンティア・日本企業の競争力の回復に向けて：企業統治・
組織・戦略選択とパフォーマンス

○徳井FF 地域別生産性DBの構築と東日本大震災後の経済構造変化 ○鶴ＳＦ 組織と制度の経済分析

○伊藤（恵）FF 東アジア企業生産性 ○戒能Ｆ 次世代エネルギー統計及び需給動向分析システムの研究開発

○権FF サービス産業生産性 ○戒能Ｆ 気候変動枠組条約下での温室効果ガス削減事業を巡る国際動向調査

○清田FF 我が国の企業間生産性格差の規定要因 ○冨田C、小西Ｆ RIETIデータ整備プロジェクト

○小西F 経済変動の需要要因と供給要因への分解 ○後ＦＦ 日本におけるサードセクターの経営実態と公共サービス改革に関する調査研究

　（注１）科研費による研究プロジェクトは上の表には含めていない。 ○松田Ｆ SNSを用いたネットワークの経済分析

　（注２）研究内容によってプロジェクトが属するプログラムの分類変更がありうる。

　（注３）今後、プロジェクト追加がありうる（経済産業省からの希望テーマを含む）。

プロジェクト・リーダー
研究プロジェクト名

※BSWS前のプロジェクトについてはPJで予定する研究テーマ
プロジェクト・リーダー

研究プロジェクト名
※BSWS前のプロジェクトについてはPJで予定する研究テーマ



（１）東日本大震災の影響と復興に関連する研究①～⑤ 

   〈地域経済Ｐ, 産業・企業生産性Ｐ, 貿易投資Ｐ, 特定研究〉 

 

（２）社会保障・税制改革に関連する研究 

   〈新しい産業政策Ｐ, 社会保障・税財政Ｐ〉 

 

（３）円高・為替レート変動に関する研究①、② 

   〈国際マクロＰ〉 

 

（４）生産性データベース構築と実証分析 

   〈産業・企業生産性Ｐほか〉 

 

（５）産業政策に関連する実証研究①、② 

   〈新しい産業政策Ｐ, 社会保障・税財政Ｐ〉 
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2011年度研究成果の紹介(例示) 



(１)東日本大震災の影響と復興に関連する研究① 

Fujita, Masahisa and Nobuaki Hamaguchi (2011), “Japan and Economic 

Integration in East Asia: Post-disaster scenario,” Discussion Paper, 11-E-

079. 

 東日本大震災後に顕在化したサプライチェーン断絶リスクに着目し、空間経済学の視点
から今後の競争力維持に向けた課題を考察。 

 産業空洞化対策には選択と集中の視点が重要。日本が比較優位を持たない産業やアク
ティビティは積極的にアジアに分散するとともに、逆に強みを持つものは国内で集積の強
化、海外企業の投資を積極的に誘致することが重要。 

 大都市部では知的資源の集積・知識のスピルオーバーを促進するような政策、地方部で
は中間財・素材の生産を中心とする産業集積を維持する政策を提言。 
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(１)東日本大震災の影響と復興に関連する研究② 

植杉威一郎他 (2012), 「大震災と企業行動のダイナミクス」, Policy 
Discussion Paper, 12-P-001. 

 阪神・淡路大震災の被災地において企業が受けた被害と回復過程（①存続・倒産、②立地
移転、③設備投資）について約９万社の個別企業データを用いて分析するとともに、東日本
大震災への含意を整理。 

 被災地金融機関と取引関係にあった被災地企業において、震災後の倒産確率が有意に上
昇し、また、設備投資の増加が抑制されたことを指摘。 

 

徳井丞次他 (2012), 「東日本大震災の経済的影響－過去の災害との比較、
サプライチェーンの寸断効果、電力供給制約の影響」, Policy Discussion 
Paper, 12-P-004. 

 東日本大震災の経済的影響について、①経済的被害額を、阪神淡路大震災及び世界の大
災害の被害と比較。②産業別被害額の大きさを推計した上で、それによって生じたサプライ
チェーン途絶効果の大きさを、地域間産業連関表で推計。③福島第一原発の事故に伴う短
期的な電力制約や電力価格上昇が、国内経済に与える影響を分析。 

 サプライチェーン途絶による間接被害を「減災」する上で、サプライチェーンの供給元を2 地
域に分散させることにより間接被害を5 分の1 に軽減することが可能。 

 原子力発電を火力発電で代替した場合、長期的に発電コストは7.8％上昇、経済全体で
▲0.2％付加価値額が低下。近畿や四国では影響が大きく、中部や中国では影響が小さい。 
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(１)東日本大震災の影響と復興に関連する研究③ 

Schnell, Molly K. and David E. Weinstein (2012), “Evaluating the Economic 

Response to Japan's Earthquake,” Policy Discussion Paper, 12-P-003. 

 阪神・淡路大震災と東日本大震災の経済的影響を比較。東日本大震災は工業生産への影
響が深刻で長期的。財政支出や個人消費の差はほとんどないが、震災後のエネルギー供
給に相当な差異。 

 エネルギー供給量の大幅かつ継続的な落ち込みは、部品などの供給途絶の状況を悪化さ
せ、また、今後長期にわたって復興を遅らせる可能性。 

 化石燃料への依存を高めれば、大気汚染の悪化による死亡の増加や疾病率の上昇につ
ながる可能性。 
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(１)東日本大震災の影響と復興に関連する研究④ 

Morikawa, Masayuki (2011), “Population Density and Efficiency in Energy 

Consumption: An empirical analysis of service establishments,” Discussion 

Paper, 11-E-058. 

 福島第一原発事故により省エネの必要性が一層高まったことを踏まえ、先行研究がほと
んどないサービス事業所のエネルギー効率性について、「エネルギー消費統計」の事業所
レベルの個票データを用いて分析。 

 事業所が立地する都市の人口密度が2倍だとエネルギー消費効率が12%程度高く、都市

の集積を阻害する規制の緩和や都市中心部のインフラ整備の必要性を指摘。被災地に
おけるコンパクトな街づくりの重要性を示唆。 

 

Sato, Hitoshi (2012), “Electricity Supply Constraints and Industrial 

Specialization: A Neoclassical Approach” Discussion Paper. [近刊] 

 電力供給制約が日本の競争力・産業構造に与える影響を収入関数アプローチで試算。
OECD15か国、製造業12業種、1990～2008年のパネルデータを使用。 

 電力供給の減尐が産業構造に及ぼす影響は量的には大きくないが、電気機械、輸送機
械、一般機械等の比較優位を弱める方向に作用。 
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(１)東日本大震災の影響と復興に関連する研究⑤ 

宇单山 卓 (2012), 「応急仮設住宅の建設と被災者の支援：阪神・淡路大震
災のケースを中心に」, Discussion Paper. [近刊] 

 東日本大震災を契機に恒久的な制度としての導入が検討されている「みなし仮設住宅」（
一種の家賃補助）について、阪神・淡路大震災の経験に基づき、その効果と問題点を考
察。 

 現物での応急仮設住宅の建設・供与は、過大供給、被災者間の利害調整、居住地選択
の制限、過大な財政負担等の問題。こうした問題点は、現金による家賃補助という形態に
することで改善が可能。 

 ただし、現金による家賃補助には、住居移動の容易さというメリットと被災地の人口減尐と
いうトレードオフ。 

 

以上のほか、３プロジェクトが共同で実施した「東日本大震災による企業の
被災に関するアンケート調査」、馬奈木ＦＦの「日本の電力消費に関するア
ンケート」の回収が終わったところであり、それらの集計・分析を実施中。ま
た、澤田FFによるタイ洪水を踏まえた災害の研究が開始。 
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(２)社会保障・税制改革に関連する研究 

Cashin, David and Takashi Unayama (2012), “The Intertemporal 
Substitution and Income Effects of a VAT Rate Increase: Evidence from 
Japan,” Discussion Paper, 11-E-045. 
 1997年に消費税が3%から5%に変更された際の世帯の支出データ（「家計調査」の個票デ

ータ）により、消費税の引き上げが消費に与える影響を計測。消費税の引き上げがもたら
した所得効果はゼロと有意に異ならなかった。 

 本論文は、社会保障に関する集中検討会議（「社会保障・税一体改革の論点に関する研
究報告書」（2011.5））で引用。 

※ このほか、消費税の所得分配上の影響に関するＤＰが近刊予定（Cashin, David and   
Takashi Unayama (2012), “Short-Run Distributional Effects of VAT Rate Change.”） 

 

Okumura, Tsunao and Emiko Usui (2011), “Effect of Pension Reform on 
Pension-Benefit Expectations and Savings Decisions in Japan,” Discussion 
Paper, 11-E-065. 
 「くらしと健康の調査」（JSTAR）の個票データにより、公的年金制度と貯蓄行動の関係を

分析。年金制度の将来について不安が強い人ほど、より多く貯蓄する傾向があることを確
認。 

※ JSTARを用いた分析として、ほかにOshio (2011), Ichimura and Shimizutani (2011)等。 
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(３)円高・為替レート変動に関する研究① 

Sato, Kiyotaka, Junko Shimizu, Nagendra Shrestha, and Shajuan Zhang 

(2012), “The Construction and Analysis of Industry-Specific Effective 

Exchange Rates in Japan,” Discussion Paper. [近刊] 

 円高が大きな問題となっているが、産業によって輸出先国には違いがあるため、卖純な円ド
ル・レートや全産業の実効為替レートでは競争力への影響を的確に把握できない。 

 このため、産業別に円の実効為替レートを日次で作成し、RIETIのウェブサイトで日々更新、

経済産業省等の政策現場で活用されつつある。このデータの作成方法について解説すると
ともに、実効為替レートが企業業績に及ぼす影響を分析。 

 産業別の実効為替レートは、その産業の企業の株式収益率に影響。特に、輸送機械、一般
機械で為替レートの強い影響。リーマン・ショック後に為替の株価への影響が増大。 
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RIETI作成 

「日本の産業別名目実効為替レート・データベース」 

（ http://www.rieti.go.jp/users/eeri/ ） 

http://www.rieti.go.jp/users/eeri/


(３)円高・為替レート変動に関する研究② 

Thorbecke, Willem (2012), “The Short and Long Run Effects of Exchange 

Rate Changes on the Japanese Electronics Industry,” Discussion Paper. [近刊] 

 為替レート変動が日本の電子機械産業に及ぼす短期的・長期的な影響を、東アジアの生
産ネットワークとの関係に注目して分析。 

 情報通信機器は円高を輸出先国通貨建て価格にほとんど転嫁できておらず、また、10％の
円高は輸出数量を長期的に約▲10％減尐させる影響度。2007年以降の円高は電子産業
の収益を大きく圧迫。 

 

Thorbecke, Willem (2012), “Investigating China's Disaggregated Processed 

Exports: Evidence that the RMB matters,” Discussion Paper, 12-E-003. 

Thorbecke, Willem and Gordon Smith (2012), “Are Chinese Imports 

Sensitive to Exchange Rate Changes?” Discussion Paper, 12-E-007. 

 中国の輸出・輸入の為替レートに対する感応度を計測し、人民元切り上げが中国貿易黒字
の源泉である加工輸出品全体への影響、輸入の増加を通じて中国経済のバランスを回復
させることを指摘。 
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(４)生産性データベース構築と実証分析 

産業・企業の生産性に関する研究は、深尾京司PD傘下の各プロジェクトを中心に
精力的に続けられている。 
 深尾 京司・権 赫旭 (2011), 「日本経済成長の源泉はどこにあるのか：ミクロデータによる実証分析」, Discussion Paper, 11-J-

045. 

 Kawakami, Atsushi, Tsutomu Miyagawa, and Miho Takizawa (2011), “Revisiting Productivity Differences and Firm Turnover: 
Evidence from product-based TFP measures in the Japanese manufacturing industries,” Discussion Paper, 11-E-064. 

 Ito, Keiko (2011), “Entry of Foreign Multinational Firms and Productivity Growth of Domestic Firms: The case of Japanese 

firms,” Discussion Paper, 11-E-063.   ほか多数。 

 

2011年11月、日本の産業別生産性データベースの最新版「JIP2011」を公開。 

2012年3月、中国の産業別生産性データベース「CIP」の公開を開始。 
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(５)産業政策に関連する実証研究① 

Kobayashi, Yohei (2011), “Effect of R&D Tax Credits for Small and 
Medium-sized Enterprises in Japan: Evidence from firm-level data,” 
Discussion Paper, 11-E-066. 

 「中小企業実態基本調査」のミクロデータを用いて、中小企業技術基盤強化税制に基づく
中小企業R&D減税の効果を定量的に分析。 

 R&D減税は中小企業のR&D投資を129%増加させる効果を持っており、中小企業に対す
るR&D減税は、R&D投資を拡大させる上で大きな効果。 

 R&D減税の効果は流動性制約に直面している（外部からの資金調達が難しい）企業ほど
大きい。 

 

Kasahara, Hiroyuki, Katsumi Shimotsu, and Michio Suzuki (2011), “How 
Much Do R&D Tax Credits Affect R&D Expenditures? Japanese tax credit 
reform in 2003,” Discussion Paper, 11-E-072. 
 2003年の研究開発税制改正が企業のR&D投資に与えた影響を、「企業活動基本調査」

の個票データを用いて推計。 

 税制改正による実効R&D税額控除率の変化は、R&D投資に対して正の効果があり、
R&D投資の実効R&D税額控除率に対する弾性値は2.3と大きい。 

 税額控除の効果は、債務残高の大きい企業に対してより強く作用。 
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(５)産業政策に関連する実証研究② 

Morikawa, Masayuki (2012), “Stock Options and Productivity: An empirical 

analysis of Japanese firms, “ Discussion Paper, 12-E-011. 

 ストックオプションと生産性の関係について、「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて
分析。 

 ストックオプションの採用は企業の生産性、研究開発集約度に対して正の効果。 

 1990年代後半の商法改正によるストックオプション解禁及びその後の制度改正（経済産業
省が強力に推進）が、日本企業のリスクテーキングや生産性向上に貢献したことを示唆。 

 

大橋弘・遠山祐太 (2012), 「現代・起亜自動車の合併に関する定量的評価」, 

Discussion Paper. [近刊] 

 現代自動車と起亜自動車の合併（1998年）が韓国国内市場及び輸出市場に与えた影響に
ついて、輸出を考慮したモデルを構造推定・シミュレーション分析。 

 この合併により、合併企業の限界費用は▲8.4％低下。国内価格はわずかに0.6％上昇し、
輸出は2.3倍に大幅増加。韓国全体としての経済厚生は輸出拡大により増加。 

 イノベーション、グローバル化が重要となる中、消費者余剰を基準とした合併規制には限界
があることを示唆。 
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ファカルティフェロー(FF)※  
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 2012年3月末時点で在籍するFFは、46名。 

※大学に在籍しながら経済産業研究所の研究に従事する研究員 

N o. 所属先 N o. 所属先

1 青木　玲子 あおき　れいこ 一橋大学経済研究所　教授 24 小寺　彰 こてら　あきら 東京大学大学院総合文化研究科　教授

2 青山　秀明 あおやま　ひであき 京都大学大学院理学研究科　教授 25 高橋　徳行 たかはし　のりゆき 武蔵大学経済学部経営学科　教授

3 赤井　伸郎 あかい　のぶお 大阪大学大学院国際公共政策研究科　教授 26 武田　晴人 たけだ　はるひと 東京大学大学院経済学研究科　教授

4 石川　城太 いしかわ　じょうた 一橋大学大学院経済学研究科　教授 27 田渕　隆俊 たぶち　たかとし 東京大学大学院経済学研究科　教授

5 一條  和生 いちじょう　かずお 一橋大学大学院国際企業戦略研究科　教授 28 徳井　丞次 とくい　じょうじ 信州大学経済学部　教授

6 市村　英彦 いちむら　ひでひこ
東京大学公共政策大学院

東京大学大学院経済学研究科　教授
29 戸堂　康之 とどう　やすゆき 東京大学大学院新領域創成科学研究科　教授

7 伊藤　恵子 いとう　けいこ 専修大学経済学部　准教授 30 冨浦　英一 とみうら　えいいち 横浜国立大学経済学部・大学院国際社会科学研究科　教授

8 伊藤　隆敏 いとう　たかとし 東京大学大学院経済学研究科　教授 31 長岡　貞男 ながおか　さだお 一橋大学イノベーション研究センター　教授

9 井上　達彦 いのうえ　たつひこ 早稲田大学商学学術院　教授 32 中村　良平 なかむら　りょうへい 岡山大学経済学部　教授

10 祝迫　得夫 いわいさこ　とくお
一橋大学経済研究所　教授

（H 24.1.1付け）
33 西村　和雄 にしむら　かずお 京都大学経済研究所　特任教授

11 植杉　威一郎 うえすぎ　いいちろう 一橋大学経済研究所　准教授 34 八田　達夫 はった　たつお 学習院大学経済学部　客員研究員

12 後　房雄 うしろ　ふさお 名古屋大学大学院法学研究科　教授 35 浜口  伸明 はまぐち　のぶあき 神戸大学経済経営研究所　教授

13 宇南山　卓 うなやま　たかし 神戸大学大学院経済学研究科　准教授 36 深尾　京司 ふかお　きょうじ 一橋大学経済研究所　教授

14 大橋　弘 おおはし　ひろし 東京大学大学院経済学研究科　准教授 37 深尾　光洋 ふかお　みつひろ 慶應義塾大学商学部・商学研究科　教授

15 小川　英治 おがわ　えいじ 一橋大学大学院商学研究科　教授 38 馬奈木　俊介 まなぎ　しゅんすけ 東北大学大学院環境科学研究科　准教授

16 奥村　誠 おくむら　まこと 東北大学東北アジア研究センター　教授 39 宮川　努 みやがわ　つとむ 学習院大学経済学部　教授

17 尾高　煌之助 おだか　こうのすけ 一橋大学名誉教授/法政大学名誉教授 40 宮島　英昭 みやじま　ひであき 早稲田大学商学学術院　教授

18 川口　大司 かわぐち　だいじ 一橋大学大学院経済学研究科　准教授 41 元橋　一之 もとはし　かずゆき 東京大学大学院工学系研究科　教授

19 川瀬　剛志 かわせ　つよし 上智大学法学部　教授 42 森　知也 もり　ともや 京都大学経済研究所　教授

20 川濱　昇 かわはま　のぼる 京都大学大学院法学研究科　教授 43 吉川　洋 よしかわ　ひろし 東京大学大学院経済学研究科　教授

21 橘川　武郎 きっかわ　たけお 一橋大学大学院商学研究科　教授 44 吉野　直行 よしの　なおゆき 慶応義塾大学経済学部　教授

22 清田　耕造 きよた　こうぞう 横浜国立大学国際社会科学研究科・経営学部  准教授 45 若杉　隆平 わかすぎ　りゅうへい 京都大学経済研究所　教授

23 権　赫旭 クォン　ヒョック　ウック 日本大学経済学部　准教授 46 渡辺　努 わたなべ　つとむ 東京大学大学院経済学研究科　教授

フェロー名 フェロー名



研究成果① 

１．研究成果論文の発行数 
 2011年度のDiscussion Paper（以下、ＤＰ）、Policy Discussion Paper （以下、

ＰＤＰ）の発行数は、109本。 
第一期初年度（01年度・19本）、第二期初年度（06年度・90本）と比較して

論文数は高水準。また英語論文のウェートが増大している。 

ＲＩＥＴＩ ＤＰ・PDP発行数の推移 

（2012年3月末日現在） 

計画

期間 年度 日本語 英語 合計

2001年度 8 11 19

2002年度 23 20 43

2003年度 52 32 84

2004年度 38 38 76

2005年度 47 28 75

2006年度 51 39 90

2007年度 48 55 103

2008年度 73 40 113

2009年度 63 58 121

2010年度 111 89 200

Ⅲ 2011年度 46 63 109

－ 全期間合計 560 473 1,033

Ⅰ

Ⅱ
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２．研究成果論文の分野内訳 

研究成果② 
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2011年度に実施した調査 

 2011年度に実施した以下の調査を踏まえ、2012年度以降に研究を進展させる予定。 
 新たな試みとして、複数のプロジェクトが連携して調査を行った。 

1 日本の電力消費についてのアンケート 「大震災後の環境・エネルギー・資源戦略に関わる経済分析」

2
平成23年度「人的資本形成とワークライフバランスに関する企業・従業員
調査」

「労働市場制度改革」

3 平成23年度「組織と人材に関するインタビュー調査」 「日本企業における無形資産の研究」

4 平成23年度「くらしと健康の調査（第3回）」（足立区・金沢市） 「社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学」

5 平成23年度「くらしと健康の調査（第1回）」（調布市） 「社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学」

「日本経済の創生と貿易・直接投資の研究」

「グローバル化と災害リスク下で成長を持続する日本の経済空間構
造とサプライチェーンに関する研究」

「持続可能な地域づくり：新たな産業集積と機能の分担」

7 平成23年度「企業経営と経済政策に関するアンケート調査」 「企業統治構造・人的資源管理と生産性に関する実証研究」

8 平成23年度「新商品・新サービスの開発についてのアンケート」 「オープンイノベーションの国際比較に関する実証研究」

9 平成23年度「日本経済と外国との貿易に関するアンケート」 「我が国における貿易政策への支持に関する実証的分析」

調査 プロジェクト

6 平成23年度「東日本大震災による企業の被災に関するアンケート調査」



研究成果の発信① 
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研究成果論文（DP・PDP）の総ダウンロード件数の推移 
 論文ストックの増加・研究蓄積の周知に伴い着実に増加 

（2012年3月末現在） 



研究成果の発信② 
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（2012年3月末現在） 

 RIETIウェブサイトアクセス件数 

  （トップページ http://www.rieti.go.jp/） 



研究成果の普及・広報① 
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シンポジウムによる発信 
 各プロジェクトの研究成果を広く世に問い、政策論議を活性化するためのひとつの手

段として公開の政策シンポジウムを2011年度中、6回開催し、延べ821人が参加。 
 研究員がプロジェクトの研究成果をプレゼンテーションするとともに、関連する政策実

務者、アカデミア、ジャーナリストを広く招聘してディスカッションを行うこと等により、研
究成果の広報のみならず、更なる改善につなげた。 

最近の政策シンポジウムの開催実績（開催はいずれも2011年内） 

・ 7月26日 RIETI特別セミナー「World KLEMSイニシアチブ」 

・ 7月29日 RIETI-RANDシンポジウム「高齢者パネルデータから学んだものは何か：くらしと健康の向上のために」 

・10月 7日 RIETI特別BBLセミナー「FSX摩擦とはなんだったのか：日米双方からの検証と教訓」 

・11月 7日 RIETI政策シンポジウム「東日本大震災後の産業競争力強化に向けて：産業界の取り組みと政策対応」 

・11月15日 RIETI政策シンポジウム「東日本大震災後の持続的経済成長に向けて：経済基盤再構築と政策対応」 

・12月 2日  RIETI政策シンポジウム「賃金・処遇改革と『ポスト3.11』の雇用・労働政策」 

柳澤 光美 経済産業大臣政務官（当時）による来賓挨拶 

（11/7） 
イイノホールにおけるシンポジウム開催の様子（11/7） 
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昼食時のセミナー（BBL）による活動 
 昼間の時間帯に、各界の講師を招いてセミナーを実施。無料。公開。 
 本セミナーを通じて、研究者・行政官・産業界相互の交流等に貢献。 
 2011年度中、60回開催。年間延べ5,418人が参加。 
 
第二期に招聘した講師の例とテーマ一覧 (肩書は当時) 

・菅野雅明 (JPモルガン証券株式会社 チーフエコノミスト)   ・野上義二 (（財）日本国際問題研究所 理事長兼所長)  ・坂根正弘 (コマツ 取締役会長)  

・徳生健太郎 (グーグル（株）アジア太平洋地域 地理製品開発本部長)  ・スリン・ピッスワン (ASEAN事務総長)  ・手嶋龍一 (外交ジャーナリスト・作家)   

・冨田哲郎 (東日本旅客鉄道（株）代表取締役副社長/総合企画本部長)  ・松山良一 (（独）国際観光振興機構 理事長/前 駐ボツワナ日本大使) 

・藤沢久美 (シンクタンク・ソフィアバンク 副代表)  ・石井詳悟 (国際通貨基金アジア太平洋地域事務所長)  ・原田 泰 (（株）大和総研 顧問)   

・原田泳幸 (日本マクドナルドホールディングス（株）代表取締役会長兼社長兼CEO)  ・ジョー・オリヴァー (カナダ連邦政府天然資源大臣) 

・石井詳悟 (国際通貨基金アジア太平洋地域事務所長)  ・平田竹男 (早稲田大学スポーツ科学研究科 教授/前 日本サッカー協会専務理事) 

・CAI Fang (中国社会科学院人口問題研究所所長)  ・ミカエル・パルムクイスト (イケア・ジャパン（株）代表取締役社長)  ・今野秀洋 (三菱商事（株）取締役)  

・杉内清信 (JXホールディングス（株）取締役 専務執行役員)  ・滝田洋一 (（株）日本経済新聞社 編集委員)  ・川井昭陽 (三菱航空機（株）取締役 副社長執行役員) 

No. 開催日 テーマ No. 開催日 テーマ

753 2012年3月23日 大洪水後のタイの経済 723 2011年10月14日 IKEA Japan: Our Journey

752 2012年3月14日 党大会を迎える中国経済の課題 722 2011年10月12日 Facebook、Twitter等ソーシャルメディア・スマートフォン時代のLean Startupと日本の変化

751 2012年3月13日 【通産政策史シリーズ】WTO知的財産システムの構築とその後の展開 721 2011年10月7日 FSX摩擦とはなんだったのか： 日米双方からの検証と教訓

750 2012年3月7日 経常赤字化の可能性と望ましい経済政策 720 2011年10月6日 【通産政策史シリーズ】資源エネルギー政策（1973-2010）

749 2012年3月2日 Dispute Settlement at the WTO : The views of a longtime panellist, negotiator, and committee chair 719 2011年10月4日 BOP(Base of the economic pyramid)ビジネス ～企業戦略と開発、双方の視点から

748 2012年2月28日 TPPの論点 - TPPお化けの正体と農業再生 718 2011年10月3日 将来の世界エネルギーシナリオ： 福島後のエネルギー戦略

747 2012年2月10日 2012年の世界情勢はどうなるか 717 2011年9月21日 天下大乱 ～日本の生き残り策

746 2012年2月7日 ダントツ経営： ～代を重ねるごとに強くなる会社～/～日本国籍グローバル企業に自信あり～ 716 2011年9月16日 都市のソーシャル・キャピタルとハッピネスを分析する -都市・新潟における新概念の可視化-

745 2012年2月1日 医療・介護が産業として成長するための条件 715 2011年9月14日 民間航空機開発のもうひとつの課題

744 2012年1月31日 ASEAN and Regional Integration 714 2011年9月12日 China’s Demographic Change and Implications for Rest of the World

743 2012年1月27日 イノベーションを支える8つの理念 713 2011年8月31日 非正規雇用改革 -日本の働き方をいかに変えるか

742 2012年1月26日 マクドナルドの経営改革 712 2011年7月22日 平成23年版通商白書 -震災を越え、グローバルな経済的ネットワークの再生強化に向けて

741 2012年1月18日 オリンパス・大王製紙事件から日本の企業統治の将来を考える 711 2011年7月21日 中国の第12回5ヵ年経済社会発展（2011-2015年）について

740 2011年12月21日 企業のパフォーマンスと女性の人材活用やWLB推進との関係： RIETIの企業調査分析から見えてきたこと 710 2011年7月12日 共用品という思想 -実践と考察

739 2011年12月20日 我が国のアフリカ外交について 709 2011年7月11日 2011年版中小企業白書 -震災からの復興と成長制約の克服

738 2011年12月13日 税制優遇私的年金（日本版IRA）の整備を 708 2011年7月6日 東日本大震災への対応と今後の課題

737 2011年12月7日 Standards, Platforms, and Public Policy 707 2011年6月30日 【通産政策史シリーズ】日本に商品先物取引市場は必要か?

736 2011年12月6日 China: Economic developments and outlook 706 2011年6月23日 Opening Japan - Comparisons with other G20 countries and lessons learned from international experience

735 2011年11月30日 インテリジェンス戦争の十年 -9・11テロから3・11事件へ- 705 2011年6月16日 【通産政策史シリーズ】ナショナル・イノベーション・システムの変遷

734 2011年11月29日 日本経済の新たな胎動 704 2011年6月13日 【通産政策史シリーズ】地域小売商業政策の展開

733 2011年11月24日 【通産政策史シリーズ】組織性と市場性はどのように絡み合ったか ～鉄鋼政策の事例から～ 703 2011年6月10日 アラブ諸国の社会変動と民主化

732 2011年11月17日 規制、基準関係の最新のWTO案件（貿易の技術的障害に関する協定・TBT協定） 702 2011年6月9日 JXグループにおける震災の影響、対応、今後の課題

731 2011年11月11日 世界のエネルギー超大国としてのカナダの台頭 701 2011年6月6日 日本経済の主要政策課題 - 大停滞、格差、財政赤字と高齢化

730 2011年11月9日 ノルウェーと北欧諸国の電力自由化プロセス 700 2011年5月12日 関東大震災と産業復興 -自然災害と産業の空間分布変化

729 2011年11月8日 会計専門家からのメッセージ -大震災からの復興と発展に向けて- 699 2011年5月10日 震災対応とものづくり現場発の国家戦略

728 2011年11月1日 省エネルギー社会の実現がもたらす、環境・人・経済への貢献 698 2011年4月26日 IMFの世界経済見通し April 2011

727 2011年10月31日 ものづくり白書（2011年版） ～国際的な構造変化・震災危機に立ち向かう我が国ものづくり産業の事業戦略の再構築～ 697 2011年4月25日 過去の自然災害の教訓をどう生かすか? -東日本大震災後の経済復興と生活再建-

726 2011年10月21日 21世紀の隠れたチャンピオン -世界で活躍する中小企業の成長戦略 696 2011年4月21日 東日本大震災後の経済政策運営

725 2011年10月19日 世界経済と金融市場：今後の見通しと課題 失速する成長、上昇するリスク 695 2011年4月20日 復興を越えて -日本は再び奇跡の成長を成し遂げられるか?-

724 2011年10月17日 なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか? -スポーツビジネスの成長戦略と政策的視点から- 694 2011年4月7日 東北関東大震災からの経済復興の課題と提言： 復興財源を中心に

BBLの満足度：88％※ 

※2011年度開催のBBLに対するアンケート調査結果 
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 またRIETIの季刊の広報冊子であるRIETI Highlightについて、 
今年度も5冊（第35～39号）を作成配付した。 
37号については海外向けに英語版で作成した。 
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 2011年度における出版物：１１冊 
うち、通商産業政策史については４冊刊行 



掲載日 研究員名 肩書 タイトル

1 2011.12.01 鯉渕賢 中央大学准教授 「戦略的にドル建てを選択」

2 2011.11.30 山口一男
シカゴ大学教授
（経済産業研究所客員研究員）

「インセンティブ革新急げ」

3 2011.10.18 宇单山卓 神戸大学准教授 「消費増税、景気に影響軽微」

4 2011.09.29 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「有期雇用、賃金で補償を」

5 2011.09.01 浜口伸明
神戸大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「供給網、寸断リスク分散を」

6 2011.08.31 藤田昌久
経済産業研究所長
甲单大学教授

「脱国境・脱中央の実現を」

7 2011.08.30 川口大司 一橋大学准教授 「正社員の「入り口」拡大急げ」

8 2011.08.11 山本勲 慶應義塾大学准教授 「節電経済の追い風生かせ」

9 2011.03.30 藤田昌久
経済産業研究所長
甲单大学教授

「大震災と日本経済：産業集積の強み　守り抜け」

10 2011.01.18
宮島英昭

青木英孝

早稲大学教授
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）
千葉商科大学准教授

「上場企業の“分権化”を調査：事業組織の統治に課題」

11 2010.11.22 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「有期雇用改革に求められる方向：“量”削減より“質”の向上を」

12 2010.09.14
植杉威一郎
渡部和孝

経済産業研究所上席研究員
慶應義塾大学准教授

「中小企業金融―日本の特徴と問題点：低金利の貸し出しに集中」

13 2010.06.25 宮川努
学習院大学副学長
（経済産業研究所ﾌｧｶﾙﾃｨｰﾌｪﾛｰ）

「人材と技術の育成急げ」

14 2010.06.17 小林慶一郎 経済産業研究所上席研究員 「既得権層に資産課税を」

15 2010.05.11 鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員 「深刻化する雇用の二極化：“有期契約”長期化で埋めよ」

16 2010.02.15 小林慶一郎 経済産業研究所上席研究員 「制度改革、足並みそろえよ」

17 2010.01.25 吉野直行 慶應義塾大学教授 危機後の産業政策のあり方　企業の新陳代謝を軸に

18 2010.01.05 藤田昌久
経済産業研究所長
甲单大学教授

日本、アジアの「知のハブ」に

19 2009.07.29 戸堂康之 東京大学准教授 「日本経済　体質強化の方向」今こそ「内需より輸出」で

20 2009.07.03 清水谷諭 世界平和研究所主任研究員 「健康格差の議論深めよ」

21 2009.05.01 市村英彦 東京大学教授 「新統計法で政策分析精緻化へ“匿名データ”の活用急げ」

22 2009.04.20 尾崎雅彦 経済産業研究所　上席研究員 「日本版ｸﾞﾘｰﾝ･ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙの効果　技術優位性維持にも寄与」

日経新聞「経済教室」への掲載事例 

2011年度 

8本 

2010年度 

7本 

2009年度 

7本 
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ＤＲＣ（中国国務院発展研究中心）との研究交流 
• 2011年10月12日  国際合作局との間で、５年間の協力関係についてのAgreementを締結。 

  

欧州ＣＥＰＲ（Centre for Economic Policy Research / 英）との研究交流 
• 2012年3月29日 ワークショップをロンドンで開催。 
 タイトル：“International Finance and Corporate Finance: Japanese and European perspectives”  
• 2012年3月 VoxEU※との提携開始 

                                                   ※ CEPRが各コンソーシアム（フランス、イタリア、オランダ、日本等）とともに運営している政策ポータルサイト 

  

その他海外研究機関との交流 
• TIER（台湾経済研究院） / KIET（韓国産業研究院） 
 2011年11月22日 ワークショップをソウルで開催。 

  タイトル：“Small & Medium Enterprises: Issues and Policies” 
 

• NEAR（North East Asia Research / 韓国）/CASS（中国社会科学院） 
  2011年6月2日 第1回コンファレンスをソウルで開催。 
  タイトル：“A3 Triangle Initiative on Monetary and Financial Cooperation for Korea, China and Japan” 
  

その他特記事項 
• CFR(外交問題評議会 / 米)と協力に関するMOU締結。 
• RIETIウェブサイト「世界の視点から」コーナー寄稿件数の増加（H22年度：2件、H23年度10件） 



白書・報告書等での研究成果の引用（例）① 

 『通商白書2011』（経済産業省） 
 Ando, Mitsuyo and Fukunari Kimura (2011), “Globalizing Corporate Activities in East Asia 

and Impact on Domestic Operations: Further Evidence from Japanese Manufacturing Firms,” 
RIETI Discussion Paper, 11-E-034. 

 Hijzen, Alexander, Tomohiko Inui, and Yasuyuki Todo (2007), “The Effects of Multinational 
Production on Domestic Performance: Evidence from Japanese Firms,” RIETI Discussion 
Paper, 07-E-006. 

 戸堂康之 (2010), 『途上国化する日本』, 日本経済新聞出版社. 

 若杉隆平他 (2008), 「国際化する日本企業の実像：企業レベルデータに基づく分析」, RIETI 
Discussion Paper, 08-J-046. 

 深尾京司・伊藤恵子 (2001), 「自動車産業の生産性：『工業統計調査』個票データによる実証
分析」, RIETI Discussion Paper, 01-J-002. 

＊このほかRIETI-TIDデータベースを多数利用・引用。 

 

 『中小企業白書（2011年版）』 
 深尾京司、伊藤恵子 (2003), 「対日直接投資：事業所・企業統計調査個票データに基づく実

証分析」, RIETI Discussion Paper, 03-J-004. 

 森川正之 (2008), 「サービス業における需要変動と生産性：事業所データによる分析」, RIETI 
Discussion Paper, 08-J-042. 

 渡辺努・植杉威一郎 (2008), 『検証中小企業金融：「根拠なき通説」の実証分析』, 日本経済
新聞社. 

 

28 



白書・報告書等での研究成果の引用（例）② 

 『経済財政白書（平成23年度）』 
 宮島英昭・新田敬祐 (2011), 「株式所有構造の多様化とその帰結：株式持ち合いの解消・復

活と海外投資家の役割」, RIETI Discussion Paper, 11-J-011. 

 深尾京司・宮川努編 (2008), 『生産性と日本の経済成長』, 東京大学出版会. 

 宮川努・金榮愨 (2010), 「無形資産の計測と経済効果：マクロ・産業・企業レベルでの分析」, 
RIETI  Policy Discussion Paper, 10-P-014. 

 岡室博之・小林伸生 (2005), 「地域データによる開業率の決定要因分析」, RIETI Discussion 
Paper, 05-J-014. 

 川口大司・森悠子 (2009), 「最低賃金労働者の属性と最低賃金引き上げの雇用への影響」, 『
日本労働研究雑誌』, No.593.（原論文はRIETI Discussion Paper, 09-E-032.） 

 久米郁男 (2004), 「政治的課題としてのコーディネーション：調整型市場経済における労使関
係の変化」, RIETI Discussion Paper, 04-J-031. 
 

 『日本経済2011-2012』（内閣府） 
 伊藤隆敏・鯉渕賢・佐々木百合・佐藤清隆・清水順子・早川和伸・吉見太洋（2008）, 「貿易取

引通貨の選択と為替戦略：日系企業のケーススタディ」, RIETI Discussion Paper, 08-J-
009. 

 中村吉明、渋谷稔（1994）「空洞化現象とは何か」, 通商産業研究所『研究シリーズ』, No.23. 

 Ito, Takatoshi, et.al. (2010) “Why has the Yen Failed to Become a Dominant Invoicing 
Currency in Asia? A Firm-level Analysis of Japanese Exporters’ Invoicing Behavior.” NEBR 
Working Paper, No.16231.（原論文はRIETI Discussion Paper） 

 戒能一成（2007）「電力自由化はいかなる効果をもったか」, 八田達夫・田中誠編『規制改革
の経済分析電力自由化のケーススタディ』, 第１章、日本経済新聞出版社. 

 藤田昌久（2011）, 「日本再生・空間経済学の視点脱国境・脱中央の実現を」, 日本経済新聞. 
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白書・報告書等での研究成果の引用（例）③ 

社会保障に関する集中検討会議（社会保障・税一体改革の論点に関す
る研究報告書（2011.5）） 
 Cashin, David and Takashi Unayama (2011), “The Intertemporal Substitution and Income 

Effects of a VAT Rate Increase: Evidence from Japan,” RIETI Discussion Paper, 11-E-045. 

 

中小企業政策審議会・企業力強化部会（第一回配布資料） 
 若杉隆平他 (2008), 「国際化する日本企業の実像：企業レベルデータに基づく分析」, RIETI 

Discussion Paper, 08-J-046. 

 

OECD  Economic Surveys Japan (2011.4) 
 Takahashi, K. and S. Urata (2009), “On the Use of FTAs by Japanese Firms: Further Evidence”, 

RIETI Discussion Paper, 09-E-028. 

 Esteban-Pretel, J., R. Nakajima and R. Tanaka (2009), “Are Contingent Jobs Dead Ends or 
Stepping Stones to Regular Jobs? Evidence from a Structural Estimation”, RIETI Discussion 
Paper, 09-E-002. 

 Morikawa, Masayuki (2010), “Volatility, Nonstandard Employment, and Productivity: An 
Empirical Analysis Using Firm-Level Data”, RIETI Discussion Paper, 10-E-025. 

 Okudaira, H., Takizawa, M. and K. Tsuru (2008), “Does Employment Protection Lower 
Productivity,” RIETI Discussion Paper, 08-J-017. (in Japanese) 

 Tsuru, Kotaro (2010), “Reforming Fixed-term Worker Employment Practices at the Core of the 
Problem Surrounding Non-regular Workers”, Research Institute of Economy, Trade and 
Industry. 
 

 

 

 
 

 
30 



件数 金額 件数 金額 件数 金額

94.5% 79.5% 83.3% 74.9% 94.7% 97.7%

52 357 50 370 36 546

5.5% 20.7% 16.7% 25.1% 5.3% 2.3%

3 93 10 124 2 13

100% 100% 100% 100% 100% 100%

55 449 60 494 38 559

2011年度

合計

競争性のある契約

競争性のない随意契約

2009年度 2010年度

業務効率化の更なる進展 

(1)競争的な入札の推進 
 

①実績 
随契比率は、2011年度は5.3%（件数）、2.3%（金額）程度に低下する見込み。 
（2010年度は分室の移転等特殊要因もあり16.7％（件数）、25.1%（金額）であった） 

②官民競争入札の実施 

経済産業研究所データベース業務（JIPデータベース、RIETI-TID）の第二期官民競争

入札を実施。入力データの確認手法及び誤入力が生じた際の対処方法などの提案を
事業者に求めるなど、第一期の反省を踏まえ、より精度の高い業務実施に向けた契
約を締結した。 

（卖位：件、百万円 ／ 2012年1月末日現在） 
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③契約監視委員会 

契約監視委員会を2011年度も5月19日に開催。2010年度の契約内容及び契約方式の
状況について事務局から説明後、質疑が行われた。 

個別契約の仕様書の内容について、新規参入を阻害するような項目は無く、また公告
期間を長く取るなどの透明性確保の取り組みが評価された。 



(2)外部諮問委員会の開催 
 

 研究所の研究成果が学術的な理論や手法に裏打ちされた経済産業政策の立案に
関わる複眼的・補完的なものとして貢献していくため、これまでの事後評価の仕組み
に加え、事業実施段階において、研究の内容や成果等を定期的に評価していく仕組
みとして、2010年度末に様々な分野の外部有識者から構成される外部専門家委員
会を設置。2011年度から本格的に開催した。 

 

• 独立行政法人経済産業研究所 外部諮問委員会委員 

   ・芦田 昭充  株式会社商船三井 代表取締役会長 

   ・河合 正弘  アジア開発銀行研究所 所長 

   ・黒田 昌裕  東北公益文科大学 学長 

   ・橘木 俊詔  同志社大学経済学部 教授 

   ・福井 俊彦  一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 理事長 

   ・デール W. ジョルゲンソン ハーバード大学 教授 

   ・リチャード E. ボールドウィン 高等国際問題・開発研究所 教授 

 

• 開催実績 

   ・2011年 7月26日 ジョルゲンソン外部諮問委員との意見交換会 

   ・2011年12月 5日 第2回外部諮問委員会 

   ・2012年 1月25日 ボールドウィン外部諮問委員との意見交換会 

 

今後も年度中2回程度開催していく予定。 32 
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業務効率化の更なる進展 

(3)情報セキュリティ 
 

 ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の取り組み 
• 情報セキュリティに関する一連の取り組みが定着。 
• 2011年度も年末から年始にかけてISMS内部監査を実施するなどPDCAサイ

クルを繰り返すことにより、継続的な業務改善を実施。 
 
 

(4)内部統制の強化 
  

内部統制のPDCAサイクル化に向けた取り組み 
• ISMS内部監査時に、併せて内部統制に関するヒアリングを行い、所内のリ

スクの洗い出しを行った。 
• 事務局が回収した全77件のリスクについて、理事長自らが審査を行った。 
• 今後も引き続き、リスクの是正計画を立て、実施し、フォローアップを行い、

ISMSの取り組みと同様にPDCAサイクルを繰り返す。 
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