
独立行政法人経済産業研究所　平成23年度業務実績評価シート

評価項目 業務実績報告事項 記載内容

Ⅰ．サービスの質 １．調査及び研究業務 (1)研究成果 ○平成23年度からは新たに第三期中期目標期間（平成23年度から27年度までの5年間）がスタートしたところであり、第三期中期目標に
(プロジェクト毎概要） 示された経済産業政策の3つの重点的な視点に沿った研究活動を行うべく、新たに9つの研究プログラムを設定して研究活動を開始した。

＜経済産業政策の3つの重点的な視点＞
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

＜平成23年度に設定した研究プログラム＞
①貿易投資
②国際マクロ
③地域経済
④技術とイノベーション
⑤産業・企業生産性向上
⑥新しい産業政策
⑦人的資本
⑧社会保障・税財政
⑨政策史・政策評価

○平成23年度は、58研究プロジェクトを実施した。

①貿易投資
1.日本経済の創生と貿易・直接投資の研究(若杉隆平FF／戸堂康之FF)
2.現代国際通商システムの総合的研究（川瀬剛志FF）
3.国際投資法の現代的課題（小寺彰FF）
4.我が国における貿易政策への支持に関する実証的分析（冨浦英一FF）
5.グローバル経済における技術に関する経済分析（石川城太FF）
6.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（中富道隆SF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・日本経済の創生と貿易・直接投資の研究(若杉隆平FF／戸堂康之FF)

日本経済は「失われた20年」の低成長から新たな高度成長へと転じ、新しい日本を創生することが望まれているが、その最中に
東日本大震災により日本の社会・経済は大きな打撃を受けることになった。直面する危機を克服し、これまでの低成長のトレンドから
脱するには、日本の社会・経済は広範な分野において大きな転換を必要としている。第2期計画期間においては、「企業の国際化
（輸出・海外生産）」を日本経済の成長の鍵と捉え、企業の異質性と国際化を基礎においた理論分析・実証分析を重ね、政策提言を
行ってきた。
その成果を踏まえ、このプロジェクトでは、(1) 日本の企業・産業の国際化に関する研究に、大震災による企業・産業の変化に関す
る分析を視点として加え、(2) 企業の国際化（貿易・海外投資）、グローバル市場における生産ネットワーク・産業集積、電力・素材
のサプライショックの影響と変化への対応、企業のR&D・イノベーション・国際技術移転と企業の輸出・成長、企業のR&Dと知的財
産権の保護制度のあり方、企業の輸出と雇用構造、産業の異質性や近隣地域の属性と比較優位の決定等に分析に焦点をあて、
(3) 産業・企業・プラントレベルのミクロデータを基礎とし、現地調査等を加え、ユニークな実証研究を行い、(4) グローバルな視点
から日本経済の成長に課される短期的・中長期的課題と問題点を明らかにし、政策提言を行う。また、日本企業のグローバル化
と密接に関連する中国企業の国際化と中国経済の成長に関して中国DRCとの共同研究を進める。

資料２

評価事項
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

・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（中富道隆SF）
WTOに体現されるマルチの貿易システムは、ドーハラウンドの長期化・低迷の中で漂流状態にある。93年のUR終結合意以後、
既に18年を経過し、ドーハラウンドの決着については全く見通しがない状況である。WTOや世界貿易システムを支える日本の軸足
を固めるべく以下の検討を行う。
1. WTO改革に向けての検討
　ドーハラウンドの終結と今後のWTOの改革のために何をすべきか、検討を行うとともに提言をまとめる。
2. プルリの貿易ルールについての検討
　WTO発足以来の主要な成果として、プルリ合意の金融・テレコミ合意とITAがある。研究員自らが深く関与しその策定に貢献した
ITAおよびACTA（2011年10月署名）の事例分析を行い、それを参考にしつつ、貿易分野における今後のプルリ合意の可能性と
限界について多面的に検討し提言をまとめる。
3. 「新分野」における貿易ルールの検討
　ドーハラウンドは、その「遅さ」とともに交渉対象の「狭さ」が問題であり、産業界のWTOへの関心を遠ざける大きな原因となって
いる。企業の国際活動に関係の深い分野から検討分野を選択し（たとえば基準認証）、マルチ・プルリ・バイのさまざまな枠組みの
中で、如何に取り扱っていくか、基本的な考え方と処方箋を検討しとりまとめる。

②国際マクロ
1.為替レートのパススルーに関する研究（伊藤隆敏FF）
2.通貨バスケットに関する研究（小川英治FF）
3.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（小林慶一郎SF）
4.日本の長期デフレ：原因と政策的含意（渡辺努FF）
5.輸出と日本経済：2000年代の経験をどう理解するか？（祝迫得夫FF）
6.East Asian Production Networks and Global Imbalances（ウィレム・ソーベックSF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・為替レートのパススルーに関する研究（伊藤隆敏FF）

パススルー（為替レート変動による輸出入・国内価格の変化）の程度は、為替レートの変動がマクロ経済に与える影響の重要な
波及経路である。当プロジェクトの目的は、パススルーを決定するミクロ（企業）行動（輸出入価格設定、インボイス通貨選択、
為替リスク管理）を理論的・実証的に分析し、次のような課題の解明を行うことである。
(1) 日本のパススルー率を計測し、パススルー率の不完全性がマクロ政策効果に与える影響を議論する。
(2) 企業レベルのインボイス通貨選択、為替リスク管理、価格設定の決定要因を明らかにする。
(3) 資本規制緩和が円建て取引に与えた影響を分析し、新興国通貨の資本規制緩和が国際通貨体制に与える影響を予測する。

・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（小林慶一郎SF）
日本の財政の持続可能性は重要な課題である。開放経済系FTPLモデルなどの理論的な分析により、財政問題に関連する政策
のあり方について研究を行う。例としては、国債暴落を回避あるいは緩和するために政府部門が対外資産の保有高を増やす政策
は有効性を持つかどうか、などを検討する。また、国債価格の下落が銀行危機を引き起こすメカニズムを分析し、防止策を考察
する。このほか、金融危機、世代間衡平性の問題なども含め、幅広くマクロ経済政策の課題を研究する。

③地域経済
1.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（浜口伸明FF）
2.都市の成長と空間構造に関する理論と実証（田渕隆俊FF）
3.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（森知也FF）
4.地域活性化システムの研究（中西穂高SF）
5.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（奥村誠FF）
6.持続可能な地域づくり：新たな産業集積と機能の分担（中村良平FF）

＜代表プロジェクトの概要＞
・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（浜口伸明FF）

本プロジェクトは3つの研究で構成される。第1は、グローバル化が日本の産業の空間システムに与える影響に関する研究である。
近年の日本企業の国内・海外立地選択要因を分析し、日本産業の東アジアにおける空間構造を明らかにしたうえで、地域の経済
成長に影響を与える集積の経済の質と量を分析し、地域政策へのインプリケーションを明らかにする。第2に、企業がサプライチェ
ーンの災害リスクを十分に考慮した場合の経済の空間構造への影響を研究する、東日本大震災からの復興に成功した企業の
事例から得られる教訓を明らかにする。第3に、グローバル化の課題である農産物貿易自由化が地域間の社会厚生の格差に与
える影響を分析し、地域政策の在り方について研究する。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

・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（森知也FF）
本研究は実証・理論研究により構成される。実証面では、地図上で産業の集積群を検出しその空間パターン解析を行うための
体系的な統計手法を開発し、個々の産業の集積の数・規模・位置の特定、産業間および産業･人口間の共集積の検出、地域特性
と集積規模を関連づける計量分析等を通して、現実の集積パターンおよびその秩序を認識し、実現可能な集積形成の示唆を行う。
さらに、開発した手法を特許・交通データ等に適用し、より一般的な経済活動の集積パターンについても分析する。理論面では、
実証研究において認識された集積パターンを再現する空間経済モデルを構築し、背景にあるメカニズムを解明すると共に、政策
シミュレーションを通して、集積形成を基礎とした地域経済政策について提言する。

④技術とイノベーション
1.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（長岡貞男FF）
2.イノベーションへの標準政策（青木玲子FF）
3.オープン・イノベーションの国際比較に関する実証分析（元橋一之FF）
4.起業活動に影響を与える要因の国際比較分析(高橋徳行FF)
5.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(井上達彦FF)

＜代表プロジェクトの概要＞
・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（長岡貞男FF）

本プロジェクトは、第二期から行ってきた「日本企業の研究開発の構造的特徴と今後の課題」プロジェクトの継続であり、第二期
でデータ構築のみにとどまった課題、時間等の制約から十分取り組めなかった研究課題および現在実施中の日米欧3極の発明
者サーベイの結果、企業活動基本調査、内外の特許データベースなどを活用して研究を進める。国際的な共同研究を推進する。

・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(井上達彦FF)
中小企業政策については、2000年に「中小企業基本法」を改正し、独自の機動性・創造性を発揮して新たな価値を生み出す企業
を支援する方向に転換した。しかし、10年後の現在、目に見える成果に結びつくより高度な政策的取り組みが求められている。
本プロジェクトは、成功企業である「優れた中小企業（Excellent SMEs）」に関し、その成功の背景をなす「経営戦略」を、その企業
を取り巻くさまざまなプレイヤーによる相互作用のシステムとの関連に着目し、ものづくりグローバル・ニッチトップ企業、クール
ジャパンを牽引するコンテンツ関連中小企業等のケースについて分析し、それを踏まえた適切な支援スキーム等のあり方につい
て提言する。

⑤産業・企業生産性向上
1.東アジア産業生産性（JIP,CIP)(深尾京司FF)
2.日本における無形資産の研究(宮川努FF)
3.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(徳井丞次FF)
4.東アジア企業生産性(伊藤恵子FF)
5.サービス産業生産性(権赫旫FF)
6.我が国の企業間生産性格差の規定要因(清田耕造FF)
7.経済変動の需要要因と供給要因への分解(小西葉子F)

＜代表プロジェクトの概要＞
・東アジア産業生産性（JIP,CIP)(深尾京司FF)

労働人口が減尐する日本にとって、生産性上昇は経済成長の主要な源泉である。本プロジェクトでは、一橋大学のグローバル
COEプログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」（G-COE Hi-Stat）と協力して日本産業生産性（JIP）データベースを
毎年更新し、日本の産業構造と生産性動向を分析する。また、中国産業生産性（CIP）データベースを構築し、世界経済成長の
原動力であるにもかかわらず政府統計が不十分な中国経済を分析する。さらに、ハーバード大のWorld KLEMSプロジェクトやEU
の国際産業連関表データベース（WIOD）プロジェクトと連携し、日中を含む世界各国の生産性動向比較を可能にする。

・日本における無形資産の研究(宮川努FF)
2007年度から10年度の4年間にわたり、経済産業研究所においてマクロ・産業・ミクロレベルでの無形資産の計測と生産性への
影響の研究を行ってきた。これらの成果は、国際的にも一定の評価を得、プロジェクトの成果が海外での同種の無形資産プロジェ
クトにおいて引用されるようになっている。

一方国際的には、産業レベルでの無形資産の計測や、企業評価への応用が進められている。このため2011-12年度には、こう
した国際的な研究の流れに沿って、引き続きマクロ、産業、ミクロレベルでの無形資産の計測とその経済効果について、より分析
の深化を進めていく。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

⑥新しい産業政策
1.新しい産業政策に関わる基盤的研究(大橋弘FF)
2.日本経済の課題と経済政策－需要・生産性・持続的成長－(吉川洋FF／宇单山卓FF)
3.中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長(青山秀明FF)
4.グローバル化･イノベーションと競争政策(川濵昇FF)
5.グローバル化と人口減尐時代における競争力ある農業を目指した農政の改革(山下一仁SF)
6.世界金融危機後の環境・エネルギー・資源政策に関わる経済分析(馬奈木俊介FF)
7.電力自由化に関わる国際比較研究(八田達夫FF)

＜代表プロジェクトの概要＞
・日本経済の課題と経済政策－需要・生産性・持続的成長－(吉川洋FF／宇单山卓FF)

本プロジェクトでは、日本経済の課題について、需要面と供給面に分けて問題の所在を明らかにし、政策的介入の可能性や期待
できる政策効果を分析する。新たな成長分野を切り拓くには、適切な需要の把握と育成が必須である。これまで、需要は常に飽和
する傾向があることを明らかにしてきた。その飽和傾向を克服し、継続的に新規需要を生み出すことが、持続的な成長を達成する
ために不可欠である。本プロジェクトでは、持続的な成長を達成し日本の課題を解決するために、どのように新規需要を生み出す
かのメカニズムを明らかにし、生産性の向上や経済政策が持続的な成長に果たす役割についてさまざまな角度から分析する。

・グローバル化･イノベーションと競争政策(川濵昇FF)
独禁法に基づく競争政策に対する関心が、ASEAN諸国を中心に急速に高まっている。経済のグローバル化という新たな市場環境
に直面する中で、世界各国は独禁法に基づく競争政策の運用やその考え方に対して方向転換を迫られている。他方で、東日本
大震災以降、我が国がその経済活力を維持し続けていくためには、市場競争を十分に活用することを通じたイノベーションの更なる
推進を欠かすことはできず、競争政策の役割はますます高まっている。本プロジェクトでは、こうした諸外国の動向を踏まえつつ、
グローバル化とイノベーションの重要性がますます高まる中での競争政策のあり方について、法学・経済学・実務の知見を総合的
に活用することにより検討を行う。

⑦人的資本
1.労働市場制度改革(鶴光太郎SF)
2.企業内人的資源配分メカニズムの経済分析(川口大司FF)
3.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(西村和雄FF)
4.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(赤井伸郎FF)
5.アジアにおけるビジネス・人材戦略研究(一條和生FF)

＜代表プロジェクトの概要＞
・労働市場制度改革(鶴光太郎SF)

日本の「労働市場制度」（Labor Market Institutions）の新たな「かたち」、改革のあり方を考えるために、法学、経済学、経営学
など多面的な立場から理論・実証的な研究を行う研究会を組織する。広く「労働市場制度」全般に目を向けながらも、それぞれの
構成要素の相互関係に目配りし、特に、縦割り・垣根を越えた見地から包括的な労働法制、労働政策のあり方について提言を行う。
また、分析に当たっては、ヨーロッパなどの経験など国際的な視点・分析手法を十分取り入れながら、労働法制・制度と労働市場・
雇用システム、ひいては経済パフォーマンスとの関係を明らかにする。

・企業内人的資源配分メカニズムの経済分析(川口大司FF)
人材の適切な配置や育成が生産性向上に向けて果たす役割は大きいが、非流動的な労働市場を持つ日本経済においては、企業
内の人材配置や育成がとりわけ重要な役割を果たしている。能力・適性、職務遂行の努力水準などに関して企業と労働者の間に
情報の非対称性が存在し、かつ、完備な契約を書くことが難しい中で、企業は非効率性を回避するため、人事制度に工夫をこらして
きた。これらの人事制度については、聞き取りやアンケート調査などから一般的な傾向が知られており、定型化された事実を理論的
に説明する試みも行われてきた。これらの研究を踏まえ、この研究では企業数社の人事データを用いた理論の計量経済学的検証
を行う。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

⑧社会保障・税財政
1.経済成長を損なわない財政再建策の検討(深尾光洋FF)
2.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(市村英彦FF)
3.法人課税制度の政策評価(楡井誠FF)

＜代表プロジェクトの概要＞
・経済成長を損なわない財政再建策の検討(深尾光洋FF)

資本ストック、労働力人口と過去のGDP成長率から、全要素生産性を推計することで、日本の潜在成長率を推計する。これにより、
傾向的な日本の実質成長率の低下の背景を分析し、資本ストックの伸び率の低下と労働力人口の減尐傾向の寄与度を推計する。
推計し、増税による消費抑制効果と比較することで、間接税の段階増税と社会保険料の削減効果の両者を比較する。
国民年金・基礎年金の財源を現在の源泉徴収による雇用所得課税と自営業者などに対する定額負担の組み合わせから消費税
にシフトすることによる所得分配に与える影響を所得階層別に推計する。

・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(市村英彦FF)
世界的に例を見ない高齢化のスピードを経験する中で、高齢者の生活の質を落とすことなく、持続的な社会保障システムを構築
することが求められている。このプロジェクトでは、これまでの医療・介護・年金ごとの分野別アプローチやマクロモデルを使った
シミュレーション分析の限界を超え、高齢者の多様性を前提にしたミクロ的かつ包括的な市場指向型の「新しい」アプローチを実現
するために、過去に実施した調査や同様の高齢者調査（HRS/ELSA/SHARE）の知的支援も十分に踏まえ、「世界標準」の中高
年者パネル調査を行う。健康状態、経済状況、家族関係、就業状況、社会参加といった多面的かつ国際的に比較可能なデータ
収集を行い、豊富なミクロデータを踏まえた"Evidence-based Policy Making"を日本の社会保障政策分野で確立するとともに、日本
の経験を踏まえて諸外国の政策立案にも貢献する。

⑨政策史・政策評価
　本プログラムでは、第2期計画で進められてきた通商産業政策史研究（1980-2000年）に関わる研究活動を総括しながら、そこから
導き出されることが期待される政策評価の方法についての考察を行い、あわせて、2001年以降の経済産業政策についても、重要な
政策課題について、客観的な事実の記録のみならず分析、評価的視点も織り込みながら記述、評価し政策変化の検証に向けた研究
を行っている。
　また、23年度は、第二期の成果のうち、通商産業政策史 5巻、6巻、10巻、11巻を刊行した。

1.政策史総論(尾髙煌之助FF)
2.政策史各論(通商、機情他）(武田晴人FF)
3.原子力安全・保安院政策史(橘川武郎FF)

⑩特定研究
1.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(吉野直行FF)
2.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(植杉威一郎FF)
3.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）(佐分利応貴CF)
4.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(宮島英昭FF)
5.組織と制度の経済分析(鶴光太郎SF)
6.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(戒能一成F)
7.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(戒能一成F)
8.RIETIデータ整備プロジェクト(冨田秀昭C／小西葉子F)
9.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(後房雄FF)
10.SNSを用いたネットワークの経済分析(松田尚子F)

（2）内部レビューを経た ○内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の公表総数
論文の公表数

（参考） 第三期期間目標値：420件以上
合計件数 第二期期間平均件数：125.4件/年度
※プロジェクトに属さないディスカッションペーパー52件を23年度実績合計件数に含む。

23年度目標
84件

23年度実績
109件
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

(3)RIETIが実施したアンケート ○RIETIによるＭＥＴＩ関係課室へのアンケート結果
によるMETI関係課室の当該
プログラムの研究プロジェクト ①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（A～C：3段階評価）
評価

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 個 ※有効回答数：53個
い。）

平均点　2.92　　　　⇒　　　　　　評価　A　　　　　　

※計算上、Ａ評価＝3点、Ｂ評価＝2点、Ｃ評価＝1点として換算し、平均点の評価は3≧A＞2.5、2.5≧B＞1.5、1.5≧C＞1とした。

②研究成果が政策形成にとって有用なものかについて、次のような結果となった。（AA～D：5段階評価）

（政策形成にとって有用だと考えられる） ・・・ 個
（どちらかと言えば政策形成にとって有用だと ・・・ 個
考えられる）
（有用とも有用でないとも言えない） ・・・ 個
（どちらかと言えば有用ではないと考えられる） ・・・ 個
（政策形成にとって有用ではないと考えられる) ・・・ 個 ※有効回答数：31個

平均点　4.61　　　　⇒　　　　　　評価　AA　　　　　　　

※計算上、AA評価＝5点、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算し、平均点の評価は
5≧AA＞4.5、4.5≧A＞3.5、3.5≧B＞2.5、2.5≧C＞1.5、1.5≧D≧1とした。

(4)外部レビューアー（専門分 ○外部レビューアー（専門分野の大学教授等）による学術水準の評価結果
野の大学教授等）による学術
水準の評価 （国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個

（高い水準にある） ・・・ 個
（平均水準に達している） ・・・ 個
（平均水準未満である） ・・・ 個
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 個 ※有効回答数：120個

平均点　3.94　　　　⇒　　　　　　評価　A　　　　　　

※計算上、AA評価＝5点、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算し、平均点の評価は
5≧AA＞4.5、4.5≧A＞3.5、3.5≧B＞2.5、2.5≧C＞1.5、1.5≧D≧1とした。

外部レビューによる学術的水準＝すべてがAA評価である時を100%とした場合　　⇒　　78.8%　　　　　

ユーザーの満足度＝すべてがAA評価である時を100%とした場合　　⇒　　92.3%　　　　　

ユーザーの満足度＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　97.5%　　　　　　

49
4

0C評価

AA評価 19
12

B評価

C評価
B評価

25

A評価
B評価

D評価

A評価

D評価

C評価

A評価
AA評価

65
28
2
0

0
0

0

6



評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

(5)その他の指標 ○外国語による論文数、シンポジウム・セミナー等に参加する海外の識者の数、外国語によるニュースレター・広報誌等の件数

○白書、審議会資料等における研究成果の活用の件数

（参考）主な引用事例
・経済産業省「産業活動分析」：8件
・経済産業省「通商白書」：11件
・経済産業省「中小企業白書」：3件
・内閣府「経済財政報告」：7件
・内閣府「日本経済2011-2012」：4件

(6)特記事項 ○平成23年度に重点的に実施した事業及び成果については、以下のものがある。

①「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」プロジェクトにおいて作成したJSTARデータの公開
1) 第1回調査分は、現在（平成24年5月9日）27件のデータ利用申請が内外の大学、研究機関、国際機関からなされている。このうち、

平成23年度は15件の申請があり海外から10件、国内から5件の申請があった。
2) 第2回調査（平成23年度調査）は、データーの確認が終了し5月下旪に公表した。

②海外からの客員研究員、ヴィジティングスカラーの受け入れを行い、その研究成果を発信。（客員研究員1名、ヴィジティングスカラー4名）

③東日本大震災によって被災地及び非被災地において企業が受けた影響について企業に対してアンケート調査を実施した。本調査では、
3つの研究プロジェクトがそれぞれの研究分析に必要な調査内容を組み込み、被調査企業への負担を小さくした調査として実施。

○BSWS等の開催実績は下記のとおりである。

※参加者には発表者、経済産業省職員を含み、同一人の複数回参加はそれぞれ別として計上している。

○通商産業政策史シリーズ

　通産政策史シリーズについては、政策立案過程における参考となることを期待して、編纂されているところ、実際に、昨年度下記のような
形で利用されているとの声がよせられている。

・原子力委員会で大庭委員によってレビュー（10巻　エネルギー政策）
・産業技術局では、新政策検討過程に、局内で活用（9巻　産業技術政策）
・通商政策局では、OECDやＧ20に向けた通商政策検討において活用（2巻　通商政策　近日刊行）
・特許庁では、各課において、執務参考資料として活用（11巻　知的財産政策）

平均参加人数

18.1人
13.3人
14.9人
24.7人

DP検討会
PDP検討会

41回

8回
3回中間報告会

23年度目標
合計引用件数

23年度実績

開催回数

507人
119人
74人

38回

外国語によるニュースレター・広報誌等の件数

BSWS
参加者延べ人数

741人

23年度実績
63

23年度目標

20

合計 100

外国語による論文数
シンポジウム・セミナー等に参加する海外の識者の数

177

54

85
29
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

２．政策提言・普及業務 (1)研究成果を取りまとめた研 ○平成23年度は、研究書を11冊発行した。
究書の出版刊行総数

（参考） 第三期期間目標値：5年間で20冊以上
第二期期間平均発行冊数：6.4冊/年度

○『出版タイトル名』著者名・編者名
1.『非正規雇用改革－日本の働き方をいかに変えるか』　鶴 光太郎、樋口 美雄、水町 勇一郎
2.『日本の企業統治－その再設計と競争力の回復に向けて』　宮島 英昭
3.『日本経済の底力－臥龍が目覚めるとき』　戸堂 康之
4.『IFRS時代の最適開示制度』　古賀 智敏
5.『現代日本企業の国際化－パネルデータ分析』　若杉 隆平
6.『「企業法」改革の論理－インセンティブ・システムの制度設計－』　宍戸 善一
7.『「失われた20年」と日本経済』　深尾 京司
8.『通商産業政策史 5 －立地・環境・保安政策－』　武田 晴人
9.『通商産業政策史 6 －基礎産業政策－』　山崎 志郎
10.『通商産業政策史 10 －資源エネルギー政策－』　橘川 武郎
11.『通商産業政策史 11 －知的財産政策－』　中山 信弘

○22年度、23年度に刊行した通産政策史の既刊6巻のうち、5巻について、3月末に増刷（二刷）を行った。

(2)公開シンポジウム・ ○公開シンポジウム・セミナー等の開催総数
セミナー等、BBL開催数

（参考） 第三期期間目標値：5年間で30回以上
第二期期間：シンポジウム（コンファレンス）

※この他ワークショップ等を21回開催(うち、公開・準公開セミナーを1回開催) 　の開催回数：7.8回/年度

○BBLの開催総数

（参考） 第三期期間目標値：250回以上
第二期期間平均開催件数：61.6回/年度

23年度実績

23年度目標

開催回数 6回

開催回数

4冊合計冊数 11冊

60回

23年度実績

6回※

50回
23年度実績23年度目標

23年度目標
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

(3)シンポジウム・BBLセミナ ○シンポジウムにおける参加者の満足度
ー等のMETI職員等の満足度

RIETI特別セミナー (88%)
　 「World KLEMSイニシアチブ」

RIETI-RANDシンポジウム (87%)
「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」

RIETI特別BBLセミナー (90%)
「FSX摩擦とはなんだったのか：日米双方からの検証と教訓」

RIETI政策シンポジウム (77%)
「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」

RIETI政策シンポジウム (80%)
「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」

RIETI政策シンポジウム (93%)
「賃金・処遇改革と『ポスト3.11』の雇用・労働政策

年間平均満足度 (84%)

（参考） 第三期期間目標値：3分の2（概ね66%）以上
第二期期間平均満足度：82.4%(84.0%)

○BBLにおける参加者の満足度
平成23年度　BBL全参加者の平均満足度は88%

うち、経済産業省職員の平均満足度は87%

（参考） 第三期期間目標値：3分の2（概ね66%）以上
第二期期間平均満足度：86.6%(85.2%)

セッションやスピーカー毎に参加者アンケートを行い満足度を聞き、講師の人選に反映するとともに、運営面での指摘は次回以降に
生かす仕組みとなっている。

(4)RIETIのHPへのヒット数 ○HP（トップページ http://www.rieti.go.jp/ ）のヒット総件数
及び研究論文のダウン
ロード数 （参考） 第三期期間目標値：毎年80万件以上

第二期期間平均ヒット件数：94万件/年度

　（内訳）
日本語サイトのヒット件数 ： 67.9万件（57.6万件） ※括弧内は平成22年度
英語サイトのヒット件数 ： 34.0万件（34.7万件）
中国語サイトのヒット件数 ： 6.0万件（7.0万件）
総ヒット件数： 107.9万件 →1日あたりの平均ヒット件数：約2,956件（約2,721件）

23年度目標
80万件以上

23年度実績
107.9万件

件　名

平成23年7月26日

平成23年7月29日

平成23年10月7日

平成23年11月7日

87%

87%

80%

78%

84%

84%

満足度
()内はMETI職員の満足度

92%

ヒット件数

開催日時

平成23年11月15日

平成23年12月2日
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○研究論文1本あたりのダウンロード平均総数（累計）

（参考） 第三期期間目標値：研究論文1本あたり平均4,400件以上

研究の進展に伴い公表済みの研究論文が蓄積され、ウェブページを通じたこれらの研究論文のダウンロード
件数は年間で過去最高の4,156,533件に上った。

(5)ニュースレター等の発行 ○電子メールによるニュースレター（日本語）月平均発行回数
回数

（参考） 第三期期間目標値：月3回以上
第二期期間平均発行件数：4回/月

英文ニュースレターの発行月平均 ： 1 回/月
中文ニュースレターの発行月平均 ： 1 回/月

○印刷物による広報誌発行総回数

（参考） 第三期期間目標値：毎年5回以上
第二期期間平均発行件数：5.2回/年度
※22年度については東日本大震災の影響で5冊目の
　発刊が遅れた(H23年4月発刊→23年度分）ために

・第34号-「RIETI 10 年の歩み」 　目標未達となった。
・第35号-「新しい日本を創る」
・第36号-「RIETIデータベースの構築」
・第37号-「Quake Revival」（英語出版）
・第38号-「東日本大震災を超えて」
・第39号-「人材の育成と活用・処遇を考える」

（6）特記事項 ○平成23年度に重点的に実施した事業及び成果については、以下のものがある。

○研究成果の積極的な発信
①東日本大震災への対応
・震災直後から、復興政策の提言などの積極的発信につとめ、特別コラム（震災関係13本）、Special Report（震災関係8本）、
「世界の視点から」（震災関係3本）などの掲載、東日本大震災対談シリーズの実施（3回）、震災関係のBBLセミナーの実施(15回)、
それらの集大成としての政策シンポジウムの開催（3回）などを行った。
・ウェブサイトトップページに東日本大震災コーナーを開設した。

②BBLセミナーの参加者拡大
　BBLセミナーへの参加者数は延べ5,418人（1回当たり90人）となり、延べ人数、1回当たりともに過去最大の年間参加者数となった。
また、BBLセミナー開催案内先は約2,900名超（H24年3月末現在）と同様に過去最大となった。

研究論文1本あたり
平均4,400件以上

23年度実績

23年度実績

研究論文1本あたり
平均5,384件

23年度実績23年度目標

月4回

発行回数 6回

ダウンロード平均件数

年5回以上

23年度目標

月平均回数
23年度目標
月3回以上
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

③マスメディアを通じた発信の状況
・テレビ・ラジオでの情報発信
　中島理事長を中心に、日本経済やTPP等についてケーブルテレビやラジオの番組でコメントや解説を行った。

平成23年度：18件
・新聞・雑誌での情報発信
　中島理事長、藤田所長、鶴上席研究員等が日本経済新聞や各経済誌に寄稿等を行った。

平成23年度：27件
・日本経済新聞「経済教室」への掲載
　日本経済新聞の「経済教室」でもRIETIの研究成果が取り上げられた。　

平成23年度：8件

○国際化への進化への取り組み
(1)研究機関との交流

①中国DRC（国務院発展研究中心）
・ 共同研究の実施

  研究テーマ　“The internationalization of Chinese Firms”
・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（更新）（平成23年10月12日 ）

②欧州CEPR（経済政策研究センター）
• ワークショップをロンドンで共催 （平成24年3月29日）

タイトル“International Finance and Corporate Finance: Japanese and European perspectives”
• VoxEU※との提携開始 （平成 24年3月）

※ 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。
RIETIのコラムをVoxEUにも掲載するとともに、VoxEUのコラムをRIETIウェブサイトにも掲載することとした。

③米国CFR（外交問題評議会 )
・協力に関するMOU締結(平成23年7月21日)
・ヴィジティング・スカラー(VS)の継続的受け入れ  

④その他 
・韓国NEAR財団（東アジア研究財団 ）/中国CASS（社会科学院） 

第1回コンファレンスをソウルで共催（平成23年6月2日） 
タイトル“A3 Triangle Initiative on Monetary and Financial Cooperation for Korea, China and Japan” 

・アジア開発銀行研究所・一橋大学Global COE Hi-Stat Project
コンファレンスを共催（平成23年7月27日）
     タイトル"The First Asia KLEMS Conference-Productivity Growth in Asia"

・米国RAND研究所
シンポジウム・ワークショップを共催（平成23年7月29-30日）

タイトル 「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」
• 台湾 TIER（経済研究院） /韓国 KIET（産業研究院）

ワークショップをソウルで共催（平成23年11月22日）
タイトル“Small & Medium Enterprises: Issues and Policies”

(2)学術的成果として国際的に高い評価を得た実績
・海外の学術誌・書籍で引用された査読付き英語論文の件数：35件
※この他、平成23年度にオンライン上に掲載された査読付き論文で、平成24年度以降に刊行予定のものが12件ある。

(3)その他
・　海外からの客員研究員(VF)、ヴィジティング・スカラー（VS）の受け入れ(再掲)
・　 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） 
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○RIETIの政策提言・普及業務の外部レビュー（参考値）

・評価の方法
　他省庁、地方公共団体、政府関係機関、大学、経済界、NPO/NGO等に対して、紙面及びウェブ上で政策提言・普及業務活動に関して
アンケートを行った。

・評価の結果
　上記アンケートの中で、RIETIの総合的な評価に関する2つの質問を実施しており、その結果は以下のとおり。

アンケート冒頭で経済産業研究所の目的について説明。
　独立行政法人経済産業研究所法に基づき、独立行政法人 経済産業研究所（Research Institute of Economy,Trade and Industry / RIETI）
は、霞ヶ関という立地条件を活かし、政策現場・研究者・民間の連携によるシナジー効果を最大限に発揮しながら、自主・独立に政策研究と
提言を行う本格的な政策研究機関です（2001年4月設立）。
　我が国が成熟した活力ある社会を構築していくために、従来の政策決定過程の枠組みに囚われない理論的・分析的な研究に裏打ちされた
斬新な発想に基づく政策展開の実現を追求しています。このためRIETIでは、政策ニーズに見合った研究テーマの大枠を設け、その枠組みの
中で各研究者が個別に自由に研究し、しかも個別の研究が有機的に関わり合うよう工夫し、さらにシンポジウムなどを通じて有識者や関係者
の知見も取り入れています。こうして研究の相乗効果を図り、活発な提言活動を通じて政策論争及び政策形成に貢献しています。

質問1． [経済産業研究所（RIETI）は、この目的をどの程度果たしていると思いますか？]

A評価（十分その役割を果たしている） ・・・ 件
B評価（ほぼその役割を果たしている） ・・・ 件
C評価（あまりその役割を果たしていない） ・・・ 件
D評価（ほとんどその役割を果たしていない） ・・・ 件 ※有効回答数：392件

平均点　3.28　　　　　 ※計算上、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算した。

「RIETIは目的を果たしている」との回答比率＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　81.9％　　　　　

参考：アンケート調査における数値の推移

第三期期間 Ａ～Ｄ評価卖位：％

第二期期間 Ａ～Ｄ評価卖位：％

※年度により回答方法、回答率等が異なることには留意する必要がある。

1.0D評価：ほとんどその目的を果たしていない
平均点

D評価：ほとんどその目的を果たしていない

3.28

4.6

20
4

11.0
18年度

2.83

19年度

C評価：あまりその目的を果たしていない

23年度

5.0

136
232

20年度

5.9
2.85

69.5
13.7

65.4
19.0

11.7
67.1 -

A評価：十分その目的を果たしている 34.1

平均
-

-
-
2.94

C評価：あまりその目的を果たしていない
B評価：ほぼその目的を果たしている
A評価：十分その目的を果たしている

51.3

1.7

10.9

B評価：ほぼその目的を果たしている 58.1

35.8

平均点

11.2

3.21

21年度

2.952.86
4.9

13.0
70.0
13.9

22年度

3.0
16.3
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

質問2． 「RIETIの研究活動（研究・成果の公表）は、あなたの業務、研究の参考になりましたか？」

A評価（大変参考になった） ・・・ 件
B評価（多尐参考になった） ・・・ 件
C評価（あまり参考にならなかった） ・・・ 件
D評価（全く参考にならなかった） ・・・ 件 ※有効回答数：399件

平均点　3.49　　　　　 ※計算上、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算した。

「RIETIの活動が参考になった」との回答比率＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　87.2％　　　　　

参考：アンケート調査における数値の推移

第三期期間 Ａ～Ｄ評価卖位：％

第二期期間 Ａ～Ｄ評価卖位：％

※年度により回答方法、回答率等が異なることには留意する必要がある。

３．資料収集管理統計加工及び統計 （1）データベースの構築と活 (1)JSTARデータの国内外への公開を引き続き実施した。HRS並みの国際標準化への取り組みを開始しており、国立社会保障研究所、ドイツ
用に向けた取り組み 日本研究所という公共機関や、公共経済学の分野では第一人者であるオリビア・S・ミシェル（米国）、スティーブン・F・ヴェンティ(米国）への

データ提供を行った。平成23年度のデータ利用申請件数は15件であった。

（2）データベースのユーザー 【RIETIデータベースの概要】
による利用状況 　研究所では政策分析用データベースの体系的整備を行っており、外部への情報提供を行っているところ、おもなデータベースは以下の

とおりである。

①JIPデータベース
日本の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料及び日本産業生産性データベース（Japan Industrial Productivity 
Database）を提供。現在は、201１年版を提供している。

②AMU and AMU Deviation Indicators　アジア通貨卖位(AMU)と東アジア通貨のAMU乖離指標
「アジアの最適為替制度」プロジェクトにおける新たなサーベイランス基準としてのアジア通貨卖位（AMU）と、各東アジア通貨のAMU
からの乖離指標の測定結果を提供。

③JSTAR（暮らしと健康の調査）

④RIETI-TID
東アジアの製造業産業活動を貿易動向から把握する観点から、同域内で取引が活発な産業に焦点を絞りつつ、産業毎（13分類）の
生産工程別（5工程）に1年間の貿易額を整理した結果を提供。

18年度

B評価：多尐参考になった 39.2

平均点 3.49

B評価：多尐参考になった 43.6
C評価：あまり参考にならなかった 3.8

26.1

D評価：全く参考にならなかった 0

C評価：あまり参考にならなかった
D評価：全く参考にならなかった 2.4

210
174
15
0

A評価：大変参考になった 52.6

A評価：大変参考になった 40.4

23年度

平均点 3.18

19年度 20年度 21年度 22年度
18.1 21.6 26.3

48.6 47.5 46.4 46.4
20.7 30.4 26.5 23.518.0
4.5 3.9 5.5 3.8

2.96 2.80 2.84 2.95

平均
-
-
-
-
2.95
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

⑤総合エネルギー統計の解説・2006年度より適用される新たな総合エネルギー統計についての解説
総合エネルギー統計の各項目とその設定根拠、推計過程の解説を提供(2007年改訂版）。

⑥都道府県別エネルギー消費統計
都道府県別エネルギー消費統計の解説と試算結果を提供。

⑦長期接続産業連関データベース
日本の産業構造を分析するため、基礎データである産業連関表の長期接続データを産業部門毎に提供。

＜主な取組＞
・大規模データセットであるJIPデータベースは、RIETIの様々な研究プロジェクトで活用するほか、重要なデータベースとして高く評価
されている。平成23年度は、JIPデータベース2011を完成公表した。
また、今後のJIPデータベースの作成に必要な公表データの収集・入力業務をこれまでより効率的に実施するために、官民競争入札に
より業者を選定しデータベースシステムの改訂をおこなった。これにより、今後将来にわたって蓄積されていくデータをより安定的に行う
ことが可能となった。

・AMUについては、安定的に情報の提供を図ったところである。また、最近の円高の進行等行政ニーズに応えるため、機械産業（8分類）
の名目産業別の実効為替レートを23年度から日次で提供を開始した。本年度は、実質産業別の実効為替レートを提供する準備を進め
ている。

・RIETI－TIDは、我が国と諸外国をはじめ外国間の貿易構造について豊富な情報を備えたデーターベースであり、2011年通商白書の、
第2章「世界と我が国の通商構造の変化」の第1節「我が国をとりまく世界貿易の変遷」の世界通商の構造変化等ではほぼすべて
RIETI-TIDを用いている分析をおこなっている。また、我が国通商構造の変化が国内の経済・産業構造、雇用に与えた影響分析にも利用
され、通商白書に必要な分析をおこなううえで重要なデータベースと評価されている。

・今後も利活用可能なデータベース及びアンケート調査結果等を順次公開していく。

第三期期間 （卖位：件）

第二期期間 （卖位：件）

※③は19年度から、②は20年度からそれぞれ公表、③は22年度、④は平成19年度から公表。
②～③は23年度から英文webのアクセス件数の掲載も開始。

④RIETI-TID 6,191

16,286

4,442

⑤総合エネルギー統計の解説・2004年度改訂版

23年度

10,571

10,472

3,271

- 15,681

③JSTAR

⑥都道府県別エネルギー消費統計
⑦長期接続産業連関データベース
⑧マイクロデータ計量分析プロジェクト

18年度 19年度 20年度

- 2,011 4,515 5,158

②AMU及び産業別実効為替レート 22,975

13,768.4
21年度 22年度

①JIPデータベース 14,941

3,705
②AMU及び産業別実効為替レート -

平均
①JIPデータベース 11,422 10,984 17274 14,536 14,626

17,339 14,093 14,066

14,862.3
③JSTAR - - - - 3,705

3,968.4
⑥都道府県別エネルギー消費統計 6,466

6,672

16,554 12,352

13,501

4,589
⑤総合エネルギー統計の解説・2004年度改訂版 16,480

3,354 4,375
4,988

12,905 14,976.6
④RIETI-TID

4,555 3,821 3,051 3,427
12,479 12,667 11,633 11,349.2

⑦長期接続産業連関データベース
4,432⑧マイクロデータ計量分析プロジェクト 5,524 4,927 3,980
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

＜その他の取り組み＞
①個別企業等情報の漏洩予防措置：　RIETIは統計作成省庁から貸与された個別情報の電子機器からの漏洩、電子媒体の置き忘れ

等への予防措置を求められた。対策として「セキュアUSB」を導入しデータの暗号化、インターネット利用の一次中断、データ複写の禁止、
利用期間制限を機器に設定し要請に答えている。

②研究テーマの実現化に向けた統計情報による支援：　研究テーマを具現化するため、各省が実施する個別情報の利用申請事例集、
RIETI保有データベース一覧、提供可能なRIETIアンケート一覧、図書検索方法及び各種申請書のダウンロードを可能としたワンストップ
ポータルサイトとして整備した。

③短時間でパネル分析（時系列）が可能とするための支援：　企業のダイナミックな活動を捉えるには各企業を時系列で分析すること
が効果的であるが、時系列化には膨大な労力と時間を必要としている。RIETIは政府統計調査のうち、企業毎又は工場毎の時系列化を
実施した。さらに、より研究領域を拡充させるため民間DBとの接続情報を提供している。今後も精度向上のため引き続き整備をおこなっ
ていく。

４．研究・発信のパフォーマンスを向上 （1）ネットワークを活かした ・多角的な研究テーマ群について体系的な研究による政策提言を実現するため、プログラム毎に一定の方向性を設定しとりまとめを行う
させるための取り組み 知のハブの構築 コーディネーション機能を担うプログラムディレクターを設置。各プログラムのテーマにおいて、最大の研究パフォーマンスを上げていただ

ける研究者をプログラムディレクターに選任し研究を進めている。
・通商交渉のエキスパートを新たに常勤上席研究員として採用し、国際通商に係る研究体制を充実させた（中富SF）。
・外国人研究員を上席研究員として採用し、研究プロジェクトを実施。内外へ研究成果を発信（ソーベックSF）。

（2）外部諮問委員会 ・理事長の委嘱に基づき、研究テーマの適切性、研究の進捗状況、成果の発信･貢献等について検証し、研究活動の充実を図るために
平成22年に設置され、平成23年12月5日に第2回が開催された。
・委員は大学、産業界等の有識者（海外委員を含む）からなり以下のとおり。

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　　　　一般財団法人キャ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

・第2回委員会では、第3期中期計画における研究プロジェクトのテーマ設定や、特に震災後の社会復興も視野に入れ、政策策定への
タイムリーな貢献という観点からのプロジェクトの優先度について、また、JIP、CIP、JSTAR等のデータベースの整備、海外研究機関
との研究協力について有意義な示唆が得られた。
・海外の委員とは、平成23年7月26日にジョルゲンソン委員と、平成24年1月25日にボールドウィン委員と、各々個別に意見交換の
場を持ち、研究テーマの有機的な連携体制についての必要性等について示唆を得られた。また、政策ポータルサイトVoxEUへの参加
が提案された（これについては提案を受けて参加）。

（3）情報システムを活用 ・平成23年8月から新PC-LANシステムを導入した。一部機能をクラウド化することにより、ローケーションを問わず、ファカルティフェロー
したパフォーマンス向上 等所外勤務者との綿密な情報共有が可能になった。

また、上記に加えサーバ機器等を所内サーバ室から外部のデータセンターに移設することにより、経済産業省の法定停電および電力
供給事情による突発的な大規模停電の際にも情報共有を行う事が可能となった。

（4）経済産業省等の政策策定 ・研究成果は、2011年版通商白書において、「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」他、また産業活動分析
当局による政策立案に資する も含めて多数が引用された他、内閣府では、経済社会構造に関する有識者会議　財政･社会保障の持続可能性に関する「経済分析ワー
学術的知見の提供 キンググループ」第3回の事務局説明資料でJIPデータベースによる資本ストック推計とTFP上昇が引用され、また、行政刷新会議において

は、玉木雄一郎衆議院議員による趣旨･論点説明において、JIPデータベースによる成長会計結果が引用されるなど、政策策定の様々な
レベルで活用された。

（5）特記事項 ・国際連合気候変動枠組条約京都議定書CDM理事会の理事として、常勤研究員が政策立案に役立つ知見を提供するため参画しており、
国際的なエネルギー・環境分野の問題へ貢献する役割を果たしている（戒能F）。

15



評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

Ⅱ．業務運営の １．一般管理費及び業務費の （1）一般管理費の効率化 ○一般管理費については、第2期に続き、第3期中期目標期間中、運営費交付金によって行う事業について、毎年度平均で前年度比3％
効率化 効率化に関する事項 以上の効率化を図ることとしている。

・平成23年度については、平成22年度に比し一般管理費を3％以上削減した。

一般管理費の推移 （卖位：円）

※上表の一般管理費は損益計算書上の一般管理費から人件費及び減価償却費を除いた額である。

（2）業務費の効率化 ○業務費については、新規追加・拡充部分を除き、毎年度平均で前年度比1％以上の効率化を図ることとしている。

・平成23年度については、平成22年度に比し業務費を1％以上削減した。

業務費の推移 （卖位：円）

※上表の業務費は損益計算書上の研究業務費から人件費及び減価償却費を除いた額である。

２．役職員の給与等の水準の適正化 （1）法人に特有の背景やおか ・RIETIは、政策研究・提言活動を効果的・効率的に行う観点から、人的資源についても研究所のパフォーマンスが向上するよう様々な手
れている状況を示すとともに、 法を導入している。具体的には、研究員については任期付採用、外部兼任研究者等の手法を活用すること、事務職員についても民間の
それに従って設定されている スペシャリストを登用することを基本方針としている。この方針に則り、研究員、事務職員ともに原則任期付任用とするとともに、研究員に
法人の基本的な役職員の給 ついては年俸制としている。
与等に関する基本的な方針

（2）法人の役職員の給与等の ○常勤役員の報酬等の支給状況
実績について、法人の置かれ （卖位：千円）
ている状況を勘案しつつ、他
の独立行政法人の平均や
国家公務員と比較し、その水準 ※中島理事長分
が適正かどうか

※及川前理事長の業績給分

（参考1）全独立行政法人平均（平成22年度）
総務省「独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成22年度)」より

（参考2）国家公務員指定職（平成23年4月1日現在）

○常勤役員の退職手当の支給状況

　平成23年度支給実績：法人の長　　9,906,700円　（退職日：平成23年3月31日、在職期間：5年8か月、業績勘案率：1.0）

事務次官（8号俸） 22,765

15,741

法人の長 17,833

理事 14,926

法人の長 22,059
2,850

理事 14,461 11,855 2,606

報酬（給与）

22年度実績 23年度実績 削減額
一般管理費 259,478,244 194,751,682 64,726,562

賞与

前年度比削減率
24.9%

22年度実績 23年度実績 削減額 前年度比削減率
業務費 619,625,693 571,963,581 47,662,112 7.7%

3,469

報酬等総額
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○常勤職員の給与の支給状況

（参考1）常勤職員の給与の支給状況

区分

常勤職員
　うち事務・技術職員
　うち研究職員

注：平成23年度を通して在籍した者のみの数
 年間平均給与額には時間外手当、通勤手当は含まない。

（参考2）職員と国家公務員との給与水準の比較

①ラスパイレス指数の状況

＜事務・技術職員＞ ＜研究職員＞

対国家公務員（行政職（一）） 対国家公務員（研究職）
　地域勘案 　地域勘案
　学歴勘案 　学歴勘案
　地域・学歴勘案 　地域・学歴勘案

（※）国の給与水準を100とした時の指数

②研究職員が国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由

・研究員については、その年俸額を下記の諸要因を総合的に考慮して決定しているが、民間からの採用者については
任期付であること(永続的な雇用を保障していないこと)及び退職金を支給しないこと等から、高めの水準となっている。
因みに事務・技術職員については国に比べて非常に低い水準となっている。

参考：研究員の年俸決定時の考慮要因(研究職員等給与規程第2条第2項)
契約締結に当たっては、研究職員等の年俸は、①個人の専門能力、経験、研究成果、②学位の有無、③担当する職務の
複雑・困難、責任の度、④組織への貢献     期待度、⑤現在別組織に既に雇用されている場合、当研究所に移ることによっ
て発生するリスクに対する補償額、⑥当研究所の研究環境を享受することによって、本人が受ける便益、⑦研究者市場に
おいて、本人と同様の状況にある研究者の給与相場、⑧競合先提示条件、⑨現在の給与及び⑩既に当研究所に雇用され
ている研究者の給与とのバランス等を考慮して定めるものとする。

（参考3）「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づく人件費改革の進捗状況等

人件費削減方式を採用している。
平成17年度を基準とし、5年間(18年度～22年度）で5%の削減目標を達成。23年度も、平成17年度比人件費年率1％削減という目標
が継続されたが、その目標も達成。

（卖位：千円）

給与、報酬等支給総額
人件費削減率

①現在の本俸同額、（年俸制の者にあっては）年俸額を俸給表に当てはめ、その直近上位から評価結果に基づく昇級幅（号俸
の増加率）を現在の年俸額に乗じて俸給額又は年俸額を計算する。

②国からの出向者については、平成23年度においてもRIETIの3等級相当以上の者（研究職員及びシニアのマネージャー以上の
スタッフ）について昇級幅を半分程度に抑制した。ただし、特別賞与（A-以上の場合に支給）については、抑制しない。

＋1.07% ▲6.94% ▲8.87% ▲16.82%

108.3

20年度実績

▲12.20%

23年度実績
449,453 413,940 405,336 370,007 367,064 390,553

18年度実績 19年度実績

90.8 112.4

21年度実績 22年度実績

▲17.48%

78.8 108.4
87.3 112.1
75.8

25 44.9 6,138 4,574 1,564
7 39.7 8,219 6,122 2,097

年間平均給与額（千円）
うち賞与

32 43.8 6,593 4,913 1,680

人員（人） 平均年齢（歳）
総額 うち所定内
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

（3）その他（諸手当） １）期末手当、勤勉手当の支給割合・算定方式
雇用契約（1年間）を行っており、人事評価の結果を次期契約に反映させている。算定方法は国と異なるが、支給割合（23年度において
は、3.95月分）は、国に準じたものとなっている。

２）各手当における国の基準との比較
扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給基準については、国の支給基準と同一となっている。

３）法定外福利費
・平成23年度法定外福利費の支出実績額は443,667円であり、全額が役職員の健康診断に要した費用である。

３．入札・契約に関する事項 （1）契約に係る法人に特有の ○20年度において締結した随意契約等について点検･見直しを行い、22年度以降は下記の方針に基づいて契約を行うこととした。
背景やおかれている状況を示  　(1) 一般競争入札
すとともに、それに従って設定 原則、基準額以上の調達案件については、真にやむを得ないものを除き、一般競争入札への移行を進めることとし、価格のみでの
されている法人の基本的な契 契約先の決定が困難なものについては、価格及び履行能力、技術力等を総合的に評価する総合評価方式により契約先を決定する。
約方針

　 (2)企画競争・公募
 　 　 ① シンポジウム会場借料については、公募により一定の要件を満たす会場を登録し(応募は随時。登録リストは公開)、案件毎にそ

の登録された会場のうちシンポジウムの内容に適した立地のもの全てに空き状況を確認し、価格及び会場施設を総合的に評価
して決することとする。

②人材派遣契約については、企画競争により派遣職員の経験及び能力と価格とを総合的に評価して決することとする。
③データベース利用・購入については、潜在的な供給者が他に存在しないことを確認するため、公募とする。

   (3)下記については、いずれも競争に適さない事由があるため、引き続き随意契約とする。
     ①他機関との共同研究：研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。

②PC-LANなど既調達のシステムの改修：貸主以外の者による改修では、保守を受けられなくなるため。
③シンポジウム関係：競争性のある契約形態で選定した会場において、機器の賃貸借などを行う場合の会場の指定業者との契約

（2）業務の効率的な実施の観 Ⅰ．契約に係る公表の基準の整備及び実施状況
点から一般競争入札の範囲 ①整備状況
の再検討等適切な契約の選 　契約方式、契約事務手続、公表事項等契約に係る規程として、「独立行政法人経済産業研究所会計規程」(以下、「会計規程」とい
択が行われたかどうか。 う。）及び 「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」（以下、「会計細則」という。） に定め、これらに基づき実施している。

＜随意契約に関する規定＞
・随意契約ができる事由：独立行政法人経済産業研究所会計規程 第47条
・随意契約によることができる限度額：独立行政法人経済産業研究所会計規程細則 第4条

②当該基準等の運用状況
　これら規程類に基づき、契約手続きを実施している。

③当該基準等の公表状況
　これら規程類は、すべてホームページで公表している。また、契約の締結状況もホームページで公表している。

＜契約状況の公表の根拠＞
・独立行政法人経済産業研究所会計規程細則 第4条の2

④国の基準との比較

・次の主な事項については国の基準と同一となっている。
　随意契約ができる尐額契約の上限額、指名競争入札ができる上限額、契約情報の公表事項、総合評価方式の導入

・国と異なる項目は以下となっている。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

　「見積書の徴取省略の取扱い」
会計規程細則第10条において、6万円を超えない契約については、見積徴取を省略できることとしている。
国は、100万円以下の随意契約について、各省が契約事務の実情を勘案して、予定価格調書、その他書面による積算を省略
し、又は見積書の徴取を省略してもよいこととしている（大蔵省主計局長通達・昭和44年蔵計4438参照）

(RIETI）
　会計規程細則第10条

6万円を超えない契約、又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴収を省略すること
ができる。　

Ⅱ．契約の適正実施確保のための取組状況

＜契約事務の執行体制及び内部審査の整備状況・体制＞
競争入札については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を行い、契約金額1,000万
円を超える契約については、理事長の決裁が必要となる。
随意契約（尐額随契を除く）、企画・公募による個々の契約の決裁は、審査基準から契約まで担当部局以外に総務副ディレクター、
総務ディレクター及び理事長がすべての契約の決裁を行う。
尐額随契については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を行う。
また、規程上、「重要又は特殊な契約」については決裁後、監事に回付することとしており、運用上は、理事長が決裁した契約をす
べて監事に回付している。

＜その他入札・契約に関する取組事項＞
契約監視委員会の開催により契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか（一者応
札・応募である場合に改善すべき点はないか）、競争性のない随意契約について随意契約事由が妥当であるかなどの検証を行
い競争性の確保に努めている。

Ⅲ．平成23年度に締結した契約の状況

○平成23年度における契約の内訳
（卖位：千円）

1.一般競争入札 ( ) ( )
委託調査
成果普及関係
データベース利用・購入
システム関連

2.企画競争・公募方式としたもの ( ) ( )
シンポジウム関係（会場借上・運営）
データベース利用・購入
職員派遣

3.随意契約としたもの ( ) ( )
共同研究
システム関連

総合計 ( ) ( )

○前年度との比較
（契約金額の卖位：千円）

件数 金額

随意契約の割合 16.7% 25.1% 4.5% 2.3%
合計 60 494,017 44 586,743

随意契約 10 124,069 2 13,402

72.9%
企画競争・公募 37 289,540 26

競争入札 13 80,408 73.0% 16 452,303
121,038

16 36.4% 452,303 77.1%

59.1% 121,038 20.6%

10 107,770
4 12,173

4,383

2.3%

3 11,253
2 8,348

101,438

1

100% 586,743

2 4.5% 13,402

327,976
26

平成22年度

1

1

21

平成23年度

2,601
44 100%

契約件数

1 10,801

契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

1) 随意契約によらざるを得なかった契約（2件）
①空調設備工事：1件（2,601千円）

○経済産業研究所サーバー室（経済産業省別館11階設置）空冷式パッケージエアコン更新工事：高砂熱学工業株式会社
経済産業研究所サーバー室空冷式パッケージエアコン設備の更新工事については、昨年3月11日に発生した大震災直後
に所内PC-LANサーバー等関係機器冷却のため使用中の空冷式パッケージエアコンが故障し機能低下が生じたため、
設置業者に修理を依頼したところ、設置から10年近く経過していることに加え、サーバー機器類の冷却のため年間を通じて
24時間フル稼働していることもあり、その老朽化が著しく、修理での機能回復は不可能であると判定された。当該空冷式
パッケージエアコンは平成14年に経済産業省が別館空調設備改修工事の一環として、高砂熱学工業株式会社が請負って
設置したものであり、同社は昨年初旪から経済産業省別館屋上において施工されていた経済産業省発注の空調設備
再改修工事の請負業者でもあったことから、同社以外に工事中の場所での室外機設置工事ができないこと、また、既存
エアコン設備の冷却機能の停止が予断を許さない危機的状況にあり、所内PC-LANの安定的稼動を早期に確保するため、
設備の更新工事を早急に行う必要があることから同社と随意契約を行った。

②他機関との共同研究：1件（10,801千円）
○イノベーションと経済成長に関する調査研究に係る共同契約：国立大学法人京都大学

研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。なお、京都大学との間では学術協力及び交流に関する
協定を締結している。

2) 応札者・応募が一者であった契約（4件）
①平成23年度「くらしと健康の調査(足立区・金沢市)」 に関する委託調査については、　50歳以上の中高年を対象とし、

結婚、就業、医療、所得、消費、住宅、資産、社会活動、配偶者就業、健康状態（握力、血圧、身長、腹囲、記憶力等）、
税・年金等、介護・援助など多岐に亘る調査で、すでに平成18年度に第1回調査、平成21年度に第2回調査を実施した
ところであるが、政策効果の検証、因果関係の特定といった重要な研究課題に取り組むためには、同一客体の追跡調査
（パネル調査）を行い、客体の相違を除いた形で、実証を進めていくことが不可欠である。今回は前回の対象者に第3回目
の調査を実施し、日本にこれまでにない規模でのパネル調査を行うことを目的として実施したもの。当該業務については、
調査対象者リスト等を当方から提供する等新規事業者にも業務が対応可能な仕様を設定した。入札説明会への参加業
者は10社あったものの、多岐に亘る調査内容でかつ握力計等の使用があるなどで調査員の指導・教育に大きな手間が
かかり得ることに加え、過去に調査経験のある業者と競合しても、当該業務の落札の可能性が極めて低いとの判断から
その結果として1者のみの参加となったのではないかと推測している。

②平成23年度「くらしと健康の調査(調布市)」に関する委託調査については、上述した平成18年度に第1回調査、平成
21年度に第2回調査を足立区及び金沢市において実施したところであるが、今回は新たに調布市に住む1,500人を対象
に第1回目の調査を実施し、日本にこれまでにない規模でのパネル調査を行うことを目的として実施したもの。当該業務
については、調査対象者リスト等を当方から提供する等新規事業者にも業務が対応可能な仕様を設定した。入札説明会
への参加業者は12社あり、調査対象地域も新規に設定した第1回目の調査であることから複数の入札参加者を期待した
ところであるが、多岐に亘る調査内容でかつ握力計等の使用があるなどで調査員の指導・教育に大きな手間がかかり
得ることに加え、過去に同様の調査経験のある業者と競合しても、当該業務の落札の可能性が極めて低いとの判断から
その結果として1者のみの参加となったのではないかと推測している。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

③平成23年度「組織と人材管理・育成に関する企業インタビュー調査」に係る委託については、平成19年度に第1回目
の調査（公募方式により「(株)帝国データバンク」を選定）として、人材や組織の運営に焦点を絞り、欧米先進国に比べて
尐ないと言われる人材投資や組織改変投資の実態をより詳細に把握するための企業インタビュー調査を実施し、相応の
成果をもたらしたが、一方でコーポレート・ガバナンスとの関係や意思決定のスピードの把握などの新たな課題も明らか
になった。このため、平成23年度は引き続きガバナンス構造が把握しやすい上場企業を対象にするとともに、製造業に
焦点を絞って、前回調査で見落とされていた点を補完した新たなインタビュー調査を実施した。当該業務の調達手続に
ついては、当初6月に着手し7月中旪に契約先を決定し12月までに調査を行う予定で手続を進めていたところ、連携して
研究を行っている韓国ソウル大学が当該調査に先駆け同様の調査を実施したことから、日韓のデータ比較をするために
その回収結果等を考慮し対象企業（上場企業2,076社→製造業1,189社に変更）を変更する必要が生じたため、当初の
調達手続を中止し仕様内容を変更のうえ再度の調達手続を行うこととなった。再度の調達手続に当たり仕様内容の見直し
から再度の調達手続に時間を要したこととともに連携するソウル大学との研究スケジュールの関係から、調査終了時期を
後ろ倒しに出来なかったため結果として、当初想定していた調査期間を1ヶ月間短縮せざるを得ない状況となった。そのため
入札説明会参加業者は10社あったが、企業へのアポイントメントを得た上で実際のインタビュー調査に赴くというある程度
日程を要する調査内容であるところ、調査期間の1ヶ月短縮により調査実施スケジュールが厳しいと判断した業者が出て、
結果として1者のみの参加となったのではないかと推測している。なお、前回調査を担当した(株)帝国データバンクから
聴取したところによると、入札参加辞退の理由として、調査内容と調査期間を検討した結果、この調査期間から仕様で
求める回収率の達成が厳しいとの判断に至ったためとのことであり、他の入札説明会参加業者の聴き取りでも、調査期間
と見込まれる経費から入札不参加と判断したとのことであった。

④平成23年度は計21件の職員派遣募集（企画競争）を実施したところ、21件中1件のみが1者応札となり、他の募集に関し
ては複数応札となっている。また本件 同様の研究支援担当（プロジェクト担当）3募集についても、それぞれ7月実施応募
4件、8月実施応募4件、2月実施応募4件 と複数応札の結果となっており、職員派遣募集について、年間を通じ複数応札
の状況にあると考えている。
なお、本件に関し応札のなかった業者に問い合わせを行ったうち、2者の派遣会社は募集を知っていたものの 、たまたま
該当者がいなかったため、応札にいたらなかったとの回答であったことからも、該当者がいれば応札があったものと推測
している。

3) 関連法人（特定関連会社、関連会社及び関連公益法人）との契約状況
該当法人なし。

（3）契約監視委員会 ○契約監視委員会
(1)平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」を受け、契約監視委員会を設置。

・競争性のない随意契約を継続しているものについて随意契約事由が妥当であるか
・契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか（一者応札・応募である場合に改善すべき
点はないか）などの検証を行う。

〔メンバー〕
白山 真一 委員長（公認会計士）
向 宣明 委員（弁護士）
八田 進ニ 監事
濵田 憲一 監事

(2)平成23年度契約案件については、平成24年5月21日開催の契約監視委員会において審議を行い、透明性や競争性の確保について
　　問題は無く、適切であるとの了解を得た。

（4）官民競争入札等の活用 ○平成19年12月24日閣議決定「公共サービス改革基本方針」に基づき、以下の業務について民間競争入札手続を着実に進めた。
・ データベースの維持管理業務

官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会の議論を経て、第二期の民間競争入札を実施。入札の結果、第一期に続き
株式会社価値総合研究所が受託（入札件数2件）。
本件業務については、先般の契約時、初年度の業務開始直後に一部納品のデータに不備がみられたことから、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。
　【契約期間】平成23年12月28日から平成26年3月末日までの約2年3か月間
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

４．マネジメントに関する事項 （1）内部統制の充実・強化 ○原則毎週月曜日、役員（理事長、理事、監事）及び幹部職員（担当マネージャー以上全員）が参加し、情報共有及び重要事項を討議す
る会議（通称「月曜会」）を開催。

○以下の各週定例会議を開催し、情報共有や気づきの課題（リスク）について討議を行っている。
・水曜日：研究グループ・広報ミーティング
・木曜日：正副ディレクター会議
・金曜日：総務マネージャー会議

○日常業務では、理事長との接点が尐ない①副ディレクター級及び②マネージャー級の職員とのコミニュケーション強化のため、原則月に
1度、それぞれのグループと1～2時間理事長が直接意見交換する場を設けている。

○RIETIが取り扱う情報管理については、平成19年度にセキュリティポリシーを導入し、平成23年度には5巡目のPDCA（制度ルールの設定、
研修、内部監査、改善）を実施した。

○平成23年度は、ISMS内部監査時に併せて内部統制に関するヒアリングを実施し所内のリスクの洗い出しを行った。事務局が回収した
リスクについて、理事長自らが審査を行った。これより毎年度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サイクルを繰り返していくこととする。

○平成23年度より、理事長が予算の執行状況について四半期毎にチェックを行う会議を導入し、進捗管理機能を強化した。

５．各法人に共通する個別的な視点 （1）公益法人等に対する ○公益法人等に対して支出していた会費については「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成24年3月23日行政改革実行
会費の支出 本部決定）に基づき支出を取りやめることとし、下記の団体についてはいずれも平成23年度末をもって退会した。

・公益社団法人経済同友会
・公益社団法人日本経済研究センター
・財団法人経済産業調査会
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

Ⅲ．財務内容 １．財務内容の改善に関する事項 （1）予算管理の適正化かつ効 ①平成23年度のRIETIの運営費交付金執行状況
率性

平成23年度決算報告書 （卖位：千円）

収入
運営費交付金
受託収入
普及業務関係収入
寄附金収入
科学研究費間接費収入
金利収入・雑収入
計

支出
業務経費

うち調査及び研究業務経費
うち政策提言・普及業務経費
うち資料収集管理業務経費

受託経費等
一般管理費
計

注記：人件費支出は、調査及び研究業務経費の予算金額及び決算金額に含まれている。

②運営費交付金の繰越等について
・平成23年度支出については予算と決算の差額220,550,281円が発生した。このうち終了したプロジェクト等の損益分7,401,674円に
ついては、平成24年度内に積立金として整理し、第三期終了時に国庫返納する予定である。
・一方、研究プロジェクト及び業務について、一部の研究プロジェクト及び業務に、進捗の遅れ及び計画の見直し・修正により翌年度に
延期・繰り越されたものがあるため、合計で213,148,607円（220,550,281円-7,401,674円）を翌年度に繰り越し、翌年度以降収益化
する見込みである。
・繰越分213,148,607円の内訳は、調査及び研究業務194,262,828円、政策提言・普及業務18,885,779円である。

③収入について
・平成23年度の収入については予算と決算の差額1,200,887円が発生した。この額に終了したプロジェクト等の損益分7,401,674円を
加え、雑損41,436円を減じた額である8,561,125円を当期未処分利益として計上した。
・当該当期未処分利益は経済産業大臣の承認が得られれば平成24年度内に積立金として整理し、第三期終了時に国庫返納する
予定である。

④その他
・借入金の実績の有無

借入金の実績はない。

・リスク管理債権の適正化
該当なし。

注記

-220,550

備考

-24,157
-3,698

0
0

5
1,201

-216,813
-188,958

72,046
4,039

197,353
1,288,575

0
-3,737

4,039
201,090

1,509,125

決算金額

1,491,793
4,904

879

10,566
2,000

184

1,303,997
1,089,960

138,293
75,744

1,510,326

1,087,184
901,001
114,136

区分

0

差額予算金額

1,491,793
4,039

549
866
330

10,566
2,000

178
1,509,125
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

２．各法人に共通する個別的な （1）保有資産の管理・ ○実物資産
視点 運用等について ・職員宿舎については所有していない。

・分室については「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）に示された「分室の徹底的な効率利用」
を図る観点から、必要面積の見直しを行い、分室の面積縮小及びより賃料の安い場所への移動を実施した。この結果、分室の年間の賃借料
及び共益費はそれまでに比べて約45％削減された。（平成22年度：78,420千円→平成23年度：43,067千円）

主な保有資産

○金融資産
・運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損金と運営費交付金債務が相殺されているものはない。
・当期総利益が資産評価損等キャッシュ・フローを伴わない費用と相殺されているものはない。

３．自己収入の確保 （1）出版や外部研究費 ○自己収入実績
等による諸収入 ①普及業務関係収入の実績 （参考） 平成23年度予算計画上の数値：549千円

※内訳：普及業務収入：545千円、シンポジウム収入：334千円 平成22年度実績：532千円

②競争的資金等獲得実績
・受託収入 （参考） 平成23年度予算計画上の数値：4,039千円

平成22年度実績：4,766千円

・科学研究費間接費収入 （参考） 平成23年度予算計画上の数値：10,566千円
※平成23年度科学研究費補助金獲得総額：48,646千円 平成22年度実績：4,407千円

（直接経費（35,220千円）+間接経費（10,566千円）+他機関の研究分担者に配分した経費（2,860千円））

10,566千円

4,904千円

879千円

用途

電話機12,140,241
建物

研究所内 7,942,760
工具器具備品

研究所内
研究所内

ソフトウェア

パーテーション6,730,902
具体例帳簿金額（円）種類 場所
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