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○小野分科会長  それでは、第 44 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。 

 きょうの議題は 24 年度の業務実績評価を審議するということになっていますので、最

初、資料のご説明を坂本さんからお願いします。 

○坂本室長  お手元の資料、議事次第のところに配付資料一覧を置いてございます。委

員の先生方には資料１の業務実績評価シートに加えまして、縦置きの評価コメント一覧と

いうのもお配りさせていただいております。あとは参考資料１から４まで５種類、これは

前回お配りさせていただいたものを、同じものですが、改めまして置かせていただいてお

ります。資料については以上ですが、不足等ございませんでしょうか。 

 本日の進め方について簡単にご説明させていただきます。初めに経済産業研究所平成

24 年度業務実績評価について、各委員の先生からいただいたコメントについて、事務局

から簡単にご紹介をさせていただくとともに、質疑応答とＲＩＥＴＩのほうから補足すべ

き点について説明、発言をいただきます。ここでＲＩＥＴＩには退出をいただいて、その

後、24 年度業務実績評価について、委員の先生方にご審議をいただきたいと思っており

ます。なお、平成 24 年度業務実績に関する評価の結果につきましては、規程により、常

勤役員の業績給の算定に勘案されることになっておりますので、ご了承ください。ご審議

いただいた評価結果については、今月 25 日に小野会長が委員に入っていただいている政

策評価の親委員会に報告をさせていただきまして、そこで最終的な評価が議決されること

になっております。場合によってはこちらにもう１回差し戻されて、分科会にて再度評価

をいただく可能性もございますので、ご了承ください。 

 最後になりましたが、本分科会の議事録、議事要旨、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、公開することになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○小野分科会長  それでは、スタートさせていただきますが、評価シートのご説明を坂

本さんからお願いすることにして、４項目ですね。サービスの質の向上の①と②が、それ
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ぞれ 40％、30％、それから業務の運営の効率化が 15％、財務内容が 15％ということで評

価をしましょうということになっています。サービスの質の向上の部分はほかの独立行政

法人と比較のしようがありませんので、ここでしっかり議論をしないといけないというこ

となのですが、業務運営の効率化とか財務内容については他の独法がどのくらいやってい

るかとか、例の契約率がどのくらいだとか、ラスパイレスがどうだとかというものの比較

がありましたよね。そういうことで、他の独法と比べて今回、我々の議論として、ここは

ちょっと注意しながら、あるいは少し慎重に議論したほうがいいとか、そのような点があ

りましたら、先にコメントしていただきたいのですけれども、特に財務内容では、前回、

余りＡをつけていないとかいう話もありますので、その辺で何か議論のポイントみたいな

ところをあわせてご説明をいただけると、その後の審議がうまくいくのではないかと思い

ます。そういうことで、坂本さんのほうから、資料の説明をお願いします。 

○坂本室長  簡単にします。 

 資料１をごらんいただければと思います。きょうはこの総合評価のポイントという最初

の４ページのところを主に、ご紹介をさせていただきます。 

 先ほど会長からもご説明がありましたように、前回の分科会でのご審議を踏まえまして、

24 年度から、評価の際の評定の配分を変えさせていただいております。業務運営効率化、

財務内容をそれぞれ 20％から 15％に比率を落とし、これは親委員会からの方針ですので、

その余った 10％を政策提言・普及業務等、サービスの②のほうに回させていただき、こ

れを 20から 30ということにさせていただいております。これについては中期目標にもあ

りますように、政策立案への貢献、政策研究機関としての国際的評価の向上を目指すとい

う観点からの配分の見直しということで整理をしております。 

 評価の全般的な概要というところで、こちらは４項目、項目ごとに委員の先生方からい

ただいたコメントの主なものをそのまま並べさせていただいております。 

 １つ目のサービスの質の向上の①調査・研究業務につきましては、総じてアウトプット

指標を上回るよいパフォーマンスであるということでいただいていまして、１つ目、質・

量ともに中期計画、アウトプット指標を超えた高い学術水準を確保していて、国際的にも

アジアナンバー１、世界 13 位という評価を得ていると。論文の公表数については、前年

度から２年がかりの研究プロジェクトが実を結び、独法化後 12年間の中で 22年度、第２

期の最終年度の 200 件というのに次ぐ２番目の実績、157 件という結果だったということ

が評価いただいております。そういう数字やアウトプットをみても、政策シンクタンクと
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しての機能強化は着実に図られているという評価をいただいております。 

 ２ページ目、上から１つ目のポツですけれども、テーマ設定については中期目標に示さ

れた３つの重点的な視点に沿った研究が行われている。今年度立ち上がったものについて

も時宜にかなったテーマであると。政策提言・普及に反映できる成果を期待ということで

いただいています。データベースの構築については、独法ならではの事業といえるので、

引き続き行ってほしいと。特に日中韓の為替レートデータベースの構築について追加的に

取り組みを開始したことについては評価できると。最後ですけれども、重要な政策提言の

機能については、白書や報告書での引用も目標を大きく上回っており、政策立案にＲＩＥ

ＴＩの研究成果がしっかり貢献していると。あとは、政策との合致・政策形成への有用性

についても経産省関係課室からも高い評価を獲得しているので政策的な要請にも応えてい

るという、総じて高い評価をいただいているかと思います。 

 ２本目のサービスの質の向上②政策提言・普及業務につきましても、アウトプット指標

は目標を大きく上回っているということで、高いレベルに達しているということをいただ

いております。２つ目が、経済シンクタンクランキング世界ナンバー４の欧州ＣＥＰＲと

の共催など、海外研究機関との共同研究も活発と。 

 ３ページ目に行きまして、新たな取り組みとして、ＣＥＰＲなどがやっている政策ポー

タルサイトＶｏｘＥＵとの連携を開始していること。それによって、国際的な発信力を強

化したということも評価いただいています。あと、24 年度から開始したハイライトセミ

ナーというのも社会の関心を集め、タイムリーな対外発信ができる等、ニーズに応える広

報戦略をとっているということで評価をいただいております。 

 ３つ目については、震災直後から復興に関連する研究を活発に行っているということに

ついても、参加者からの評価も高かったということでコメントをいただいております。あ

とは各種データベースの活用実績も高いレベルで定着しているということもいっていただ

いています。 

 ３本目の業務運営の効率化についてですけれども、新たなシステム導入、所内の体制づ

くりに取り組むなど、業務効率化に努めている。プロジェクトは原則２年として、研究の

進行を適切に管理しているというご評価です。内部統制について、これは 23 年度も親委

員会で評価いただいていたと思いますが、理事長のリーダーシップにより、本格的なコン

プライアンスが確立されている。理事長を中心にした所内のコミュニケーションも円滑に

図られ、チェックする仕組みも機能しているというコメントをいただいております。 
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 ４ページ目に行きまして、これについては監事からも内部統制について適切に対応とい

うことで評価を得ています。新ＰＣ―ＬＡＮの導入による業務効率化が図られてきたこと、

標的型ウイルスメールに対する模擬訓練やＥラーニングの実施など、職員の意識向上にも

努めていることは評価できるということでございます。入札の適正化ですとか役職員の給

与についても適正に運営されているというようにコメントをいただいております。研究員

のラスパイレス指数が高い点については、優秀な人材を雇用する際に給与面で考慮せざる

を得ない部分があるため、妥当性に問題はないということもみていただいております。 

 ４本目の財務内容についてですけれども、最初のコメントは予算上の額という意味合い

だと思いますが、中期計画を達成しているということをご評価いただいています。欠損金

を発生することもなく、引き続き健全な予算管理が行われていると。あと、自己収入及び

競争的資金については、後ほどページをみていただきますが、23 年度と比べますと若干

額は減少しております。ただ、予算上の目安の額という点ではクリアをしているので、適

正なものであるというご評価をいただいております。24 年度について、運営費交付金債

務残高、繰越金ということですが、増加をしたけれども、これは３法人の統合に向けた準

備の影響ですとか、特例公債法案の成立のおくれによる運営費交付金の執行抑制などの影

響によりプロジェクトの進行が抑制的に行われたことによるものであると。終了プロジェ

クトにおいて発生した利益の一般積立金への処理も含めて、問題はないということでコメ

ントをいただいております。 

 先ほど会長のほうからもございましたが、昨年度の親委員会の議論の中で、このサービ

ス内容については、親委員会では余り直接的に横並びということでみるような内容ではな

いので、基本的に分科会の評価を尊重したいというようなことだったと思いますが、一方

で、業務運営の効率化と財務内容につきましては、一応横並びに、親委員会でそろえまし

ょうということと、前回ご説明させていただきましたが、五段階評価のＢが平均というか、

特段問題がなければＢという水準ですので、Ａなり、ＡＡなりの場合には、特に何かプラ

スがあったということはきちんと説明することが求められているということかと思います。

なので、親委員会のほうで横並びをみながら、場合によってはもう一度ということもあり

得る項目としては、この２つが考えられるかと思っております。 

 それと、評価シートの 29 ページ、サービス内容のところで触れさせていただいたアウ

トプット指標における目標値と 24 年度実績値の比較表を載せてございますので、こちら

で先ほどの目標を大きく上回っているというところをご確認いただけるかと思います。 
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 それから、57 ページのところから財務内容ということでございますが、59 ページで、

事前におもちしたものから多少ここは書きぶりを、説明を加えていますのでご確認いただ

ければと思いますが、財務面で評価の１つの指標となります自己収入の部分でございます。

「主な実績」に書かせていただいておりますけれども、政独委の過去の勧告の方向性の中

でも、外部資金の獲得に当たっては研究員の努力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かどうかを審査するものとするとい

うご指摘をいただいていますので、この方向性に沿った対応がなされているというような

ことになっております。たまたま、この競争的資金につきましても、自己収入につきまし

ても、23 年度、平年に比べますと増額されて、収入がふえていたものですから、23 年度

と単純に比較をしますと、24 年度は一旦落ちた格好になっておりますが、過去５年間の

平均実績をここに書かせていただいておりますけれども、自己収入につきましては、20

年度と 21 年度の数字の中には共催シンポジウムの際の他法人の負担額立替分という、ち

ょっと異なる性格のものが入っておりますので、比較できるものを括弧の中で書かせてい

ただいております。こちら、実質的な自己収入の平均を過去５年でとりますと、70 万

5,000、競争的資金のほうが 900 万弱ということになりますので、24 年度はいずれもこの

５年平均を上回っているということはご確認いただければと思います。 

 簡単ですが、私からは以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 財務のほうは割と横比較がしやすいということもありますので、今の収入のところの自

己収入実績とか競争的資金の獲得の数字の全体感みたいなことなのですけれども、全体で

年間 12億ぐらいの予算を使うでしょう。 

○坂本室長  14億です。 

○小野分科会長  14 億の予算を使いますよね。その中の自己収入というのは 70 万だか

ら、比率的には大きな比率ではないですよね。14 億分の 70 万。そうするとほかの独法は

どういう比率になっていますか。後でもいいのですけれども。 

○坂本室長  ＲＩＥＴＩが特に小さいと思います。 

○小野分科会長  だから全体感を余り見失わないで、マインドとして、どういうマイン

ドになっているかという形でつかまえないといけない。それのシンボルとしてはいい数字

だと思うので、だから全体に及ぼす影響みたいなトータル感はもう１つ、他の独法との比

較をするときに、あなたのところは損金があるから、今回これだけ改善したのだと。こち
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らは損金も何もない中でこういう傾向値にあるというような、そういう説明ができると、

収入に対する位置づけがとりやすいではないですか。競争的資金も、これはほかの独法が

みんなとっているわけでは必ずしもないですよね。とっているのは研究所、産総研もとっ

ておられると思うのですけれども、それの全体感との比較みたいなのを、後ほどでもいい

ですし、また後日でもいいのですが、数字をみておいていただければと思います。 

○坂本室長  はい、親委員会の前には。 

○小野分科会長  そんなコメントなのですけれども、最初に、今の業務の効率化と収入

の分野で、中島理事長や、あるいは藤田所長から何か、こういう見方をしてくれというよ

うなコメントがありましたら、あるいは審議するに当たって、盲点みたいなところをちょ

っとお教えいただけるとありがたいです。 

○中島理事長  盲点というより、むしろ考え方を申し上げておきたいと思うのですけれ

ども、私どもは当然研究費は、我々の予算の中だけではなくて、一般的に評価されるとい

うものも含めて外からとろうというようにやっております。ただ、いわゆる理科系の研究

ではありませんので、経済研究という性格上、多額になることは余りないということは、

これは１つ、我々の研究所の特殊性としてはあります。その上に、私どもの研究において

は、研究員の数が全体として制約されておりますので、科研費を研究員で掛けて稼ぐと、

そういうことにはなっていないということもご理解いただければというのが１点目です。 

 ２点目としては受託収入なのですが、これは意図的にはとりにいっておりません。その

趣旨は、私どもの研究自体が政策につながる、かつ学術的価値のある研究を行うというの

が我々独法の建て方というように理解しておりますので、受託調査というのは、必ずしも

そういうことにならないケースが多いというように理解しております。 

 また、政策につなげ得るという点でいいますと、収入を外部からとるための活動であっ

ても、その部分に我々の活動余力を割くということは本旨ではありませんので、おのずと、

例えば講演料といったような形での収入というのはもちろん獲得できる範囲でやっており

ますけれども、意図的に我々の活動余力を大きく、今申し上げた、当初の我々の趣旨と必

ずしも 100％合致しないかもしれないというところに手を伸ばしてまで、この受託収入を

得ようというようには一義的には思っていません。ここはむしろ我々の存立目的との関連

ということでございますので、この点もご理解いただければと思っております。 

○小野分科会長  承知いたしました。 

 藤田所長から何かありましたら。 
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○藤田所長  もう理事長が説明してくれましたので、繰り返すことはないのですけれど

も、我々の研究、ご存じのように大きな部分、外部の先生方がＦＦ、または研究員となっ

てやっていただいているので、我々自体の研究者というのは少ないので、その少ない中で

はほとんど全員に科研費は取らせています。科研費をとるということが目的ではなくて、

自分の研究が外でどれぐらい評価されているか、通用するか、ちょっと他流試合をやれと

いうような感じでやっておりますので、資金の獲得というのでは、そんなには若い人には

要求しておりません。そういう形で経済研究というのは一般的に額はみんな小さいですけ

れども、それは外部と競争しながらやるという、学問においての競争をやる中でやってお

ります。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 それともう１つ、運営交付金の残りがありますよね。残りの使い方みたいなことについ

て、もう少し独法の自由度みたいなものがあることが望ましいと、僕などは時々そう思う

のですけれども、ここの文章の表現では、残った分は国庫にまた、３期終了したら返納し

ますと、57 ページの一番下のところに書いてあるものですから、前回、そういえば６億

ぐらい、たしか国庫にお返ししたなということで、素人目にみれば、外国から人をお招き

するときの人件費などに使えるようになるといいのではないかと思ったりするのです。そ

の辺は今の運営の縛りの中で、そんなアイデアをいっても、実際には難しいというような

ことがあるに違いないと思うので、何かその辺で独法としてこうありたいというようなコ

メントがありましたらお願いできると、親委員会のときに説明もしやすいと思うので。 

○中島理事長  今、会長のおっしゃられたとおりで、私ども、ご案内のとおり、毎年の

交付金については前年比で削減基調という形で設定されてきておりまして、その中ででき

るだけ研究の自由度を確保しながらやっていこうということで思っておりますので、決し

て必然的にということではないのですけれども、どうしてもそのときそのとき、若干固め

になるという結果というのは出てくるところもあるということでございます。 

 その中で、まさに会長がおっしゃられたような自由度のあることを我々としても念頭に

おいてやりたいとも思っているのですけれども、そもそもが予算のしかるべきニーズに応

える形で交付をしていただくという考え方がまず一番だと思っておりますので、その点に

ついての自由度がもう少しあればというのが、優先度としては１番でございます。ただ、

その中において、現状、我々の思う優先度ばかりでの交付金には必ずしもなっていない部

分があれば、調整しながらやっていくということでございますので、その範囲内で、前回
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もここで議論になりましたけれども、海外からの研究員に来てもらうとか、そういう扱い

を、余力もみながら、年々、できるだけ柔軟にやろうということを現在心がけております

し、そういう中の一環として、新たな研究員を採用して、来てもらうというようなことも、

我々なりに積極的に進めているということをやっていくつもりでございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

 事務局からの、24 年度全体の実績評価とＲＩＥＴＩ側からのコメントを少しいただき

ましたけれども、小笠原先生、古城先生、今までのご説明でまだ確認をしたい、あるいは

コメントされたいということがありましたら、一言ずつ。 

○小笠原委員  やはり最後の点、受託収入であるとか科研費のところなのですけれども、

例えばこれだけの十数年間の蓄積値があるわけですから、こういった蓄積値、データベー

スなどもそうだと思うのですが、ああいうものは、場合によっては本来の研究業務とは別

のストック値なわけですから、そのようなことというのは少し発想を変えれば、自己収入

化する余地があるのかどうか。あるいは私自身思うのは、各種セミナーとかシンポジウム

でも、非常にいろいろな意味での価値が高いと思いますので、そういった活動の中で、少

し自己収入化できるようなところがあるのではないかというような気もしまして、そのあ

たり、どのようにお考えか、お聞きしたいのですけれども。 

○中島理事長  そこは今後とも我々なりにやっていかなければいけないところだと思っ

ております。まず現状で申し上げると、おっしゃられたように、いろいろなデータベース

をつくっておりまして、そこについてはさらにデータベースを使いやすくするような、シ

ステムを含めて、入れて、それを対外的に開放するということを現在、従来以上に努力し

ております。ただ、現状におきましては、基本的には我々の成果物というのは、やはり国

からの交付金を得た上で出てきた成果ということでもありまして、無償で世の中に広く、

そういうものを活用してもらうと。あるいはさらなる世の中の研究成果につなげていただ

くということが一番の趣旨だろうということで、基本的には無償でやっているわけです。 

 したがいまして、そこら辺はどういう形で有償にしたらいいのか、あるいは無償のまま

であるというのが望ましいのか、率直にいうと悩ましいところでございます。もちろんそ

れなりの価値のあるものが多々あるというように自負しておりますので、有償的な価値と

いうのはつけられるのだろうと思うのですが、それと、そもそもそういうものを国からの

交付金で蓄積してきたと。それを広く世の中に知らしめるというのも我々の位置づけであ

るというところとの兼ね合いになるのだと思います。これはシンポジウム等も同じでござ
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いまして、我々もできる範囲では有償で、要するに入場料をとるという形で現在もシンポ

ジウムによってはやっております。ただ、こちらのほうも悩ましいのは、これまた我々の

成果、あるいはタイムリーに、我々ならではのシンポジウムで有益な情報を皆さんにご提

供すると、そういう我々にとっての使命と、有償にして――実は入場料を 1,000円とって

も、200 人来ていただいても 20 万円にしかならないのです。シンポジウム自体が毎月行

っているという頻度でもありませんので、率直にいうと、大した収入には――200 万円に

もならないというのが多分、積み上げた数字だと思われます。それとの対価として、今、

申し上げたような、我々の使命として、いろいろな成果、ないしはタイムリーな情報を提

供するということとのバランスをどうとるのかというのが、これまた常に悩ましいところ

でございます。我々なりにもそこら辺で有償化というのは意識しておりますので、今後と

もいろいろな状況をみながら、考えていきたいと思っております。 

○森川副所長  技術的に少し補足させてください。 

 多分、こういうデータベースの使用というのは、学術は国際的なので海外とのバランス

もあると思うのです。それで、例えばＪＳＴＡＲという個人の、高齢者のパネルデータを

つくっていますけれども、つい最近、第３回目のデータも利用できるようにしたのですが、

これはアメリカのＨＲＳとかヨーロッパのＳＨＡＲＥという、類似の高齢者のパネルデー

タがあって、それと比較できるようにつくったということもあって、ＨＲＳ等のデータも

別に有償という形になっていないので、なかなか日本だけ有償にするというと、国際比較

研究をするときに日本だけ抜けるみたいなことが起こってしまいます。それからＲＩＥＴ

Ｉの比較的大きいデータベースはＪＩＰデータベースという産業生産性データベースがあ

りますけれども、これは自由にダウンロードできるようにデータを公開しているわけです

が、こちらもやはり生産性の国際比較ということが念頭にあって、今、ＥＵ ＫＬＥＭＳ

という国際的なデータベースにつながっている形になっていて、そちらも同じような扱い

で、私どもも自由にダウンロードできるという格好になっているのです。うちの主力のデ

ータベースについていうと、もちろん理事長も申しましたように、非常に経済的価値はあ

るのですけれども、国際的な視点等を踏まえると、なかなか我々だけお金をとるというの

は、ややバランスを欠くかなというように考えています。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 今、論点を３と４のほうに振ってしまったものですから、ＲＩＥＴＩからのご説明が少

し偏りましたけれども、せっかく上野さん、吉田さん、お越しいただいているので、研究
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の本来のサービスの質の向上のほうで 24 年度の評価をする上で着目点というか、セール

スポイントみたいなことがございましたら、コメントをいただければと思います。 

○上野国際・広報ディレクター  24 年度におきましては、特に今回は公開シンポジウ

ム、セミナーを 10 回開催して、昨年は６回で、目標も６回なのですけれども、そういう

ところで情報発信、成果普及には、量的にも質的にも高い評価をいただいているので、努

めてきたのではないかと思っております。ＢＢＬにつきましても 60 回も開催しまして、

これも高い評価を得て、これはずっとやっているものでございますけれども、そういう発

信のところは相当頑張ってできたのではないかなと思っているところでございます。 

○吉田研究調整ディレクター  研究調整ディレクターをさせていただいております吉田

でございます。 

 きょう、ご報告いただいたとおりなのですけれども、ちょっと紹介させていただきます

と、実質実効為替レートのデータベースでは、政策的にも非常に必要性が高いというよう

なことで、先生方にも問題意識をもっていただいて、経済産業研究所ならではのデータベ

ースになり、政策面もそうですし、学術的にも非常に新しい分野の研究が広がっていくと

いうようなことができている例だと思っておりまして、やはり経済産業研究所という独自

の立ち位置といいましょうか、政策と学術研究の接点のところでつなぐことができたよう

な研究であり、またデータベースでありということができておりますので、こういった努

力を引き続き続けていければと思っております。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 両先生、何か追加のご説明が必要であればいただきますけれども、もしよろしければ、

ご退出いただいて、評価のほうに移っていきたいと思うのですが、よろしゅうございます

か。 

○藤田所長  最後に私のほうから。皆さんのご支援によりまして、自分がいうのもおか

しいですけれども、非常に十分な成果を上げてきていると思っておりますが、決して我々、

これで満足しているわけではありません。特に日本の置かれている状況、将来の状況とい

うのは非常に厳しいものがありますので、その意味で研究員も、それからプロジェクトを

いろいろな形で、今まで以上に努力をすると同時に、研究もいつもバランスをとっていき

たいと思っているのですけれども、中長期的に基礎的な研究を、基礎的なデータベース、

それから日本の置かれている状況に応えることができるような、いろいろなシンポジウム

もありますし、政策、ＰＤＰ（ポリシーディスカッションペーパー）もありますし、それ
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から今度の生産性の問題、昨日、通商白書が出ましたけれども、日本の現状がどのように

なっているか捉えるのに、我々のいろいろな研究をフルに使っていただいております。だ

けれども我々、日本がこれだけ生産性がなかなか伸びないということ、これもはっきり知

らなければいけないのですけれども、それは非常に努力して明らかになっているのですが、

ではどうすればいいかと。今から世界は大きく、発展途上国も発展するし、いろいろな形

で技術発展もある中で高齢化があるわけで、日本がどのように伸びるかということも、

我々の研究員、それから経済産業省の若い――若い人だけではないですけれども、いろい

ろな方との一体感をもちながら、また政治的な課題も取り入れながら、今までよりも本当

にはるかに一生懸命、全員で努力していこうと思っております。それから国際的な発信、

国際的な連携、これも一層強くしていきたいと思っていますので、将来、今まで以上に頑

張りますということを申し上げておきます。 

○中島理事長  私からも一言。今の所長のお話につけ加えて、この場でご審議いただい

ていますように、我々はタイムリーに、いわゆる実証的な、時間のかかる研究だけではな

くて、タイムリーな動きに即して行い、提供するような努力を一方で行い、他方で業務に

ついても、できるだけ効率化を図ろうということを引き続きやっておりまして、それぞれ

の部署が連携を深めて、互いにもっている情報、やっている業務を広げながら、それを効

率的に大きく活用するというようなことも引き続き努力しておりますので、ぜひよろしく

ご評価のほど、お願いしたいと思います。 

○古城委員  私からも一言よろしいですか。先ほどのデータベースの有料化の話なので

すけれども、研究者の立場からいうと、それはやらないでいただきたいというのは非常に

思います。それをやると、多分、発信力が落ちてしまいますし、やはりデータベースを無

料で公開するというのはほぼ世界的な原則になっていると思うので、それをやってしまう

と、失うものも大きいのではないかという気はします。 

○中島理事長  １点だけつけ加えると、まさに今、先生、おっしゃられたような形に即

してでもないのですが、我々、先ほどちょっと申し上げたように、なるべく多くのデータ

ベース等を公開しようということをやっておりまして、データベースだけではなくて、

我々の研究の中で行ったパネル調査とかアンケート調査とか、そういうものも使っていた

だけるようなものについてはなるべく整備をして外に出すような形にしておりますので、

それも含めて、研究者の方にもいろいろ活用していただければというようにやっておりま

す。 
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○小野分科会長  ありがとうございました。いいお話をたくさん賜りまして、これは今

年度の実績に、そして来年もすごい実績が出てきそうに思います。本当にありがとうござ

いました。 

○中島理事長  よろしくご評価をお願いいたします。 

 

     （経済産業研究所退室） 

 

○小野分科会長   それでは、点数をつけるほうに入りたいと思います。この評価をみ

ていただくということなのですけれども、それぞれ形式的に集計をすると、総合評価のと

ころはちょっと置いておいて、２ページ目の２―１のサービスの質の向上というのはＡ、

Ａ、ＡＡですから、足すと、点数化すると何点ですか。 

○坂本室長  4.33……です。 

○小野分科会長  4.33ということで、ここは一応Ａということになります。 

 それから５ページ目の２―２のところは皆さんＡですから、Ａの 4.0ということになり

ます。 

 それから業務の効率化、８ページですが、小笠原先生もＡをつけていただきましたので、

Ａの 4.0と、こういうことです。 

 最後の 12 ページの財務内容ですが、これはＡ、Ｂ、Ａですから、3.66……の一応Ａと、

こういうことになりまして、全部無表情に足しますと、4.3＋4.0＋4.0＋3.7 と、こうい

うことになりまして、12.0 ということです。それにパーセントを掛けてくださいますか。

とりあえず機械的にやると……。 

○小笠原委員  4.081ですか。 

○小野分科会長  4.08……高いですね。 

○坂本室長  やはりＡＡの 40％が…… 

○小野分科会長  4.3 が効いているんだ。ということは、古城先生の評価が効いていて、

前年よりは点数が上がった感じになります。トータル 40 と 30 にしましたから、そこで

10％プラスがありますので。単純計算するとそういうことですということで、総合的にみ

ても、よくやっていますということなのだろうと思います。去年との対比でも。そういう

意味では、皆さん、進化しているというようなことがいえるのかなというのが総合的なと

ころでありますが。 
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 そうしたら、少し逐条的にみてまいりたいということであります。 

 それでは２ページのところですけれども、サービスの質の向上の①というところで、こ

れはぜひ古城先生に、ＡＡをつけていただいているので、その理由を。 

○古城委員  何度も評価の視点とかみたのですが、そもそもＡＡというのは法人の実績

について質・量の両面において中期計画を超えた極めてすぐれた……と。それでＡが、

質・量のどちらか一方において中期計画を超えてすぐれたパフォーマンスということにな

っていて、なので、この質と量のことをみると、両方とも、やはりかなり超えているので

はないかというように思ったのです。ですから、この規準でいくと、ＡＡとつけてもいい

のかなと。特に量については、かなり超えていると思ったのです。昨年度より、例えば書

籍の件数などは減っているので、そういうことを勘案しろというのだったら、Ａなのかな

と思ったのですけれども、ほかがかなり超えてしまっているので、ＡＡとつけてもいいか

なと。ちょっと甘いのかなと思いつつも。 

○小野分科会長  おっしゃるとおりなのだろうと思うのです。私は、実績はＡＡだけれ

ども、余りこれはいわないほうがいいなというので、Ａにしているということなのです。

古城先生、ありがとうございました。 

 小笠原先生は今のところで何かつけ加えられる評価のポイントみたいなものはあります

か。 

○小笠原委員  ここに書いたとおりで、そういう意味では質・量ともに上回っているの

は事実なのですよね。それはアウトプットだけの話ではなくて、こういう政策評価である

とか、学術評価の面でも非常に……。以前は、アンケートのとり方そのものがあれ？ と

いうような、件数が少なかったりとか、中にはすごくネガティブな回答があったりとかし

たのですけれども、今はもう本当に、そういった意味でも高評価なので、質・量ともに問

題ないと思います。ただ、僕もところどころにエクスキューズというか、前年との平均で

いえば、ここだけ群を抜いてというように評価し過ぎるのはどうかなとか、あるいは、先

ほど中島理事長からのお話がありましたけれども、やはりほとんどタイムリーなテーマを

選んでいらっしゃるので、その辺の成果も、まだ未実現の部分もあるので、みていきたい

なというのを少し重ねて、僕もＡという感じです。ＡＡというのは、かつてなかなかつけ

られなかったのですよね。 

○小野分科会長  そうなのです。 

 それでは、３ページ、４ページは飛ばして、５ページのサービスの質の向上の②のほう
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ですが、ここでコメントをいただけますでしょうか。これも古城先生から。 

○古城委員  こちらのほうも、やはり前年度に比べてもよくやられていると思いました。

ここにあるように、私はデータベースというのはかなり地味な作業だと思うのです。こう

いうことをやれるところってやはり限られていると思うのです。ですけれども、こういう

ことをして、これによって、地味ですけれども、発信は…… 

○小野分科会長  件数は相当上がっているのですよね。参考資料の縦長のものがありま

すけれども、これでみると、データベースのアクセス数というのが、ＪＩＰなどは倍にな

ったのです。みんな、すごい勢いなのです。これだけみると、本当に申し分なしみたいな

ことなのですけれども。 

○古城委員  そういう意味で、シンポジウムとかハイライトシリーズとか、そういうの

も重要だと思うのですけれども、こういう地味なところでも着実に伸びているので、Ａと

いうことでいいのではないかと思います。データベースも余り使われないものだと、ずっ

とやっていくと、だんだん費用がかさんできてしまうにもかかわらず、やめられないとい

うのがデータベースなのです。余り使われなければ、何らかの方法でやり方を変えるとか

して経費を抑えるとか、そういうことも必要かとは思うのですけれども、今のところ割と

使われているので…… 

○小野分科会長  使われていますよね。 

○古城委員  日本の経済もこんなに関心を集めるようになってくると、いろいろとまた

海外でも使うのかなという感じはしますよね。 

○小野分科会長  世の中がクラウド、クラウドといっていて、インターネットで探して

くると、いろいろなデータがとれるというのが少しずつ社員にも広がっている感じはする

のです。だから、本を読んでいるよりもコンピュータと向き合っている時間のほうがうん

と長くなっているように思いますので、こういう基礎的なデータをどう編集するかという

のは非常に大事なことになってきますよね。あるデータとあるデータを組み合わせると、

全く別の議論ができたりしますのでね。そういう意味では非常に大事な視点だと思います。 

 ありがとうございます。それでは、８ページの小笠原先生の得意な分野に入っていきた

いと思います。ここは小笠原先生からコメントをいただけますか。 

○小笠原委員  これは評価を個別のテーマごとにＡとかＢとかつけた結果でして、実は

一番最初の８ページの表紙をＢにしたという記憶がないのです。個別にＡをつけていただ

けの記憶で、別に総合評価でＢとかという話ではなくて……。 
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 それで、今回８項目ぐらいある中で、重要なウエイトをこの中で占めるべきなのは多分

前半の部分ですよね。前半の部分でいうとＡをつけて、むしろ入札に関することとか、こ

ういうのは重要性も低いですし、普通にやっているということでの評価だったものですか

ら、恐らく業務運営が効率化していないのに、パフォーマンスがいいものがアウトプット

で出るなどということはないと思いますから、順当にＡではないかなと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 ここはもうほかの独法と比較しても業務改善というのは相当できてきていて、しかも理

事長さんが民間出身で、かなり民間的な手法を導入していただいているので……。ずっと

民間出身がやると、またマンネリ化するのだと思うのですけれども、官の方と民の方が行

ったり来たりしながら、そのときそのときの状況に合わせて高めていけるというのはいい

ことだと思います。そういう意味で非常にいいタイミングで内部統制というようなところ

に議論が当たっているので、よかったなと思います。 

○小笠原委員  あと、さっきの政策提言・普及業務というのは、ずっと毎年やっていま

すけれども、評価が非常に難しいなと思っていまして、可視できるものではなかなかない

というか、提言した効果が政策として実現したかどうかという部分、だから１の質の高い

サービスということは、本音はＡＡなんだというところは確信をもっていえることなので

すけれども、２番目の部分というのは、今回ウエイトが高くなったので、結構しらみつぶ

しにというか、拝見していたのですが、それは非常に難しい…… 

○小野分科会長  これは、データ的には、例えばコンサルティングフェローみたいな方

がおられるではないですか。経済産業省の実務をやった方が研究者に入っておられると。

その人数推移とか、あるいはテーマ数とか、そういうのをとらえると、多分ふえているの

だと思うのです。コンサルティングフェローの人数も多分ふえておられると思うのです。 

○坂本室長  そうですね、満足度しかとっていないのですけれども。経産省の職員がコ

ンサルティングフェローとなって研究に参加した例も複数あると思います。 

○小野分科会長  だから、実際にはそういう交流が行われていて、ＲＩＥＴＩのポジシ

ョンが上がったのだと思うのです。ＲＩＥＴＩ経由で政策マンができつつあるのではない

かという気もします。そういう意味で、政策提言について、みんなが聞く耳をもってくれ

るようになったのではないかという気がします。それは何か、もし数字のフォローができ

たら、親委員会でもこういう数字があるから、政策提言に乗ってきているのだと。研究所

と実務の間というのは、本当はがんがん入れかえたほうがいいのですよね。 
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 それでは、12 ページの財務内容ですけれども、これはさっき十分なご説明ができなか

った他法人との比較みたいな何かは、坂本さんのほうからコメントはありますか。 

○坂本室長  23 年度の業務実績評価で、経産省の 11 独法のうち、ＲＩＥＴＩも含めて

Ａをとれているのが４つあるのですけれども、親委員会で査定されて下がったところはな

かったのですが、この４つのＡを１つずつみていきますと、ＲＩＥＴＩは 23 年度につい

ては分室の面積を減らしてというのではっきりとしたコスト削減というのがいいやすかっ

たのと、他法人の親委員会の説明をみますと、債権の回収がこれだけ進んだとかいうもの

です。 

○小野分科会長  どこでしたか。 

○坂本室長  ＮＥＸＩですね。回収実績率、目標 20％に対して 71％とか、あとＮＥＤ

Ｏの石炭勘定で債務者の区分を変更して利益剰余金 22 億円出たとか。あと中小機構が、

繰越欠損金 407億円減少とか、対前年比で不良債権 162億円削減とか、数字ではっきり出

ていています。ＲＩＥＴＩでは業務の効率化に比べますと、財務内容でそこまではっきり

数字が改善したというものがありません。 

○小野分科会長  悪いことしていないからね。 

○坂本室長  そうなのです。不良債権とか、そもそも該当していません。 

○小笠原委員  不良債権を回収すればＡだというのもちょっと変ですね。 

○坂本室長  そうですね。ＲＩＥＴＩになかなか該当しない。 

○小野分科会長  財務内容のところは、さっき議論としてはデータベースの有料化みた

いな話がありましたが、これは国際ルールは無料化ですから、無料になっていますという

ことで、先生方、皆さん、そういうことを要求しますかといって問いかければ、それは無

料にしましょうということでいけると思うのです。 

○古城委員  収入はふえますけれども、発信力は落ちるという、そういうことのトレー

ドオフが発生しかねない問題だと思います。 

○小野分科会長  もっと高額に、何億もとれるのなら、これはやってもいいけれども。

むしろ特許みたいな制度が経済界にも、何とかの理論は特許になるみたいなのがあるとい

いのだけれども。 

○古城委員  引用するたびに…… 

○小野分科会長  そう、引用するたびに入ってくるとかという、技術のほうはそういう

のがあるのだけれども、だから産総研のほうはやりやすい。 
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 いずれにしろ、皆さんのご議論をいただいたところで親委員会にもっていきたいと思い

ます。非常に詳しく書いていただいていますので、しっかり読み込んで、ＰＲしてきます。 

 おおむねそういうことで冒頭の点数化された数字をつくっていただきましたけれども、

そういうことでよろしいでしょうか。 

○島田係長  基本的にＡ評価、４つＡということで……。 

○小野分科会長  はい。 

 一応審議としては以上で終了したいと思います。そんなところで、本当に暑い中をきょ

うはお集まりいただいて、ありがとうございました。 

 親委員会の報告はペーパーを１枚つくります。それを先生方にお送りします。それで私

に一任していただけますでしょうか。 

○古城委員  はい、もちろん……。 

○小笠原委員  もちろんです。 

○小野分科会長  では、ありがとうございました。 

 

                                                                  ――了――   


