
 

○小野分科会長  第42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いたし

ます。 

 配付資料がお手元にございますので、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○坂本企画調査官  それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

表の議事次第の下に配付資料一覧を記載しております。本日のメインの資料は１つ、資料

１の平成23年度業務実績評価。参考資料として４点、お手元に配らせていただいておりま

す。 

 本日は、初めにＲＩＥＴＩの平成23年度の業務実績評価について、事務局から、各委員

の皆様からいただいたコメントをご説明させていただいて、質疑応答と、ＲＩＥＴＩから

の補足説明をいただきます。その上で、平成23年度業務実績評価について委員の皆様にご

審議をいただきたいと考えております。 

 本日、審議いただいた評価の結果につきましては、規定により、常勤役員の業績給の算

定に勘案されることになっております。また、業績評価の審議中は、経済産業研究所の関

係者にはご退出いただきます。 

 ご審議いただいた評価結果につきましては、今月26日に開催されます親委員会に小野分

科会長から報告をいただいて、そちらで最終的な評価が議決されることになっております

が、場合によっては差し戻しをされて、本分科会で再度評価いただくという可能性もござ

いますので、ご了承をお願いいたします。 

 最後になりますが、議事録、議事要旨及び資料につきましては、独立行政法人評価委員

会運営規程の定めに基づきまして、公開することとなっておりますので、ご承知おきくだ

さい。 

 事務局からは以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、早速、23年度の業務実績の評価に移りたいと思います。これも事務局からご

説明をいただいて、途中でコメントがありましたら、入れていただきたいと思います。よ

ろしゅうございますか。 

○坂本企画調査官  それでは、お手元の資料１をごらんください。赤字で入れさせてい

ただいているのが委員の皆様からいただいたコメントを少しこちらで整理をしたものです。

大部にわたりますので、「総合評価のポイント」というところに主なコメントを抜粋して



入れさせていただいていますが、ここを中心にご説明をさせていただきます。 

 まず算定式の確認でございますが、こちら、すべて前回同様としておりまして、サービ

スの質の向上に60％ということでウエイトを置いております。その中身については、業務

の中核である研究本体と、その成果に関する政策提言・普及業務を40％と20％に分けてウ

エイトづけをしております。それ以外に業務運営の効率化と財務内容の改善については、

それぞれ20％という形で前年度同様の算定式としております。 

 その下に「評価の全般的な概要」ということで主なコメントを並べておりますが、１つ

目の項目、「サービスの質の向上」のうち、調査及び研究業務に関しまして、少しご紹介

をいたします。 

 研究内容につきましては、各種項目の数値目標を達成しており、質・量ともに中期計画

で掲げた目標を超えた高い学術水準を確保しているということが評価されております。 

 ２つ目は、テーマ設定については、中期目標に示された３つの重点的視点に沿った研究

が行われており、長期テーマと中短期的テーマとバランスがとれているという評価もいた

だいております。 

 ２ページ目にまいりまして、政策形成への有用性については、各種白書への引用件数も

目標を大きく上回っており、政策立案に貢献をしていると。特にＭＥＴＩ関係課室からの

評価は過去５年の水準よりも高く、政策的な要請にも合致をしていて、政策シンクタンク

としての機能強化は着実に図られているという評価をいただいています。 

 東日本大震災後の復旧・復興に対応した９件の研究プロジェクトや、それに関するプロ

ジェクトやシンポジウムの開催なども積極的な姿勢が評価できるということでございます。 

 ２つ目の項目として、「サービスの質の向上」のうち政策提言・普及業務に関してでご

ざいますが、１つ目のポツで、書籍の刊行数等、各種のアウトプット指標は目標を上回っ

ており、研究成果を測定する指標はすべて高いレベルに達しているということでございま

す。「ただし」とありまして、研究成果についての評価や認知は高いが、ＲＩＥＴＩの目

標や存在意義についての認知がやや低い。この点について周知する必要があるというコメ

ントもいただいております。 

 ２つ目でございますが、海外の研究機関との共同研究など活発に行われているというこ

とも評価をいただいています。 

 ３つ目、東日本大震災に関連する情報発信についても、政策シンポジウムの開催など、

マスメディアを通じた研究成果の発信も理事長をはじめ積極的に活動をしているというこ



とを評価いただいています。 

 最後のポツ、外部諮問委員会の設置による研究や発信のパフォーマンスについてのチェ

ック機能が働く仕組みにした点や、コンサルティングフェローを特定のプロジェクトに所

属をさせて、政策立案機能の向上を図った点など、各種の工夫も評価されているというこ

とでございます。 

 ３ページ目にまいりまして、３つ目の項目の「業務運営の効率化」でございますが、研

究のマネジメントについては、外部諮問委員会において進捗状況の管理、効果的なプロジ

ェクト運営を行う仕組みを取り入れたと。運営費の交付金削減についても、効率化を図る

ための謝金の見直しや予算執行の効率化の努力について評価できるというコメントでござ

います。 

 業務システムに関しましては、新しいＰＣ－ＬＡＮシステムの導入や、一部機能のクラ

ウド化など、新技術の導入を積極的に図っているということで、改善の成果が出ていると

いう評価をいただいています。 

 内部統制につきましては、理事長みずからが研究プロジェクトの進捗、予算執行の状況

について四半期ごとにチェックをし、所内における課題の共有の仕組みが導入されたとい

う点は大いに評価できるということでございます。各種の取り組みにも戦略性があり、こ

うした集積が法人のミッションの遂行に効果をもたらしているという評価をいただいてい

ます。 

 官民競争入札の活用や契約監視委員会なども適切に行われているという評価もいただい

ています。 

 最後の項目、「財務内容」でございますが、こちらについても、各アウトプット指標に

おける目標を達成しつつ、決められた予算の中できちんと中期計画を達成しているという

評価が１つ目です。 

 それから、自己収益に関しましては、収益意識が向上して、競争的資金の獲得への努力

は評価できるが、どのような資金を導入することが目的にかなっているかは検討する余地

があるというコメントをいただいています。 

 保有資産の有効活用につきましては、23年度から分室の移転を実施いたしまして、賃料

を40％削減したことは、施設の徹底的な効率利用の観点から評価されるということでござ

います。 欠損金も発生することなく、健全な予算管理が行われている。 

 最後に、東日本大震災の影響でプロジェクトの遅れが生じたが、必要に応じて弾力的な



研究体制の見直しが図られたという評価をいただいています。 

 簡単ですが、以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 今、ご説明をいただきましたが、研究所から補足、あるいはコメントがありましたら、

理事長と所長からお願いします。 

○中島理事長  ご審議いただきまして、どうもありがとうございます。 

 これは、イメージがもしあれば教えていただければということなのですが、今の財務内

容の中で、「どのような資金を導入することがＲＩＥＴＩの目的にかなうものかは検討す

る余地がある」という点なのです。これは競争的資金の獲得への努力をご評価いただいて

いるという一方で、必ずしも競争的資金の獲得に注力することがＲＩＥＴＩの活動目的の

趣旨に照らすと第一義ではないというようにも読めるのですが、そういう理解の上で、今

後とも努力していけばいいのかどうか。そういう理解でよろしいのでしょうか。 

○小野分科会長  これは、遠慮したような表現になっているのだと思うのです。ですか

ら、「獲得への努力を行っている点は評価できる」で切ってしまってもいいかもしれませ

ん。私としては、競争的資金の獲得に努力をしているというところでいいのだと思うので

す。それ以外に、ＲＩＥＴＩのお金をどこからどのようにもってくるかということについ

て、余り踏み込んでしまうと、国から要らないのかという話になってしまうわけですし、

民間からもっともってくる手があるのかという、発散する議論になりますので、そこは上

手に書かれているのかなという理解をしております。 

 ご異議がありましたら、ちょっとコメントしてください。 

○古城委員  前から気になっているところなのですけれども、政府の政策に資する研究

所に外部資金を獲得しろという、そういうこと自体が私はどうかと思うのです。というの

は、第一に、結局、競争資金を獲得するというと、科研費の導入がやはり一番多くなって

いくわけですけれども、もちろん科研費をとるということ自体がきちんと研究を評価され

て、資金が導入されているということを示す、だからいい研究をやるために科研費をとる

ということは評価できるのですが、国の予算全体からいくと、別の国の予算をもってきて

いるということにすぎなくなってしまう。第二に、独立行政法人に、しかも政府の政策に

資するための研究所である程度中立的な研究をしろといっているところに、外部からの資

金をどんどん入れるように努力しなさいと、すごく強調される。外部資金として何がある

のかと考えたときに、その方針そのものが、私としては余り納得できないということです。 



○小野分科会長  今の独立行政法人というのは永久的な組織形態ではないのではないで

す。だから、研究所としては、バランスよくやっていけば、いろいろなところに手を差し

伸べておくのがいいのではないかということなのではないかと思っているのです。独法だ

から政府のお金でというように決め打ってしまうと、今度は独法批判に対して答えられな

いとかいう、上手なバランスをつくられようとしているのではないかと思うのですけれど

も。 

○古城委員  異存はございませんけれども、いろいろ努力して、例えば予算を残しても、

それは結局国庫に戻さなくてはいけないとか、努力して残した分を研究に回せるというよ

うなしくみではないので独法をきちんと育てようとしているのか、理解できないところが

あります。 

○小野分科会長  小笠原先生、どうですか。 

○小笠原委員  今の議論でいいますと、政策提言につながるとか、政策実現に行くとい

うのが本当にミッションだとすると、いってみれば利用者というのは国であり、ＭＥＴＩ

だと思うので、ここのところは多分、委員の先生方と意見が分かれている部分です。財政

的にコストカットすることをただいたずらに評価するというのは本当にどうかというのは、

いつも思っています。私が着任させていただいたころの予算規模と20億から14億に下がっ

ていて、パフォーマンスは非常にいいのですが、ただ、その傾向をずっと続けていくこと

が本当にいいのかなと。だから、ここを評価し過ぎると、かえってそちらの方に行ってし

まのではないかということを少し感じます。 

○小野分科会長  一方で競争的資金をとれといわれているわけですよね。余り頑張ると

やり過ぎだとなるわけです。収益目標がありながら、あんまり儲けるなというわけです。 

○小笠原委員  そのバランスが難しいのでしょうね。 

○小野分科会長  ということで、あいまいな表現になっているようです。 

○中島理事長  それからもう１点、研究成果の評価、認知は高い一方で、私どもの目標

・存在意義についての認知はやや低いということについては、引き続き今後とも努力して

いきたいと思っている次第です。この点につきましては、我々のやっている研究成果につ

いて、さらにシンポジウム等を通じて、あるいは出版、ホームページの拡充というような

ことも通じて、広く皆さんに知っていただこうという努力をやっているところです。ただ、

一方では、私どもの行っている研究自体が、必ずしも広く一般のそのときそのときで強い

ようなものを常に追いかけているということではありませんので、その点については、や



はり民間のシンクタンクなどに比べますと、広く知らしめるという内容自体、私どもなり

の特色がありますので、そこについては我々なりのやり方でやっていくということを追求

するしかないと思っております。 

○小野分科会長  ここのただし書きも、余りほめてばかりいると問題があるかもしれな

いなどと配慮をして、ちょっとただし書きを入れて、控え目に、謙虚な態度でというつも

りで書いていると思います。ありがとうございました。 

 では、藤田所長お願いします。 

○藤田所長  大変お忙しいところを、このようにＲＩＥＴＩの業績に厳正にかつ公平に

評価していただきまして、非常にありがとうございます。 

 私が少し気になるところというのは、理事長とほとんど同じところで、１つは政策提言

のところですけれども、ＲＩＥＴＩの目標や存在意義についての認知がやや低いので、こ

れについて周知する必要があると。これは私はそのとおりだと思います。 

 いうまでもありませんけれども、ＲＩＥＴＩの特色は、日本中、世界中の研究者からテ

ーマに合った方々に集まっていただいて、チームを組んで、プロジェクトをつくっていた

だくと、それが中心ですので、基本は研究者です。研究者も大学の先生が多いわけで、大

学の先生は大学の先生自体の目的をもって研究されて、ＲＩＥＴＩでやられるときも目的

があるわけです。ただ、我々は政策的な提言が出てくることを最終的にいつも期待してい

るわけですけれども、アカデミックな質を保つというのと、政策にどれだけ直結したかと

いうのは、１つずつの論文がそれを全部満たせばいいわけですが、必ずしもそうはならな

い。したがって、我々といたしましては、各論文においてアカデミックな質と政策的なイ

ンプリケーションの重要性というのをバランスをとっていただくよう努力をお願いすると

ともに、ＲＩＥＴＩ全体の研究としてバランスしていればいいのではないかと思っており

ます。 

 このＲＩＥＴＩのミッションというのは、明確に経済産業省から与えられていますので、

ＲＩＥＴＩのあらゆるプロジェクトに関係している先生方に、あらゆる機会にお願いして

いるのです。例えばプログラムディレクターと定期的にお会いして、こういうところを再

確認していただきながら、お願いしているところでございます。この点につきましてはま

だ一層、我々努力しなければいけないと思っております。 

 外部資金については、適度にとるということしかないのではないかと思い、そのように

続けております。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。 

 この委員会が終わったら親委員会に報告するわけですが、親委員会に対して、研究所と

して要望はございませんか。 

○中島理事長  常日ごろ、分科会長あるいは委員の皆様におっしゃっていただいている

話ではあるのですが、私どもとしては、やはり研究所という立場ですので、その特質を勘

案した上で、ぜひともご評価いただければという所存でございます。予算の話がありまし

たけれども、この点については予算の制約の中でやっているというのは、どこの機関も同

じでございまして、私どもとしては、必要十分な研究をこなして、政策面、あるいは対外

的にもその内容を知っていただくということに努めるということに尽きるわけです。ただ、

こちらにつきましては、研究所の特性からどの研究をやらなかったから、すぐに大変なこ

とが起きるとか、そういうことにはならない場合もあるのですが、全体として、今の内外

経済、あるいは政策を取り巻く環境というのが複雑かつ大きく動いたりしている状況にあ

りますので、幅広い枠組みできちっと研究を行うというところが必要かと思っております。

そこについては、我々としては適切にやっていきたい、それが我々の主たる目的ですので、

そういう点をぜひともご認知いただければと思う次第です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 この後は、委員のみで議論することといたします。 

○中島理事長  それでは厳正なご評価をよろしくお願いいたします。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

     （経済産業研究所退室） 

 それでは、少し詳細に入っていきたいと思いますけれども、まずサービスの質の向上と

いうところからやっていきます。 

 説明をお願いします。 

○坂本企画調査官  一覧をお配りさせていただいております。それぞれ項目ごとに委員

の皆様からいただいたコメントと評定も入れておりますので、主なコメントは先ほどご紹

介したとおりですが、項目ごとに評定をいただければと思います。 

○小野分科会長  総合評価を最後にすることにして、２ページ目のサービスの質の向上

ということで、皆様からいただいたのはここに全部書いてありまして、古城先生がＡＡを

つけていただいて、ありがとうございます。コメントをいただけますか。 

○古城委員  やはり設定された目標をどのくらい達成しているかということで評価しろ



というのが根本にあるので、そうすると、設定された数値目標より、どれもかなり高いレ

ベルで、これぐらいだったらＡＡでもいいのかなと思うのです。 

○小野分科会長  去年は古城先生、Ａでしたね。 

○古城委員  去年よりもさらに良くなっていると思うので、ＡＡでもいいと思います。 

○小笠原委員  確かにＭＥＴＩの評価とかすごく高いのですよね。 

○小野分科会長  そうですね。 

○小笠原委員  そこの質的な部分は以前よりも大きいなとは思いましたね。 

○小野分科会長  通商産業政策史シリーズというのがありますね。これの効果が結構、

この評価に効いてきているということなのですかね。 

○古城委員  非常に地味なプロジェクトだと思うのですが、でも、通産省がどのように

過去の通商政策を総括するかということが、結局、今の転換期の時点ですごく重要なこと

になっていると思うのです。ですから、そういう意味では今後の通商政策立案とかすると

きに、一体過去がどうだったかということを踏まえてやらなければいけないようないろい

ろな問題が起こってきているので、そういう点から、政策サイドが過去の政策をまとめる

というのは、私としては、研究所がやるべきことなのではないかと思っています。 

○小野分科会長  ある意味では、経済産業省の自信になっている、あるいはＲＩＥＴＩ

を評価する人たちが、過去の地道な実績とか、諸先輩のやったこととかを理解して、自信

を得たり、あるいはこれからやらなければいけない課題というところに真摯に立ち向かっ

たりして、一呼吸おけるような風土ができて、それで、そういう認識ができるということ

は、この研究所の存在意義がよかったかなということにつながっているということなのか

なと。そういう意味で、この政策史が、過去の歴史をまとめただけだろうなどと普通は議

論しないのだけれども、意外にボディに効いてきているということであったのかなと。い

いまとめ方が、政策史についてはできていると思っています。 

 小笠原先生、何か追加でコメントされるようなことはありますか。 

○小笠原委員  政策史に関しては、たしかまだ微妙なものがというか、これは完結した

わけではなくて、原子力とか、定義づけが非常に微妙な、難しいものも編纂の中には入っ

ていたと思っています。 

○小野分科会長  原子力政策はまだ出ていないのですか。 

○坂本企画調査官  実は、今回の政策史の対象期間が2000年まででありまして、保安院

ができたのは2001年で、それまでも原子力をやっていたのですけれども、保安院はもとも



との政策史プロジェクトに入っていなかったのですが、昨年度、保安院から提案があり、

組織改編というか、組織が経産省から離れていく前に、やはり総括しておかないといけな

いと。ＲＩＥＴＩがその話を受けて、昨年度の後半から、追加される形で保安院部分のプ

ロジェクトを抜き出してやっています。そういう意味では経過なのですけれども、非常に

価値あるプロジェクトをＲＩＥＴＩがきちんと受けて、今、一生懸命やってくれている状

況であるところです。 

○小笠原委員  ９月ぐらいには規制委員会とかの中に全部統合されてくるので。 

○坂本企画調査官  そうです。まず資料を確保して、９月までに執筆は終わらないかも

しれませんが、文書が散逸する前にということで進めています。 

○小笠原委員  そうだと思います。 

○坂本企画調査官  ＲＩＥＴＩがしっかり、こういう重責を受けたというのはありがた

いです。保安院に限らず、この政策史のプロジェクトはまさに地味ですけれども、経産省

にとって非常に重要です。 

○小野分科会長  それでは、サービスの質の向上の①の部分の評価を決めなくてはいけ

ないのですけれども、Ａということでよろしいですか。あるいはＡプラスみたいなのにし

ますか。 

○小笠原委員  Ａプラスはあるのですか。 

○小野分科会長  気持ちです。表現はＡだけれども、Ａプラスとしておきましょう。３

人で足すと 4.3ぐらいになるわけでしょう。ありがとうございます。 

 続きまして、サービスの質の向上の②ですね。 

 ここは皆さん、理由はともかくＡということになっていますので、結論からいうとＡで

いいということになりますが、特に親委員会に強調して発言をしておいたほうがいいなと

いうようなところがありましたら、コメントをいただけますか。 

 過去最高みたいな数字がベースにありますから、余り注文をつけるところは今回ありま

せんが。 

○古城委員  先ほど、私のコメントに対して、研究所から存在意義についてありました

けれども、別に強調しているわけではありません。 

○小野分科会長  こういうのがいいというのでよろしいのではないですか。 

○古城委員  はい。 

○小野分科会長  こういうところはむしろ親委員会にみせておいたほうがいいかもしれ



ません。 

 それでは、ここもＡということで行かせていただきたいと思います。 

 次の６ページ、業務運営の効率化ということです。これも今の方式でいうと、全体でい

えばＡになるわけですけれども、これも親委員会に強調しておいたほうがいいというよう

なことがありましたら、コメントをいただけますでしょうか。 

○小笠原委員  内部統制をリーダーみずからが率先して行っているというのは、今回の

特徴だと思います。 

○小野分科会長  そうですね。 

○小笠原委員  この内部統制も攻めるほうの内部統制なのですよね。研究成果を上げよ

うとする内部統制を理事長みずからがというのが、すごくいい。 

○小野分科会長  これは強調しましょう。 

 役職員の給与に関する事項で、「外国人の高級研究者を招く予算を捻出してほしい」な

どと書いているのですが、これは可能なのですか。 

○坂本企画調査官  交付金の中であれば、研究員は年俸制を採用しており可能です。ま

さに独法となったメリットです。行革議論の際も強調させていただきました。 

○小野分科会長  それでは、今の内部統制のところを少し強調して、業務運営の効率化

という点はＡということでお願いします。 

 それから財務内容ですが、ここでは二人がＡで、小笠原先生がＢですから、Ａマイナス

になるのですね。ベースはＡだけれども、マイナスだと、こういうことでいかがでしょう

か。 

したがって、総合評価はＡになります。 

 親委員会に評価のポイントに「独法の事務事業の見直しの基本方針」で個別に措置すべ

きとされた事項への取組状況というのがありましたね。事務局から何かコメントはありま

すか。 

○坂本企画調査官  ＲＩＥＴＩについては４つの個別に指摘された事項がありますが、

いずれもきちんと対応しています。 

○小野分科会長  その点も留意して評価したということを親委員会でも発言しておきた

いと思います。 一番下に「政策シンクタンク機能の強化」などと書いてあるのですけれ

ども、もし本当にそういうことをやるのだったら、産総研に一緒にしないのではないかと

いう気もします。 



ありがとうございました。 

 では、これで所定の議題は終了しました。 

 26日の親委員会では、いただいたご意見を謙虚でありながら、しっかり言っていくとい

うことでやってきます。また資料等についてはご一任ください。 

 それでは以上で、23年度の業務実績評価の委員会を終了いたします。 

 

                                 ──了──  

 


