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○小野分科会長  それでは、第40回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会を開

催したいと思います。 

 今日は３つ議題がございまして、経済産業研究所の23年度の業務推進状況、それから役

員給与規程の変更、独立行政法人の改革という３つのテーマです。 

 最初の経済産業研究所の業務進捗状況は、経済産業研究所からご報告をお願いします。

それから、 (2)、 (3)は坂本企画調査官からご紹介していただくという段取りで進めたい

と思います。それでは、坂本企画調査官、お願い致します。 

○坂本企画調査官  本日はよろしくお願いします。経済産業省の経済社会政策室の坂本

でございます。 

 それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第に本日お配

りしている資料一覧がございますので、ご確認をお願いいたします。 

 １つ目の議題であります「ＲＩＥＴＩの活動状況について」ということで資料１、「２

つ目の議題、役員給与規程の変更について」、資料２と資料３、それから、最後の「独立

行政法人改革について」、資料４―１から４―４までお手元にお配りさせていただいてい

るかと思います。最後に、参考資料を１点、今後のスケジュールということで本日の資料

一式になっておりますので、もし不足等ございましたら教えていただければと思います。 

 それでは、まず、独立行政法人経済産業研究所の平成23年度の業務進捗状況について、

経済産業研究所から経過報告をしていただくこととしております。その後、こちらから、

先ほど会長からもご紹介いただきましたけれども、役員給与規程の変更と、今回の独立行

政法人改革についてご説明をさせていただきます。 

 なお、この会議につきましては議事録と議事要旨につきましては、独立行政法人評価委

員会運営規程の定めに従いまして、公開させていただくこととしておりますので、ご承知

おき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。資料の確認ということでございます。 

 それでは、早速一つ目の議題に入ります。経済産業研究所からの活動状況報告というこ

とでございます。最初に理事長からお願いします。 

○中島理事長  ＲＩＥＴＩの中島でございます。 

 今日はこれから経済産業研究所の評価の分科会を開いて、いろいろご議論いただくわけ

でございますけれども、私ども、諸情勢が大きく変わる中で、引き続き私どもの職責でご
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ざいます経済、金融等の分野における研究を進め、それと政策をつなぐということを一生

懸命やってきたつもりでございます。 

 おかげさまで、平成23年度につきましては目標を達成した状況でございますし、また、

平成24年度につきましても、引き続き私どもの職責を果たしていきたいと思っております

ので、今日はご審議、ご議論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  ありがとうございます。 

 それでは、藤田所長、よろしくお願いします。 

○藤田所長  藤田でございます。今日は本当に皆さん年度初めでお忙しいところ、わざ

わざ来ていただきまして、本当にありがとうございます。 

 この分科会、第３期の２年目の初めということで、１年目は目標にしておりますいろい

ろなルーチン的な活動、予定していた活動はある程度達成したと思いますけれども、決し

てそれで満足することなく、本当に今世の中が大きく変わっていくことを背景にしながら

研究も常に新たに見直しながら進めて行こうと思っております。 

 世の中が変化するのに後ろからついていくだけでなしに、世の中を先導するような形の

研究もどんどんやっていくという形で、常に新しい視点から研究全体をやっていきたいと

思っておりますので、今日は忌憚のないご意見を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。 

 それでは、森川副所長から詳細をよろしくお願いいたします。 

○森川副所長  それでは、資料１に基づきまして、私からこの１年間の活動について簡

単に報告させていただきます。 

 説明に入る前に、僭越ですけれども、ここに座っているスタッフに若干変更がありまし

たので、ご紹介したいと思います。 

 去年の夏から総務ディレクターの山城、それから研究調整ディレクターの中沢がおりま

したけれども、３月末日付で国際・広報担当の吉田ディレクターが本省の貿易管理課長に

異動になりまして、後任で上野ディレクターが着任しております。それから、コーディネ

ーターで冨田がおりましたけれども、彼も３月末で異動になりまして、その後任として小

田がコーディネーターとして着任しています。 

 それでは、資料に基づきまして説明いたします。この１年間の成果については、次回に

詳細なご報告をするということになっておりますが、今日はそのイントロということで、
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現時点で確定しているようなものについて紹介したいと思います。 

 １枚おめくりいただきますと、第３期の中期計画の概要です。これは繰り返すまでもご

ざいませんけれども、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、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つくる視点、こういう３つの視点に

沿って研究を進めなさいという経済産業大臣よりいただいた中期目標を踏まえてこの中期

計画を組んでいるところであります。 

 ２ページは、それを受けて作りました９つのプログラムについて書いてございますけれ

ども、詳細の説明は割愛させていただきます。 

 ３ページ目に、それぞれの研究プロジェクトの概観ということで、ごく簡単にどういう

性格のプログラムかということについて書いてありますけれども、これも詳細は省略させ

ていただきます。 

 ４ページに、実際に９つのプログラムの下にどういうプロジェクトが立ち上がったかと

いうのが一覧表の形で書いてございます。大体１つのプログラムにつきまして６、７本の

実際の研究プロジェクトが立ち上がっているということでございます。 

 恐縮ですが、この表の右一番上の新しい産業政策、大橋プログラムディレクターに担当

していただいていますけれども、この下に貿易投資関係のプロジェクトが記載してありま

して、差しかえたいと思いますが、大橋先生のプログラムの下にも６本のプロジェクトが

立っているということでありまして、合計しまして、ここに58本とありますが、57本のプ

ロジェクトが立ち上がっているということであります。 

 プロジェクトについては、従前から新陳代謝を図るべきだということをいろいろ言われ

てまいりました。この57本の新しいプロジェクトの中で、21本が新しいフェローがチーム

リーダーになっているものということでございまして、第３期に入ってプロジェクトリー

ダーという意味での新陳代謝も相当程度図られて、若手の研究者も多数登用したというこ

とが特徴でございます。 

 以下、実際の研究成果について例示的にご紹介したいと思います。５ページに目次を書

きましたけれども、プログラム単位でご説明するというのも１つのやり方ですが、ややト

ピックス的なものとして、５つのテーマに関し若干の研究成果をご紹介したいと思います。 

 ６ページ以下、何枚かにわたって、東日本大震災の影響と復興に関連する研究という研

究成果を示させていただいております。第３期が始まる直前に東日本大震災があって、こ

の１年間、もともとの中期計画では想定していなかった東日本大震災に関連する研究をた
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くさんやってまいりました。 

 １つ目が、藤田所長、それから濱口プログラムディレクターの概括的なディスカッショ

ンペーパーでありまして、具体的には、東日本大震災後に顕在化いたしましたサプライチ

ェーンの断絶リスクに着目して、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

整理したものでございます。 

 そして、その論文の中では、産業空洞化対策には選択と集中の視点が重要であるという

こと、日本が比較優位をも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、逆に強みをも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とい

うことが重要であるということを指摘しています。 

 また政策的には、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、一方、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

言したという論文でございます。 

 下の表にございますように、従来から集積力、分散力は日本固有のものがいろいろござ

いましたけれども、震災後にサプライチェーン分断リスク、電力問題という新たな分散力

が生まれたということを含めて理論的に整理したものでございます。 

 次の７ページでございますけれども、植杉ファカルティフェローほか大勢で書いたポリ

シーディスカッションペーパーで大震災と企業行動のダイナミクスというものがございま

す。こちらは阪神・淡路大震災の被災地で企業が受けた被害と、その後の回復の過程につ

いて、帝国データバンクの約９万社の個別企業のデータを使いまして分析して、そこから

東日本大震災へのインプリケーションを整理した論文であります。 

 特徴的な結果は、被災地の金融機関と取引関係にあった企業において、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ということを指摘しています。実

は全体として被災地の倒産率は高くなっていないのですけれども、被災地の金融機関と取

引関係にあった場合にこういった影響が顕著に出ているということで、災害後の金融支援

の重要性を示唆している論文です。 

 それから、徳井ファカルティフェローほかの東日本大震災の経済的影響の論文でござい

ますが、こちらは東日本大震災の経済的影響につきまして、経済的な被害額を阪神・淡路

大震災、世界の大災害、ハリケーン・カトリーナといったものと比較しています。また、

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、地域間産業連関表を使って推計しております。また、福島第一原発の事故に伴
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います電力制約、あるいは今後の電力価格の上昇が国内経済に与える影響について推計し

たものであります。 

 サプライチェーン途絶による間接被害を小さくする上で、供給元を２地域に分散させる

ことによって間接被害を５分の１に軽減することができるという定量的な結果を示してい

ます。 

 また、原子力発電を今後火力発電に代替した場合には、長期的に発電コストは 7.8％上

昇する。その結果、経済全体で 0.2％付加価値額、要はＧＤＰが低下するということ。そ

れから、地域的には近畿、四国で影響が大きく、中部や中国では影響が小さい。このよう

なことを指摘している論文でございます。 

 次に、８ページでございますが、これは海外の有名なコロンビア大学のワインシュタイ

ンほかが書いてくれたポリシーディスカッションペーパーでございます。 

 阪神・淡路大震災と東日本大震災の経済的な影響を比較いたしまして、東日本大震災は

工業生産への影響が深刻で長期的である。阪神・淡路に比べて影響が非常に大きい。それ

から、震災後の動向をみますと、財政支出や個人消費の差はほとんどないのだけれども、

エネルギー供給にこの２つの災害で大きな違いがあるということを指摘しています。 

 その上で、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、今後長期にわたって復興を遅らせる可能性があるということを指摘してい

ます。 

 また、今後日本が化石燃料への依存を高めますと、大気汚染の悪化で、仮に原発を石炭

火力に全部置きかえるということをしますと、年間15,000人以上の死亡の増加が見込まれ

るという推計をしておりまして、この下の論文からデータをとっております。データに基

づいてこういった点を指摘しているということでございます。 

 次に、９ページ、これは私が書きました論文ですけれども、福島第一原発事故で省エネ

の必要性が高くなったということを踏まえまして、これまでサービス事業所のエネルギー

効率について世界的にほとんど実証研究がなかったわけです。この点について分析いたし

まして、人口密度が２倍だとエネルギー消費効率が12％程度高いという分析結果を示しま

して、都市の集積を阻害する規制の緩和の重要性を指摘しますとともに、被災地における

コンパクトなまちづくりの重要性を示唆するものとなっています。 

 それから、ＲＩＥＴＩのＤＰ検討会を経たものとして、我々の佐藤研究員が、電力供給

制約が日本の競争力・産業構造に与える影響について、クロスカントリー、クロスインダ
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ストリーのデータを使って分析したものがございます。電力供給の減少が産業構造に及ぼ

す影響は量的には大きくないけれども、電気機械、輸送機械、一般機械といった産業の比

較優位を弱める方向に働くだろうという分析結果を示しておりまして、最近アップされま

した。 

 それから、10ページでございますけれども、宇南山ファカルティフェローが応急仮設住

宅の建設と被災者の支援に関しまして、阪神・淡路大震災の事例を参考に分析したもので

ございます。 

 実は、仮設住宅を一種の家賃補助という形で、既に空いている空き家に対して補助する

ということが今、緊急の措置として実施されていますけれども、そういったことがどうい

う効果をもつのかということについて検討したものでありまして、今、現物主義というこ

とで、現物の応急仮設住宅を建設・供与しているわけですが、これを続けますと、過大供

給、あるいは被災者が応急仮設住宅に住まないと支援が受けられないという問題があると

いうことで、現金による家賃補助という形態をとることで改善できるのではないかという

提案をしています。 

 ただ、他方で、現金で家賃補助をした場合には住宅の移動が容易になるというメリット

の反面で、被災地からほかのところに移っても補助が受けられるわけで、人口の移動が促

されると、一種のトレードオフがあるという点を指摘した論文でございます。 

 これ以外にも、既に３つのプロジェクトが共同で実施しましたアンケート調査、あるい

は馬奈木ファカルティフェローの電力消費についてのアンケート調査の回収が終わったと

ころでありまして、これらの集計・分析を実施中であります。また、災害に関しては、澤

田ファカルティフェローがタイの洪水災害を踏まえた災害の研究に着手するという段階に

なっておりまして、これからこういった実際の調査を踏まえた成果が出てくるということ

が期待されるところでございます。 

 11ページですが、社会保障・税制改革に関連する研究の中で、めぼしいものだけお話し

しますが、キャシンと宇奈山ファカルティフェローの論文でございまして、これは97年に

消費税が３％から５％に引き上げられたときの家計調査の個票データを使いまして、消費

税引き上げが消費に与える影響を分析したものでございます。分析結果は、消費税の引き

上げはもちろん維持、転換の代替効果をもったわけですけれども、所得効果はゼロと有意

に異ならなかったという結果を示しておりまして、社会保障に関する集中検討会議の報告

書で引用された成果となっております。 
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 また、ＪＳＴＡＲ、高齢者のパネル調査、くらしと健康の調査を使った分析も幾つか出

始めておりまして、ここに書きました奥村、臼井論文は、公的年金制度と貯蓄の関係につ

いて、年金制度の将来について不安が強いほどより多く貯蓄がある傾向があるといったこ

とを実証的に確認するものとなっております。 

 12ページ、円高・為替レート変動に関連する研究です。まず、佐藤さんほかの論文でご

ざいますけれども、これは日本の円の実効為替レートを毎日構築して発表するということ

をやり始めたものでございます。第３期１年目に公表を開始したデータベースでございま

す。 

 円高が大きな問題になっているわけですが、産業によって輸出先国はドル圏だけではな

いわけです。したがいまして、単純な円ドルレート、あるいは全産業ベースの実効為替レ

ートでは、必ずしも産業競争力への影響を正確に把握できないという問題が従来からあり

ました。 

 そこで、産業別に円の実効為替レートを日次で作成しまして、ＲＩＥＴＩのウエブサイ

トで日々更新しています。ご覧になったかもしれませんが、トップページの右側のほうに

毎日更新して載せています。これが今、経済産業省の政策現場でも活用されつつございま

す。この論文は、このデータの作成方法について解説し、あわせて、産業別の実効為替レ

ートが企業の業績に及ぼす影響について分析して、特に産業別の実効為替レートが企業の

株式収益率に影響をもっているということ、特に輸送機械、一般機械で為替の強い影響が

あるといったことを明らかにしたものでございます。 

 次のページに、為替関連で人民元について分析したものになりますが、第３期初年度、

2011年度に途中からソーベック上席研究員が我々のスタッフに加わりました。 

 彼の１つの論文は、為替レート変動が日本の電子機械産業に及ぼす影響について実証的

に分析したものでございまして、情報通信機械は円高を輸出先国通貨建て価格にほとんど

転嫁できていない。そして、10％の円高は輸出数量を10％減少させるという影響度で、20

07年以降の円高が電子産業の収益を大きく圧迫したということを示しています。 

 また、下にあります２本の論文はやはりソーベックの論文でございますけれども、これ

は中国の人民元について分析したものでございまして、人民元の切り上げが中国の貿易黒

字の源泉であります加工輸出品全体に影響する、あるいは輸入に影響するということを通

じて、人民元切り上げが中国経済のバランスを回復させる効果をもつということを実証的

に指摘したものでございます。 
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 14ページが生産性データベースでございます。この生産性データベースは従来からずっ

と続けているものでございますけれども、深尾京司プログラムディレクター傘下のプロジ

ェクトを中心にたくさんの論文がこの１年間も発表されております。 

 昨年11月にＪＩＰ2011というものを公開いたしました。また、今年に入って、この３月

に中国の産業別生産性データベースＣＩＰの公開を開始致しました。 

 15ページでございますけれども、産業政策に関する研究でございます。これも複数のプ

ロジェクトにまたがるものでございますけれども、小林コンサルティングフェロー、それ

から笠原さんほかの論文でございますが、これら２つの論文は、中小企業に対する研究開

発減税、大企業を含めた研究開発税制の効果を実証的に評価したものでございまして、産

業政策の実証的評価という性格をもつ論文でございます。いずれも、Ｒ＆Ｄ減税が研究開

発投資を増加させる上で非常に大きな効果をもったということを確認する結果になってご

ざいます。 

 それから16ページは、私自身の論文でございますけれども、経済産業省が1990年代の後

半から商法改正ですとかストックオプション税制の導入とか、企業法制についていろいろ

な努力をしてきたわけですが、それの有効性について、ストックオプションの採用が企業

の生産性、ＴＦＰを高める、あるいは研究開発集約度を高める効果をもっていたというこ

とを示す結果になってございます。 

 最後に、大橋プログラムディレクターが韓国のヒュンダイ、それから起亜自動車の合併

についての定量的評価、まだアップされておりませんが、既にディスカッションペーパー

の検討会を経たものでございまして、非常にインパクトのある論文でございます。 

 この合併が韓国の国内市場、輸出市場に与えた影響について構造モデルを推定するとい

う形で分析したものでございまして、この２社の合併によって合併企業のコストが大幅に

下がる。国内の価格は合併によってわずかに上昇したわけですが、輸出が非常に伸びてお

ります。そういったことで、結果として韓国全体としての経済構成は非常に大きく増加し

たという結果を示しておりまして、インプリケーションとしてはイノベーション、グロー

バル化が重要となる中で、消費者余剰を基準とした従来の合併規制にはさまざまな限界、

問題があるということを示唆するものとなっております。 

 以上、第３期の研究成果の一部についてご紹介させていただきました。 

 17ページ、ファカルティフェローの現在のメンバーが入っています。これは単にご参考

ですけれども、ファカルティフェローもかなり入れかわりました。記載にはございません
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が、内部フェローでは、従来10年間ここで研究してまいりました鶴上席研究員が３月末で

慶応大学に移りました。それから、若手の内野フェローが大東文化大学に移るということ

がございまして、３月末に２人抜けましたが、その後に齊藤有希子フェローが新しく４月

から入りました。また、非常勤ではございますけれども、オーストラリア国立大学の藤原

一平さん、河村さんという若手の方に非常勤のフェローとして入っていただくなど、常勤

の研究員についても新陳代謝を図っているところでございます。 

 18ページ以降、若干定量的なものでございますけれども、研究成果、ディスカッション

ペーパーの数ですが、2011年度はトータルで 109本という結果になってございます。日本

語と英語の内訳をみますと、日本語が46本で英語が63本ということで、今回は英語の論文

がかなり多くなっているというのが特徴であります。第３期が始まるに当たって、国際化

をもっと進めるようにというご指示をいただいていたところですけれども、論文の内訳か

らはそこに応えるものになっているのではないかと思います。 

 それから、先週ですけれども、たまたま世界のシンクタンクのランキングの新しいもの

が発表になりましたので、資料に記載はございませんが、紹介しますと、今、ＲＩＥＴＩ

は世界のシンクタンクで12番目という位置づけになっておりまして、この辺になるとさら

に上に行くのは難しいのですが、かなり高いところにきていると考えております。それか

ら、日本の大学を含む研究機関の中では東大経済学部、阪大社研に次いで第３位という評

価をいただいております。 

 １ページめくっていただきまして、19ページ、研究成果の論文の分野別の内訳を示した

ものです。上が１期、２期、10年間の累計でありまして、下が2011年度、この１年間の成

果でございます。論文がどのカテゴリーに属すかというのはやや恣意的なところがありま

すけれども、あえて大胆に分類するとこんなパターンになっています。 

 通商関係が２割程度で、これは従来のパターンと違いがありません。この１年間、論文

の数でやや多かったのが労働関係でありまして、３割近く労働関係の論文で、これは鶴Ｓ

Ｆが中心になっておりました非正規雇用の関係の論文が多数出たということがございます。

労働関係は、たしか小笠原委員から力を入れるようにということを去年伺ったと思います

けれども、かなり対応する結果になっていますが、これがコンスタントにこういった比率

になるということではないと思っています。一方で、マクロですとか産業・企業というカ

テゴリーの比率が従来の平均に比べると幾分低い状況です。 

 それから特徴的なのが、右から２つ目で立地、地域。これは藤田所長の専門分野でござ
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いますけれども、こういった分野の論文を書く人がＲＩＥＴＩに集まってきている。それ

から、従前そういった分野を対象にしていなかった研究者も、地域という視点を入れた論

文をかなり書くようになってきたということが背後にあると理解しています。 

 20ページは、2011年度に実施したアンケート調査をお示ししたものでございますけれど

も、これは大体集計、あるいはデータが出そろってきたというところで、これらの成果は

まだこの１年間には出ておりませんが、これからこのデータを使った分析が2012年度にＤ

Ｐとしてたくさん出てくるのではないかと思っております。 

 21ページがディスカッションペーパーの総ダウンロード件数の推移でございまして、こ

この一番右側が2011年度になりますけれども、前年比で22％ほど増加しています。従前か

ら申し上げていますけれども、この２年ぐらい、ノンテクニカルサマリーというのをつく

る努力をしておりまして、ノンテクニカルサマリーだけ読んでダウンロードしないという

人が増えるので、そういう意味ではダウンロードにはノンテクニカルサマリーをつくるこ

とは不利に働くわけですが、総ダウンロード数でみると、その影響は深刻には出ていない

ということかと理解しております。 

 22ページは、ウエブサイトトップページへのアクセス件数でございまして、日本語、英

語、中国語の合計は前年に比べて約９％ほど増えているということでございます。ただ、

赤い線で書きました英語のトップページアクセス数は横ばいないし微減という感じでござ

いますので、このあたりはやや課題が残るかなという感じもするところでございます。 

 23ページは、研究成果の普及・広報ということで、この１年間にやった政策シンポジウ

ムを６件ほど書いてございます。その中で、11月には東日本大震災後の産業競争力強化、

持続的経済成長に向けてという２つをシリーズで行いまして、柳澤現副大臣にもご登壇い

ただいたということがございました。 

 24ページにＢＢＬセミナーでございまして、この１年間で60回のＢＢＬセミナーを開催

いたしました。暫定的な集計結果でございますけれども、満足度88％と従来に比べて非常

に高い満足度になっています。中島理事長着任以来、日本マクドナルドの原田社長など産

業界の方をかなり大勢呼んでＢＢＬセミナーをやっており、これは非常に人気が高かった

ということも一因かと考えてございます。 

 25ページが書籍の出版でございます。2011年度において出版物合計11冊、下に表紙がか

いてございます。そのうちの４冊が「通商産業政策史」の刊行ということでございます。

「ＲＩＥＴＩ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ」につきましては、お手元に最新の号をお配りしてご



 

- 11 - 

ざいますけれども、今年度も５冊を作成いたしまして、１冊は英語版のものを作成してい

るところでございます。 

 26ページが日経、経済教室への掲載事例でございまして、2011年度は８本の文章が経済

教室に掲載されてございます。 

 27ページ、国際ネットワークの深化でございますけれども、中国の国務院発展研究セン

ター、ＤＲＣと研究協力をやってまいりましたが、昨年10月に５年間の協力関係について

新しいアグリーメントを締結いたしました。 

 それから、欧州のＣＥＰＲとの研究交流につきましては、つい最近、３月に中島理事長、

吉田ディレクター、それから３名のフェローが出張いたしまして、ロンドンでワークショ

ップを開催いたしました。国際金融とコーポレートファイナンスというテーマで実施した

ところでございます。 

 また、ＣＥＰＲとの間ではＶｏｘＥＵというブログみたいなサイトをもっていますけれ

ども、これについて提携を正式に開始いたしまして、ＶｏｘＥＵのほうにＲＩＥＴＩのコ

ンテンツが掲載されるということが始まったところでございます。 

 また、それ以外に、ＴＩＥＲ、台湾、韓国のＫＩＥＴと昨年11月にワークショップをソ

ウルで開催いたしました。また、韓国、中国の社会科学院とのＡ３ないしＧ15というミー

ティングもそれぞれソウルで開催したところでございます。この２つは回り持ちの開催に

なりますので、今年度は両方とも日本でやるという順番になってございます。 

 以下ちょっと省略いたしまして、28ページ以下が、第３期に新しい数値目標として導入

されたものが政府の白書や報告書で何本引用されたかというのを報告するようにというご

指示をいただいているわけでございます。この１年間で、現時点で確認できている範囲だ

け申し上げますけれども、通商白書、中小企業白書、それから29ページに経済財政白書、

内閣府の日本経済2011―2012、これはミニ経済白書といわれているものです。それから、

30ページに先ほども申しました社会保障に関する集中検討会議、あるいは中政審の資料、

ＯＥＣＤエコノミック・サーベイ・ジャパンでも５本ほど論文が引用されているというこ

とでございます。 

 実はこれ以外にも審議会の資料などに使われたものがたくさんあると思うのですけれど

も、恐らく全部捕捉するのは１ヵ月かけても難しいかもしれませんが、次回はこれよりも

う少し増えるかもしれないと思っております。 

 それから、31ページ以下が総務部門とマネジメント関係でございますが、業務効率化の



 

- 12 - 

さらなる進展ということで、随契の比率については件数、金額いずれでみても昨年度に比

べて低下しています。これはもちろん昨年は分室の移転という特殊要因があったことがご

ざいます。 

 それから、官民競争入札につきましては、第２期官民競争入札というものがございまし

て、着実に進めているところでございます。 

 また、契約監視委員会につきましても、昨年度も実施したところでございます。 

 32ページ、外部諮問委員会というものを設けることになっておりましたけれども、真ん

中辺にございますようなメンバーの方、国内、海外の諮問委員を含めまして外部諮問委員

会を設置いたしまして、下に書いてございますように、諮問委員会そのもののほかに、外

国の方は集まっていただくというのはなかなか難しいので、個別に意見を聴取するという

格好でやっているところでございます。 

 最後の33ページでございますけれども、業務効率化、情報セキュリティについてはＩＳ

ＭＳが定着してきています。 

 それから、内部統制のＰＤＣＡサイクル化に向けた取り組みに2011年度に初めて着手し

たところでございまして、ＩＳＭＳとあわせて内部統制に関してヒアリングを行いまして、

さまざまなリスクの洗い出しを行いました。77件のリスクについて理事長がみずから審査

を行いまして、今後も引き続きＰＤＣＡサイクルを回していくという予定になってござい

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した。 

 かなり多岐にわたっていい成果が上がっているというご報告であります。少し自由なご

討議をお願いしたいと思うのですけれども、ご質問がある場合、あるいはコメントがあり

ましたら、どうぞお願いいたします。古城先生、どうぞ。 

○古城委員  目標も達成されており、非常に立派な研究成果ではないかと思うのですけ

れども、最後の内部統制の強化のところでちょっと語句の意味がわからないので教えてい

ただきたいと思います。リスクが77件あって理事長みずからが審査を行ったということな

のですが、リスクという意味がちょっと理解できないので、ご説明お願い致します。 

○中島理事長  今まではＩＳＭＳで情報セキュリティに絡んで実際の情報機器の取り扱

い等、そういう点についてのリスクがあり得るべしということであれば、その所在を洗い

出してということをやってきたのですが、今回、内部統制でその洗い出しを情報に限らず
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業務全般に広げたということでございます。その洗い出し自身が、直接リスクの大きいも

のが出てくるということでは必ずしもございません。リスクにつながり得るような日常的

な業務の遂行の中で、担当者が見出した事象を全面的に自由に幅広に出してもらうという

ことを行い、それが77件あったということでございます。 

 従いまして、77件の中身自体は、決して重大なリスクにつながり得るようなものばかり

ということではありません。むしろ、それは極めてわずかでございまして、しかも現在そ

のリスクが表面化しているということではございません。それ以外の実際にはリスク等の

判定ができないものも含めて上がってきたところです。それにつきましてリスクの大小の

判断及び、大小にかかわらず適切と思われる方針を打ち出して対応する、これを行ったと

いうことでございます。 

 先ほど申し上げましたように、この内部統制につきましては、今後ともＰＤＣＡサイク

ルに乗せようということでございますので、77件が相応の形で対応できたかどうかという

ことを次に判断するということになると同時に、また新たな視点から、再度、毎年こうい

うリスク性のものというように私どもの職員が判断するものを全業務の中から洗い出して

継続していく、こういうことを意図しているということでございます。 

○小野分科会長  小笠原先生、いかがですか。 

○小笠原委員  私からは、４ページの研究プロジェクトの概観というところで、本当に

ざっくばらんにご説明いただきたいのですが、先ほどからのご説明ですと、ある意味では

テーマが非常に重くて、しかも緊急性が割と高いものがあったりとかして、どちらかとい

うと当初は予期していなかったものを新たに組みかえたということで、今回大変だったか

と思います。 

 一方、この58本のプロジェクトの中では、例えば、テーマがちょっと大き過ぎて、ある

いはそれについての抽出すべき情報量が予想以上に多くて、これは少し長期的に考えなけ

ればいけないとか、テーマとしては選んだものの、今実態が動き行く中で、どの時点で、

どの基準日で結論をしていいのかわからないテーマもあったのでしょうか。私、個人的に

は、政策史の中の原子力安全・保安院政策史というのは非常に大きなテーマであると感じ

ています。先ほどは立ち上げて成果を出されて、ものすごく評価のあるところだと思うの

ですが、現状、この５年間の中の１年間が終わった時点で、こういうところは非常に大変

だとか、ちょっと難しい話になってきているとか、そういったところがあれば、教えてく

ださい。 
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○森川副所長  これは2011年度中に立ち上がったということで、４月１日からヨーイド

ンで全部立ち上がったわけではなくて、現実には５月から秋ぐらいにかけて大部分のもの

が立ち上がって、ものによっては冬になってから立ち上がったものもこの中には入ってい

るわけです。ですから、これをプロジェクトごとにＤＰ何本出ているというと、まだ出て

いないものもございます。 

 ただ、この中で既に立ち上がったものについては、研究計画もきちんとした上で、それ

を審議してスタートしているので、何か困っているということは基本的にないのですけれ

ども、当初、立ち上げようとしてまだ立ち上がっていないものが何件かあったことは事実

です。そういう意味では、まだ表に入っていませんけれども、災害関係で、タイの洪水に

ついての澤田ファカルティフェローのプロジェクトは、まだ正式には立ち上がっていなか

ったかもしれません。あと、貿易投資の関係では、ＦＴＡに特化したような研究を１本考

えていたのですけれども、これは立ち上がっていないということがありますし、そういう

意味では、当初震災がある前に思い描いたものの中で残念ながらあきらめているものが何

本かあるというのは現状としてはございます。 

 それから、保安院の政策史は、原子力安全・保安院が環境省へ移行することに伴い、移

行する前にきちんと資料を整理しておいたほうが良いということがございまして、急遽、

橘川先生にお願いし、保安院から、設立以来の資料提供をはじめとして様々なご協力をい

ただきつつ、鋭意研究を行っているところです。 

○小笠原委員  本来立ち上げるべきテーマが立ち上がらない、本当に事業としてはすご

いリスクとしてあるのですが、何か組織の中でこのようにそういうものが最小化するよう

に働きかけていますとか、何かそのようなことはあるものなのですか。うまく最適化がで

きなかったことはございますか。 

○森川副所長  やや誤解を招いたかもしれませんが、例えば澤田先生のプロジェクトは、

第２期が終わるときに第３期が始まったら早々にやろうと思っていたのですが、たまたま

先生がサバティカルでバングラデシュに１年間行ってしまったという事情があって、それ

で事実上ここのプロジェクトとしてスタートするのが難しかったということで、ごく最近

まで遅れたというのはちょっと特殊なケースです。 

 あと何本か始められなかったのがありますけれども、基本的には、プログラムのディレ

クターがプライオリティーを置いてやっていきたいというものについては立ち上がったと

思いますので、そういう意味では、潜在的にやったほうがいいプロジェクトは山のように
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あるわけで、そういう中でプライオリティーづけをした結果としてこうなっているとご理

解いただけるとありがたいのです。 

○小笠原委員  あと、テーマと研究する方の関係はすごく緊密で、やはり代替的にはな

かなかなし得ないものですか。 

○森川副所長  テーマと人材が大体ほぼ一対一に対応してしまうケースが多いとは思う

のです。 

○中島理事長  内部統制との絡みでおっしゃった点に関してなのですが、今回の内部統

制自体は担当等による洗い出しということになります。 

 ただ、今おっしゃった研究プロジェクトとの関係でいえば、その中で出てきている、出

てきていないにかかわらず、やはり予算執行のむしろ大きな要となるところですので、そ

こは過不足なく適切に予算執行し、当然それが成果に結びつくということは大事ですので、

今までもやってきているところなのですが、その管理の体制をさらに精緻化しようとか、

あそこについてはきちんと漏れがないように折々定期的に私どもの期中でのチェックが入

るようにしようとか、そういう扱いを昨年度も通じて一段と強化しようということでやっ

てまいりました。これは内部統制にそういうのが出てくれば、当然ＰＤＣＡの枠の中でさ

らに強化していく所存ですし、それとは別途に今申し上げたような形でもやっております

ので、この点については従来もやってきたわけでございますが、従来以上にきちんとやろ

うということで力を入れているところであります。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 私から２つ３つお願いしたいのですけれども、１つは、18ページの研究成果の解説の中

で、研究機関のランキングというお話がありました。12番だと。 

○森川副所長  資料には入っておりませんが、その通りです。 

○小野分科会長  入っていないのは構わないのですけれども、日本の中では３位だとい

うので、まず、ＲＩＥＴＩは12番目で満足されているのでしょうか。満足されていないと

すると、何位を狙っておやりになるのでしょうか。それは５年後なら５年後にこのように

していきたいという目標なのでしょうか。ただ、評価の仕組みはよくわかりませんが、今

の評価の仕組みからすると、12番目がぎりぎりなのでしょうか。１つコメントしていただ

きたい。 

○森川副所長  率直にいいますと、これはＩＤＥＡＳというアメリカの機関が運営して

いる世界の経済学の研究成果を評価するものなのですけれども、やはり論文の数と、どれ
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だけ格の高いジャーナルに掲載されたか、それがどれだけ引用されたかというものを評価

する仕組みになっていますので、そういう意味では学術評価にかなり偏った性格のもので

あるということがございます。 

 そういう意味では、特に最近ＲＩＥＴＩは政策インパクトとかいろいろな要請がある中

で、学術だけにウエートを置いていくということはあり得ないと考えておりますので、今、

12のさらに上に行くのは率直にいって非常に難しいと考えています。威勢よくベストテン

といいたいところなのですけれども、11番目とか10番目との間には論文の引用とか何かの

数でまだかなり差がありますので、率直にいいますと12を維持するというのが限界かなと

いう感じがいたします。引用がものすごくされている海外の研究者を引き抜いてきてうち

の研究員にするということができれば別ですけれども、恐らくそれはあり得ないので、残

念ながら、これを何とか維持したいというのが正直な目標です。 

○小野分科会長  日本の中では東大と阪大が上にいっていると。 

○森川副所長  阪大の社研です。東大の経済学部がトップです。 

○小野分科会長  それは何位ぐらいになっているのですか。 

○森川副所長  私が申しましたのは世界のシンクタンク部門です。ですから、トップが

アメリカのＮＢＥＲで、２位がたしか、うちと共同研究をやっているＣＥＰＲだったかと

思いますけれども、ブルッキングスが６番目ぐらいになっています。ですから、ブルッキ

ングスは大変有名ですけれども、やはり政策志向ということもあって、学術評価ではＮＢ

ＥＲとか別のところのほうが高くなっているのだと思います。大学は大学でまた別のラン

キングの世界になっており、大学を含めた世界の中での順位を議論するのはどうかと私は

思いますので、シンクタンクという中で判断していくのがいいのではないかと思っていま

す。 

○小野分科会長  せっかくですから、何か結びつきを、目標感みたいなものを掲げるの

が良いのではないでしょうか。上位に入るというのはオリンピックに行くみたいな感じで、

外部に対しては非常にインパクトがあるではないですか。 

○森川副所長  我々も行革の議論のときなどはこれを使用しておりました。 

○小野分科会長  今後、産総研と統合されるわけですが、引き続き頑張っていただきた

い。 

○山城総務ディレクター  あとアジアではナンバーワンということです。 

○中島理事長  そこは私どもとしても認識しておりますので、今後ともしかるべき位置
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を維持できるように頑張っていきたいと思います。 

○小野分科会長  わかりやすいではないですか。 

 もう１つは、27ページのネットワークの深化というところなのですが、ヨーロッパと中

国はあり、台湾も韓国もあるが、米国が外交問題評議会だけですか。西海岸でも東海岸で

もいいのですが、もうちょっと連携をとってやれるようにしていただくのは、これも一つ

わかりやすい評価ということでもありましょうから、これからご検討いただいたらいかが

でしょうか。 

○藤田所長  先ほどのランキングの問題とアメリカとの関係ですけれども、１つは、私

自身は、ランキングを余り気にしておりません。後からついてくるものだ、そんなものか

というぐらいにしか思っていないのです。ただ、世の中からみたらランキングしかみない

人もいるかもしれませんので、その辺は今後戦略的に対応する必要があるかなということ

を感じております。 

○小野分科会長  存在感を外部の人に理解していただくにはそのようなことも必要があ

るでしょう。 

○藤田所長  ランクのつけ方に問題をつけてもしようがないのですけれども、これはす

べて米国が作っているわけで、英語圏でこれはもう圧倒的に有利なのですが、そういうこ

とをいってはいられないわけです。ただ、これがフットボールとかでみんな同じで、本当

に上に行くにはいい者を引き抜かなければいけない。私もペンシルベニア大学におりまし

て、ペンシルベニア大学で何千人といる教職員の中で一番いい給料をもらっているのはだ

れかといいますと、フットボールのコーチが断然高いのです。特に、テキサス大学とか、

すごい金を積んで、人を集めております。フットボールのコーチだけでなしに、お互いに

学者を引き抜くというのは、アメリカではしょっちゅうやっています。世界中から引き抜

いています。それに参戦できればいいのですけれども、我々独立行政法人が幾ら給料を出

すかというのは、世界のトップクラスの学者を引き抜こうとしたら、１けた違う給料しか

出せないという現実もありますが、可能な範囲で前向きに努力したいと思っております。

特に今、学者のソーベックさんとか、短期にいろいろな方に来てもらっていますけれども、

そういうのをもっとふやすとか、いろいろな工夫でＲＩＥＴＩの研究の多様性と活性化を

世界的な視野で増やすことができると思っております。 

 それから、アメリカとの連携関係ですけれども、ほかのところをみてもなかなか難しい

ようです。私が以前ペンシルベニア大学にいたとき、日本側からいろいろな連携というの
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で接近してきました。私はアメリカの大学側のほうだったのですが、アメリカはお金を大

学に納めて、大学の収入にするということを期待します。日本のある地方の研究機関が年

間 6,000万円近く納めますから、そちらから研究者を派遣してくださいという形で連携し

ていましたが、対等な関係がなかなか難しいです。そういう形ではなくて、アメリカとも

っと積極的に連携、交流する策を実現しなければいけないと思っています。今度、６月に

ペンシルベニア大学のウォートンスクールから７人ぐらいの教授陣が来るのですけれども、

理事長を初めとして、我々が積極的に懇談会を開いて連携の可能性などを探っていきたい

と思っております。それを含めて、今から努力目標として大いにやりたいと思っておりま

す。 

○森川副所長  ペンシルベニア大学が来るときは、経産省からも審議官に参加していた

だくことになっています。 

○小野分科会長  外国から呼んでくる人に給料が払える仕組みをＲＩＥＴＩがもってい

ないとお支払いできないので、給与改定で減額するなら減額するでもいいですけれども、

そういう特例が認められるような仕組みを構築していくことも必要ではないでしょうか。 

 また、ペンシルベニア大学に 6,000万払えるような、交流をするためにそういうことが

必要であれば、そういうことが日本のシンクタンクのレベルを上げることにつながるとい

うことであれば、経済産業研究所でそういう費用を予算化して、財務省にお願いするとい

うことも必要ではないでしょうか。そうでなければ、総務省の指示のもとですべてが決ま

るということになると、国から独立して存在している意味があまりないのではないかと思

い、コメントさせて頂きました。 

○藤田所長  ありがとうございます。もっと積極的に、我々も取り組んでいかないとい

けないのかもしれません。ただ、公的機関であることから、「どうして民間より給与が高

いのか」などの声があるのも事実で、やや萎縮しているところもあります。 

○小野分科会長  それは国際バランスで初めていえることですから、もちろん民間との

競合はあっていいのですけれども、国際競争というのがまず大前提にあるわけですから、

我々民間も国際競争するわけですから、その視点でもう少し政府に対して意見を述べてい

かねばならないのではないでしょうか。 

 もう１つ、あえていえば、例えばＴＰＰについて、本屋に売っているのはみんな反ＴＰ

Ｐの本ばかりで、親ＴＰＰの本などは数少ないわけです。こんなおかしなことはないと思

うのですけれども、そういう意味ではＲＩＥＴＩがＴＰＰについて農水省と議論しながら、
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山下さんなどがおられるわけですから、そういう存在感みたいなものを示していただける

とうれしいなと思うものですから、ぜひよろしくお願いします。 

 次の６月ですか、また詳しく23年度のご説明があることですので、第２議題に移らせて

いただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、第２議題の独立行政法人の役員給与規程の変更についてでございます。では、

坂本企画調査官、お願いします。 

○坂本企画調査官  それでは、お手元の資料２と資料３をごらんください。 

 今年の２月29日付で国家公務員の給与引き下げに関する臨時特例の法律が成立いたしま

して、これを踏まえて、先ほど分科会長からもお話がございましたが、総務省行政管理局

長から各府省官房長あてに、独法の役職員の給与についても国家公務員の給与見直しの動

向をみつつ必要な措置を講ずるよう要請してほしいという文書がございまして、これを受

けまして、経済産業政策局長から理事長に対して同じ趣旨の要請文書をお送りしたところ

です。それを踏まえた変更が主な内容になっております。 

 変更の内容を資料２の下のところに３点書いてございますが、１点目は、通常行ってい

ます人勧に合わせた俸給月額の引き下げの改定。②、③が今ご説明した国家公務員の給与

の暫定的、一時的な引き下げに合わせたものでございまして、現行の独法通則法上、役員

の給与規程の変更については主務大臣の届け出及び公表をするということになっていまし

て、法律上はその届け出を受けた主務大臣からこちらの評価委員会のほうに通知して、ご

意見をいただくことになっておりまして、今回この場をもって通知させていただくという

ものでございます。 

 ②のところに書いてございますが、国家公務員指定職相当の給与減額措置として、今年

度と来年度の２年間の暫定的な措置といたしまして、これは常勤、非常勤両方でございま

すが、役員手当の10％の削減をするといった内容を、資料３をご覧いただきますと、最後

の５ページ目の附則の中で、今の24年度、25年度の２年間、役員手当については本俸月額

の9.77％分を削減するという内容となっております。 

 この改革案については、もしご意見があればいただければと思います。よろしくお願い

します。 

○小野分科会長  それでは、古城さん、コメントございますか。大学もやらされるので

はないですか。 

○古城委員  もう減らされると思います。 
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○小野分科会長  何か切りっぱなしというのは、それは受け入れるけれども、こういう

条件は付けるとか何か主張ができないものでしょうか。お気の毒にという感じがするので

すけれども、例えば、査定の幅を広げるとか、要するに独立行政法人の個性みたいなのは

ないのですかね。 

○古城委員  日本の場合は横並びをみますので。 

○小野分科会長  少しずつ直していかないといけないのではないかという気がします。 

○古城委員  「独立」と冠はございますが、その点は独立していないので、やはり評価

が高い独法とそうではないところとか、多分そういうことがあると思うのですが、なぜか

なかなかそのようにはいかないです。 

○小野分科会長  せっかく役員給与規程を改定するのであれば、外国人の採用について

とか何か１項目つけるとか、何か知恵はないのでしょうか。 

○坂本企画調査官  ちょっと補足させていただくと、今回通知させていただいているの

は役員規程ということで、職員の規程につきましても国家公務員同様の措置を講じていた

だいているということでございますが、他方で、ファカルティフェローの外部非常勤研究

員は別立てになっておりまして、こちらについては特に今回国家公務員並びでということ

にはなっておりません。 

○小野分科会長  外部非常勤研究員は公務員ではないということですね。 

○森川副所長  はい、常勤研究員については減らしております。 

 

○山城総務ディレクター  常勤の研究員も10％カットで、管理職級の者は10％カット、

その他も等級に応じて８％カット・５％カットでやっております。 

 ファカルティフェローは別です。本業は大学の先生ですので。 

○小野分科会長  大学の先生が研究所と兼任しますよね。そうすると、両方からお手当

をもらっていいわけでしょう。 

○坂本企画調査官  こちらは謝金です。 

○小野分科会長  謝金の幅を大きくすると、いい先生に来てもらえるということですか

ね。 

○坂本企画調査官  ＲＩＥＴＩは行革のときにもいろいろ主張させていただきましたが、

幅はつけられるようになっております。 

○小野分科会長  幅はつけられるようになっている。その幅を少し大きくするのも一案
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ではないですか。 外国人の方に払えるような謝金を。 

○藤田所長  その幅というのは、私、京都大学にいたときに、経済研究所の所長をして

いたとき、金融工学の先生を、その当時一番すぐれた研究者は、ある民間企業にいるとい

うことで、その先生が外部から幾ら謝金をもらっていいかということを調べたのですが、

はっきり書いてありません。世間の常識を逸しない範囲でと書いてあるだけです。文科省

でも、トップのところまで行けば比較的フレキシブルです。 

○小野分科会長ありがとうございます。 

小笠原先生、何かコメントありますか。よろしいですか。 

○小笠原委員  これはもう何ともいえない話ですね。例えば、ＲＩＥＴＩは、見送りま

す、根拠がありませんから行いませんとなると、これはどういう手続になるのですか。 

○森川副所長  手続的にはこれを変えないだけの話なのですけれども、現実にはなかな

か難しいと思います。 

○小野分科会長  本当は、きちんと反論していただくということなのかもしれません。 

○小笠原委員  そういったケースはないわけですね。 

○小野分科会長  今はないでしょう。 

○坂本企画調査官  横並びになっていますので、仮にＲＩＥＴＩだけ変更していないと

なりますと、非常に難しい状況になるのは確かです。先ほど要請と申し上げましたが、こ

ちらからかなり強く要請させていただいたのは確かです。 

○小野分科会長  ありがとうございました。いろいろ事情があるということですね。こ

れはこれとして受けるということで、分科会として了承としたいと思います。 

 それでは、３番目の議題ですけれども、独立行政法人の改革についてということで坂本

企画調査官、お願いします。 

○坂本企画調査官  資料４―１から４―４まで、１月20日の閣議決定の後に概況を各委

員の先生方に簡単にご報告はさせていただいておりますが、改めましてポイントをお伝え

したいと思います。 

 資料４―１でございますが、去年の夏ぐらいから動き始めています。行革事務局を中心

に独法改革ということで、独法制度について抜本的な改革をするということで議論が進ん

でまいりまして、今までいろいろな多様な業務をやっている法人、独法を１つの制度のも

とに一律に扱ってきたことについて制度疲労というか限界が来ているのではないかといっ

た問題意識から始まっております。 
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 ２つ目のところに制度の見直しとありますけれども、一律にくくっていたものを、もう

少し各法人の事務・事業の特性に応じて類型化して、それぞれ類型ごとの最適なガバナン

スを構築するための制度のあり方を検討していったもので、今回議論の末に大きく２つに

分類されることになりました。 

 １つ目が成果目標達成法人でございます。これが今の独法に近いのですけれども、法律

上は、研究開発法人においては３年から７年の間に設定される中期目標の中で予算執行の

自由度等が認められて、その中で業績を出していくといったものでございます。 

 裏にまいりまして、もう１つ、こちらが新しくできる類型ですけれども、少し造幣局的

なものをイメージした行政執行法人ということで、こちらは今と大きく異なりまして、単

年度ごとに目標管理も予算管理も行うといったものでございます。 

 では、ＲＩＥＴＩはどちらになったかということですけれども、資料４―４、一枚紙で

す。これは経済産業省の所管の11の独法が今回の独法改革の議論の中でどういう形で結論

となったかというのを整理しておりまして、経済産業研究所は一番上にございますが、産

総研、情報処理推進機構（ＩＰＡ）と統合して、先ほどの２つの分類のうちの１つ目のほ

うであります成果目標達成法人に入るというのが閣議決定されております。 

 先ほどの資料４―１に戻っていただきまして、大きな３番目、組織の見直しというとこ

ろでございますが、各府省全体で 102あった独法が今回の独法改革で約４割減、最初は半

減をずっと目指していたのですけれども、65法人に大幅に縮減されたということで、廃止

７、民営化７、統合によってマイナス23ということで、ＲＩＥＴＩにつきましては、もと

もと常勤職員四十数人ということで、行革事務局の大きな基本路線として、常勤ベースで

 100人以下の小規模法人については基本的に廃止か民営化か統合するということで、かつ、

もともと通産研からスタートしていたというのもあって、廃止か民営化かということでず

っと議論がされておりました。そのプロセスの中ではＲＩＥＴＩのこれまで10年間のアウ

トプット、成果ですとか、独法化してメリットが目にみえた形で出ているといったことを

主張してまいりましたけれども、規模が小さいことに焦点が当てられ、廃止及び民営化か

ということで、議論が進められました。 

 ただ、経緯はともかく統合ということになりましたので、これからは産総研、あるいは

ＩＰＡと統合に向けてシナジーを前向きに考えていければと思っておりまして、ＲＩＥＴ

Ｉの皆様にもいろいろ知恵を出していただいているところですので、形ばかりの統合に終

わらずに、何かイノベーションの政策研究などでよい結果が出せればということを思って
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おります。 

 他方で、ＲＩＥＴＩがこれまで積み上げてきた機能しているマネジメントもあるので、

これから具体的な統合の議論が独法レベルでも進んでいくと思いますけれども、その中で、

独立性を保つべき部分はきちんと主張していくところは我々も主張していきたいと思って

おります。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 国際シンクタンクで12番目にまでなってきたので、引き続き頑張っていただきたいと思

います。 

○坂本企画調査官  経済産業省もＲＩＥＴＩブランドの価値は非常に理解しているので、

統合後もＲＩＥＴＩとしてのブランドは残せるように工夫したいと思います。 

○小野分科会長  当局の方はよく腹を据えて頑張っていただかないといけませんと。 

○藤田所長  その点、皆さんのご支援、よろしくお願いいたします。経済産業研究所、

ＲＩＥＴＩというのを統合しても名前が残るような形で、組織全体の名称とか、ぜひ皆さ

んのお力でやっていただければと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○小野分科会長  応援しますので、ぜひ頑張っていただけるとうれしいと思います。あ

りがとうございます。 

○小野分科会長  皆様、最後に何か一言はないでしょうか。 

○古城委員  要するに、シンクタンクというものの位置づけを政府がどのように考えて

いるかということです。日本の人は、米国と比べるのがものすごく好きですよね。その場

合に、米国があれほどいろいろなところでだめになりそうでも活力が出てくるのは、例え

ば、知識の力などにすごく重きを置いているからです。あと、データに基づいた政策の選

択肢が出てくるのもシンクタンクがあるからだという議論はもう随分やっていて、一般的

な議論としては、政策シンクタンクがない日本、それでは困るという議論をずっとしてき

ているわけです。にもかかわらず、シンクタンクの位置づけがほとんどきちんとなされな

いままに今日まできているということで、本当にちぐはぐな感じがします。結局うまくい

きそうなところでも、規模の大きさで判断されることは非常に変な気はします。やはりシ

ンクタンクというものの価値というか、そういうのをもう少し評価しないと政策立案とい

う点でうまくいかないのではないかという気がします。 

○小笠原委員  統合されたときにＲＩＥＴＩブランドを残すというときに、ＲＩＥＴＩ

といういわば法人格のブランドはなくて、プロダクトブランドというか、これがＲＩＥＴ
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Ｉですというのは何か実例というか前例はあるものなのですか。 

○森川副所長  一番わかりやすいのはアジア経済研究所です。ＪＥＴＲＯと統合しまし

たけれども、アジア経済研究所という形で、かつ英語の名称とかドメインも残ってやって

いる例はございます。 

 それから、閣議決定をご覧いただきますと、研究開発系の法人ですけれども、理化学研

究所なども５つの研究所が１つになるということで、素直に読むと理化学研究所はなくな

るのかという感じすらするわけですが、恐らくこういう歴史があってブランドイメージが

あるところはそれを残したほうが、メリットがあるのだと思いますので、そのような常識

的な判断はおのずとなされるのではないかと期待しております。 

○藤田所長  この際だから、ぜひ皆さんのお力添えで。アジ研の場合が１つの先例にな

るのですけれども、ＪＥＴＲＯという大きな組織に統合されたわけですが、そのときのＪ

ＥＴＲＯの名前が貿易振興機構です。アジア経済研究所が中に入って、そのまま名前をキ

ープできたわけです。今回、産業技術総合研究所という名前をそのままにキープしたとき、

経済産業研究所というのを中にそのままキープするというのは可能であれば一番いいので

すけれども、そこは皆さんのご支援で何とかやっていただかないと、もしも全体の名前が

研究所になれば、どのようになるかわからないですが、例えば経済産業研究センターとか

となりますと、これは感じとしてランクはがくっと落ちてしまいます。ただ、英語の名前

は独立にキープできるのですけれども、その辺ではＲＩＥＴＩはキープできると思うので

す。私の勝手な強い希望ですが、ぜひ経済産業研究所という名前は残るような形での統合

が実現していただければと思っております。 

○森川副所長  閣議決定上は、今、古城先生もお持ちですけれども、別に吸収合併とい

うようになっていなくて、３つを統合するということなので、別に吸収と思う必要はない

と思います、その場合に、３つの組織全体をカバーするような新しい名称をつくるのか、

一番大きいのだから産総研をそのままにしておくのかとか、これからそういう議論がされ

てくるということだろうと思います。研究所の中に研究所というものが入るというのは法

制的には可能だと判断していますけれども、最終的にどうなるかはまだこれからでござい

ます。 

○山城総務ディレクター  理化学研究所の中にそういったものは実例としてはあります。

ですから、理事が申し上げたようなことに対して法制的には無理だということではない。

でも、いずれにせよ、トータルの名前をどうするかというのは今後議論がされていくと思
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います。 

○小笠原委員  組織の中でどのような体制を組むかというのは、本当に白紙でこれから

ということなのですか。 

○山城総務ディレクター  おっしゃるとおりだと思います。 

○小笠原委員  間接部門が集約されれば、それは一つの統合の成果ですね。 

○山城総務ディレクター  そういうことを目に見える形にしていかなければなりません。 

○坂本企画調査官  すみません、１点だけ。先ほど、今回、統合後の法人は成果目標達

成法人のほうに分類されると申し上げましたけれども、成果目標達成法人の中に幾つか分

類がありまして、産総研、ＲＩＥＴＩ、ＩＰＡの統合法人は、その中の研究開発型という

ことで、そこまでは決まっておりますので、今の産総研の名前をそのまま使うかどうかは

これから議論です。その中で、もちろん「ＲＩＥＴＩ」、「経済産業研究所」の名称も含め

て維持できるように努力しています。 

○小野分科会長  今、経済産業省の中の組織編成という前提でこういうくくりになって

いるのです。だから、省を越えてどうするかという議論は中の人はしにくいわけです。そ

の議論が本当はもう１つ国として、シンクタンクをつくる、あるいは維持し大きくしてい

くために、どういう体制がいいかという議論がその前にあって、政府の機関としては、例

えば大学とつなげるとか、大学の中に研究所を置くとか、政策研究大学院というのがあっ

て、そこに日本のシンクタンクをつくって、そこにみんな集めていくというやり方もある

かもしれません。 

○小笠原委員  それらに集中させていろいろやるのも良いですね。 

○小野分科会長  民間は民間でいろいろな研究所がある。それと統合するというのが１

つのアイデアとしてあるのかもしれませんけれども、経済産業省という枠を外した議論も

本当はやっておいたほうが国家の戦略としてはいいとは思います。 

○小笠原委員  それにするとさっきのランキングなどは上に上がってくるのですか。 

○小野分科会長  だから、それを上げるようにするということをばねにしないと、省の

利益だけを守っているのではないかとか、そういう批判を浴びてしまうわけですから、や

はり国際競争力を高めていくのだ、それで経済成長を引っ張っていくのだという視点でな

いと、国家戦略として立てられにくいのではないかと思いますから、そういう立て方をし

ていただいて議論していただくのがいいのではないかと思います。 

 八田監事、監事講評を。 
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○八田監事  先ほど内部統制に関するリスクの話がありましたけれども、中島理事長に

なられてから、組織全体をトップの視点でごらんになるという意向が非常に強くうかがえ

ますので、本当は将来を展望して、統合ではなくて、まさに独立行政法人たり得たいと思

われるのですが、実態は、何か従属行政法人のようになっているようで、大変残念な気が

いたしております。でも、年々研究活動も活性化されて、時宜にかなった研究成果をお出

しになっておられますから、心強いものを感じています。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 今の八田監事のコメントが我々の共通の思いだと思いますので、そういう思いが実現で

きるように今年１年頑張っていただけるとうれしいと思います。 

 もう１つ、スケジュールがありました。 

○坂本企画調査官  参考資料１をご覧ください。最後の一枚紙でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、日程はこれから調整させていただきますが、例年

ですと５月下旬から６月上旬にかけてＲＩＥＴＩ分科会を開かせていただいて、まずＲＩ

ＥＴＩからの23年度実績報告をしていただく。それを受けまして、今度は６月下旬から７

月上旬にもう一回この分科会を開催させていただいて、23年度の実績評価をさせていただ

きたいと思っております。７月中旬ごろをめどに親委員会に分科会としての実績評価を報

告してご承認いただくということになりますので、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。 

 以上をもちまして第40回経済産業研究所分科会を終了いたします。ありがとうございま

した。 

 

                                 ――了―― 

 

 


