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独立行政法人経済産業研究所 平成２４年度業務実績評価（案） 

１．総合評価 

評定結果 
 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

サービスの質の向上 

① 調査及び研究業務（４５％） 

② 政策提言・普及業務等（２５％）

業務運営の効率化（１５％） 

財務内容（１５％） 

 
□（●点）
□（●点）
□（●点）
□（●点）

●点×４５％＋●点×２５％＋●点×１５％＋●点×１５％ 

＝○○．○点 
■ 

総合評価のポイント 

○【総合評定がＡＡ、Ａ、Ｃ、Ｄの場合（すなわちＢ以外）、原因となった個別事項

の評定に係る説明を中心に総合評定理由を十分に記載する。特に総合評定がＣ、

Ｄの場合には、改善すべき方向性も必ず記載する。】 

※評価基準の改訂に伴い、今年度から評定結果にＢがつく場合は、「質･量の両面

において中期計画を着実に達成」した場合となりますのでご留意ください。 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載。 

○【過去（５年間）の評定結果と比較して、本年度の評定結果が優れていた点もし

くは劣っていた点を記載する。】 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載。 

○【平成 24 年度が新中期目標の初年度だった法人については、新たな中期目標のポ

イントを整理した上で、簡潔に記載する。】 

 →該当なし。 

 

＜評価比率の考え方＞ 

○【算定式のウエイト（特に「サービスの質の向上」の配分と「その他」がある場

合には該当するウエイトを中心に）を法人の業務内容に照らして説明する。】 

○【今年度は、今般の評価比率の変更を踏まえた新たな配分の考え方を記載する。】 

【算定式のウエイト】 

○昨年度においては、中期目標で定められた業務内容に基づき、「サービスの質の向

 

サービスの質① 業務運営の効率化

財務内容サービスの質②

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

資料５ 
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上」に関して、業務の核である研究本体と、研究成果に付随する政策提言・普及業

務等に分割し、業務の実施体制や重要性等に鑑みてウエイトを 40％、20％としてい

たところ。今回、「経済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針」の改訂

により（平成 25 年２月）、「業務運営の効率化」及び「財務内容」がそれぞれ 20％

から 15％に変更されたことを踏まえ、残りの 10％については、等分をして、そのウ

エイトを 45％、25％としている。 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評価は、各項目の評点に評価比率を掛け合わせて合算して算

出し、5.0≧ＡＡ＞4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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２－１．サービスの質の向上①（調査及び研究業務） 

評定結果 
 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【実施状況、中期計画・年度計画の達成状況等を把握し、その要因分析、それらを踏ま

えた評価結果及び理由、コメント・目標達成に向けた改善点等を十分に記載する。】 

○【特に、「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）等の政府方針、政独委からの累次の指摘、勧告の方向性、二次評価の関心事項及び

意見、国会審議、会計検査、予算執行調査等において指摘がなされた事項について記載

する。】 

※政権交代により凍結された「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成

24 年１月閣議決定）等は、評価シート内で直接的に引用しないよう注意する。（ただ

し、当該閣議決定等を受けて実施した取組自体については評価すること。） 

○【目標を達成していない場合又は業務運営に当たって問題となる事象が発生している場

合には、その内容、発生要因の分析、法人の対応の適切性、それらを踏まえた評価結果

及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

○【法人に対する国民のニーズを踏まえた業務改善の取組状況、国民への情報発信・説明

責任を果たすための取組状況、職員の積極的な貢献を促す取組状況、それらを踏まえた

評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【監事監査報告書の提供を受けた上で、監事の出席を求め意見を聴取し、それらを踏ま

えた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 
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○【その他、業務改善等に係るコメント、過去の評価を踏まえた反映状況等を十分に記載

する。】 

○必要に応じ図表等を挿入する。 

 

※評価シート全体について、実績及び評価の記載に当たっては以下の点に留意すること。 

 

【実績について】 

○各評価事項について、実績（具体的なアウトプット、中期計画・年度計画の達成状況）

の把握と要因分析の結果を可能な限り定量的・具体的に記載すること。 

○実績の把握については、法人の取組状況に留まらず、成果・効果を明らかにすること。 

○要因の分析については、法人の取組と外部要因の関係を明らかにすること。また、過去

の実績と大きく変化している場合には、特にその要因を分析すること。 

 

【評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、

適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての

意見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）を受けて、中期目標･中期

計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当

性を各分科会・部会においてあらかじめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に

対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層

の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更なる取組や改善を促すコメ

ント・評価を記載すること。 

○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に

対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データを元に業務実績報告を行

うことを求めること。 
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１．研究内容が高い学術水準を確保するととも

に、テーマ設定が中長期的な政策立案ニーズに

充分合致し、経済産業政策に研究成果が活用さ

れている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今年度の重点事項について】 

○「平成 24 年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 25 年５月 20 日政策評価・独

立行政法人評価委員会）を踏まえ、「人材育成業務」又は「検査・試験・評価等業務」を

実施している場合には、重点的に評価を行うこと。 

 

 

＜主な実績＞ 

○平成 23 年度から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、第三期中期目標に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たが、平成 24 年度も、引き続

きその９つの研究プログラムを中心に研究活動を行った。                           

＜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 年度に設定し平成 24 年度に引き続き実施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 24 年度は、63 の研究プロジェクトを実施し、157 本の内部レビューを経た論文（デ

ィスカッションペーパー（DP）、ポリシー・ディスカッションペーパー（PDP））を作成・

公表した。これらのうち、92 本が英文の DP、PDP であり、国際化への要請にも応えるも

のとなっている。 

（論文公表数に関する 24 年度目標：84 本） 

 

○DP は、専門分野の大学教授等外部レビューアーによって学術的水準の評価が行われ、平

成 24 年度は、A評価（高い水準にある：5点満点中 3．96 点）を獲得した。 

 

○平成 24 年度における海外からの客員研究員、ヴィジティング・スカラー（Ph.D を有す
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① 部レビューを経た論文の公表数：目標 84 件

 

 

る研究員のうち、所長の承認を得て一定の期間にわたり RIETI のインフラを一定の範囲

内で活用して研究活動に携わる者）の受け入れ人数は８名であり、その研究成果の発信

を行った。（平成 23 年度受け入れ人数：５名） 

 

○平成 23 年度には、東日本大震災の復旧・復興に対応したプロジェクトを立ち上げ、DP・

PDP４本の公表等、様々な形での政策提言を行ってきた。平成 24 年度も引き続き、サプ

ライチェーンや経済集積等に関する経済学的な研究を行うとともに被災地企業の実態調

査も実施して分析を進め、DP・PDP 合計 10 本を公表した。 

 

○研究成果は、2012 年版通商白書において「対外直接投資の国内雇用に対する影響の分析」

や「電子機器の輸出価格とコストの関係の当局による政策立案に資する分析」を含めて

多数が引用された。また、産業構造審議会の 2012 年の経済社会ビジョンには「日本の

TFP 上昇率の分析」、「非正規雇用比率増加の要因分析」、「輸出が雇用に与える影響の分

析」などが、中小企業政策審議会"ちいさな企業"未来部会の 2013 年のとりまとめには「社

齢と雇用の純増減の関係の分析」などが、引用された。海外では、OECD の"Economic 

Surveys: Japan 2013"に「資本財の貿易弾力性の分析」が、EU 対外総局のレポートに「自

由貿易協定が EU 経済に与える影響の分析」が引用された。 

 

○「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）にお

いて政策シンクタンク機能の強化を図ることとされ、これに対して、内外の外部有識者

から構成される外部諮問委員会を設置し、平成 24 年 10 月 22 日に第３回委員会を開催し

た。第３回委員会では、第３期中期計画の２年目にあたる研究プロジェクトが RIETI の

政策提言機関としての目的に沿って進められているかを中心に貴重な意見が出された。

特に、新成長戦略、イノベーションやグローバリゼーション（TPP を含む）中心とした

産業のあり方、エネルギー政策等への貢献が求められた。 

 

【内部レビューを経た論文公表数】 

→実績：157 件 

内部レビューを経た論文の公表数 推移 
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②経済産業省関係課室へのアンケート結果：目

標Ｂ評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

103 件 113 件 121 件 200 件 109 件 157 件 

○昨年度及び第二期中期目標期間の２年目に当たる 19 年度と比較しても高い水準であり、

着実に研究成果をあげている。 

 

【METI 関係課室へのアンケート】 

→実績： 

 23 年度 24 年度 

①政策ニーズとの合致 

（A～C：3段階評価） 
A （2.92） A (2.84) 

②政策形成への有用性 

（AA～C：5 段階評価） 
AA （4.61） A (4.30) 

 

○政策形成への有用性ついて、昨年度評価 AA から Aへと下がっているのは、「有用とも有

用でないともいえない」との回答が増えたことによるもの。アンケート調査においては、

政策形成にとって有用であるとの意見が大半であり、今後の研究が有用になるための建

設的なコメントが多く寄せられている。 

 今後は、研究段階における関係課室との連携を更に深めることで評価の向上を目指した

い。 

 

①満足度：94.7％（前年度 97.5％） 

A：研究プロジェクトは政策ニーズに合致している。（48） 

 B：研究プロジェクトは政策ニーズに合致しているとも合致していないとも言えない。（9） 

 C：研究プロジェクトは政策ニーズに合致していない。（0） 

②満足度：85.9％（前年度 92.3％） 

AA：研究成果が政策形成にとって有用だと考えられる。（25） 
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③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：目標Ｂ評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④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：目標 100 件

 

 

  A：どちらかと言えば政策形成にとって有用だと考えられる（20）。 

  B：有用とも有用でないともいえない。（9） 

  C：どちらかと言えば有用ではないと考えられる。（0） 

  D：政策形成にとって有用ではないと考えられる。（0） 

 

①A＝3 点、B＝2 点、C＝1 点とし、平均点は 2.5＜A≦3、1.5＜B≦2.5、1＜C≦1.5 とす

る。 

②AA＝5 点、A＝4 点、B＝3 点、C＝2 点、D＝1 点とし、平均点は 4.5＜AA≦5、3.5＜A≦

4.5、2.5＜B≦3.5、1.5＜C≦2.5、1＜D≦1.5 とする。 

満足度について、①はすべてが A評価、②はすべてが AA 評価である時を 100％として計

算。 

 

【外部レビューアーによる学術水準の評価】 

→実績：Ａ評価（平均点 3.96）  

AA：国際的に見ても十分通用する水準にある。 

  A：高い水準にある。 

  B：平均水準に達している。 

  C：平均水準未満である。 

  D：著しく平均水準を下回る。 

AA＝5 点、A＝4点、B＝3点、C＝2点、D＝1点とし、平均点は 4.5＜AA≦5、3.5＜A≦4.5、

2.5＜B≦3.5、1.5＜C≦2.5、1＜D≦1.5 とする。 

 

【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】 

→実績：258 件 
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⑤白書、審議会資料等における研究成果の活用

の件数：20 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥その他 

 

 目標 23 年度 24 年度 

外国語による論文数  63 92 

シンポジウム、セミナー等に参加する海外の識者の数  85 137 

外国語によるニュースレター・広報誌等の件数  29 29 

 100 177 258 

○論文数やシンポジウム等に参加する海外識者の人数が大幅に増加しており、国際的な発

信力を着実に強化している。 

 

【白書、審議会資料等における研究成果の活用の件数】 

→実績：45 件（23 年度：54 件） 

主な引用事例・経済産業省「産業活動分析」：1件・経済産業省「通商白書」：16 件・経

済産業省「中小企業白書」：10 件・内閣府「日本経済 2012-2013」：6件 

 

○実績総数では昨年度と比較して減少しているものの、通商白書での引用は昨年度 11 件か

ら 16 件、中小企業白書では３件から 10 件へと増加しており、研究成果が経済産業政策

における理論的バックボーンとして貢献している。 

 

 

○「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」プロジェクトにおい

て作成した JSTAR データの公開 

・平成 24 年度のデータ提供件数は 21 件（平成 23 年度：15 件）であり、利用申請者の

中には、国内では活発に研究成果を発表している別所俊一郎教授（慶應義塾大学）や安

部由起子教授（北海道大学）、海外では高齢化経済学の第一人者である Professor David 

Wise（Harvard University）などが含まれている。 

 

○日本・中国・韓国の産業別名目・実質実効為替レートのデータベースを構築 

１）RIETI 独自の日本円の実効為替レートのデータベースは、これまでの産業別の名目実
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効為替レートの公開に加えて、平成 24 年５月より産業別の実質実効為替レートを公開し

ている。このデータベースは日次の実効為替レートを名目と実質の両方で産業別に公開

しており、円レート変動の影響のタイムリーな観察や、各産業の対外競争力がどのよう

な影響を受けているかを知ることに貢献している。 

２）中国元や韓国ウォンの為替相場の変動が日本製造業の競争相手である両国の産業の競

争力に大きな影響を与えることにかんがみ、平成 25 年４月より、中国元及び韓国ウォン

の産業別の名目・実質実効為替レートデータを公開した。 

                                                                           

○BSWS 等の開催実績                     （）内は前年度実績 

 開催回数 参加者延べ人数 平均参加人数 

BSWS 7 回（41 回） 111 人（741 人） 15.9 人（18.1 人） 

DP 検討会 95 回（38 回） 1,210 人（507 人） 12.7 人（13.3 人） 

PDP 検討会 9 回（8回） 163 人（119 人） 18.1 人（14.9 人） 

中間報告会 6 回（3回） 114 人（74 人） 19.0 人（24.7 人） 

＊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。 

 

○国際的にもアジア No．1（世界ランキング 13 位）のシンクタンクとの評価を得ている。

（出展：米国に本拠を置く世界で も権威のある格付け機関（RePEc : Reserch Papers in 

Economics）） 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、高い学術水準を確保しているか、プロジェクトのテーマ設定が中

長期的な政策ニーズに十分合致したものであるか、経済産業政策に研究成果が活用されて

いるかという観点で、評価及び評価理由をご記入下さい。】 

委員評価： 
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Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

→該当なし 

 

 

【以上の実績を踏まえ、「サービスの質の向上①（調査及び研究業務）」についてＡＡ～Ｄの評価をご記入下さい】 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現。  

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を着実に達成。  

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。  

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発

生。  

委員評価：「   」（←括弧内にＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかをご記入下さい。） 

 

評価理由：評価判定の理由・コメント・改善点等を御記入下さい。なお、独立行政法人評価委員会において、以下に掲げる事項に留意して

評価を行うよう指示されておりますので、ご参照の上、評価及びコメントをお願い致します。 

【参考：評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）

を受けて、中期目標･中期計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当性を各分科会・部会においてあらか
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じめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更な

る取組や改善を促すコメント・評価を記載すること。 

○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データ

を元に業務実績報告を行うことを求めること。 
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２－２．サービスの質の向上②（政策提言・普及業務等） 

評定結果 
 

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．政策提言・普及業務 

 インパクトのある提言・普及活動とするため、

様々なツールの積極的で有効な活用とその質的

な充実を図っている場合。 

 

① 研究成果に基づく書籍の刊行数：目標 4冊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

【研究書の出版刊行総数】 

→実績：８冊（23 年度：11 冊） 

○深尾京司ファカルティフェロー（一橋大学教授）の「失われた 20 年度日本経済」（平成

23 年発行）が平成 24 年日経・経済図書文化賞を受賞。 

 

（参考） 

『出版タイトル名』著者名・編者名 

1.『国際比較の視点から 日本のワーク・ライフ・バランスを考える』 武石惠美子 編著 

2.『ハイテク産業を創る地域エコシステム』 西澤 昭夫 、忽那 憲治 、樋原 伸彦 、佐

分利 応貴 、若林 直樹 、金井 一賴 著 

3.第 1 巻 総論 尾髙 煌之助 

4.第 2 巻 通商・貿易政策 阿部 武司 
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② シンポジウム・BBL の開催総数：目標シンポ

ジウム 6回、BBL50 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.第 3 巻 産業政策 岡崎哲二 

6.第 7 巻 機械情報産業政策 長谷川 信 

7.第 8 巻 生活産業政策 松島 茂 

8.第 12 巻 中小企業政策 中田 哲雄                                                

      

【シンポジウム・BBL 開催総数】 

→実績：シンポジウム 10 回（23 年度：6回） 

    BBL62 回（23 年度：60 回） 

○各プロジェクトの研究成果の発信、政策論議を活性化するために公開の政策シンポジウ

ムを 10 回開催し、延べ 1,837 名が参加した。うち３件は経済産業省との共催方式をとっ

ており、政策当局との連携が保たれている。 

 

○通商産業政策史シリーズ 

 1980 年から 2000 年を中心とした「通商産業政策史（第 2 期）」全 12 巻の刊行が、2013

年 3 月で完了した。 

また、全巻の完成を記念して、通商産業政策史完成シンポジウム「グローバル化と産業

政策の転換」が、2013 年 1 月に開催され、編者、著者といった事業への参画者と、政策

担当者双方の参加を得て、この時期の通商産業政策の本質に迫り、今後の通商産業政策

のあり方への示唆を得ることを目指して活発な議論が行われた。 

 

○シンポジウム 10 回の他にも、研究の質を高める目的で、国内外の専門家や政策当局者を

交えて議論を深めるワークショップ等を 21 回開催した。 

 

○BBL セミナーへの参加者数は延べ 5,669 人（１回当たり 91 人）となり、延べ人数、１回

当たりともに過去 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

3,100 名超（平成 25 年 3 月末時点）と同様に過去 大となった。 
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③ シンポジウム、BBL セミナー等に対する参加

者の満足度：目標 3 分の 2（概ね 66％）以

上 

経済産業省からの参加者の満足度：目標 3

分の 2（概ね 66％）以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シンポジウム・BBL に対する参加者の満足度】 

→実績：シンポジウム 83％（23 年度：84％） 

     うち、経済産業省職員の平均満足度 85％（23 年度：84％） 

    BBL89％（23 年度：87％） 

     うち、経済産業省職員の平均満足度 88％（23 年度 85％） 

○シンポジウムにおける参加者の満足度（内訳） 
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④ HP のヒット総件数：目標 80 万件 

研究 1 本当たりのダウンロード平均総数：

目標 4,400 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ニュースレター月平均発行回数：目標 3回/月

印刷物による広報誌発行総回数：目標 5回/年

 

 

 

  

【HP ヒット数・論文ダウンロード数】 

→実績：HP のヒット総件数 142.3 万件 

 23 年度 24 年度 

日本語サイトのヒット件数 67.9 万件 95.6 万件 

英語サイトのヒット件数 34.0 万件 40.6 万件 

中国語サイトのヒット件数 6.0 万件 6.2 万件 

総ヒット件数 107.9 万件 142.3 万件 

     →1 日あたりの平均ヒット件数：約 3,898 件（23 年度：約 2,956 件） 

 

→実績：研究 1本当たりのダウンロード平均総数：13,028 件 

 ※中期計画策定時の PDF ダウンロード基準による推計値 

 

○HP のヒット総件数は、昨年度実績 107.9 万件から 142.3 万件へと大きく増加しており、

研究の蓄積や広報活動の強化が影響しているものと考えられる。 

 

○Facebook において RIETI 公式ページを開設。ソーシャルボタンを設置した。また中島

理事長と各フェローの対談形式で研究内容や成果、今後の課題等について紹介する「フ

ェローに聞く」シリーズを開始した（3 回実施)。E-book コンテンツを開始し、『世界の

視点から 2011 年度版』を配信した。 

 

【ニュースレター・広報誌】 

→実績：ニュースレター 4 回/月 

    広報誌 5 回/年 

○ニュースレターについて、月に 1回英文と中文でも発行するとともに、広報誌も年 1 回

英語出版をする等、国際的な発信を継続して行っている。 
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⑥RIETI の政策提言・普及業務の外部レビューア

ンケート結果（参考値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦その他 

 

【政策提言・普及業務外部レビューアンケート】 

→質問 1．「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。」RIETI は、この目的をどの程度果たしていると思いま

すか？ 

 平均点 3.40（4 点満点） 

→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？ 

 平均点 3.54（4 点満点） 

 

○研究成果の積極的な発信 

①「ハイライトセミナー」シリーズの開始 

社会的に関心の高い政策課題をとらえ、それに関わる RIETI での研究成果のタイムリー

な対外発信も含め、議論を深めていく「RIETI ハイライトセミナー」シリーズを開始(３

回開催)。 

②ウェブサイトで新たな取り組み（再掲） 

・Facebook において、RIETI 公式ページを開設。ソーシャルボタンの設置。 

・中島理事長と各フェローの対談形式で研究内容や成果、今後の課題等について紹介す

る「フェローに聞く」シリーズの開始（３回実施)。 

・E-book コンテンツの開始。『世界の視点から 2011 年度版』を配信。 

③マスメディアを通じた発信の状況 
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・テレビ・ラジオでの情報発信 

中島理事長を中心に、日本経済や国際金融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 24 年度：32 件） 

・新聞・雑誌での情報発信 

中島理事長、藤田所長、ソーベック上席研究員等がファイナンシャル・タイムズや各経

済誌に寄稿等を行った。 

（平成 24 年度：29 件（延べ掲載回数・常勤役職員に限る）） 

・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 24 年度：9

件（RIETI フェローの他、研究会参加者等による RIETI の研究成果引用も含む）） 

 

○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） 

・ ワークショップを北京で開催(平成 24 年 8 月 21 日) 

中国企業の国際化に関する共同研究の中間発表を行った。 

・ ワークショップ後に DRC 李偉主任と RIETI 中島理事長が会談し、今後の協力につい

て確認。 

・DRC 金融研究所研究員をヴィジティングスカラーとして受け入れ。 

②欧州 CEPR（経済政策研究センター） 

・CEPR フェローの Gilles Duranton 教授、Hans Degryse 教授が RIETI 共催国際ワーク

ショップで基調講演 （平成 24 年 11 月 29 日、30 日）。 

・VoxEU※との連携強化 

 ※ 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 のコラム等を VoxEU にも掲載（24 年度５件）

するとともに、VoxEU のコラムを RIETI ウェブサイト（「世界の視点から」）に掲載（24
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年度６件）している。 

③米国 CFR（外交問題評議会 ) 

・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（北東アジア研究財団 ）/中国 CASS（社会科学院） 

第 2回コンファレンスを東京(RIETI)で共催（平成 24 年 5 月 24 日） 

タ イ ト ル “ Japan-China-Korea (A3) Conference: Monetary and Financial 

Cooperation in the Region” 

・台湾 TIER（経済研究院） /韓国 KIET（産業研究院） 

ワークショップを東京(RIETI)で共催（平成 24 年 11 月 13 日） 

タイトル“Toward Building New Production Networks in Asia” 

・ペンシルバニア大学ウォートンスクール 

意見交換会を東京で開催(平成 24 年 6 月 5 日) 

(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：33 件 

※この他、平成 24 年度にオンライン上に掲載された査読付き論文で、平成 25 年度以降

に刊行予定のものが 10 件ある。 

・2010 年に発表した DRC との共著論文"How Do Chiniese Industries Benefit from 

FDI-Spillpvers?"が、権威ある学術誌の China Economic Review に掲載される。(平成

24 年 4 月) 

(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) 

・ハーバード大学からインターン(RA)の受け入れ。 

・RIETI ウェブサイト「世界の視点から」コーナー掲載件数の増加。（H22 年度：２件、

H23 年度 10 件、H24 年度 13 件) 
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＜評価＞ 

【以上の実績について、インパクトある提言・普及活動とするため、様々なツールの積極

的で有効な活用とその質的な充実を図っているかという観点で、評価及び評価理由をご記

入下さい。】 

委員評価： 

 

 

 

 

                                                                                

２．資料収集管理、統計加工及び統計管理業務

 効果的、効率的な政策研究のために、統計デ

ータベースやこれを使いやすい形に加工したデ

ータベースの構築を行い、ユーザーに活用され

ている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○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 24 年度は、JIP デー

タベース 2012 を完成公表した。 

 

○AMU については、安定的に情報の提供を図っているところ。また、円高の進行等行政ニ

ーズに応えるため、平成 23 年度から名目の産業別実効為替レートの提供を開始し、24

年度からは実質の産業別実効為替レートの提供も開始した。 

 

○JSTAR（高齢者の暮らしと健康の調査）は、米国で実施されている中高年齢者の追跡調査

（HRS：Health and Retirement Study）の日本版に当たる。高齢化は世界共通の課題で

あり、世界共通の調査方法で実施することにより、高齢化の真の実態が明らかになると

の認識の下、HRS 並の国際標準化への取組を開始しており、JSTAR は世界の支援と注目

を集めている。平成 24 年度のデータ提供件数は 21 件（平成 23 年度：15 件）であり、

利用申請者の中には、国内では活発に研究成果を発表している別所俊一郎教授（慶應義

塾大学）や安部由起子教授（北海道大学）、海外では高齢化経済学の第一人者である

Professor David Wise（Harvard University）などが含まれている。（再掲） 

 

○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
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①データベースの構築と活用に向けた取組につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データベースであり、「2012 年通商白書」、「2012 年ものづくり白書」、「日本経済

2012-2013」等において RIETI-TID を用いた分析が行われており、重要なデータベース

として評価されている。 

 

○マイクロデータ計量分析プロジェクトにおいては、工業統計調査のパネル化のための対

応コンバータを 2012 年 4 月に作成し、提供を開始した。 

 

○アンケート調査の外部申請者への提供の円滑化に向けて、提供可能データの整備等を実

施した。 

 

○個別企業情報等の漏洩防止措置として導入した「セキュア USB」で提供したデータの利

用可能性を広げるため、名簿情報が除かれたデータを抽出して提供するサービスを開始

した。 

 

 

→実績：研究成果・政策提言については、Web 上で誰でもいつでも閲覧できるようになっ

ている。また、政策形成の軌補データとなる統計データの開発やアンケート調査

結果等についても、「RIETI データベース」として Web 上で一般に公開している。 

 

（RIETI データベースの概要） 

RIETI では、計量分析・データベースクラスターを設けて、政策分析用データベースの

体系的整備を行っており、外部提供を行っているデータベースについては以下のとおり

である。 

 JIP データベース（日本の生産性に関する統計） 

…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、2012 年

版を提供している。EU の国際プロジェクトと連携した研究で OECD の正規統計として

採用。 

 AMU and AMU Deviation Indicators アジア通貨単位(AMU)と東アジア通貨の AMU 乖
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②データベースのユーザーによる利用状況 

 

離指標 

…新たなサーベイランス基準としてのアジア通貨単位（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。 

 JSTAR（暮らしと健康の調査） 

…本調査のデータは、高齢者の経済面、社会面及び健康面に関する多様な情報が含

まれているだけでなく、先進各国で既に実施されている各種調査とも比較可能な国

際標準のデータであることに鑑み、国内外の学術研究及び政策立案への貢献のため、

個人情報保護の観点から厳格な利用規定に適合し、一定の資格を満たす研究者、高

等教育機関、行政機関に対して公開している。 

 RIETI-TID（東アジアの貿易材の生産工程における性質及び各産業の貿易データ） 

…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。 

 総合エネルギー統計の解説 

…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(2010 年度改

訂版）。 

 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（2010 年度版）。 

 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。 

 マイクロデータ計量分析プロジェクト 

…企業活動基本調査や工業統計表などの個票データに関する基礎情報の整備・提供。 

 RIETI の研究プロジェクトにおいて実施したアンケート調査結果の提供 

 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。 

 

→実績：外部提供を行っているデータベース及びアクセス数は以下の通りであり、広く公

表データが活用されている。 
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 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

JIP データベース 11,422 10,984 17,274 14,538 14,626 14,941 29,544 

AMU - - 15,681 16,554 12,352 22,975 33,381 

産業別実行為替レート - - - - - 11,481 28,243 

JSTAR - - - - 3,705 10,472 16,327 

RIETI-TID - 2,011 4,515 5,158 6,672 6,191 7,639 

総合エネルギー統計の

解説 

16,480 17,339 14,093 14,066 12,905 10,571 9,561 

都道府県別エネルギー

消費統計 

6,466 12,479 12,667 11,633 13,501 16,286 14,373 

長期接続産業関連デー

タベース 

4,988 4,555 3,821 3,051 3,427 3,271 2,291 

マイクロデータ計量分

析プロジェクト 

5,524 4,927 3,980 3,354 4,375 4,442 5,105 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、効果的、効率的な政策研究のために、統計データベースやこれを

使いやすい形に加工したデータベースの構築を行い、ユーザーに活用されているかという

観点で、評価及び評価理由をご記入下さい。】 

委員評価： 
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３．研究・発信のパフォーマンスを向上させる

ための取組 

 

研究・発信のパフォーマンスを向上させるため

の取組がされた場合 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

（1）ネットワークを活かした知のハブの構築 

・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、 大の研究パフォーマンス

を上げ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。 

・研究の質を高める等の目的で、海外の著名な研究者を交えて議論を深めるワークショ

ップを日本で開催した。（７回） 

・省庁横断的な政策担当者（内閣府、経産省、厚労省）や先行的取り組みが見られる民

間企業出身者が参加するダイバーシティ・ワークライフバランスに関する PJ を立ち上げ

た。（樋口 PJ） 

 

（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 24 年 10 月 22

日に第３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    慶応義塾大学 名誉教授 

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 

・第 3 回委員会では、第 3 期中期計画の 2 年目にあたる研究プロジェクトが、研究所の

政策提言機関としての目的に沿って進められているかを中心に貴重な意見が出された。

特に、新成長戦略、イノベーションやグローバリゼーション（ＴＰＰを含む）を中心と

した産業のあり方、エネルギー政策等への貢献が求められた。（再掲） 

・海外の委員とは、平成 24 年 9 月 24 日にジョルゲンソン委員と個別に意見交換の場を
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持ち、新成長戦略やエネルギー政策などが喫緊の研究課題であるとの示唆がなされた。

また、広く研究者が利用できるデータベースの整備の重要性も指摘された。なお、ジョ

ルゲンソン委員の意見は委員会でも報告され討議された。 

 

（3）情報システムを活用したパフォーマンス向上 

・情報セキュリティレベルの向上を目的として、平成 24 年 4 月にメール誤送信防止シス

テムを導入した。 

・所内職員に向けて標的型メール攻撃の模擬訓練を行うとともに、情報セキュリティ意

識向上のための Eラーニング等研修を実施した。 

 

（4）経済産業省等の政策策定当局による政策立案に資する学術的知見の提供 

 ・研究成果は、2012 年版通商白書において「対外直接投資の国内雇用に対する影響の分

析」や「電子機器の輸出価格とコストの関係の当局による政策立案に資する分析」を含

めて多数が引用された。また、産業構造審議会の 2012 年の経済社会ビジョンには「日

本の TFP 上昇率の分析」、「非正規雇用比率増加の要因分析」、「輸出が雇用に与える影響

の分析」などが、中小企業政策審議会"ちいさな企業"未来部会の 2013 年のとりまとめ

には「社齢と雇用の純増減の関係の分析」などが、引用された。海外では、OECD の

"Economic Surveys: Japan 2013"に「資本財の貿易弾力性の分析」が、EU 対外総局のレ

ポートに「自由貿易協定が EU 経済に与える影響の分析」が引用された。（再掲） 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、研究・発信のパフォーマンスを向上するよう様々な試みを行って

いるかという観点で、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改善

に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

→該当なし 

 

【以上の実績を踏まえ、「サービスの質の向上②（政策提言・普及業務等）」についてＡＡ～Ｄの評価をご記入下さい】 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現。  

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を着実に達成。  

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。  

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発

生。  

委員評価：「   」（←括弧内にＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかをご記入下さい。） 

 

評価理由：評価判定の理由・コメント・改善点等を御記入下さい。なお、独立行政法人評価委員会において、以下に掲げる事項に留意して

評価を行うよう指示されておりますので、ご参照の上、評価及びコメントをお願い致します。 

【参考：評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）

を受けて、中期目標･中期計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当性を各分科会・部会においてあらか

じめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更な

る取組や改善を促すコメント・評価を記載すること。 
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○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データ

を元に業務実績報告を行うことを求めること。 
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◎アウトプット指標 

アウトプット指標 
第三期中期計画指標 

（H23FY～27FY） 
平成 24 年度目標 平成 23 年度実績 平成 24 年度実績 

経済産業省へのアンケート調査を通じた

ユーザーの事後評価における満足度 
3 分の 2(概ね 66%)以上 3 分の 2(概ね 66%)以上 

ニーズとの合致  97.5% 

政策形成への有用性 92.3% 

ニーズとの合致  94.7% 

政策形成への有用性 85.9% 

シンポジウム（コンファレンス）、BBL セミ

ナー等に対する参加者の満足度 
3 分の 2(概ね 66%)以上 3 分の 2(概ね 66%)以上 84% 83% 

経済産業省から参加した者の同満足度 3 分の 2(概ね 66%)以上 3 分の 2(概ね 66%)以上 84% 85% 

研究成果に基づく書籍の刊行数 20 冊以上 4 冊以上 11 冊 8 冊 

内部レビューを経て公表した研究論文数 420 件以上 84 件以上 109 件 157 件 

公開で実施するシンポジウム、セミナー

（BBL セミナーを除く）等の開催件数 
30 件以上 6 件以上 6 件 10 件 

ＢＢＬセミナーの開催件数 250 件以上 50 件以上 60 件 62 件 

内部レビューを経て公表した研究論文の

ホームページからのダウンロード件数 

DP1 本当たり平均毎年 

4,400 件以上 

DP1 本当たり平均毎年 

4,400 件以上 

DP1 本当たり年平均 

15,939 件 

DP1 本当たり年平均 

13,028 件 

ニュースレター、広報誌の発行数 
ニュースレター 月 3 回以上

広報誌     年 5 回以上

ニュースレター 月 3 回以上

広報誌     年 5 回以上

ニュースレター 月 4 回 

広報誌     年 6 回 

ニュースレター 月 4 回 

広報誌     年 5 回 

ホームページのヒット件数 毎年 80 万件以上 80 万件以上 107.9 万件 142.3 万件 

外部レビューによる学術的水準 上位 3 分の 1(概ね 66%以上) 上位 3 分の 1(概ね 66%以上)
78.8% 

(5 点満点中 3.94 点) 

79.3% 

(5 点満点中 3.96 点) 

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 

500 件以上 100 件以上 177 件 258 件 

白書、審議会資料等における研究成果の

活用の件数 
100 件以上 20 件以上 54 件 45 件 
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３．業務運営の効率化 

評定結果 
 

１９年度：Ａ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ａ 

評価のポイント 
○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載 

 

＜総論＞ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．１．マネジメントに関する事項 

 研究所のリソースがその能力を 大限発揮

し、研究所のパフォーマンスが向上するよう

様々な試みを行った場合。 

  

 

＜主な実績＞ 

【研究マネジメントの効率化・明確化】 

○引き続き、研究マネジメントの効率化及び明確化のため、研究プロジェクトの期間は原

則２年以内とし、研究計画において設定したスケジュールで研究プロジェクトを完了す

ることを各研究者に要請するとともに、少なくとも１年経過ごとに中間報告会を実施し

た。平成 24 年度における中間報告会の実施回数は 6回、144 名が参加しており、研究内

容の議論に加えて進捗に関しても確認が行われた。 

 

○研究内容の質を高めるため、研究所内のみならず国内外の専門家や政策当局者を交えて

議論を深めることに重点を置き、以下の研究プロセスを着実に実施した。 

 ①ブレインストーミングワークショップ(BSWS) 

概ね、前年度末～年度当初において、プロジェクト立ち上げに当たり、研究計画につい

て議論する。 

②中間報告会 

概ね、年度半ばに、中間的な進捗状況と今後の研究の見通し等について議論する。相互

に関連性の高いプロジェクトについては、クロスオーバー中間報告会という形で合同で

開催する。 
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③ディスカッションペーパー（DP）検討会 

概ね、年度後半に、 終成果の案の紹介や残された課題の整理等を行う。 

④政策提言・成果普及  

上記のプロセスを経て公表された研究論文等の中から、特に重要で世に問うべきもの、

また国民ニーズに応える観点からその時々でタイムリーなテーマを選定し、シンポジウ

ムの開催、書籍の発行、研究論文をわかりやすくまとめた刊行物の発行等を行う。 

 

○海外からの委員を含む外部諮問委員会において研究の内容や成果等の検証を行う等、事

業実施段階から、外部の客観的な視点を積極的に取り入れた。 

 

○一般管理費の削減に取り組み、平成 24 年度に運営費交付金によって行う事業について、

前年度比 3％減の効率化目標を達成した。（23 年度比削減率：4.9％） 

 

○業務費は 1.7％増加した。 

 これは、平成 23 年度が中期計画期間の初年度であり、また東日本大震災の影響によって

研究プロジェクトの立ち上がり及び進捗が遅れたため、業務費の執行が大きく抑制され

た。他方、平成 24 年度はこれらの要因に左右されることがなかったため、結果として前

年度比増加となった。 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、研究所のリソースがその能力を 大限発揮し、研究所のパフォー

マンスが向上するよう様々な試みを行っているかという観点で、評価及び評価理由をご記

入下さい。次年度における業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご

記入下さい。】 

委員評価： 
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２．業務・システムの 適化 ＜主な実績＞ 

○情報セキュリティレベルの向上を目的として、平成 24 年４月にメール誤送信防止システ

ムを導入した。（再掲） 

 

○所内職員に向けて標的方メール攻撃の模擬訓練を行うとともに、情報セキュリティ意識

向上のためのＥラーニング等研修を実施した。（再掲） 

 

○その他、業務・システムの 適化に向けて、従来からの取り組みを着実に実施し、必要

に応じて見直しを図っている。 

・平成 19 年度からグループウエア（ブラウザを利用した情報共有システム）により、研

究プロジェクトの進捗管理状況を所内で共有。さらに平成 20 年度からは四半期毎に予

算執行状況の確認と予算の見直しを定期的に実施している。 

 

・平成 21 年度より、経済産業研究所の所外研究者が、非常に機密性の高いデータを扱う

際、情報の漏洩を阻止しつつ RIETI 外でも加工・集計を可能とするための遠隔操作シ

ステム（通称「SACSES」）を導入し、研究者が個人情報などを含むデータセットを取り

扱う際のセキュリティを向上させている。（本システムはデータセットの加工・集計は

可能であるが、データそのもののダウンロードや印刷は、システム上不可能な仕組み

を採用している。） 

 

・平成 23 年度より、ウェブサイトの利便性向上のため、広報誌 RIETI Highlight につい

て、従来の PDF ファイルに加え、電子ブックでも閲覧可能として読者により快適な閲

覧環境を選択可能にする等、システムの 適化が適切に行われている。 

 

・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、ロケーションを問わず、ファカルティフェローなどの所外研究者との綿密
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な情報共有が可能となった。 

 

・平成 22 年度に新会計システム及び謝金システムを導入して業務効率化を推進。その結

果、総務グループスタッフを研究グループに配置転換することができるようになり、

研究支援体制の強化につながった。 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、研究所のリソースがその能力を 大限発揮し、研究所のパフォー

マンスが向上するよう様々な試みを行っているかという観点で、評価及び評価理由をご記

入下さい。次年度における業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご

記入下さい。】 

委員評価： 

 

 

 

 

 

３．内部統制【必須】 ○【※】 

○【内部統制の充実に係る取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善

点等を十分に記載する。】 

○【法人の長のマネジメントに係る取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメン

ト、改善点等を記載する。】 

○【監事監査の取組状況、監事監査報告書の法人内での活用状況、それを踏まえた評価結

果及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

 

○「平成 24 年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 25 年５月 20 日政策評価・独

立行政法人評価委員会）を踏まえ、「重要な課題（リスク）の把握・対応」について重点

的に評価を記載する。 

 ※法人のミッションや業務特性を踏まえ、法人にとっての優先的に対応すべき「重要な
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課題（リスク）」をどのように定義しているか、また、それをどのような組織体制で把

握しているか、その上で、どのような意思決定を経て対応しているかについて、現状

の対応状況を分析し、評価を行うこと。 

 

○「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意

見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）において、各法人共通で、以

下の項目に言及すべきとされている。 

＜内部統制の充実・強化＞ 

 ○内部統制の充実・強化について、引き続き法人の長の取組について評価を行うとと

もに、監事監査結果の提供や監事からの意見聴取を受け評価に積極的に活用すること。 

 

※なお、「平成 21 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等につ

いての意見」（平成 22 年 12 月政策評価・独立行政法人評価委員会）では以下の項目に

言及すべきとされている。本年度においても、引き続き評価を行い、結果を記載する

こと。 

＜法人の長のマネジメント＞ 

① リーダーシップを発揮できる環境整備 

② 法人のミッションの役職員への周知徹底 

③ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

④ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 

＜監事監査＞ 

① 法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施 

② 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

 

＜主な実績＞ 

○「組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

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 24 年度には６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。現在、社会問題となっている標的型攻撃メールに対する模擬訓練を行うとともに携
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帯端末として急速に普及しているスマートフォン・タブレットＰＣなどのモバイル機器

の使用上の重要な留意点やソーシャルネットワーキングサービスの危険性に関する研修

を外部専門家を講師に招き開催するなど、個人情報等の情報流出は信用を 重要とする

研究活動に致命的な打撃を与えるとの観点から、役職員の情報セキュリティに対する意

識の向上と徹底に努めた。 

 

○「リーダーシップを発揮できる環境整備」「法人のミッションの役職員への周知徹底」 

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。理事長

のリーダーシップの下、法人のミッション達成に向けた議論を行った。 

 

○日常業務では、理事長との接点が少ない①副ディレクター級及び②マネージャー級の職

員とのコミュニケーション強化のため、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、法人のミッションの周知徹底を図っている。 

 

○「組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等」 

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：総務グループミーティング 

 

○「内部統制の充実・強化に向けた法人の長の取組」 

 平成 24 年度は、ISMS 内部監査とは別に本格的に内部統制監査を行い、前年度の内部監

査に併せて行ったヒアリングにより事務局が回収したリスクについて理事長自らが審査

を行い対応の優先度を決定した。「重要な課題（リスク）」については、特に法令に触れ

るようなリスクを 優先とし、理事長自らその判断を下した。その決定を基に、当該リ

スクの担当ディレクターが毎年度のリスクの是正計画を立て、是正の実施と共にフォロ

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した。
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リスクについては順次積極的に改善されており、25 年度以降も改善を継続するものとす

る。 

 

○平成 24 年度も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い、事業の進捗

管理を行った。 

 

○「法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施」 

  毎年度、年度中に 3回（11 月、3月に中間、翌年度 5月頃に 終）、プロジェクト等の

予算執行状況と業務実施状況（内部統制のあり方等を含む）等を監査し、問題点の把握

と整理を行い、理事長に報告した。理事長は評価を行い、役員、幹部職員、各層の職員

ごとに定期的に会議を開催し、ミッションの周知徹底を行った。 

 

○「監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告」 

監事による定期監査では、契約の中からサンプリング調査を行う等、その適正性につ

いてチェックを受けた。監事監査の議事録は、監事監査後に理事長・理事・監事のみで

行われる懇談会に資料として提出され、懇談会での議論を踏まえた改善点等は月曜会（幹

部会）において情報共有された。 

 

○平成 23 年度独立行政法人の業務実績に関する二次評価（政策評価・独立行政法人評価委

員会）において、従来以上にトップが内部統制を意識して、ミッションに沿った成果に

フォーカスしている点、及び理事長の現場主義の成果が評価された。 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、研究所のリソースがその能力を 大限発揮し、研究所のパフォー

マンスが向上するよう様々な試みを行っているかという観点で、評価及び評価理由をご記

入下さい。次年度における業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご

記入下さい。】 

委員評価： 
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Ｘ．業務改善のための役職員のイニシアティブ

等についての評価【該当があれば】 
○【法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、法人独自の取組状況、コメント、

改善点等を記載する。】 

＜主な実績＞ 

○内部統制の監査の指摘に基づき、手続き等が規定どおりに運用されることや労務・服務

について適正に管理運営されること等について、組織内部のコミュニケーション促進の

ため、総務グループから月２回の頻度で、これらの事項を周知することを目的とした所

内向け広報誌を発行。組織の活性化を図った。 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、研究所のリソースがその能力を 大限発揮し、研究所のパフォー

マンスが向上するよう様々な試みを行っているかという観点で、評価及び評価理由をご記

入下さい。次年度における業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご

記入下さい。】 

委員評価： 
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Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

→該当なし 
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＜入札・契約に関する事項＞  
 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．入札・契約の適正化【必須】 ○【※】 

○特に、下記項目について、取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由、コメント・改善

点等を十分に記載する。 

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）

に基づき法人が行うこととされた点検及び見直し 

・公表の基準の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証 

・規程類の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証 

・審査体制の整備状況、契約の適正実施確保に向けた取組状況の適切性・妥当性 

・契約の競争性・透明性確保に向けた取組状況の適切性・妥当性の検証 

・関係法人との契約の適切性・妥当性の検証 

・監事や契約監視員会等の指摘事項 

○「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）に

基づき、①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、②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言え

るか（一者応札・応募案件である場合に改善すべき点がないか）等の検証を行った。 

 

○平成 24 年度契約監視委員会メンバーは以下の 4名。 

・白山真一委員長（公認会計士） 

・向宣明委員（弁護士） 

・八田進二監事 

・濱田憲一監事 

 

○平成 25 年 5 月 23 日に、第 6 回契約監視委員会を開催し、平成 24 年度締結契約案件につ

いて、閣議決定事項に沿って審議を行った。透明性や競争性の確保について問題はなく、

適切であるとの了解を得た。 



39 
 

 

○新規の競争性のない随意契約については、原則、 契約締結前に契約監視委員への事前の

意見聴取を行い、透明性・競争性の確保を図ることとの平成 24 年 9 月７日付け総務省行

政管理局長の要請に基づき、平成 24 年度契約案件のうち随意契約によらざるを得なかっ

た電話設備工事について、契約監視委員への意見聴取を事前に行い、その結果、透明性や

競争性の確保について問題はなく、適切であるとの了解を得て、契約手続を実施した。 

 

○契約に係る公表基準は、「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）」

において国と同様の基準を整備し、適切に公表している。 

 

○契約に係る規程類について、原則、国と同様の基準で適切に整備・公表している。一部国

と異なる基準が存在するものの、組織の実態に合わせた対応であり、むしろ国の基準より

厳しい内容（見積書の徴取について、国は 100 万円以下の随意契約について、RIETI は 6

万円を超えない契約について省略できる）であることから、妥当であると判断できる。 

 

○1,000 万円を超える大型契約や随意契約、企画・公募契約は、すべて担当部局に加え、総

務副ディレクター、総務ディレクター及び理事長の決裁が必要となる。さらに、規定上、

「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、実際の運用

においては、理事長決裁案件全てを監事に回付し、適切性をチェックしている。 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績及び参考１～８について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における

業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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２．官民競争入札等の活用【必須】 ＜主な実績＞ 

○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、結果として従来よりも安価で契約を締結した。 

 

 ・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（応札数 2件）。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し、

平成 24 年度については、平成 26 年 3 月末日までの契約期間の満了に向け、精度の高

い業務を引き続き実施した。 

【契約期間】平成 23 年 12 月から平成 26 年 3 月までの 2年 3か月間 

 

第一期契約において初年度に、一部納品のデータに不備がみられたことから、第二

期は入力データの確認手法、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、前期の反省を踏まえ、より精度の高い業務実施に向けた契約を締結した。 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績及び参考１～８について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における

業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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３．公益法人等に対する支出の適正化【必須】 ○公益法人等に対して支出実績のあった会費については、「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 日行政改革実行本部決定）に基づき、退会措置を取

るとともに、新規の支出実績もない。 

 

○平成 24 年 7 月に、「平成 23 年度公益法人に対する支出の公表・点検の見直しについて」

契約監視委員会を開催（持ち回り）。『行政改革実行本部決定（平成 24 年 6 月 1 日付）』

の指示に基づき、実施した RIETI の公益法人に対する支出の公表・点検について、事務局

から説明後、質疑が行われ、個々の支出に関する適切性について了解を得た。 

 

○平成 23 年度実績評価において、RIETI 分科会委員より、RIETI の評価は民間との交流を図

ることで向上するにも関わらず、経済同友会から退会するという愚かな決断をしており誠

に残念至極とのコメントがあった。公益法人等への支出については、政府方針であり対応

せざるを得ないが、委員の指摘を踏まえて、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。 

 

＜評価＞ 

【以上の実績及び参考１～８について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における

業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況 

○「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」において、「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月

25 日付け財計第 2017 号）」に準じて契約に係る公表の基準を定め、当該基準に基づき、経済産業研究所ホ

ームページに公表している。 

 

＜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 

支払の原因となる契約を締結した場合（予定価格が当該契約の種類に応じて前条２項一号、二号及び五

号の金額を超えるものとし、特定調達契約に該当するものは除く。）には、契約を締結した日の翌日から

起算して 72 日以内（各年度の 4月 1日から 4月 30 日までの間に締結した契約については 93 日以内）に

当研究所ホームページに掲載する方法により、次の各号に掲げる事項の公表を行うものとする。 

一 物品等又は役務の名称及び数量 

二 契約担当者の氏名及び所在地 

三 契約締結日 

四 契約の相手方の指名及び住所 

五 契約金額 

六 予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの

又は当研究所の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。） 

七 落札率（予定価格を公表しない場合を除く。） 

八 随意契約によることとした理由 

九 随意契約を締結する場合に、契約の相手方に当研究所の常勤職員であったものが役員として、契

約締結日に在職していれば、その人数 

十 その他必要と認められる事項 

 

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性 

○整備状況 

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」

及び 「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」を定め、これらに基づき実施している。 

○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。 
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○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。 

○規程類の適切性 

随意契約ができる少額契約の上限額、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

式の導入について、国の基準と同一になっており、適切性は確保されている。 

「見積書の徴取省略の取扱い」については、国の基準と異なるものの、差異の内容は以下の通りであり、

適切性は確保されている。 

「見積書の徴取省略の取扱い」（国）  

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） 

「会計規程細則第 10 条」（RIETI） 

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。  
（参考３）契約の適正実施確保

のための取組状況 

○【契約の執行・審査体制の整備方針・整備状況、契約における一連のプロセス、外部審査体制の導入状

況、執行・審査間の関係、審査体制の実効性確保に向けた取組及び今後の見直し予定等を十分に記載す

る。】 

○【監事と内部・外部審査体制との連携、監事監査の取組状況を十分に記載する。】 

○【随意契約や一社応札の改善に向けた契約監視委員会の開催状況、それを踏まえた法人の取り組みを記

載する。】 

 
○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（少額随契を除く）、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。 

少額随契については、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
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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。（再掲） 

 

○外部審査体制等 

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。 

また、RIETI の監事が契約監視委員会メンバーとなっていることから、外部審査における指摘等が適切

に内部に反映され、継続的にチェックが可能であり、連携体制は確保されている。 

 

○平成 24 年 9 月７日付け総務省行政管理局長の要請に基づき、平成 24 年度から競争性のない新規随意契

約案件については、原則として事前に契約監視委員会の意見を聴取することとした。（再掲） 

 

○平成 25 年 5 月 23 日に、第 6回契約監視委員会を開催し、平成 24 年度締結契約案件について、閣議決定

事項に沿って審議を行った。透明性や競争性の確保について問題はなく、適切であるとの了解を得た。

（再掲） 

 

○契約に係る法人特有の背景とそれに対する基本的な契約方針 

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ている。 

 (1) 一般競争入札 

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。 

(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
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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 

 これらの方針及び対応については、契約監視委員会において、適切であるとの了解を得ている。 

  
 

（参考４）平成２４年度に締結

した契約の状況 

 

 

 
（単位：件、千円、％） 

  
平成 23 年度 平成 24 年度 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札  16  452,303  72.9%  20  96,732  74.5% 

企画競争・公募  26  121,038 

  

 29  152,699

  
随意契約  2  13,402  2  14,816

合計  44  586,743  51  264,246

随意契約の割合  4.5% 2.3%  3.9% 5.6% 

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 
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○「随意契約見直し計画」平成 22 年 4 月 30 日策定 

 

 平成 20 年度実績 見直し後 

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 

競争性のある契約 (87.3%) 

62 

(71.7%)

283,968,117

(91.5%)

65

(73.7%) 

291,992,314 

 競争入札 (15.5%) 

11 

(8.4%)

33,138,799

(18.3%)

13

(10.0%) 

39,658,556 

企画競争、公募等 (71.8%) 

51 

(63.3%)

250,829,318

(73.2%)

52

(63.7%) 

252,333,758 

競争性のない随意契約 (12.7%) 

9 

(28.3%)

112,051,443

(8.5%)

6

(26.3%) 

104,027,246 

合   計 (100%) 

71 

(100%)

396,019,560

(100%)

71

(100%) 

396,019,560 

 

○「随意契約見直し計画」（平成 22 年 4 月 30 日）において、平成 24 年度の随意契約比率は、 

 件数ベース：3.9％（目標：8．5％） 

 金額ベース：5.6％（目標：26．3％） 

となっており、件数ベース・金額ベースともに目標を大きく達成した。 

 

○随意契約（電話設備工事、他機関との共同研究）の割合について、前年度と比較して件数ベースでは減

少しているものの、金額ベースでは増加している。しかしながら、法人の契約方針に沿ったやむを得な

い理由によるものであり、また契約監視委員会においても適切性に問題はないとされている。 

 

○随意契約における再委託状況：0件 
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（件数ベース）  
 

応札(応募)者 

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上  13 16 0 0 23 20 0 1 36 37 

一者  3 4 0 0 1 1 2 7 6 12 

合計  16 20 0 0 24 21 2 8 42 49 

一者の割合 19% 20% 0% 0% 4% 5% 100% 88% 14% 24% 

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 

（金額ベース）  
 

応札(応募)者 

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上 400,727  70,482  0  0 108,801  68,951 0    4,914 509,528 144,347 

一者  51,576  26,250  0  0 3,890   4,028 8,348  74,806 63,813  105,083 

合計 452303  96,732  0  0 112,691  72,979  8,348  79,720 573,341 249,430 

一者の割合 11 %  27% 0% 0% 3% 6% 100% 94% 11% 42% 

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 

 

○【一者応札（応募）契約の割合が前年度から増加している場合には、要因分析を十分に記載する。】 

○【一者応札（応募）契約について、応札条件及び応札者の範囲拡大に向けた取組状況を十分に記載する。】 

○【一者応札（応募）契約の具体例を示し、要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○【一者応札契約先による再委託の状況及び理由、当該契約の一般競争入札導入事情、独法と契約先との

継続的な関係の有無、独法による承認等の手続の履践状況を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

○【一般競争入札について、落札率が高い契約の状況（割合等）及びその要因分析、低減に向けた取組状

況を十分に記載する。】 

○【落札率が高い契約の具体例を示し、要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○・・・ 
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○【その他、必要に応じて、具体的な個々の契約について例示し、要因分析や改善に向けた取組状況等を

十分に記載する。】 

○応札者・応募が一者であった競争入札による契約（４件） 

①平成 24 年度「ベンチャーの起業意識に関するインターネット調査」については、日本において研究開

発型ベンチャーが生まれにくい環境やベンチャー企業が成長する上での障害などについて定量的に把

握するための調査。具体的にはスタンフォード大学及びＭＩＴの卒業生に対して行った調査結果と比

較するために、調査会社が保有する登録モニターから、14 大学（東京大学、慶応義塾大学、早稲田大

学、京都大学、大阪大学、一橋大学、東京工業大学、同志社大学、上智大学、中央大学、青山学院大

学、東北大学、明治大学、東京理科大学）の卒業生を対象に調査を実施し、起業経験者 1,500 人及び

起業未経験者 1,500 人の回答を得るという内容。入札説明会への参加業者は 10 者あったものの、業者

の登録モニターの内、上記の 14 大学卒業生で起業経験のあるモニターを大量に保有する調査会社は限

られていたことから、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 24 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」」については、企業

とその従業員それぞれにアンケート調査を継続的に実施し、人的資本形成とワークライフバランスの

関係を横断的かつ時系列的に明らかにすることを目指す調査。この調査は、平成 23 年度から毎年 1回

のペースで、企業とその企業で働く従業員に対して実施しており、今回の調査では、平成 23 年度の調

査であらかじめ継続調査への回答を快諾してもらった企業及び従業員と、今回から新規で追加する企

業及び従業員を対象として調査を実施したもの。入札説明会への参加業者は 4者あったものの、23 年

度に調査を実施した業者との競合は不利という判断から、1 者のみの参加となったのではないかと推

測している。 

 

③平成 24 年度「男女の人材活用に関する調査（中国・韓国）」については、中国及び韓国における管理

職女性割合、正社員女性割合と企業の生産性などに正の相関があるとの仮説等を検証するため、両国

における企業の人事担当者を対象に、役職レベル別の男女比率などの実状を明らかにするためのイン

タビュー調査を行うもの。入札説明会への参加業者は 5 者あったものの、昨年 9 月に浮上した沖縄県

の尖閣諸島や島根県の竹島の問題に端を発する日中関係、日韓関係の悪化により、回収率が見込めな

いという判断から、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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④2012 年度 RIETI 広報誌掲載インタビュー「Research Digest」の取材・原稿作成に係る業務について

は、RIETI の研究成果であるディスカッションペーパー(論文)の問題意識、主要なポイント、政策的

インプリケーションなどをわかりやすくまとめて紹介するため、執筆者へのインタビュー形式で図表

も入れた概要を A4 版 4 ページにまとめたもの。広報誌(RIETI Highlight：年間 5冊発刊) に毎号 2～5

本を掲載している。このため「Research Digest」の原稿作成業者には、①インタビューや原稿作成の

ノウハウ、②学問的・専門的内容を理解し、一般の読者に分かり易く伝える文章力などを有する原稿

作成者を複数人確保し、スケジュール調整および原稿の品質確保を行う事が求められる。当該業務に

係る契約については、2008 年度は企画競争の結果、一者応募となり、翌 2009 年度は手続を一般競争

入札に移行のうえ実施したものの不調に終わった経緯がある。そのため、契約監視委員会でのご指摘

を踏まえ、2010 年度の入札から、原稿作成者が原稿作成業者と直接の雇用関係にあることという要件

を、十分な社内体制及び工程管理を条件に社外人材の活用も認めるように緩和するとともに、業務の

数量的な制約(年間に 4～5回、集中的に 4,5 本を作成)も応札を躊躇させる理由にあるのではないかと

考えられたため、1回の本数を 2～5本の間で RIETI と相談のうえ決定できるなど、応札側の人員状況

も考慮する仕様書に変更のうえ、入札を実行したところ、2010 年度及び 2011 年度の入札については、

複数の応札者による入札となった。しかしながら、2012 年度の入札については、入札説明会への参加

業者は 4 者あったものの、2011 年度に業務を実施した業者との競合は不利という判断から、1 者のみ

の参加となったのではないかと推測している。 

 

○応札者が一者であった企画競争による契約（１件） 

⑤平成 24 年度は計 16 件の職員派遣募集（企画競争）を実施したところ、16 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 同様のコンファレンス・国際担当 2募集

についても、それぞれ 4 月実施応募 4 件、6 月実施応募 2 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

取引実績のある業者に問い合わせを行ったうち、7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。 

 

○一般競争入札のうち、落札率が 95％以上の契約は、20 件中２件、また落札率が 90％以上の契約は、20

件中１件であったが、これは、RIETI がこれまで実施してきた類似契約の積算等から算出した予定価格
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が実勢（市場価格）に近かったためと推測される。 

 

○一者応札契約先による再委託はない。 

（参考５）随意契約によらざる

を得ない契約の内訳 

①電話設備工事：1件（3,358 千円） 

電話交換機主装置及び多機能電話機接続ユニット換装工事契約：岩崎通信機株式会社 

電話等設備の更新については、現在使用中の使用可能な既存機器を部分的に残し、それらの既存機器と

交換が必要となる主装置及び多機能電話接続ユニットなどを交換したうえで組み合わせ、電話等設備を

構成することから、既存契約業者以外では実施することが困難であるため随意契約を行った。 

 

②他機関との共同研究：1件（11,458 千円） 

ソーシャルイノベーションの活性化に関する調査研究に係る共同研究契約：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。 

 

○以上２件の随意契約については、契約監視委員会において、その妥当性が承認されている。 

 

（参考６）関係法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人等）との契約の状況 

○関連法人はない。 
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（参考７）公益法人に対する支

出状況 

 

（単位：法人数、件数、千円） 

区分 
平成 23 年度 平成 24 年度 

法人数 件数 金額 法人数 件数 金額 

契約支出 
競争入札 2 2 9,225 2 2 14,190 

随意契約 0 0 0 1 2 2,134 

契約以外の支出 8 16 15,805 4 13 8,658 

合計 10 18 25,031 7 17 24,983 

 

○平成 24 年度随意契約にある 2 件については、企画競争により実施したものである。 

※「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」（平成 24 年 6 月 1 日行政改革実行本部決定）に基づき、公表され

る支出状況を記載 

（参考８）契約監視委員会の開

催状況 

＜委員＞ （平成 25 年３月 31 日時点） 

 

・白山真一委員長（公認会計士） 

・向宣明委員（弁護士） 

・八田進二 経済産業研究所監事 

・濱田憲一 経済産業研究所監事 
 

＜平成 24 年度開催状況＞ 

平成 24 年 5 月 21 日（月） 

第 4 回 概要：経済産業研究所の契約状況について、事務局から説明後、質疑が行われた。個々の契約について、競争

を阻害するような仕様は無く、また公告期間を長く設定するなど透明性確保の取り組みもなされているとし

て、契約の適切性について了解を得た。 

 

平成 24 年 7 月 9 日（月）～平成 24 年 7 月 17 日（火） 

（平成 24 年 7 月 9 日（月)より順次、各委員への個別審議（持ち回り）開催） 

第 5 回 概要：『行政改革実行本部決定（平成 24 年 6 月 1 日付）』の指示に基づき、実施した経済産業研究所の公益法

人に対する支出の公表・点検について、事務局から説明後、質疑が行われた。個々の支出について、その

適切性について了解を得た。 
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＜役職員の給与等に関する事項＞ 

 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

役職員の給与等の水準の適正化【必須】 ○【※】 

○【給与水準・給与水準が高い理由・講ずる措置の適切性・妥当性の検証、それを踏まえ

た評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。特に、財政支出規模が大

きい場合及び累積欠損金がある場合は、給与水準の適切性の検証を十分に記載する。】 

○【総人件費削減の取組の適切性の検証、それを踏まえた評価結果及び理由・コメント、

改善点等を十分に記載する。】 

○【レクリエーション経費・その他の法定外福利費・諸手当の適切性の検証、それらを踏

まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

＜主な実績＞ 

○事務・技術職のラスパイレス指数は 97.1（平成 23 年度比＋6.3 ポイント）、地域・学歴

勘案をした場合は、81.2（平成 23 年度比＋5.4 ポイント）であり、昨年度と比較すると

指数が上昇しているが、これまで通り国の水準を下回っており給与水準は適正に保たれ

ている。 

 

○研究員のラスパイレス指数は 130.6（平成 23 年度比＋18.2 ポイント）、地域・学歴勘案

をした場合は、124.3（平成 23 年度比 16.0 ポイント）と高いが、これは政策研究・提言

活動を行う知識集約型の人材を集めること、永続的な雇用を保障していないこと、退職

金の支払が無いこと等から高水準となっている。 

 

○人件費総額は、基準年度の平成 17 年度比で約 15％の削減を達成している。 

 

○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
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研究所のパフォーマンスが向上するよう様々な手法を導入している。具体的には、研究

員については任期付採用、年俸制、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。 

 

○これまで、事務職員についても任期付の雇用形態であったが、 

①現在、設立から 10 年余が経ち、契約更新を重ね、その能力を発揮しながら経験を積ん

できていること 

②今後の研究所のあり方を考えると、その更なるイニシアティブ発揮が期待されること

などの理由により、平成 25 年 4 月 1 日から、無期（任期を付さない）雇用の形態に転

換した。 

 

○第 3 期中期目標において、効率化のための不断の努力を行いつつ、国内外の研究機関等

との連携強化を進めて国際的にも評価の高い政策シンクタンクを目指すこととなってお

り、給与水準の適正化に配慮をしながら研究体制の充実に努めている。なお、平成 23

年度業務実績評価においても、分科会委員より、RIETI の機能強化のために著名な外国

人研究者を招く予算も必要であるとの意見があった。 

 

○レクリエーション経費の使用実績はない。また、その他法定外福利費・諸手当について

は、原則国と同様の基準になっている（期末手当・勤勉手当の算定方法のみ国と異なる

が、これは雇用契約の違いに起因するもので、支給割合は国に準じて、適切に運用して

いる）。 

 

 

＜評価＞ 

【「役職員の給与等に関する事項」について、以上の実績及び参考１～８について、評価及

び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改善に資するコメントがございま

したら、併せてご記入下さい。】 



54 
 

委員評価： 

 

 
 
 
 

（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

（単位：千円）

  報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他（内容）

法人の長  19,988  14,137  5,851 － 

理事Ａ  15,061  10,655  4,406 － 

監事Ａ（非常勤） 1,590 1,590 0 － 

監事Ｂ（非常勤） 2,287 1,820 0 467※ 

※通勤手当

（参考）全独立行政法人平均（平成 23 年度実績） 

理事長 17,596

  

理事 

（一人当たり） 
14,827

監事 

（一人当たり） 
13,008

（参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 24 年人事院） 

行政職（一）平均 5,944   

事務次官 20,439  

 

 

（参考２）役員報酬・人事への業

績反映の仕方 

「独立行政法人経済産業研究所役員給与規程」において、理事長は経済産業省独立行政法人評価委員会

の業務実績に関わる評価結果（以下、「評価結果」という。）を勘案し、業績給を支給することができる 

として規定している。理事長の業績給の額は理事長として支給された本俸月額の合計額を給与支給月数

で除した額に100分の326を乗じて得た額に以下に定める評価結果に即した割合を乗じて得た額とする。 
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評価結果 割合 

AA 評価 100 分の 100 

A 評価 100 分の 75 

B 評価 100 分の 50 

C 評価 100 分の 25 

D 評価 100 分の 0 

 

 

○【「特殊法人等整理合理化計画」（平成 13 年 12 月 19 日閣議決定）等に基づき、毎年度業務実績評価結

果を、報酬（役員給与・退職金の大幅カットを含む。）と役員人事（解任を含む。）への反映状況をそ

れぞれ記載する。反映させている場合には、反映状況を記載し、反映させていない場合には、その旨

を記載する。】 

※「報酬への反映状況の公表」は、給与等の水準の公表資料にも記載されているが、「人事への反映状

況の公表」が行われていないとの指摘を総務省から毎年度受けているため、反映状況の有無を当欄

に記載すること。 

 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

○平成 24 年度に支給実績はない。 

（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：平成 24 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。 
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（参考５）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＞ 

 対国家公務員（行政職（一）） 97.1 

 地域勘案 83.9 

 学歴勘案 93.8 

 地域・学歴勘案 81.2 

＜研究職員＞ 

 対国家公務員（研究職） 130.6 

 地域勘案 124.6 

 学歴勘案 130.0 

 地域・学歴勘案 124.3 

（※）国の給与水準を 100 としたときの指数 

 

 

ラスパイレス指数の推移 

＜事務・技術職員＞ 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

対国家公務員 99.5 96.1 93.3 90.8 97.1 

地域勘案 87.4 83.2 80.8 78.8 83.9 

学歴勘案 97.2 92.5 90.1 87.3 93.8 

地域・学歴勘案 85.5 80.1 78.1 75.8 81.2 

＜研究職＞ 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

対国家公務員 133.6 129.5 124.1 112.4 130.6 

地域勘案 128.7 124.6 120 108.4 124.6 

学歴勘案 132.9 128.8 123.3 112.1 130.0 

地域・学歴勘案 128.1 124.2 119.6 108.3 124.3 
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②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

○【ラスパイレス指数が 100 以上の場合には、その理由及び講ずる措置を十分に記載する。】 

○【特に、地域年齢学歴勘案でのラスパイレス指数が 120 以上の場合には、大臣レクすることを前提に、

給与水準が高くなっている要因を定量的に分析し、具体的な講ずる措置内容と、それにより達成す

る目標水準・時期を記載する】 

○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。 

日本を含む先進国における標準的な賃金関数の推計結果によれば、他の条件を一定とした上で教育年

数１年の追加が賃金に及ぼす効果は 5％～10％であり（Blundell et al, 1999; 小塩, 2002 等）、博士

号保有者の賃金水準は学部卒に比べて 25～50％高いというのが先進国の「国際標準」である。また、

雇用保障がないことに対する適正な補償賃金は 10％～20％である（経済産業省調査）。これらから考

えて、RIETI の研究職員に対する給与水準は妥当なものと考えられる。 

更に、RIETI の研究職員は少数であり、かつ、流動的な雇用形態を採用しているため、その採用状況

によって年度毎に給与水準の変動が大きい。 

なお平成 24 年度については、高額年俸の外国人研究員 1名が指数計算の対象になった一方で、若手研

究員 2名が年度末に転出し対象から外れたため、結果としてラスパイレス指数が上昇した。 

 

 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。 

  

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の反映 

・平成 24 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで、国家公務員に適用される「給与の臨時特例」を準用

し、俸給月額について、5 及び 6 級は 4.77％、4 及び 3 級は 7.77％、2 及び 1 級は 9.77％、賞与につ

いては 9.77％、職務手当については 10％を減額した。 
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・また国家公務員の退職手当引き下げに準じて、役員の退職手当を 87/100 に引き下げる規程改定を行っ

た。 

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）等を踏まえた人件費改革の進

捗状況等 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人件費削減方式を採用している。（記載例１） 

（単位：千円） 

実績 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

給与、報酬等

支給総額 
444,806 449,453 413,940 405,336 370,007 367,064 390,553 376,651 

人件費 

削減率 
  ＋1.07％ ▲6.94％ ▲8.87％ ▲16.82％ ▲17.48％ ▲12.2％ ▲15.3％ 

（※） 人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。 

（※） 人件費削減について、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47

号）では「平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させる」、

また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 について」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）では「人件費改革

を 2011 年度まで継続する」とされている。 

 

 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○年度当初（年度途中採用者については採用時）に設定した目標に対して、毎年業績評価を実施。（より

詳しくはＡ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃの６段階で行う。これについては、事務職員に限り、平成２

５年２月に改定し、Ｓ、Ａ＋、Ａ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃ＋、Ｃの９段階とした） 

 

◎業績評価と昇級の関係 

 

　昇級幅（号俸）

　特別賞与

ＣＢ－

26

Ａ－

あり

0

ＢＡ

6

Ｂ＋

6 4

あり
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◎業績評価と昇給の関係（平成２５年２月改定） 

  S A+ A A- B+ B B- C+ C 

昇給幅(号俸) 8 8 8 7 6 4 2 0 0 

特別賞与 あり あり        

 

 

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平成２５年４月１日から、これまで任期付の雇用形態で採用してきた事務職員について、無期（任期

を付さない）雇用の形態に転換し、職員給与規定の俸給月額表を適用。 

③国家公務員において、平成 24 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。 

 

（参考８）その他 ○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（24 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。 

 

○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。 

 

○法廷外福利費 

 平成 24 年度法定外福利費の支出実績額は 386,274 円であり、全額が役職員の健康診断に要した費用で

ある。 
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【以上の＜総論＞＜入札・契約に関する事項＞＜役職員の給与等に関する事項＞に掲げる実績を踏まえ、「業務運営の効率化」についてＡＡ

～Ｄの評価をご記入下さい】 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現。  

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を着実に達成。  

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。  

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発

生。  

委員評価：「   」（←括弧内にＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかをご記入下さい。） 

 

評価理由：評価判定の理由・コメント・改善点等を御記入下さい。なお、独立行政法人評価委員会において、以下に掲げる事項に留意して

評価を行うよう指示されておりますので、ご参照の上、評価及びコメントをお願い致します。 

【参考：評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）

を受けて、中期目標･中期計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当性を各分科会・部会においてあらか

じめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更な

る取組や改善を促すコメント・評価を記載すること。 

○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データ

を元に業務実績報告を行うことを求めること。 
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４．財務内容 

評定結果 
 

１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ａ、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

→評価結果を踏まえて、事務局にて記載 

 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．予算管理に関する事項 

 効率的で適切な資金管理を通じ、各業務の遂

行にとって無駄のない適切な規模の予算執行を

行っている場合。 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○効率的な予算執行による業務運営を行うことができており、昨年度に引き続き、欠損金

が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。 

 

○運営費交付金の繰越等について 

・平成 24 年度支出については予算と決算の差額 362,406,664 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 13,251,935 円については、平成 25 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、平成 25 年度も継続する個別研究プロジェクトや研究プロジェクト共通に用いる

予算についての執行残高は、25 年度に繰り越すこととする。繰越金の額は、349,154,729

円（支出の予算と決算の差額 362,406,664 円 - 終了したプロジェクト等の損益分

13,251,935 円）である。 

・繰越金が生じた主な理由は、次の通り。 

①産業技術総合研究所及び情報処理推進機構との３法人統合の議論を踏まえ新規プロ

ジェクトの立ち上げ等が抑制された。 

②「9月以降の一般会計予算の執行について（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定）」を踏まえ

て執行抑制を行ったため。 

③一部の研究プロジェクトについて、進捗の遅れや計画の見直しにより翌年度に延

期・繰り越されたため。 
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＜評価＞ 

【以上の実績について、効率的で適切な資金管理を通じ各業務の遂行にとって無駄のない

適切な規模の予算執行を行っているかという観点で、評価及び評価理由をご記入下さい。

次年度における業務運営の改善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さ

い。】 

委員評価： 

 

 

 

 

 

２．収入に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自己収入実績（普及業務収入、シンポジウ

ム収入）：平成 24 年度計画当初の予算上の

数字：778 千円 

 

② 競争的資金等獲得実績：平成 24 年度計画当

初の予算上の数字：受託収入：4,880 千円、

科研費収入：5,070 千円 

 

○競争的資金等については、RIETI の研究領域に適合する内容であり、各研究員が獲得を

目指したい場合には、組織として各研究員を支援するとの方針に基づき対応。結果とし

て、過去 高額の獲得となった。 

○政策研究という RIETI の本務からすると、必ずしも競争的資金を獲得することをミッシ

ョンとすべきではない。このことは、過去の勧告の方向性においても、「外部資金の獲得

に当たっては（中略）、研究員のエフォートを確認するとともに、獲得しようとする資金

の性格が RIETI のミッションに合致するものであるか否かを審査するものとする。」と指

摘されており、これに沿った対応をしている。 

 

→実績：778 千円（普及業務収入：685 千円、シンポジウム参加料収入：93 千円） 

        前年度実績：879 千円 

 

 

→実績：10,393 千円（受託収入：5,323 千円、科研費収入：5,070 千円、助成金 0円） 

    前年度実績：15,470 千円  
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 【自己収入の推移（普及業務収入、監修料収入、シンポジウム収入等）】 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

3,192 千円 4,753 千円 532 千円 879 千円 778 千円 

 

【競争的資金等の推移（受託収入、科研費収入、助成金）】 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

9,052 千円 8,098 千円 9,173 千円 15,470 千円 10,393 千円 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改

善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 

 

 

 

 

 

３．欠損金、剰余金の適正化【必須】 ○【※】 

○【当期総利益（又は当期総損失）の発生要因、業務運営の適切性の検証、及びそれらを

踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【利益剰余金を計上している場合、発生要因、規模・業務運営の適切性の検証、及びそ

れらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。（特に、100

億円以上の利益剰余金を計上している場合）】 

○【繰越欠損金を計上している場合、発生要因、規模・業務運営の適切性の検証、解消計

画の妥当性・見直しの必要性の検証（計画が未策定の場合は、未策定の理由の妥当性の

検証）、解消に向けた取組状況、及びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改

善点等を十分に記載する。（特に、100 億円以上の繰越欠損金を計上している場合）】 

○【目的積立金の状況、未申請理由、及びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、

改善点等を十分に記載する。（特に、１億円以上の当期総利益を計上している場合）】 
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○【いわゆる溜まり金の精査における、次のような運営費交付金債務と欠損金等との相殺

状況に着目した洗い出し状況、保有の必要性や規模の適正性、評価結果及び理由・コメ

ント、改善点等を記載する。 

ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当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 

ⅱ）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】 

＜主な実績＞ 

○欠損金は発生していない。 

○当期総利益は、受託収入や科研費収入等の外部資金の獲得及び経常費用における研究業

務費の削減により、計上されたものである。 

 

○目的積立金を積み立てるためには、原則、運営費交付金以外の収入によるものとされて

おり、RIETI の収益は大半が運営費交付金に頼るものであることから、申請を見送って

いる。 

 

○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。 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改

善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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４．運営費交付金債務残高の適正化【必須】 ○【運営費交付金債務については、平成 24 年度末での債務残高、平成 24 年度運営費交付

金、運営費交付金に対する債務残高の割合（平成 24 年度交付金債務残存率）を記載し、

発生要因を分析した上で、法人の運営費交付金執行計画の管理と業務運営について厳格

な評価を行う。評価結果及び理由・コメント、必要に応じての法人に改善を促すような

評価を記載する。】 

○平成 24 年度末時点での運営費交付金債務残高：349,154,729 円 

 平成 24 年度運営費交付金予算額：1,631,630,607 円 

 平成 24 年度運営費交付金債務残存率：21.4％ 

平成23年度は第3期目標期間の初年度であり研究プロジェクトの立ち上がり時期であっ

たことに加え、東日本大震災の影響を受けて進捗が遅れたことで運営費交付金債務が発

生したが、平成 24 年度については前年度のような要因の影響は受けなかったものの、前

述の３法人統合議論による影響、９月以降の一般会計予算の執行抑制による影響等の結

果、発生したものである。 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改

善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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５．保有資産の有効活用【必須】 

 

 

＜主な実績＞ 

 

用途 種類 場所 帳簿金額（円） 具体例 

 建物 研究所内 
13,167,165

パーテーション 

工具器具備品 研究所内 
11,715,494

電話機  

ソフトウェア 研究所内 
7,021,893

 

 

○上記は全て、毎日の業務で利用しており、必要 小限となっている。 

 

○民間からの賃貸により使用するもの：[建物]分室 

経済産業省 11 階の執務スペース（1578．5 ㎡ 国からの無償貸与）だけでは業務上必要

なスペースが確保できないため、①研究員ブース、②WEB 担当執務、③RA 執務、④会議

室等として民間から賃貸。 

 

○職員宿舎は所有していない。 

 

○金融資産は保有していない。 

 

 

＜評価＞ 

【以上の実績について、評価及び評価理由をご記入下さい。次年度における業務運営の改

善に資するコメントがございましたら、併せてご記入下さい。】 

委員評価： 
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６．リスク管理債権の適正化【必須】 ○RIETI では、該当するものはない。 

 

７．年金、基金、共済等の事業運営のための資

金運用の適正化【必須】 

○RIETI では、経済産業省共済組合に加入しており、他の資金運用はない。 

 

Ｘ．その他【該当があれば】 ○RIETI では、該当する関連法人はない。 

 

 
【以上の「財務内容」についてＡＡ～Ｄの評価をご記入下さい】 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現。  

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を着実に達成。  

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。  

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、もしくは、法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発

生。  

委員評価：「   」（←括弧内にＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかをご記入下さい。） 

 

評価理由：評価判定の理由・コメント・改善点等を御記入下さい。なお、独立行政法人評価委員会において、以下に掲げる事項に留意して

評価を行うよう指示されておりますので、ご参照の上、評価及びコメントをお願い致します。 

【参考：評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」（平成 25 年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）

を受けて、中期目標･中期計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当性を各分科会・部会においてあらか
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じめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更な

る取組や改善を促すコメント・評価を記載すること。 

○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データ

を元に業務実績報告を行うことを求めること。 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○【注釈すべき特殊要因等を記載する。】 

 

○【平成 24 年度に交付された運営費交付金の未執行

率、未執行の理由、業務運営との関係分析を勘定

ごとに十分に記載する。（特に、平成 23 年度に交

付された運営費交付金の執行率が 90％以下の勘

定）】 
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○【注釈すべき特殊要因等を記載する。】 

 

○【臨時損益の発生要因及び当期総損益への影響を

記載する。（特に、経常損益は赤字だが当期総損益

が黒字の場合には、経緯の分析等を十分に記載す

る。） 
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