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○小野分科会長   

 第43回の「独立行政法人評価委員会 経済産業研究所分科会」を開催したいと思います。 

 きょうは24年度の実績報告と24年度の財務諸表、それと評価基準、４番目に役員の退職

手当という議題を用意しております。 

 最初に事務局から資料のご確認と、それが終わりましたら理事長と所長からご挨拶を賜

って、それから審議に入りたいと思います。 

 それでは資料の確認からお願いします。 

○坂本企画調査官  委員の先生、皆様、お忙しい中、お暑い中、お集まりいただきまし

て、どうもありがとうございます。この４月に小野会長、古城先生、小笠原先生、３人と

も新しい任期をお受けいただきまして、改めましてどうもありがとうございます。 

 それでは早速ですが、配付資料の確認をさせていただければと思います。議事次第をお

めくりいただきまして配付資料一覧、今回も大部にわたっておりますが、議題１につきま

して、資料１がオレンジの表紙のできたての「Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏｒｔ」。資料２と

資料３はＡ３でとじ込んでおります業績評価シート、アウトプット指標も一緒になってお

ります。議題２の資料４－１から４－４につきましても、このＡ３の後ろに財務諸表一式

がございます。議題３につきましては資料５から資料８まで５種類のＡ４の資料。最後に

議題４の資料９となっております。不足があればお知らせください。 

 あと、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。 

 以上です。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、いよいよスタートさせていただきますが、最初に理事長からご挨拶をいただ

きます。 

○中島理事長  理事長の中島でございます。今回も私どものご評価を頂戴するというこ

とでお暑い中を集まっていただきまして、本当にありがとうございます。 
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 私どもの昨年度の業務でございますけれども、順調に推移したと思っております。研究

実績のほうも一昨年度、第３期の初年度に比べますと、５割ほどふえておりますし、その

他の目標数値もクリアしたということでございます。詳細は後ほどご報告させていただき

ますが、昨年度の私どもの研究をみてみましても、ＴＰＰ、円高、あるいはアベノミクス

が登場する中で、一段と分析を深め、為替につきましては新たなデータベースの作成、公

表といったようなことをやってまいりました。また企業の活力をどう上げるかということ

がますます大事になっておりますけれども、引き続き生産性についてデータベースの作成、

公表を行い、分析を深めてまいりましたし、企業の人材活用やイノベーションといったこ

とについても一段と研究を深めてまいりました。さらに、それらの成果を外に広げるとい

う意味でも、分野横断的なハイライトセミナーを始めました。 

 また、内部の事務体制につきましても、昨年度につきましては人事制度等を改定いたし

まして、今後、私どもとしてきちんと業務を遂行できる体制をさらにつくり得たと思って

おります。 

 いずれにしましても、これからご報告申し上げますので、ひとつよろしくご評価のほど、

お願い申し上げたいと思います。きょうはどうもありがとうございます。 

○小野分科会長  どうもありがとうございました。 

 藤田所長からも一言お願いします。 

○藤田所長  皆さん、大変お忙しいところ、また暑いところ、本日の評価委員会にご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。多くの時間とエネルギーをおとりしてい

るところでありますけれども、我々の今からの一層の活動にとりまして、皆様のご意見は

不可欠なものでありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 先ほど中島理事長が申しましたように、我々、予定した活動というのは粛々と進めてい

るつもりでありますけれども、決してこれで満足しているわけではありません。皆様の忌

憚のないご意見をよろしくお願いいたします。簡単ではありますが、最初の挨拶としたい

と思います。後ほどいろいろなディスカッションをさせていただければと思いますので、

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。 

 それでは、第１議題の24年度の業務実績の報告というところにまいりたいと思います。

経済産業研究所からよろしくお願いいたします。 

○金子研究調整ディレクター  研究調整ディレクターの金子でございます。よろしくお



- 3 - 

 

願いします。 

 最初に私から、実績評価シートの１ページ目、Ⅰのサービスの質の中の１．調査及び研

究業務についてご説明をさせていただきます。 

 まず(1)の研究成果（プロジェクトごとの概要）というところでございますけれども、平

成24年度は平成23年度から新たにスタートいたしました第３期中期目標期間の２年目にな

っております。それで、第３期中期目標の最初に設定されました経済産業政策の３つの重

点的な視点、そこの下に書いてございますけれども、「世界の成長を取り込む視点」「新

たな成長分野を切り拓く視点」「社会の変化に対応し、持続的成長を支える経済社会制度

をつくる視点」、この３つの視点に沿いまして、23年度の最初に新たに９つの研究プログ

ラムを――その下に①貿易投資プログラムから⑨政策史・政策評価プログラムまであるわ

けでございますが、この９つの研究プログラムを設定して研究をスタートしたわけでござ

います。24年度につきましては、引き続きこの９つの研究プログラムを中心に研究活動を

行ったということでございます。 

 この９つの研究プログラムに入り切らないものにつきまして、特定研究という１つカテ

ゴリーをつくっておりますけれども、その10カテゴリーの中に63の研究プロジェクトを設

定いたしまして、研究を進めました。その63の研究プロジェクト、それぞれのプログラム

ごとにどういうプロジェクトがあるかということにつきましては、その下にプロジェクト

名と、それから代表プロジェクトの概要を書いております。これについては詳細な説明は

省略させていただきますけれども、23年度は第３期中期目標から１研究プロジェクトにつ

きまして研究期間は原則２年以内とするということにしました関係で、23年度にスタート

したプロジェクトが多数ありますので、24年度につきましては、23年度にスタートしたプ

ロジェクトを引き続き実施したというものが多くなっておりまして、24年度にスタートし

たプロジェクトというのは比較的数が少なくなっております。数はここに書いてございま

せんけれども、その下のプロジェクトごとに「平成24年度～」と括弧書きで書いてありま

すのが24年度からスタートしたプロジェクトでございまして、全部数えますと10プロジェ

クトございます。そのほかのプロジェクトは23年度からスタートしたプロジェクトを24年

度も継続して行ったということでございます。 

 原則２年以内のプロジェクト期間ということで、24年度は２年度目に入ったプロジェク

トが非常に多かったということでございまして、23年度に比較いたしまして、研究成果の

数、主に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という論文でご
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ざいますけれども、この数が23年度よりも多くなっております。それにつきましては、各

プログラムの説明の下に数値を挙げておりまして、２ページ目の一番上のところでござい

ますけれども、１つ目の貿易投資プログラムにつきましては、23年度14件のディスカッシ

ョンペーパー、ポリシーディスカッションペーパーだったものが、24年度は16件。国際マ

クロプログラムにつきましては４件から14件。３ページ目に行っていただきまして、地域

経済プログラムにつきましては４件から14件。その一番下でございますけれども、技術と

イノベーションプログラムにつきましては２件から12件。その次の４ページ目の真ん中辺

でございますけれども、５つ目のプログラムであります産業・企業生産性向上プログラム

につきましては10件が21件。新しい産業政策プログラムにつきましては５ページの上のほ

うでございますけれども、０件が13件。続きまして、人的資本プログラムにつきましては、

そのページの一番下でございますけれども、18件が20件。６ページ目の社会保障・税財政

プログラムにつきましては６件が12件ということで、この８プログラムにつきまして、全

て24年度のほうが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

件数が多かったということでございます。 

 ⑨の政策史・政策評価プログラムにつきましては、成果は書籍の形で出ております。そ

れから⑩特定研究については、こちらもディスカッションペーパーが多数出ておりますけ

れども、集計はここには載せておりません。そういったプログラムに属さないディスカッ

ションペーパー、ポリシーディスカッションペーパーもあるわけでございますけれども、

それを全て合計した数値というのが７ページ目の一番上のところに、内部レビューを経た

論文の公表数ということで挙げさせていただいております。24年度は合計いたしまして15

7件の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を公表したというこ

とでございます。これは24年度の目標であります84件を上回っておりますし、23年度の実

績の109件も上回っております。これは２年度目のプロジェクトが非常に多かったというこ

との結果でございます。 

 こういったプロジェクトの研究活動、その中から出てきた成果につきまして、どのよう

な評価がなされているかということでございますけれども、まず経済産業省の関係課室の

ほうに、そのプロジェクトの研究内容及び成果につきましてのアンケート調査を行ってお

ります。その結果が、その下にあります(3)のところでございます。 

 まず研究プロジェクトにつきましては全部で63プロジェクトあったわけでございますけ

れども、57プロジェクトについて関係課室からアンケート調査の回答を得ることができま
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した。アンケート調査はＡ評価、Ｂ評価、Ｃ評価の３段階になっておりまして、Ａ評価が4

8プロジェクト、Ｂ評価が９プロジェクト、Ｃ評価が０プロジェクトということでございま

す。Ａ評価を３点、Ｂ評価を２点、Ｃ評価を１点ということで評価の平均点を計算いたし

ますと、2.84点ということになっておりまして、全てＡ評価だった場合を100％として計算

して換算いたしますと、94.7％ということで、全体として高い評価を受けたのではないか

と考えております。 

 続きまして、各プロジェクトから研究成果が出たもの、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が出たものにつきまして、そのプロジェクトの成果の評

価を聞きましたところ、54プロジェクトについて有効回答を得ております。これは５段階

評価、ＡＡ評価、Ａ評価、Ｂ評価、Ｃ評価、Ｄ評価でアンケート調査を行いましたところ、

ＡＡ評価のものが25プロジェクト、Ａ評価のものが20プロジェクト、Ｂ評価のものが９プ

ロジェクトございました。ＡＡ評価を５点、Ａ評価を４点、Ｂ評価を３点、Ｃ評価を２点、

Ｄ評価を１点として点数の平均を計算いたしますと4.30点。全てがＡＡ評価だった場合10

0％というように計算いたしまして換算いたしましたところ、85.9％ということでございま

して、どちらにつきましても全体として高い評価を受けたのではないかと考えております。 

 それから各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といった論

文の他に書籍がございますけれども、これを加えましたものにつきまして、それぞれの論

文、もしくは書籍の扱っている分野と専門分野が近い大学教授等に対して学術評価をして

いただいているアンケート調査を行っております。これを外部レビューアーによる学術水

準評価といっておりますけれども、８ページ目の一番上にまとめております。157のディス

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に加えて８書籍ということで、

全体で165成果を評価していただいております。５段階評価で評価していただいておりまし

て、ＡＡ評価が42、Ａ評価が81、Ｂ評価が36、Ｃ評価が６、Ｄ評価が０ということでござ

います。こちらもＡＡ評価を５点、Ａ評価を４点、Ｂ評価を３点、Ｃ評価を２点、Ｄ評価

を１点としまして平均点を計算いたしますと、3.96点ということで、全てがＡＡ評価だっ

た場合を100％としまして、この3.96点を換算しますと79.3％ということでございます。こ

ちらも全体として高い評価を受けたのではないかと考えております。 

 その他の指標としまして２つの指標をその下にとっております。１つはＲＩＥＴＩの研

究の外国への発信ということで、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・広報誌等の件数を合計したものを指
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標としてとっております。これを合計いたしますと、24年度実績で258件ということになり

まして、目標の100件を上回っております。 

 それからＲＩＥＴＩの研究成果がどの程度政策に活用されたかということで、白書、審

議会資料等における引用件数を指標としてとっております。こちらにつきましては24年度

実績で45件。主な引用事例としては「産業活動分析」「通商白書」「中小企業白書」「日

本経済」等ございますけれども、45件ございまして、こちらも24年度目標の20件を上回っ

ております。 

 それ以外に特記事項といたしまして、その下に書いてありますけれども、１つ目に、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、公表するとい

うことを24年度に行っております。最近の為替レートの動きをみましてもわかりますとお

り、為替レートの動きというのは産業の国際競争力に非常に影響を与えるものでございま

す。そういった影響をみる上では、円のドルに対する為替レートをみるだけではなくて、

輸出先国の為替レートを輸出先国のウエイトづけをして実効為替レートというものを計算

してデータ化するというものが非常に有効になっております。そういった実効為替レート

の名目値を産業別に出すということを平成23年度から開始いたしましたけれども、24年度

からは、さらに日本と輸出先国の物価上昇率を加味いたしまして、実質化したデータの公

表を始めております。 

 そういった名目・実質の実効為替レートにつきまして、日本の産業と特に競争関係が深

い中国、韓国の為替レートにつきまして、中国の側、韓国の側からみた名目・実質の実効

為替レートについても算出を始めておりまして、25年４月から、今年度からでございます

けれども、公表を開始いたしております。 

 それから②でございますけれども、海外の研究者の受け入れというものも積極的に行っ

ておりまして、平成24年度は客員研究員として３名、ヴィジティングスカラーとして５名

を招へいいたしております。こちらはアメリカ、中国、韓国等から招へいしているという

ことでございます。 

 それから、第３次の中期計画の開始の直前に東日本大震災が起こったわけでございます

けれども、その後、第３次中期計画の期間内に、その震災の影響につきましてアンケート

調査を行ったり、もしくはサプライチェーンの影響を、企業間のネットワーク関係のデー

タを用いて分析をしておりまして、23年度には、その関連の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が４本公表されましたけれども、24年度は10本公表さ
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れております。 

 続きまして、その次のページでございますけれども、ＢＳＷＳ等の開催実績というもの

を表にまとめております。ＲＩＥＴＩの研究プロジェクトはまずＢＳＷＳ（Brain Stormi

ng Work Shops）というもので、その研究計画の内容について議論をしまして、その成果が

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形で出たときに、ＤＰ

検討会、ＰＤＰ検討会というものを行っております。また研究プロジェクト期間の途中で

それまでの実績をみて、その後の研究計画を議論するということで中間報告会というもの

を開催しております。ここに開催回数、それに参加していただいた方々の人数を書いてお

ります。今年度の実績といたしましては、スタートしたプロジェクトが23年度より少なか

ったということで、ＢＳＷＳの開催件数は23年度に比べて少なくなっておりますけれども、

成果がたくさん出たということで、ＤＰ検討会、ＰＤＰ検討会、それから中間報告会につ

きましても23年度を上回る件数、また合計件数でも上回る件数になっております。人数は

右に書いておりますけれども、経済産業省の職員にも積極的に参加していただきまして、

これだけの人数に参加していただいたということでございます。 

 その下に通商産業政策史シリーズについて書いてございますけれども、1980年から2000

年の通商産業の歴史をまとめまして、第２期の通商産業政策史全12巻の刊行がことしの３

月、24年度末で完了いたしました。またその全巻の完成を記念いたしまして、通産政策史

完成シンポジウム「グローバル化と産業政策の転換」というものを2013年１月に開催いた

しまして、編者、著者、それから政策担当者の双方の参加を得て、活発な議論が行われて

おります。 

 とりあえず私からは以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それでは続けてよろしゅうございますか。上野さん、お願いします。 

○上野国際・広報ディレクター  10ページから、政策提言・普及業務ということでご説

明をさせていただければと思います。 

 (1)の研究成果をとりまとめた研究所の出版刊行総数ということでございますけれども、

24年度実績は８冊ということで、今、ご説明のありました通産政策史、これが12巻、今年

度で全部完成したということで、それも含めて数が多くなっているところでございます。 

 ２つ目の公開シンポジウム・セミナー、それからＢＢＬでございますけれども、次のペ

ージと合わせてご説明をいたしますが、数といたしましては公開シンポジウムが10回、Ｂ
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ＢＬが62回ということで開催をして、目標を上回っているところでございます。 

 11ページでございますけれども、シンポジウムのところを若干ご説明いたしますと、こ

としの特徴として数もそうなのですが、各界のリーダーにも参加していただいた大型シン

ポを結構やらせていただきました。去年の４月はＯＥＣＤのグリア事務総長に参加してい

ただいたシンポ、６月はＪＥＴＲＯと共催でございますが、ＷＴＯの事務次長に参加して

いただいた貿易関係のシンポ、それから７月、これは経産省と共催でございますけれども、

産構審の報告書が出ましたことを踏まえて、それにかかわります、経産大臣にもパネリス

トで参加をしていただいたというシンポでございます。その他、先ほど理事長からご説明

がありましたけれども、ハイライトセミナーということで開催をしているものが数回ござ

います。あと、今、金子ディレクターからご説明のありました通産政策史のシンポジウム、

これをことしの１月に行いまして、これは佐藤ゆかり経済産業大臣政務官にもご出席をい

ただいているところでございます。それからことしの３月、これは大震災関係の研究成果

を披露する場ということで、仙台でシンポジウムを開催しているところでございます。そ

のような全10回の公開シンポジウムを開催し、満足度としては83％、ＭＥＴＩは85％とい

う高い評価をいただいているところでございます。 

 それからＢＢＬでございますけれども、これも高い評価をいただいて、89％ということ

でございます。62回行いまして、これも今年度は産学官のリーダーにご参加をしていただ

いて、先ほどご紹介しましたが、ＷＴＯからはラミー事務局長に出てきていただいたりと

か、日本では多くの企業経営者の方に参加をしていただきました。アジア開銀の総裁にな

られました中尾財務官、あと藤崎前駐米大使など官界のリーダーにもご参加いただき、そ

の他、研究者も含めいろいろなバラエティに富んだＢＢＬをさせていただいて、非常に高

い評価をいただいていると思っております。 

 次の12ページでございますけれども、 (4)ＲＩＥＴＩのホームページへのヒット数でご

ざいます。24年度は142万件のヒット件数ということで、内訳として日本語、英語、中国語

を載せておりますが、それぞれ、昨年度よりふえているところでございます。 

 研究論文１本あたりのダウンロード平均総数では、24年度は１万3,000件余りということ

で、これも目標をクリアしているところでございます。 

 ５番目のニュースレターの発行回数ということで、これは昨年と同じでございますけれ

ども、日本語を月４回、英文、中文を月１回発行しているところでございます。 

 それから印刷物による広報誌ということで、これはお手元にお配りしております「ＲＩ
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ＥＴＩ ＨＩＧＨＬＩＧＨＴ」でございますけれども、24年度は５回という予定を達成し

ているところでございます。 

 それから特記事項というところで研究成果の積極的な発信でございます。①でハイライ

トセミナーシリーズの開始ということで、先ほどから何回か話が出てきておりますけれど

も、理事長をモデレーターにしまして３回、ＲＩＥＴＩのファカルティフェローにご参加

をいただいて、研究成果のタイムリーな発信をするということで行ってきているところで

ございます。 

 ②のウエブサイトでの取り組みということで、これは今年度、ＦａｃｅｂｏｏｋにＲＩ

ＥＴＩ公式ページを開設したり、あるいはソーシャルボタンを設置して、これはＦａｃｅ

ｂｏｏｋいいねボタンとかツィートボタンでございますけれども、反応をみられるように

しているところでございます。ウエブサイトのシリーズといたしまして「フェローに聞く」

シリーズということで、ＲＩＥＴＩの研究者のインタビュー形式での対談を行いまして、

それをウエブに掲載しているところでございます。それからＥ－ｂｏｏｋの開始をいたし

ました。これは、具体的には「世界の視点から2011年度版」ということで、まず１回目で

ございますけれども、そのような取り組みもさせていただいているところでございます。 

 次のページに移りまして13ページでございます。③のＢＢＬセミナーの参加者拡大とい

うことで、これは人数的に延べが5,669人（１回当たり91人）ということで、昨年度より増

え、過去最大になっているというところでございまして、3,100人ほどの会員に案内をして

いるというものでございます。 

 ④のマスメディアを通じた発信ということで、テレビ、ラジオでの情報発信。24年度は3

2件、新聞・雑誌については29件、それから「経済教室」への掲載ということで９件と。こ

れらも昨年度よりも増加をしている状況でございます。 

 次に国際化への進化への取り組みでございます。 (1)で研究機関との交流ということで、

中国の国務院発展研究中心と覚書を結びまして協力関係にあるところでございますけれど

も、昨年８月にワークショップを北京で開催いたしまして、その際、ＤＲＣの李偉主任、

これは大臣級でございますが、理事長と会談をいたしまして、今後の協力について確認を

しているところでございます。その他ヴィジティングスカラーとしてＤＲＣの研究員を受

け入れたりしているところでございます。 

 それから、欧州ではＣＥＰＲと協力関係にあるところでございますが、ＣＥＰＲのフェ

ローに基調講演をいただいたり、それからＶｏｘＥＵというＣＥＰＲが政策ポータルサイ
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トとしてウエブサイトにコラムなどを１日２回ぐらい、相当な頻度で載せている有力なポ

ータルサイトがございます。そこと提携を、これは23年度の末にしたわけでございますけ

れども、それが本格化いたしまして、ＲＩＥＴＩのコラムをＶｏｘＥＵのほうに掲載をし

て、一方、ＶｏｘＥＵのコラムをＲＩＥＴＩのウエブサイトに掲載するということで、こ

れも各５～６件、24年度に行ったところでございます。 

 アメリカとはＣＦＲとヴィジティングスカラーの継続的受け入れをしているところでご

ざいます。その他、韓国、中国の、北東アジア研究財団、社会科学院とのコンファレンス

の開催、それから台湾の経済研究院、韓国の産業研究院との、これも持ち回りでワークシ

ョップを開催しておりますが、今年は東京で行いまして、昨年秋にワークショップを開い

たところでございます。それからペンシルバニア大学ウォートンスクールとの意見交換会

も開いたというようなことで、活発に研究機関と交流を行っているところでございます。 

 ２つ目の学術的成果として、国際的に高い評価を得た実績ということで、海外の学術誌、

書籍に引用された査読つき英語論文の件数は33件ということでございます。 

 その他というところで、先ほどから話もございます客員研究員、ヴィジティングスカラ

ーの受け入れ、ハーバード大学からのインターンの受け入れ、それからＲＩＥＴＩのウエ

ブサイト「世界の視点から」コーナーの掲載件数の増加ということで活発に活動をしてい

るところでございます。 

 14ページ目以降でございますけれども、ＲＩＥＴＩの政策提言・普及業務の外部レビュ

ーということで、これはＲＩＥＴＩのウエブサイトでアンケートを行っているところでご

ざいます。内容としましては質問が２つありまして、質問１が、「ＲＩＥＴＩはこの目的

をどの程度果たしていると思いますか？」ということで、ＲＩＥＴＩの目的を示しまして、

その程度を聞いているところでございます。回答が407件ございまして、Ａ評価、Ｂ評価、

Ｃ評価、Ｄ評価と聞いているわけでございますが、平均が3.40ということで、昨年度と比

べると若干よくなっているというところでございます。 

 次のページに移りまして15ページ目、２つ目の質問で、「ＲＩＥＴＩの研究活動はあな

たの業務、研究の参考になりましたか？」ということでございますけれども、これにつき

ましても平均3.54ということで、昨年度より若干よくなっているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○金子研究調整ディレクター  続きまして私から、３の資料収集管理統計加工及び統計、
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それから４の研究・発信のパフォーマンスを向上させるための取り組みにつきまして、ご

説明をさせていただきます。 

 16ページでございます。まず資料収集管理統計加工及び統計の(1)データベースの構築と

活用に向けた取り組みでございます。ＲＩＥＴＩでは、多数のデータベースを構築、公表

しております。24年度でございますが、まず①、日本の経済成長の要因分析、労働投入、

資本投入及び技術革新等によって、どの程度の経済成長がもたらされるかというようなこ

とを分析するための基礎資料でございます日本産業生産性データベース、略称ＪＩＰデー

タベースといっております。こちらにつきましては平成24年度に2012年版を、これは2009

年までをカバーしたものでございますけれども、構築、公表いたしております。 

 続きまして②でございます。アジア各国の通貨の為替レート、これがどの程度安定的に

推移しているか、またはどの程度不安定化しているかというものをみるための基礎指標で

ありますアジア通貨単位、ＡＭＵ及びＡＭＵ乖離指標というものを2005年からずっと公表

しておりますけれども、こちらにつきましても日次でリバイスいたしまして、公表してい

るところでございます。 

 ③でございますが、産業別名目・実質実効為替レート。これは先ほどご説明したもので

ございますけれども、為替レートを輸出先国の輸出額でウエイトづけしまして、名目・実

質レートを、名目につきまして23年度から、実質につきましては24年度から公表いたして

おります。 

 続きまして④でございます。高齢者の経済面の活動のみならず社会面の活動、健康面に

ついての多様な情報を集めましたＪＳＴＡＲというもの、暮らしと健康についての調査を

実施、公表いたしておりまして、平成24年度には第２回調査、2009年に行ったものでござ

いますけれども、これの公表を開始いたしております。第１回調査は５都市でございまし

たけれども、第２回調査は７都市に対象都市が増加しております。 

 ⑤でございますけれども、ＲＩＥＴＩ－ＴＩＤ、これは各国間の貿易統計を産業ごと、

生産工程別に集計し、アクセスしやすい形でデータベースで提供しているものでございま

す。こちらについても新しいデータを提供いたしておりまして、「通商白書」「ものづく

り白書」「日本経済」等の分析に多数使われているところでございます。 

 それから⑥でございます。日本のエネルギーの供給、消費をみる上での基礎統計であり

ます総合エネルギー統計、こちらの公表を続けておりまして、平成24年度には2010年版の

改訂版を公表したところでございます。 
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 ⑦でございますけれども、そういったエネルギーの供給、消費を都道府県別にみた都道

府県別消費エネルギー統計でございます。こちらにつきましても2010年度版を平成24年度

に公表したところでございます。 

 それから長期接続産業連関データベース。これは産業の連関表の長期接続データを提供

しているもので、引き続き提供しているということでございます。 

 ⑨でございますけれども、政府統計につきましての利用を円滑にするというためのマイ

クロデータ計量分析プロジェクトというものを実施しておりまして、平成24年度には工業

統計調査のパネル化のためのコンバーターを作成し、提供を開始いたしております。 

 それからＲＩＥＴＩ自身で一次統計をとるというアンケート調査も行っております。大

体年間10件程度、そういった調査を行っております。こちらにつきましてもＲＩＥＴＩ内

の研究者のみならず、外部からの利用申請も受け付けておりまして、そちらがかなりふえ

てきているという状況にございます。そういった増加に対応するために、外部申請者への

提供の円滑化のための提供可能データの整備ということで、名簿情報を秘匿したデータの

作成を行っております。 

 そのほかに、平成23年度から名簿データの入ったものについての情報漏えい防止策とし

て、セキュアＵＳＢによるデータ提供というのを開始しておりますけれども、このセキュ

アＵＳＢですと、そこからデータのコピーとかができなくなるということでございますが、

それによって利用が制限される側面もあるという声も出ましたので、こちらにつきまして、

名簿データが削除された形になったものについてはセキュアＵＳＢから出して提供すると

いうサービスを開始いたしております。 

 続きまして17ページでございますけれども、そういったデータベースがどの程度ウエブ

でアクセスされたかという統計を掲載しております。平成24年度は23年度に比べて、大体

のデータベースにおいてアクセス件数が増加しております。ただしＪＩＰデータベース、

それからＪＳＴＡＲにつきましては24年度から英語のウエブを公表しておりまして、こち

らのアクセス件数を足したためにふえている要因もございます。それからＡＭＵ、産業別

実効為替レートについては中国語のウエブを公表いたしまして、そちらを加えた結果、ふ

えているという要因もございます。ＪＳＴＡＲ、暮らしと健康の調査につきましては、平

成24年度、21件のデータ提供を行っております。これは23年度よりも増加しております。

大体半分ぐらいが外国からの申請でございますので、外国へのデータ提供でございまして、

内外の著名な研究者にデータの提供を行っております。 
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 続きまして18ページでございまして、研究発信のパフォーマンスを向上させるための取

り組みでございます。まず(1)のネットワークを活かした知のハブの構築でございますけれ

ども、第３期中期目標期間に入りまして、９つのプログラムにつきまして、プログラムご

とにプログラムディレクターを設置いたしまして、プログラムの中のプロジェクトのコー

ディネーション機能の向上ということを目指しております。平成24年度はプログラムディ

レクターにＢＳＷＳ、ＤＰ検討会等に出席いただきまして、非常に有効にプログラム内の

プロジェクトのコーディネートをしていただいたと考えております。 

 それから海外とのネットワークということでございますけれども、研究の質を高めると

いう目的で、海外の著名な研究者を交えたワークショップを多数開催しておりまして、平

成24年度は７回、前年度に比べて多い件数を開催しております。こういった中で、ＲＩＥ

ＴＩの研究を海外の著名な研究者に聞いていただいて、コメントをいただく、また関連の

研究を海外の著名な研究者にそのワークショップの場で発表していただくき、ＤＰで出し

ていただいたものもございます。 

 それから省庁横断的な研究ということで、１つの例ということでございますけれども、

平成24年度に立ち上げたダイバーシティ・ワークライフ・バランス・プロジェクトにおき

ましては、省庁横断的な政策担当者、内閣府、経産省、厚労省の方々、または民間企業で

ダイバーシティに積極的に取り組んでおられる企業の出身者の方々等を交えたプロジェク

トも立ち上げております。 

 続きまして (2)の外部諮問委員会でございます。平成22年から外部諮問委員会を設置い

たしまして、ＲＩＥＴＩの研究についていろいろご意見をいただきまして、研究の進め方

に生かしていくということをいたしております。平成24年度には10月に日本側の委員５名

によります外部諮問委員会を開催いたしております。それから外国の委員でありますジョ

ルゲンソン先生につきましては、その前にジョルゲンソン先生から個別に意見を伺うとい

うことをいたしております。 

 第３回の日本側の委員会におきましては、いろいろ貴重な意見をいただきまして、例え

ば新成長戦略における製造業の役割ですとか、イノベーションにおける産学連携、それか

らＴＰＰの影響等につきまして、ＲＩＥＴＩで研究を深めるべきではないかというご意見

をいただきまして、新しいプロジェクトの立ち上げ、もしくは既存のプロジェクトの研究

計画などに反映をしております。 

 ジョルゲンソン委員との個別の懇談では、新成長戦略における規制緩和の役割ですとか、
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エネルギー政策などについて意見をいただいております。また、ＲＩＥＴＩのように常勤

の研究員がマジョリティーではない研究機関におきましては、政策研究のためのデータベ

ースを共有するということが有効ではないかというご指摘をいただいておりまして、そう

いったような活動を、従来から行っておりますけれども、さらに力を入れてやっていくと

いうことにしております。 

 それから(3)でございますけれども、情報システムを活用したパフォーマンスの向上とい

うことでございまして、１つは情報セキュリティレベルの向上を目指して平成24年４月か

らメール誤信防止システムを導入いたしまして、一定の先に送られたメールにつきまして

は、誤信がないかということを再度確認するようなシステムを導入しております。 

 それから標的型メール攻撃というものが最近ふえておりますけれども、それに対応いた

しまして、職員に対しまして模擬訓練を行いますとともに、ｅラーニング等の研修を実施

いたしております。 

 続きまして(4)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ということで

ございますけれども、さきにデータをご紹介いたしましたが、多数白書、審議会資料等で

ＲＩＥＴＩの研究成果が使われているということでございまして、「通商白書」におきま

しては、対外直接投資の国内雇用に対する影響、空洞化の状況ですとか、もしくは為替レ

ート、輸出価格の電子産業に与える影響等について分析が使われております。また産業構

造審議会の報告、これは、やせ我慢経済から成熟経済へというようなテーマのものでござ

いますけれども、こちらの中でＪＩＰデータベースを使いました全要素生産性の分析です

とか、もしくは非正規雇用の要因分析ですとか、そういったものが使われております。そ

れから中小企業政策審議会の報告書の中で、社齢と雇用の関係の分析などが引用されてお

ります。海外の政策関係のペーパーでも引用されていまして、ＯＥＣＤの分析の中で、資

本財の貿易弾力性の分析、もしくはＥＵのペーパーの中で、自由貿易協定が経済に与える

影響の分析などが引用されております。 

 さらに特記事項でございますけれども、国連の気候枠組変動条約の中のＣＤＭ理事会の

理事にＲＩＥＴＩの戒能常勤研究員が2011年からなっておりますけれども、2013年にまた

再任されておりまして、引き続き理事として活躍しております。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  続きまして山城さんからお願いします。 

○山城総務ディレクター  それでは19ページですけれども、まず業務運営の効率化とい
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うところで、一般管理費と業務費の効率化に関する事項です。これは中期目標に書いてあ

るわけでございますけれども、それぞれ、まず一般管理費については第３期中期目標期間

中に毎年の平均で前年度比３％以上の効率化ということが目標に書かれてございます。実

績はそこに書いてございますように、4.9％の減ということで目標は達成いたしてございま

す。 

 業務費のほうは、毎年度平均で前年度比１％以上の効率化というのが中期目標に書かれ

てございます。この点につきましては、表をみていただきますと、削減額がマイナスとい

うことで、ややコンフュージングで恐縮でございますけれども、削減額がマイナスだとい

うことは要するにプラスだったということでございまして、24年度は23年度に比べまして、

業務費が1.7％増加いたしております。これは、23年度につきましては中期計画下の初年度

で、かつ昨年もご説明申し上げましたけれども、東日本大震災が3.11に、直前にありまし

て、それで研究プロジェクトの立ち上がりがおくれ、進捗もおくれたということで、業務

費全般の執行が抑制されたという側面があったというように思ってございます。一方の24

年度は、そういう要因に左右されることなく、研究プロジェクトは進捗いたしましたし、

先ほど金子ディレクター等からもご説明申し上げておりますように、成果が大いに上がっ

ていますので、それに伴う業務費が必然的に増加をしましたということでございます。 

 しかしながら22年度との比較におきましては、24年度の業務費は6.1％削減ということで、

年度でならしてみますと、中期目標の範囲から逸脱したということにはなっていないとい

うことをご報告いたしたいと思っております。 

 次に２番目の役職員の給与等の水準の適正化という部分ですが、まず理事長が冒頭のご

挨拶で言及いたしましたけれども、(1)の２つ目のポツについてご注目いただきたいと思い

ます。実は従来、事務職員も研究員も同じように任期付きで契約を更新するというスタイ

ルをとっていたのですけれども、研究員はそのままなのですが、事務職員については任期

付きというものを改めまして、25年４月、今年度始まりから無期、要するに任期を付さな

い、いわゆる常勤の正規職員の雇用の形態に転換いたしました。理由はそこに書いてあり

ますけれども、ＲＩＥＴＩ設立から10年余りがたちまして、契約更新も１年ごと重ねてき

たのですが、各職員が能力を部署、部署で発揮しながら経験を積んできているということ

と、今後のＲＩＥＴＩのあり方を考えると、やはりプロパー職員のさらなるイニシアチブ

の発揮をもっともっと促していきたいということをマネージメント側として強く思いまし

て、そういったことを踏まえて、昨年度末でそういう形に切りかえて、今年度４月１日か
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らは、先ほど申し上げましたように、正規の職員、まさに通常の正社員という形での雇用

形態にしてございます。 

 次のページに行っていただきまして、ご報告すべき点は、参考の２というところです。

職員と国家公務員との給与水準比較というラスパイレス指数、これはいつも議論になるわ

けでございますけれども、ＲＩＥＴＩは、まず東京にありまして、かつ学歴が基本的に高

い職場なものですから、国家公務員と比較しますと、どうしてもラスパイレス指数が高め

になります。特に研究職員につきましては過半の人間がドクターをもっておりますが、国

家公務員においては大学卒と大学院卒、さらに博士卒というのが区分されずに一緒くたに

比較対象となっておりますので、どうしても我々の研究職員のラスパイレスが高くなって

しまうというのが現実でございます。今回特に地域・学歴勘案でいいますと、研究職員は1

24.3ということになっておりますけれども、昨年度は108だったので、ポイントがかなり上

がってございます。これは、実は給与の高い米国人の研究員を一昨年度から雇用しており

ますけれども、その方が昨年度１年間、我が研究所にいたものですから、その方がカウン

トされたということと、一方で若い研究員が２名、３月31日で大学に転出いたしましたの

で、ＲＩＥＴＩから離脱いたしました。そうすると、このラスパイレス指数の指標から漏

れてしまうというようなことで、うちの研究職員は10人強ぐらいの人数なものですから、

そういったちょっとした入れかわりで物すごく数字がぶれます。そういうことがあるので

すが、とにかく 120を超えているというと今、政権がかわったので大分安心はしているの

ですけれども、前の政権のときは、ラスパイレス指数が120とかを超える組織については

一々個別に呼び出しをかけるみたいなことを言われたりとか、大変苦労しながらやってき

ていたという、その苦衷を申し上げつつ、ご報告であります。 

 それから、参考３のところで申し上げますと、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に

関する法律の反映ということで、委員の皆様はご案内と思いますけれども、国家公務員は2

4年４月１日から２年間、給与の臨時特例ということで俸給が下がってございます。それを、

同じく運営交付金という国民の税金で運営を賄っている独法につきましても準用してやり

ましょうということになっておりますので、昨年の４月１日から同じように、うちの職員

についても俸給月額を国家公務員並びで下げてございます。 

 ２つ目のポツの退職手当の引き下げに関しては、後ほどの議題が別途用意されておりま

すので、そこでまた言及いたしたいと思います。 

 次に、契約・入札に関する事項ということで、ここのところにつきましては22ページま
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で飛んでいただければと思います。これは随時ご説明をしてきていますので、十分委員の

皆様、ご認識だと思いますけれども、この契約については、中期目標でも、平成21年11月

に閣議決定されたことを着実にやっていけということになっていまして、具体的には、随

意契約については削減目標というのをきちんと策定した上で、個別に随契案件、一者入札

になってしまった案件は契約監視委員会できちんと議論をしていただいて、チェックをし

てもらいなさいということが閣議決定で決められております。それに従ってやっているわ

けでございますけれども、まずⅢの平成24年度に締結した契約の状況というところをごら

んいただきますと、ここでポイントは随意契約としたものという３．の部分です。件数で

２件、それから金額で1,481万円というものが昨年度の随契の案件でございます。実はその

目標といいますのは、件数については全部の件数についてのパーセンテージが８％、金額

については26％以内にしなさいというのが閣議決定で課された目標になっていまして、み

ていただきますように3.9％と5.6％ということで、この目標は達成をしているということ

をまずご報告いたしたいと思います。 

 それから、契約監視委員会につきましては、２ページ飛んでいただきまして24ページの

(3)というところに契約監視委員会という項目がございますけれども、きょう、来ていただ

いています両監事にも委員となって入っていただいた契約監視委員会を先月、５月23日に

行いまして、個別の案件全て、随契になったもの、あるいは一者応札になったものについ

ての審議をしていただきまして、透明性や競争性について問題なく適切であるというご了

解を得たということをご報告しておきたいと思います。 

 次のページ、25ページでマネージメントに関する事項で２点ほど言及いたしたいと思い

ます。内部統制の充実・強化というところの右側の記載の４つ目の○なのですけれども、

先ほど金子ディレクターからデータに関して若干言及がありましたが、最近、農水省の案

件などで大変大きな社会問題となっております標的型の攻撃メールという話があるわけで

す。昨年度からＲＩＥＴＩでは情報システムの部隊がいろいろな企画をして、模擬訓練と

いう形で全職員、研究員に対してそういう訓練をやったりとか、あるいは最近、やはり携

帯端末でスマートフォンを使って通信するという機会が劇的にふえていますものですから、

そうしたモバイル機器の使用上の注意点とか、ＳＮＳのサービスを使うときのリスク、危

険性に関する研修というのを外部専門家をお招きしてやるといった形で、職員全体の情報

セキュリティに対する意識の向上と徹底に努めているところであります。 

 ５つ目の○ですけれども、もう１つ申し上げたいことは、従来、ＩＳＭＳ等情報管理の
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ものと一体というか、ある意味付随的に内部統制監査というのをやっていたのですが、平

成24年度ではそれを別立てにしまして、本格的に内部統制監査というのをやり始めました。

これも昨年ご報告しましたけれども、理事長みずから審査を行って、対応の優先度を決定

して、ＰＤＣＡのサイクルで回すということをやっております。先ほど言及いたしました

人事制度改革というのも、実はこの内部監査で、職員の皆さんから、自分たちの置かれて

いる状況というのは非常に大きなリスクというか、懸念要因として一番大きな声として上

がっていたということが、改革に手をつけた大きな契機でございますということをご報告

いたしておきたいと思います。 

 次のページ、財務内容ですけれども、後ほど財務諸表の説明をいたしますので、ポイン

トだけ申し上げますと、②で運営費交付金の繰り越しについてということで書いてござい

ます。運営費交付金の繰り越しの額は、２つ目のポツの３億4,915万4,729円ということで

ありまして、支出予算の３億6,240万強から、終了したプロジェクト分の損益というのが1,

325万あったのですけれども、それを差し引いた額を繰り越しさせていただくということに

いたしたいと思っております。一方で、プロジェクトの損益分については積み立てて、第

３期の終了期に国庫返納する予定でございます。参考までに申し上げますと、昨年度の繰

越金の額は２億1,314万8,607円でございました。 

 昨年、繰越金については小笠原委員からご質問があったので、あらかじめ補足的にご説

明しておきますけれども、今年度で純粋に発生した繰越金は、この差額の１億3,000万程度

ということでございます。この点の評価なのですけれども、今、予算管理を担当させてい

ただいている私の立場からしますと、基本的にプロジェクトというのは、冒頭でご説明し

たような感じで、震災直後だとか、第３期が始まったばかりだという、そういう要因はな

くなって、非常に立ち上がりはきちっと順調にやっていって、成果もきちんと上がってい

るという評価ではあるのですけれども、若干、実務サイドにブレーキをかけた面があった

のかもしれないなと思うのは、先ほど坂本企画調査官からご説明がありましたが、３法人

統合というのがあって、要はそれが生きていれば今年度末で、もうＲＩＥＴＩ単独では終

わりだったわけでございます。そうすると、プロジェクトは大抵２年でやっているもので

すから、昨年度の中盤以降に新しいプロジェクトを立ち上げようというようなものについ

ては、かなり、正直抑制的に考えてやって下さいというのは、実務部隊には申し上げてい

たというのがあるのがまず１点、影響があったかもしれないなと思います。 

 それから年度前半に、実は特例公債法案というのが与野党の物すごい駆け引きで通らず
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に、そもそも運営費交付金が入ってこないという状況がございました。まさか、さすがに

運営費交付金が来ないということはあり得ない、我々の組織も大変ですけれども、それは

もういろいろなところに絶大な影響があるので、そんなことを民主党がするわけはないと

思いつつも、実際お金が入ってこないという状況だったものですから、そこがきちっと物

事がみえるまでは、よく考えながらやって下さいということは年度前半申し上げていたと

いうことはあるので、多少、そういったところが少し抑制的に働いた懸念はあるかもしれ

ないなというのは申し上げておきたいと思います。 

 あと、収入については後ほど申し上げますけれども、ここで重要なことは、1,357万5,7

50円を当期未処分利益として計上して、これは大臣の承認が得られれば、25年度に積立金

として整理して、国庫納付をしたいと思っているということでございます。 

 最後に27ページでございますけれども、ここで資産について１つだけ申し上げておきた

いと思います。建物ということで、パーテーションが1,316万7,165円という帳簿価格にな

っていまして、ここは24年度に730万円ほどパーテーションを新たに取得させていただいた

のが効いて、1,000万超えの帳簿価格になっております。その理由ですが、所内で引っ越し

を行いました。先ほど金子ディレクターからも説明がありましたが、政策史が終わったも

のですから、今まで政策史単独であった部屋を改装いたしまして、従来研究を支援すると

いう要はマネージメントの部隊と研究者のブースが混在した状態になっていたのですけれ

ども、やはり研究者は研究に専心していただく環境を少しでもつくりたいということもあ

りまして、政策史の部屋を改装して、間仕切りをつくり直して、そこを研究者専用の部屋

に変更するということをやりました。その関係で、パーテーションという形での資産を新

たに保有したということでございます。 最後の自己収入のところで１点だけ言及させて

いただきますと、科研費の間接収入は、23年度実績で1,000万強あったのが半減していると

いうことなのですけれども、実は科研費をいただいている件数自体は、23年度は14件だっ

たのですが、24年度は16件と件数自体は２件ふえてございます。ですが、そのうち２件が2

3年度からの継続プロジェクトとなっていまして、科研費のルールで、間接費というのは２

年目のプロジェクトには出されない、直接費だけということになってございます。それで、

継続になった２件というのが大型の案件だったものでありまして、その大型案件だった部

分がなくなったというので、間接費自身は減っているのですけれども、件数は今申し上げ

たようにふえていますし、きっちりとこの部分も努力してやっておりますということを最

後にご報告いたしたいと思います。 
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 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 以上で資料２のご説明をいただいたわけですけれども、少しご質問、あるいは自由なコ

メントをいただきたいと思います。 

 まず小笠原先生、いかがですか。 

○小笠原委員  ご説明ありがとうございます。幾つかお聞かせいただきたい点をご質問

させていただきます。 

 まず７ページですけれども、上の表で24年度目標と24年度実績という、ＤＰなどを含ん

だ論文の公表総数の数字があるのですが、説明をお聞きしていますと、これは前期実績と

今期の実績というものが９テーマに関して記載されていまして、今回、この表は24年度目

標と比較すると倍近いのだという話なのですが、どうもことしは23年度からの継続案件が

多くて、端的にいえば刈り取る時期だったとすれば、前期よりもこれだけふえたというこ

とはすごくわかるのですけれども、そういう予見だとすると、この84件というのは余り参

考にしないほうがいいのですか。むしろ平均件数でいうと前期が125件ですから、それと比

べると非常に多かったというように解釈すればいいのか、ちょっとここの部分がそれまで

の23年度実績との比較とトーンが変わったものですから、84件の意味というのをお聞かせ

いただければというのが１つ目です。 

 ２つ目の質問はその翌ページの８ページです。当初の定量的な指標、あるいは定性的な

指標以外の特記事項というご説明がありまして、この中の②に客員研究員の方、ヴィジテ

ィングスカラーの受け入れで合計８名の方が中米韓からありましたというご説明をいただ

いたかと思うのですけれども、これもなかなか解釈が難しいというか、要するに、本当は

研究開発とかイノベーションを出すときには幅広い人材を獲得しないといけないので、独

法の枠とかを踏み越えて調達できればいいのだけれども、現況は独法の枠の中にあるので、

その範囲内で一生懸命やると、こういう方々の受け入れが今のところは限界ですねという

意味での精いっぱいの数字というか、実績なのか。本当だったら、もうちょっとこの９つ

のテーマをがっちりやっていくためには、こういう制度があればいいのではないか等々、

これはフリーなディスカッションも含めてお聞きしたいというのが２点目です。 

 ３つ目は18ページでして、こちらも金子さんのほうかなと思いますが、18ページの(2)

の外部諮問委員会というのが平成24年10月に３回が開催されたと。設置から考えると、要

するに毎年１回開催されているということだと思うのです。これの意義というのは十分理
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解できるのですが、こういった示唆を受けた事項とか重要性について、これはどんな意義

づけでどのように組織に落として改善をするのか、外部諮問委員会の位置づけ、それと、

そういう提言のインパクトというのがどれぐらい独法にはね返るのかということをお聞き

したかったのが３つ目であります。 

 ４番目は23ページです。結果的に一者応札となった５件は、参加者はどのプロジェクト

も複数あったようなのですけれども、この５つがほかと比べて、難しいかと思いますが、

ほかは複数応札できたのに、これが一者応札だった共通点というか理由というか、随意と

並んでこういうものをもし重点項目として掲げて考えていくのであれば、その辺の内容に

ついて雑駁にお聞かせいただければというのが４つ目です。 

 最後になりますけれども、25ページですけれども、内部統制の充実・強化のところで、

下から２つ目の○で、「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」と。私はある程度、今までも本格的にやっていたのではないかと思っていまして、

どういう意味なのかなというか、以前と比べてどういったところがより本格度が増したの

かというところをご説明いただければということです。 

 以上５つです。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それではコメントできる範囲でよろしくお願いします。 

○金子研究調整ディレクター  まず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件数についてでございますけれども、この84件という目標数値は中期

目標期間中に420件という目標がありまして、それを単純に５で割ったということでござい

ます。それで、第３期の中期目標になりましてから、１プロジェクトの期間を原則２年以

内にするということをかなり厳しく運用しておりまして、その運用の結果どうなるかとい

うことが必ずしもよくわからなかったところもあるのですけれども、やはり２年間いっぱ

い研究をしたいというリーダーの方が多かったということで、結果的にこういうことにな

っているということでございます。ですので、むしろ420件のほうを目標というように考え

ていただいて、来年度、またどうなるかというのはあるのでございますけれども、２年た

って24年度で終わったプロジェクトが多かったもので、また25年度から立ち上がっている

プロジェクトがありますので、５カ年の中でみていただくのがいいのかなというように私

は思っております。 

 ２つ目が８人のヴィジティングスカラーということでございますけれども、おっしゃっ
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ているのは外国人の研究者という意味であるとすると、これ以外に外国の常勤研究員がお

ります。ですので、この客員研究員、ヴィジティングスカラーというのは、時限的に外国

の研究者の方にＲＩＥＴＩで研究をしていただくという方々でいらっしゃいますので、外

国人と日本人の研究者の割合ということでいいますと、常勤の研究員も含めて考える必要

があるということでございます。 

 それでＲＩＥＴＩの場合、常勤の研究員、日本人自体も10人前後ということで余り多く

ないということがございますので、常勤の研究員の方と大学の研究者の方の割合、それか

ら外国の研究者の方で常勤で働いていただく方と時限的にいらしていただく方の割合をど

うしていくかということを総合的に考えていくということなのかなと思っております。今

のところはこんなようなバランスでいいのかなと思っているのですけれども、今後またさ

らにいろいろ議論をいただいて、改善するところがあれば改善していくということかと思

っております。 

 これ以外にも、先ほどワークショップで何人か外国の研究者の方にご参加いただいてい

るということがありますし、それから各研究プロジェクトの中でも外国の研究者の方にメ

ンバーになっていただいているというケースもございます。どちらが効率的なのかという

ことがございまして、常勤研究員の方ですと、こちらに腰を落ち着けて研究していただけ

るということはあるのですけれども、他方で時限的に来ていただくということでほかの研

究機関との交流が深まるという面もあります。ただ、そうするとまた旅費とか、そういっ

たようなコストがかかるという面もございまして、原則としては何といいますか、やはり

２年間で責任をもって成果を出していただくということがありますので、常勤の外国人の

方にはプロジェクトリーダーになっていただいているのですけれども、ヴィジティングフ

ェローの方にはなっていただいていないとか、そこのところはメリット、デメリット両方

あって、総合的にバランスを考えていくということかなと思っております。さらにご意見

があればいただければと思います。 

 ３つ目の外部諮問委員会でございますけれども、外部諮問委員会のご指摘につきまして

は、その時点で反映できるものについてはできるだけ反映していくということで進めてお

りますが、プロジェクト期間が２年間のものが多いということで、途中の段階ではなかな

か反映しにくいというようなこともございまして、そういったようなケースにつきまして

は、新しいプロジェクトを立ち上げるときにできるだけそれを反映して、プロジェクト計

画に盛り込んでいただいております。24年度に終わったプロジェクトが多かったもので、2
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5年度からスタートするプロジェクトにつきまして、特にプログラムディレクターの方に各

プログラムの中でどういうプロジェクトをしていったらいいかということについて個別に

ご相談をさせていただきまして、いろいろ新しいアイデア、新しい先生へのお声がけ等も

いただいて、外部諮問委員会の結果をできるだけ反映して、研究に反映していくというこ

とで努力をしております。25年度、新しいプロジェクトの中で相当外部諮問委員会の方の

指摘を反映したプロジェクトが立ち上がっているという状況でございます。 

○山城総務ディレクター  続きまして23ページから24ページの契約監視委員会の一者応

札の話です。小笠原委員がご指摘になった共通の要因というのは見出しがたいのですけれ

ども、例えばこの５件あるうちの共通したものが１カ所あったとすれば、②と④なのです。

これは何が共通しているかというと、入札説明会の参加者は複数あったのですけれども、

その方たちが、去年落札した業者さんが参加しているのをみて、おりてしまったというこ

となのです。これはあくまでも我々の推測にしかすぎないのですけれども、そこは我々、

最大限の努力を費やして、例えば④の案件などでも、過去からの経緯をずらずら書いてご

ざいますけれども、どうしても１者の応札しかないという状況だったものをいろいろ手続

を変えてきています。ご指摘を踏まえて一般競争入札に変えて、かつそれも不調に終わっ

たので、条件を少し緩めてとかいうようにやったら、2010年度、2011年度の入札というの

はうまく複数の方々が入ってきていただいて、はっきりいって安心していたら、今回はお

りてしまったと。ここは本当に企業の方のまさにマインドの問題というところもかなりあ

って、実は契約監視委員会の席でも、白山委員長を初め皆様が、我田引水的ですけれども、

独法、特にＲＩＥＴＩはもう十分やっている、こういうところをさらにいろいろやるとい

っても、なかなか限界があると仰っておられました。確かに平成19年度ぐらいは、ほかの

独法も含めていろいろな問題があったので、その当時はすごく意義があったかもしれない

けれども、こういうことにとらわれ過ぎて、本分といいますか、例えばうちだったら研究

業務のほうに若干支障が出てしまうとか、業者を選ぶときにそういう悪影響が出るという

ことがあるとすれば本末転倒なので、よく注意してやってくださいというぐらいの話があ

ったというような、そういう地合でございます。結局最後は個別要因が効いてきまして我々

も最大限努力してやっていますが、研究のいろいろな調査の委託などというのは、①の案

件なども我々の推測では、登録モニターから14個の大学の卒業生を対象にした調査を実施

したいと研究者の方がおっしゃったので、そうすると、この14個のデータベースをきちっ

ともっている業者がいないとだめで、入札説明会には10者来られたのですが、いろいろな



- 24 - 

 

スペックをみて、これはペイしないなと思って、結局は１者になってしまったと。共通要

因を見出して、それに対して対応策を打っていくというのはかなり限界に来ているのです

けれども、いずれにせよ、引き続ききちっとやっていきたいと思ってございます。 

 最後、内部統制は、そういうご印象をもっていただいたのは大変うれしいのですけれど

も、まさに25ページの４つ目の○に書いていますように、情報管理の監査については、う

ちの組織はかなり早い段階から、平成19年度からやっているので、むしろそこを中心的に

やっていたという意味合いがあったのです。それを、理事長が一昨年度着任されてから、

内部統制のワン・オブ・ゼムが情報セキュリティでしょうということで、23年度はＩＳＭ

Ｓという従来やっていた流れの中で内部統制の項目を入れ込んでという監査のスタイルだ

ったのですけれども、24年度はそれぞれの監査を別立てにしましたというぐらいの意味合

いです。だから別立てで動かしていますというところに新しさがあるというようにご理解

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○中島理事長  先ほどのご意見を頂戴した中の２番目です。８ページの客員研究員の意

見についてちょっと補足したいのですけれども、確かに海外からしかるべく研究員を雇用

するということになると大変高額で、現状ではまずできないということでございます。そ

れで、我々としてもできるだけ研究の中身に即してしかるべき先生をワークショップ、セ

ミナー等に招くとかということはやっています。そういう中で海外から客員研究員とかヴ

ィジティングスカラーを招くこともしています。この場合、先方のほうからＲＩＥＴＩに

滞在して、日本に関する専門的な研究を行いたいというのが主で、必ずしも我々のほうか

らの発意ということばかりではありませんが、我々の分野に絡んだ研究ということもあっ

て、その成果物を出してほしいというようなことで来てもらっています。 

 なかなかそういう形での合致というのは出ないというのも現状ではございますが、双方

の思いがうまく一致したというケース、例えばシカゴ大学の山口先生のように、我々の研

究にも即した、これはダイバーシティとか男女共同参画に関する研究なのですが、大変な

成果を上げて頂き、政策のほうにも十分に寄与しているというケースもあります。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それでは古城先生、ご質問、コメントをお願いします。 

○古城委員  今のところで質問なのですが、客員研究員とヴィジティングスカラーの差

というのはどういうものなのでしょうか。 
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○森川副所長  簡単にいうと、客員研究員は大学の教授等で、ヴィジティングスカラー

はもうちょっと若手の、ポスドク等の方を含むということです。 

○古城委員  わかりました。 

 それでは、私の質問、まず第１点目は７ページのところです。いつものようにアンケー

ト調査をされているわけですけれども、この有効回答数、経産省の関係課室へのアンケー

トというのは例年どおりというように考えてよろしいのでしょうか。 

○森川副所長  これは基本的に全数ですから、回収率は100％近いです。 

○古城委員  それで母集団も同じぐらいという…… 

○森川副所長  母集団はプロジェクトの数が変わると変わります。 

○古城委員  わかりました。 

 それから13ページです。国際化への取り組みの、海外との研究機関との交流を深めてい

るというところで、欧州のＶｏｘＥＵとの連携を強化したというのが多分、新しいところ

だと思うのですけれども、これは日本からの発信という点でもいいところだと思うのです

が、結局こちらから出してほしいというものを向こうが出すという、そういう形ですか。

それとも向こうから何か、こういうので出したいから出しくれといわれたのを出すのか。 

○森川副所長  外部諮問委員になっていただいたボールドウィン先生が、うちからコン

テンツを定期的にお送りして、その中で、これはぜひ転載したいというのを指定してくる、

そういうスタイルです。 

○古城委員  わかりました。 

 それから14ページです。外部レビューのところで、ウエブ上のアンケートということで4

07件の有効回答数があったということですけれども、これの対象者というのはどのように

選択しているといいますか……。 

○上野国際・広報ディレクター  これはウエブで掲示をしてアンケートをとっています

ので、そういう意味では特に対象者を選定しておりませんが、実際出てきているところを

みますと、400件のうち100件ぐらいは中央省庁。カテゴリー別に分けてあるのですけれど

も、民間企業が150弱とか、大きなところをいうと、あと大学関係者が45とか、そのような

内訳になっております。 

○古城委員  母集団というのは何か業者がいるのですか。要するにこれを選出する…… 

○上野国際・広報ディレクター  いえいえ、要はＲＩＥＴＩのウエブサイトをみていた

だいている方です。 
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○古城委員  なるほど、ウエブサイト上でやっているということですね。 

○上野国際・広報ディレクター  はい、そうです。 

○古城委員  わかりました。ウエブ上でやっているのに物すごく評価が高いので、どう

いう母集団かなと思ったのですけれども、要するにＲＩＥＴＩに関心のある人の中で回答

をとったと、そういうことになるわけですね。 

○上野国際・広報ディレクター  そうです。 

○古城委員  わかりました。 

 あと、18ページなのですけれども、ネットワークを活かした知のハブの構築ということ

で、省庁横断的な政策担当者や先行的な取り組みがみられる民間企業の出身者も入れたＰ

Ｊを立ち上げたということで、これは以前から１つの省庁ではなくて、もうちょっと広げ

るという試みが可能かどうかというようなことも話し合われたと思うのです。その１つの

試みだと思うのですけれども、これというのは、経産省というか、ＲＩＥＴＩが音頭をと

って、こういうことをやりましょうということで、このような形になったのでしょうか。 

○金子研究調整ディレクター  研究者の方が、そういう関係省庁の方に声をかけてとい

うことです。 

○古城委員  それでほかの省庁も賛同してということですね。 

○金子研究調整ディレクター  もっといえば、省庁の専門家の方が賛同していただいて

ということです。。 

○古城委員  わかりました。 

 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 大分議論も進んでおりますけれども、私から１つだけ。26ページの運営費交付金の繰り

越しというのは、きょうの日経にも出ていたと思うのですけれども、かなり自由度という

か、柔軟性が高まる方向に議論が行っているのかなと思っているので、大変結構な方向に

行っていると思うのですが、むしろこういう使い方をしたいみたいな提案をたくさんして

いただいたほうがいいのだろうと思うので、これから１つ、そういう提案を独法の運営の

あり方の議論の中に入れ込んでいただけるといいのではないかと思いました。これはコメ

ントですけれども、ひとつよろしくお願いいたします。 

 少し時間が押してきておりますので、議長の立場からは、第１議題はこの辺で終わらせ

ていただいて次の議題に移らせていただきたいと思います。 
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 第１議題は報告ということでしたので、またこれから６月14日に向けて評価をさせてい

ただくわけですけれども、次のテーマは財務諸表についてで、これは審議をさせていただ

かないといけないので、まず財務諸表の説明からよろしくお願いします。 

○山城総務ディレクター  それでは資料４－１「財務諸表」について、ご説明をさせて

いただきます。 

 まず１枚目ですけれども、貸借対照表です。資産が一番右側の数字、５億6,779万1,510

円という部分でございます。これの太宗は流動資産の中の現金及び預金というものでござ

います。一方で負債は、これも一つ下の右横の数字なのですけれども、５億4,565万4,635

円ということになってございますが、この中核は、流動負債の中の一番上の項目の運営費

交付金債務ということでございます。これが３億4,915万4,729円なのですけれども、これ

が先ほどシートのところでご説明いたしました繰越金の額に相当いたします。 

 そして、この貸借対照表の一番最後の純資産という部分ですけれども、真ん中辺に当期

未処分利益という項目がございます。これが先ほどご説明いたしました当期未処分利益の

額、1,357万5,750円でございます。これを、大臣のご承認を得られたら25年度に積立金と

して整理をするということでございます。その当期未処分利益の上に積立金という項目で8

56万1,125円というのがございますけれども、これが23年度に当期未処分利益ということで

計上いたしまして、それは大臣承認を得られましたので、今年度積立金ということで整理

をさせていただいております。ですので、こういう部分が、中期目標期間が終わったとこ

ろで国庫に返納させていただくという形になるわけでございます。 

 次に損益計算書、２ページ目にご説明を移らせていただきたいと思います。まず経常費

用ですけれども、上のほうに研究業務費という項目がございます。これは狭い意味での研

究だけにとどまりませんで、シンポジウムとかセミナーとか、さっき上野ディレクターか

らご説明しましたような事業も含めた、いわゆるＲＩＥＴＩの業務全体に充てた費用とい

うことでございます。この額が、そこに書いてございますように、トータルで９億6,752

万円余りということになっております。 

 研究業務費の(3)でその他の研究業務費ということで※１というのがついておりますの

で、注記というところに飛んでいただきまして、５ページをごらんいただけますでしょう

か。損益計算書注記というのが一番下にございますけれども、その１．※１で、その他の

研究業務費のうちの主要な費目及び金額ということで、そこに４項目載ってございます。

謝金が２億強でありまして、論文、ディスカッションペーパーとかポリシーディスカッシ
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ョンペーパー、そういったものに対する成果謝金、あるいは研究会への謝金、あるいはフ

ァカルティフェローの方々への謝金、そういったものを合計した、研究業務のコアの部分

に対する費用でございます。あとデータベース経費が9,100万強でございまして、これは研

究用のいろいろなデータベースの購入代に充ててございます。研究業務委託費というのが

研究に必要なさまざまなアンケート調査の委託ということで8,000万強ということでござ

います。あと研究業務に関し、我々をサポートしていただいている派遣の職員の方々の人

材派遣費というのが6,000万強ということでございます。 

 あと、そのまま目を下に転じていただきますと、２．※２で、その他の一般管理費のう

ち主要な費目というのを２項目載せております。１つが賃借料で9,000万強、これは隣の分

室、大同生命ビルの賃貸料と、あとはＰＣ－ＬＡＮシステム、情報システムの賃貸料とい

うのが額の太宗でございます。一般業務委託費というのは庁舎保全、要するに我々、経産

省の庁舎の中に入っておりますので、経産省に一定の、保全のための分担金というのを払

っておりますけれども、こういったもの。あるいは情報セキュリティに関するいろいろな

コンサルをお願いしたときの代金、そういったもので一般業務委託費が4,000万弱というこ

とになってございます。 

 以上で注記が終わって、また２ページの損益計算書本体のほうに戻っていただきますと、

一般管理費というのは合計いたしまして３億900万強ということで、雑損を差し引いた上で

の経常費用合計が12億7,700万強ということになっておりまして、この額でＲＩＥＴＩ全体

の24年度の業務を賄ってまいったという姿になってございます。 

 一方、経常収益のほうは、太宗は収益化いたしました運営費交付金でございまして、一

番上の項目にありますように12億6,900万強というのがその額でございます。それと若干の

自己収入で賄ってきて、収入全体をつくってきたという姿になってございます。 

 一番下の当期総利益というのが1,357万5,750円、これが繰り返し申し上げておりますけ

れども、今年度の当期未処分利益ということでございまして、ここで４ページに飛んでい

ただきますと、上のほうに利益の処分に関する書類ということで書いています。ここだけ

（案）になっております。これは先ほどご説明いたしましたとおり、この額、当期未処分

利益の1,357万5,750円を大臣に承認いただきましたら、この（案）がとれまして、積立金

として来期の財務諸表に積み立てさせていただくという、そういう趣旨でございます。 

 最後に、３ページに戻っていただきまして、キャッシュフローの計算書について簡潔に

ご説明をいたしたいと思います。24年度のＲＩＥＴＩにとってのキャッシュの出入りとい
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うものを整理したのがこのキャッシュフロー計算書ですけれども、業務活動によるキャッ

シュフローの太宗は、プラスの部分は５番目の項目の運営費交付金収入というところでご

ざいまして、これは14億強ということになっております。それを研究に必要な諸々の支出

として用いていったという姿になっていまして、合計しますと、Ⅳで資金増加額というと

ころに書いてございますけれども、今年度、ＲＩＥＴＩとしてキャッシュインがあったも

のというのが１億5,800万強でございます。24年度期首のキャッシュの残高が３億7,000万

強ありましたものですから、トータルいたしますと、一番最後に書いてあります５億3,00

0万強という数字になってございます。この数字が冒頭の、最初に申し上げました貸借対照

表の一番上の数字の現預金の数字に該当するという形になってございます。 

 以上で財務諸表の説明を終わらせていただきます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、引き続き監事監査の概況について、八田先生、お願いできますか。 

○八田監事  お手元の資料の４－３をごらんください。ここに私、八田と濱田監事、両

名で作成いたしました監査報告書を添付しております。 

 本文、一部だけ読ませていただきますが、「私たち監事は、独立行政法人通則法第19条

第４項及び第38条第２項の規定に基づき、独立行政法人経済産業研究所の平成24年４月１

日から平成25年３月31日までの第12期事業年度の会計及び会計以外の業務について監査を

行いました」ということで、以下、１番目として監査の方法の概要、２番目として監査の

結果を個別に記載しております。このように、私どもが行う監査は、いわゆる会計の監査

と、会計以外の業務の監査という両面を要請されておりますので、監査の結果もそのよう

な内容になっております。 

 ちなみに(1)から(6)まで、そして飛んで(9)、これが、今、山城ディレクターのほうでご

説明いただきました会計の監査であります。基本的に全て適正であるというように記載し

ております。(7)と(8)と(10)、(8)は事業報告書で、次の資料４－４にも添付されておりま

すけれども、これはＲＩＥＴＩの業務内容を記した報告書ということですので、会計以外

の内容についての監査ということです。特筆すべきことは、従来と変わりまして、第７番

目に、先ほどご質問もありましたけれども、研究所の業務運営に関しての、内部統制につ

いての監査をさせていただいたということであります。私の理解は、中島理事長になって

から、トップ主導型の組織運営をイニシアチブをもって推進されているということ、これ

はまさしく内部統制の整備運用ということですので、その意味で私は本格的な内部統制が
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始まった。そして私どもはそれに対して付随的な監査をさせていただいているということ

であります。10番目は不正及び違法行為はないということで、まさに業務の適正性を確認

したということであります。 

 以上、特筆すべき項目はありませんので、基本的に正しい業務が行われているという結

論に至っております。よろしくお願いします。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 というご報告、ご説明ですので、何か質問がありましたら、小笠原先生、いかがですか。 

○小笠原委員  ここは何もコメントしないのもあれなので、少しだけ。 

 今回、利益を出しているテーマが、いわゆる運営費交付金収益の計上規準に基づいて業

務達成基準でやったところ、1,300万ぐらいの利益が出たと。これは１つのテーマなのです

か。 

○山城総務ディレクター  いえ、幾つかのテーマがございまして、そのうち24年度限り

でプロジェクトが終わったもので、執行残高があったものを損益という形で計上しており

ます。 

○小笠原委員  わかりました。 

 あと１点だけ。これは仮にの話なのですけれども、こういう公益会計上は余り意識をし

ない点だと思うのですが、24年度、結構刈り取りをしたのだけれども、まだ10テーマぐら

いは新たなテーマとして追いかけていますという、そういう先行テーマで既に仕掛かって

いる、いわゆる民間会計でいうところの仕掛かり品というか、そういうテーマというのは、

仮に今だとどれぐらいの残高があるものなのですか。今、交付金債務としては３億5,000

万ぐらいが残留していると思うのです。そっちはまだ計画途上だからという話で、今は期

間費用処理してしまっているので、その辺はオンバランスしていないというか、資産計上

していないからあれなのですが、仮に今、まだフィニッシュしていない仕掛かりのテーマ

というのは、このバランスシート上は当然出てこないのですけれども、大体何テーマぐら

いでどれぐらいのボリュームがあるのかなというのが、もしおわかりであれば……。 

○山城総務ディレクター  にわかには。済みません。 

 

 

○小笠原委員  わかりました。 

 その辺の進捗の状況と交付金債務の余剰状態というか、その辺のリンクはどうなってい
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るのかなというのは、実は以前から気になっていたのです。 

○山城総務ディレクター  繰り返しですけれども、基本的に成果達成基準に基づいてお

りまして、終わったプロジェクトで、執行残高があったものは損益として計上して、それ

で国庫に納付させていただいてということですが、プロジェクトが続いてきて、全く同じ

テーマではないにしても、そのテーマに付随的に、あるいはそこをもっと進化していこう

というものは基本的に継続プロジェクトだというように認識をいたしまして、それをその

まま翌年の繰越金に使っていっているというような状況であります。ただ、委員のご指摘

にクリアにご説明できるような材料を持ち合わせていないので済みません。 

○小野分科会長  進行管理がどういう形で行われているかというのは、プロジェクトご

とにはわかるのですけれども、それが金額換算をするとどうみえるかというようなご質問

だと思うので、非常に難しいテーマなのですが、山城さんのほうでまたアイデアがありま

したら、ご報告をしてください。ありがとうございました。 

 八田監事からも監査報告がありましたように、本件についてはきちんと処理されている

ということですし、また今、小笠原委員からの問題提起も次にご報告いただければと思い

ます。 

 この第２議題につきましては、独立行政法人の通則法で主務大臣が財務諸表の承認をし

ようとするときには、評価委員会の意見を聞くということですので、これは決議をしない

といけないテーマです。ただいまご報告がありました24年度の財務諸表について、当分科

会として適当であるという議決をしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは異議なしということで、適当であると議決をしました。これで第２議題は終了

ということです。 

 第３議題は24年度の実績評価における評価基準ということで、これも審議することにな

っています。これは坂本さん、お願いします。 

○坂本企画調査官  時間も押していますので、簡潔にさせていただきたいと思います。 

 資料６をまずごらんいただけますでしょうか。当省の独法評価委員会が示している評価

の基本方針ということでございます。昨年度から変更された部分のみのご説明とさせてい

ただきます。 

 １枚おめくりいただいて２ページ目でございますが、（イ）（ロ）（ハ）の（ハ）のと

ころ、５段階評価というところは従来どおりなのですけれども、真ん中の標準となるＢの
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ところの書きぶりが若干変わっております。昨年度までは「法人の実績について、質・量

の両面において中期計画をおおむね達成」という文言でしたのが、今年度より、小野会長

にも出ていただいている親委員会の中での議論を受けまして、「おおむね」から「着実に」

という文言変更をされております。 

 その趣旨といたしましては、Ｂが標準というところは変わらないのですが、高めのＡＡ

とＡの、上から２段階の評価をしていただくときには、中期計画で設定されております目

標値をクリアしているという点だけではなく、その目標値となっている指標そのものが目

標のレベルとして妥当かどうかという面も合わせて厳格に評価をしていただきたいという

趣旨のようでございます。 

 もう１つ、（ニ）のところでございますが、サービスの質の向上というのと、業務運営

の効率化、財務内容の改善という３つに分けて、それぞれスコアリングをする際のパーセ

ンテージが決まっているのですけれども、この業務運営効率化、財務内容の改善という②

③のところの比重が昨年度より変わっておりまして、それぞれ②③は20％ずつだったとこ

ろが24年度分より、今回より15％ずつということで、５％ずつ比重が減らされております。

昨年度に行われた親委員会での議論をみますと、②と③というのはしっかりやっていて、

できていて当たり前みたいなことなので、なかなか積極的な評価が難しいのではないかと。

①のサービスの質の向上というところはいい方向にも悪い方向にもめり張りをつけやすい

のに対して、②③というのは引き続きちゃんとやっているというようなことが多いので、

というような議論を受けまして、今回、②③を５％ずつ削って、その分を①にもってきて

いるということでございます。 

 それで、特にご審議をいただきたいのが、この全体の方針から連動いたしまして、資料

５のところで、これが今回のＲＩＥＴＩの評価シートになっているのですけれども、この

１枚目の左上のところにそれぞれの項目ごとの評価の配分割合が書いてございます。業務

運営15％、財務内容15％というのはもう全体の方針なので、これはフィクス所与なのです

けれども、サービスのところの①と②の配分につきまして、事務局の案として、とりあえ

ず余った10％をそれぞれ５％ずつ均等に分けるという案で出させていただいていますが、

これはぜひ今回、きょうのこの場でのご審議を受けて決定をしていただければというもの

で、仮置きと捉えていただければと思います。 

 今まで40対20だったので、10％を按分いたしますと６対３ぐらいになるのですけれども、

そういう形で機械的に按分比例で分けている独法もあるので、それに比べますと、今回の
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案につきましては、従来よりも政策提言・普及業務のほうにやや比重を置いたような案と

させていただいています。一応、私たちの考え方といたしましては、第３期中期目標の中

でも、国際評価を高めるためにも発信、成果の普及のところに力を入れていきましょうと

いうような趣旨を受けましての均等配分という形になっておりますので、ぜひこの点、ご

審議をいただければと思います。 

 一気に申しますと、資料８をみていただけますでしょうか。８－１ではなく８－２です。

これは二次評価を行います総務省のほうに設置をされている政独委といわれる親の親の委

員会なのですけれども、こちらの二次評価における評価方針の中での主な変更点をご説明

させていただきます。これも１枚めくっていただきまして、２ページ目の下から３行目の

ところにございますが、先ほどから常にご説明いただいていますけれども、内部統制につ

いて、二次評価できちんと重点的に評価をするよということで、この項目が付け加わって

おりますので、ご認識をいただければと思います。 

 もう１つ、資料５に戻りまして、色分けをしていることについて若干ご説明させていた

だきます。あっちに行ったりこっちに行ったりで済みません、資料７をごらんいただけま

すでしょうか。資料７が本日、この場で先生方にお願いする評価の進め方ということで、

この資料５の業務実績評価シートに、先ほどＡ３の紙でご説明いただいた24年度の実績が

全部埋め込まれていますので、これをご確認いただきながら、それぞれの項目に評価を入

れていただければと思います。赤字、青字のところが評価をいただく際の評価のポイント

について、あと留意事項について書かれている点です。一部は実績報告のところに関する

記載もございますが、実績及び評価に関する記載上の注意点についての説明が、この青字、

赤字のところになっていまして、青字の部分は今年度から新しく記載要領について変更や

追加がされている部分でございます。今年度から新しく加わった部分が青字になっており

ます。黒字のところは先ほどのＡ３の実績報告を受けまして、事務局ではめ込んだ部分で

ございます。なので、それぞれの項目の実績の後に評価を、ファイル上なり、紙に書き込

んでいただいて、資料７にございますように、大変恐縮ですが、できましたら来週の14日

金曜日までに、紙でしたら郵送で、あるいはＥメール添付の形で事務局までお送りいただ

けますよう、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。 

 ちょっと議論を戻しまして、資料５のサービスの向上のところのトータル70の分け方で

す。これはこの分科会で決めないといけないということになっていまして、政策提言に重
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点を置こうよという趣旨だとすると、政策提言に10乗せてしまうという案もあるのです。

５ずつとはいわずにと。この辺、どうですか。これは古城先生にご発議いただいて……。 

○古城委員  それもいいのかなと思います。というのは、45、25と出てくると、25はす

ごく少ないようにみえてしまう。なので、按分にして、政策提言のほうに重点を置いたと

いう趣旨がちょっと伝わりにくい数字にみえてしまうので、そこのところはどうかなと私

も思いました。 

○小野分科会長  小笠原先生、いかがですか。 

○小笠原委員  今の委員長の趣旨に私も賛成です。どちらかというと、そういうアウト

カムというか、やはりどういうエフェクトがあったか、どういう反響があったかというと

ころにどれだけ注力したかということと、その結果はどうだったのかというところは今、

非常に求められているのではないかと思っていますので、賛同します。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 私も、例えば同友会を一生懸命やっているのですけれども、同友会でも実行しなければ

だめだとしつこくいわれるのです。提言するだけではだめだと。自分で何をやるのだとい

うことをちゃんと経営者は用意しろというように常々いわれるものですから、せっかく最

先端を走っている経済産業研究所としては、思い切ってなるべくそちらにウエイトをかけ

て、政策提言のほうに、あるいは普及のほうに30というようにさせていただきたいなと。

特にこれからはアベノミクスもあると思うのですけれども、成長戦略にウエイトがかかっ

ていくときに、やはり海外からの信任をどうとりつけるかというのが、我が国としても非

常に大きなテーマになろうと思いますし、今までは国内バランスでよかった、あるいは国

内の利益集団との調整でよかったのですが、これから海外とどう折り合いをつけていくか

ということで、そこからの評価というのがいろいろな影響を広く及ぼすようになってくる

ようにも思いますので、そういう意味で政策提言のほうに30というようにさせていただく

ということでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 ということで坂本さん、３人の意見はそういうことですので、よろしく取り扱いをお願

いしたいと思います。 

 それでは、ここで第４の議題に移りたいと思います。役員の退職手当の規程の変更が準

備されております。 
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○山城総務ディレクター  時間が押していますので、手短に申し上げます。 

 資料９でございますけれども、国家公務員の退職手当というのが、前の政権での最後の

臨時国会の最終日に法案が通過いたしまして、引き下げられたということで、閣議決定を

踏まえまして、各省庁から各独法にそういうことを踏まえて対処しなさいという文書が来

ております。それを踏まえて、このような形でやりましたということのご報告でありまし

て、変更内容を手短に申し上げますと、国家公務員退職手当法に設けられている調整率と

いうのがあるのですけれども、わかりやすくいえば今まで100の退職金がもらえていたとす

れば、一定期間後は87％ですよということが国家公務員について決められました。それを

踏まえて、うちの役員について100分の87という調整率、国家公務員と同じ形に規程を変え

たということでございます。 

 ②は、国家公務員と同様の経過措置を設けるということで、25年の９月30日までは100

分の98、10月１日から26年６月30日までは100分の92という調整率とするという規程をつく

ってございます。３月28日付で変更いたしておりますが、理事長は幸いにして再任されて

おりますので、この規程は今のところ使われておりませんけれども、そういうことをやっ

たということでございます。 

 以上でございます。 

○坂本企画調査官  事務局から補足をさせていただきますと、資料９の５ページ目のと

ころにございますが、この国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講じて

いただくように、もともとは内閣官房と総務省行管局長から各府省に依頼がございまして、

これを受けまして、経済産業政策局長からＲＩＥＴＩの理事長に対して必要な措置を要請

させていただいたものでございます。今回の改正につきましては、この要請に基づいて必

要なことをやっていただいたということだと認識しております。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 これは余り文句をつけるような趣旨ではないと思いますので、このとおり、実施をさせ

ていただくということでよろしいのかなと思います。ただ給料も退職金も両方そうなので

すけれども、もう少し独法の自由度があるほうが本当は望ましいと思いますので、運営費

交付金、あるいはうまく使っていって利益を上げたという、その剰余金の中でもう少し社

員がモラールアップできるような使い方を、きょうの日経ではしてもいいというような議

論が始まっているようですので、その項目の中にぜひ給与の自由度みたいなことも取り入

れていただけるとうれしいなと思います。個人的には、この独法がぜひ、それこそ諸外国
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から注目されるような研究所になってほしいと思っていますので、そういう意味では給与

水準も国際比較をして、どのくらいが妥当なのかと。今の水準ですと、次官の給与が上限

だみたいなことになっているわけです。これは国家としてはしようがないのですけれども、

もう少し国際的な比較という目でみないと、開かれた国にはならないのではないかと。そ

のための工夫をどうするかということを、ある程度ステップを置いてやらないと、大学の

先生の給与もみんな上限、そこになってしまっているわけですから、本当にそれでいいの

かということになると思いますので、ひとつご検討をいただければと思います。ありがと

うございました。 

 司会者の不手際で15分延長になりましたけれども、ほかに何かございますか。藤田所長、

どうぞ。 

○藤田所長  本日は本当に長い時間、貴重なご意見を聞かせていただきまして、ありが

とうございました。きょうのいろいろおっしゃっていただいたことを生かしながら、ＲＩ

ＥＴＩ全体の一層の発展を図りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 少し時間が過ぎているのですけれども、ＲＩＥＴＩの将来の方向といいますか、存続理

由につきまして、少しお話させていただければと思います。いうまでもありませんが、今、

安倍政権のもとで日本経済の活性化を図るということで大きな３つの政策、第１に金融政

策、２番目に財政政策、そして第３番目として中長期的な観点から成長戦略が活発に動き

始めている段階であります。その成長戦略と関連しまして、総合科学技術会議が日本の科

学技術のイノベーション力をつけるということで、イノベーション戦略をつくっていると

ころです。ＲＩＥＴＩはそのイノベーション政策につきまして、主要な課題の一つとして

研究しております。主として社会経済的な視点からやっております。本日の午前中に、我々

の理事長、それから専門のプロジェクトリーダー３人と一緒に、現在立案中の科学技術イ

ノベーション戦略につきまして、総合科学技術会議の方々と意見交換をして参りました。

イノベーション戦略の目標として、これは安倍総理直接の厳命と伺いましたけれども、我

が国を2030年までに「世界で最もイノベーションに適した国」にすることが掲げられてい

ます。私がそのとき申し上げましたのは、世界で最もイノベーションに適した国というの

は、アメリカと互角か、あるいはアメリカ以上になるということですから、科学技術イノ

ベーション戦略自体は非常に工学的な発想が多いのですけれども、これを実現するには、

日本の経済社会システム全体を大きく革新していかなければいけないと。そういう工学理

工系的なイノベーションの実施と日本の経済社会全体の変革ということを車の両輪として
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総力を挙げて、初めてそれが実現できるということを申し上げました。ＲＩＥＴＩの目標

は我が国の経済社会的な発展を中長期的な観点から研究をしていくということですから、

そのような社会経済の大きな変革を達成する上で、ＲＩＥＴＩも一層貢献していきたいと

思っています。 

 そのとき、いろいろなディスカッションがありまして、2030年までに世界で一番イノベ

ーションの研究開発に適した国にしろというのだけれども、大学の予算はどんどん減らさ

れているし、我々の独立行政法人も非常に不安定な条件に置かれていると申し上げました。

こういう状況というのは一刻も早く脱してほしいと願っているところであります。小野会

長からはいつも、外国人の研究者の雇用とか連携を一層活発にして、日本のブルッキング

スを目指せといわれています。ブルッキングス研究所とは違ったシステムでありますが、

少し違った形で、日本のブルッキングスとして、国際的な発信のできる研究所にもってい

こうと思って努力しているところであります。ただ、前政権のときに、独立行政法人をゼ

ロベースから見直すということで、統合された後の実態が不明でありますので、優秀な外

国人も含めて、常勤研究者を新たに正式に雇用するというのは条件も出しにくいし、応募

するほうも難しい。こういう状態に置かれていたわけです。けれども、私はことしの４月

ごろ、まず若手の常勤の研究員を４人ふやすということをやりました。４人のうちの２人

は中国人です。４人とも博士課程をとったばかりの人間です。私は今から、常勤の研究員

をどんどんふやしていこうと思っているのですけれども、その際に国籍は余り考えずに、

世界中の、優秀な人間をどんどん研究員として正式に働いていただくという形で進めてい

こうと思っております。 

 ご存知のように、ＲＩＥＴＩは、50近くのプロジェクトを、500人以上の先端的な研究者

のネットワークをうまく使って、遂行しております。多くのプロジェクトには、外国の研

究機関の学者が入っているわけで、非常に大きな国際的なネットワークでやっています。

こういう研究施設を、皆さんの意見を入れさせていただきまして、一層発展させていきた

いと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○小野分科会長  大変力強いお話を承りまして、ありがとうございました。 

 大変難しいテーマで、イノベーションを一生懸命やっていこうとすると、新陳代謝とか、

あるいはベンチャーとか、そういうものの仕組みをどうしていくのかとか、あるいは今の

お金のかけ方は社会保障や医療のところからどれだけはがしてきて、研究開発に突っ込む

かという、あるいは税のあり方はどうするのかという、いろいろな議論の上で2030年のテ
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ーマが出てくるのだと思うのですけれども、一番もとになっているところがやはりどんど

ん発言してやっていかないと、なかなかいうことを聞いてくれないと思います。 

 きょうはちょっと不手際で延長しておりますけれども、一番最後に参考資料というのが

あります。、次回は７月10日15時からということになっております。それから資料５のコ

メントをいただいたのを６月14日までにお願いいたします。 

 以上、きょうは大変お暑い中、最後までご熱心に、またいいお話をたくさんいただきま

して、本当にありがとうございました。これで分科会を終了させていただきます。 

 

――了――   

 


