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独立行政法人経済産業研究所　平成25年度業務実績評価シート

評価項目 業務実績報告事項 記載内容

Ⅰ．サービスの質 １．調査及び研究業務 ○

○平成25年度は、74研究プロジェクトを実施した。（24年度：63研究プロジェクト）

＜代表プロジェクトの概要＞
・グローバルな市場環境と産業成長に関する研究(若杉隆平FF) 

資料２

評価事項

(1)研究成果
(プロジェクト毎概要）

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25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25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

①貿易投資
　　1.グローバルな市場環境と産業成長に関する研究(若杉隆平FF)
　　2.現代国際通商システムの総合的研究（川瀬剛志FF）
　  3.現代国際通商・投資システムの総合的研究（第Ⅱ期）（川瀬剛志FF）
　　4.国際投資法の現代的課題（小寺彰FF）
　　5.我が国における貿易政策への支持に関する実証的分析（冨浦英一FF）
　　6.複雑化するグローバリゼーションのもとでの貿易・産業政策の分析（石川城太FF）
　　7.通商協定の経済学的分析（佐藤仁志F）
　　8.FTAの経済的影響に関する研究(浦田秀次郎ＦＦ）
　　9.企業ネットワーク形成の要因と影響に関する実証分析（戸堂康之ＦＦ）
　　10.貿易・直接投資と環境・エネルギーに関する研究（神事直人FF）

国内需要が拡大する余地の乏しくなっている日本にとって、産業発展や経済成長にはグローバルな市場との統合がます
ます重要となっている。これまで日本企業の国際化（輸出、直接投資、海外生産）の実態や国際化を促す諸要因に関する
研究が蓄積されてきたが、国際化が国内産業の成長・雇用・技術革新に与える影響について分析すべき課題がまだ残さ
れている。また、外国企業の日本市場への参入（財・技術の輸入、直接投資）が国内産業の活性化を促す効果に関しても
分析すべき課題がある。本プロジェクトでは(1)外国企業の参入と日本の市場環境・企業成長に関する分析、(2)企業ネット
ワークとオフショアリング、税制を視野に入れた企業の国際化と産業発展・イノベーションに関する分析、(3)グローバル化
する中国市場での日本企業の発展に関する分析等をテーマとした研究を行う。これらの課題を解明することは、国内産業
活性化のための産業政策を形成する上で有益な知見を提供することになる。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

・FTAの経済的影響に関する研究(浦田秀次郎ＦＦ）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

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

・East Asian Production Networks, Trade,Exchange Rates, and Global Imbalances（ウィレム・ソーベックSF）
　

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

本研究の目的は、FTAの日本経済への影響を分析し、日本政府によるFTA政策の構築および実施において有益な情報
を提供することである。FTAの経済への影響について、事前および事後分析という形で行う。事前分析では、FTAが発効
する以前に、FTAにより生じる関税削減などの政策変化の影響について一般均衡モデルのような経済モデルを用いて、
シミュレーションを行うことで分析する。具体的には、現在交渉中の環太平洋経済連携協定（TPP）、東アジア地域包括的
経済連携協定（RCEP）などの日本経済への影響について分析する。

事後分析では、FTA発効後に実際に観察された統計を用いて、FTAの経済効果を分析する。具体的には、FTAによる関
税削減が貿易に与えた影響を明らかにする。事後分析は2段階で分析を進める予定である。第1段階では、FTAによる
FTA相手国の財市場およびサービス貿易市場の開放状況を分析する。第2段階では、第1段階の情報を用いて、FTAの
財貿易およびサービス貿易への影響を実証的に分析する。

24年度 25年度
件数 16件 48件

②国際マクロ
　　1.為替レートのパススルーに関する研究（伊藤隆敏FF）
　　2.通貨バスケットに関する研究（小川英治FF）
　　3.公的債務とデフレを中心としたマクロ経済政策の分析（小林慶一郎SF）
　　4.輸出と日本経済：2000年代の経験をどう理解するか？（祝迫得夫FF）
　　5.East Asian Production Networks and Global Imbalances（ウィレム・ソーベックSF）
　　6.East Asian Production Networks, Trade,Exchange Rates, and Global Imbalances（ウィレム・ソーベックSF）

グローバル生産販売構造を持つ日本企業は多国籍企業としての価格設定行動と整合的なインボイス通貨選択と為替リ
スク管理体制を構築している。当プロジェクトの目的は、こうした合理的な為替戦略を持つ多国籍企業による貿易取引を
前提としてパススルー（為替レート変動による輸出入・国内価格の変化）に関する次のような課題の解明を行うことであ
る。(1)市場シェアや製品差別化の程度などの財レベルの諸要因、あるいは企業の財務状態や資金調達コストといった企
業レベルの諸要因のマクロレベルのパススルーへの影響を理論的・実証的に再検証すること、および(2)日本の円の国際
化のプロセスの再解釈と新興国通貨の国際化への政策的インプリケーションの導出である。

複雑な生産・流通ネットワークは東アジアの特徴である。日本、台湾、韓国などの熟練労働者によって生産された高性能・
技術集約型の部品は中国やASEAN諸国に輸出され、低賃金労働者によって組み立てられ、主としてアジア地域外に再
輸出される。東アジアからの輸出は、欧米との大きな不均衡を引きおこしてきた。本プロジェクトでは、為替が東アジアな
どの貿易パターンにどのような影響をもたらしているか、東アジアの輸出や生産ネットワークがどのように進化しているの
か研究する。基本的に、サプライチェーンに携わる各国の為替レートは輸出に影響を与えると考えられる。そのため、本プ
ロジェクトでは、中国、韓国、台湾、日本、ASEANの為替レートが東アジア地域の輸出にどのような影響を及ぼしているか
について研究する。また、2007～2012年の円高と2012年11月以降の円安が、日本の貿易や日本企業の収益性にどのよ
うな影響をもたらしたのかについても研究する。さらに、スイスなどにおける為替政策の経験についても取り上げる。ま
た、本プロジェクトでは、東アジアの輸出品の高度化について検証する。日本は近いうち技術的フロンティアに到達するの
だろうか。韓国・台湾と日本との差はどの程度あるのだろうか。ASEAN諸国はどのように比較優位性を向上させているの
だろうか。アジア諸国は域外への輸出において、どの程度協業し、どの程度競合しているのだろうか。最終的には本研究
の政策的インプリケーションを示したい。

24年度 25年度
件数 14件 13件



3

評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

＜代表プロジェクトの概要＞
・地域経済の復興と成長の戦略に関する研究（浜口伸明FF）

・地域の経済成長に関する空間経済分析（田渕隆俊FF）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

＜代表プロジェクトの概要＞
・イノベーション過程とその制度インフラの研究（長岡貞男FF）

③地域経済
　　1.グローバル化と災害リスク下で成長を持続する日本の経済空間構造とサプライチェーンに関する研究（浜口伸明FF）
　　2.地域経済の復興と成長の戦略に関する研究（浜口伸明FF）
　　3.都市の成長と空間構造に関する理論と実証（田渕隆俊FF）
　　4.地域の経済成長に関する空間経済分析（田渕隆俊FF）
　　5.経済集積の形成とその空間パターンにおける秩序の創発：理論・実証研究の枠組と地域経済政策への応用（森知也FF）
　　6.東日本大震災に学ぶ頑健な地域経済の構築に関する研究（奥村誠FF）
　　7.持続可能な地域づくり：新たな産業集積と機能の分担（中村良平FF）
　　8.経済グローバル化における持続可能な地域経済の展開（中村良平FF）
　　9.組織間、発明者間の地理的近接性とネットワーク（齊藤有希子F）

本研究は地域経済の震災からの復興に関する研究として、(1)東日本大震災で被災した企業の生産設備復旧を助成する
グループ化補助金は適切なターゲッティングをすることができたかどうかを評価する研究と、(2)阪神淡路大震災後の企業
データから震災が企業の参入退出に与えた影響を分析し、産業集積の変容と地域経済への影響を明らかにする。さら
に、地域経済の成長戦略として、(3)近年、人口集中と特許申請が負の相関関係にある要因を分析し、研究開発の地方分
散化を通じた地域成長モデルの考察と、(4)サプライチェーンの分析を通じた産業別の国内と海外、大都市圏と地方圏の
生産配分の趨勢を明らかにし、国内の大都市圏と地方圏で採るべき政策を議論する。

グローバル化やサービス経済化が進行する一方で、わが国は少子高齢化によって人口が減少しつつある。このような経
済環境において、都市や地域が経済成長をする原動力を明らかにし、社会の経済厚生を高める政策を模索することが本
プロジェクトの主な目的である。都市や地域の成長は特定地域にとどまるものではないので、グローバル化という視点か
ら都市経済にアプローチする。具体的には、経済地理学モデル、競争サーチモデル、動学的一般均衡モデル、租税競争
モデル、空間競争モデルを構築し、空間経済を分析することによって、社会的に望ましい経済政策の提言を行う。

24年度 25年度
件数 14件 18件

④技術とイノベーション
　　1.イノベーション過程とその制度インフラの研究（長岡貞男FF）
　　2.イノベーションへの標準政策（青木玲子FF）
　　3.標準と知財の企業戦略と政策の研究（青木玲子FF）
　　4.日本型オープンイノベーションに関する実証分析（元橋一之FF）
　　5.公的研究機関のナショナル・イノベーションシステムにおける役割（後藤晃FF）
　　6.イノベーションと組織インセンティブ（伊藤秀史FF）

本プロジェクトでは、2回にわたる発明者サーベイなど、イノベーションの過程を把握できるオリジナルなデータを活用し
て、日本のイノベーション過程の実態を国際的な観点から把握するとともに、それに基づく、エビデンス・ベースの政策形
成に貢献する分析を提供する。イノベーション推進のための知的財産制度(日米の特許制度と特許権の価値の制度的源
泉、職務発明制度、開示制度、スタートアップ企業や外資企業などから見た特許制度など)、研究開発生産性(発明者の
生産性、発明クラスター、標準の役割)、産学連携(国立大学法人化の効果、高等教育と産業イノベーションのマッチング
等)について研究を行う。また、海外の主導的な学者との国際的な共同研究を推進する。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

・公的研究機関のナショナル・イノベーションシステムにおける役割（後藤晃FF）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

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

・サービス産業に対する経済分析：生産性・経済厚生・政策(権赫旭FF、乾友彦FF)

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

本プロジェクトでは日本の公的研究機関の日本のナショナル・イノベーション・システム（NIS）における役割を研究する。大
学のNISにおける役割については近年、さまざまな研究が進められているが、公的研究機関についての研究は少ない。
公的研究機関が国の研究費や研究者数に占める割合も減少傾向にある。日本がキャッチアップする時期における公的
研究機関の役割については興味深い研究が行われているが、最近の時点での研究は少ない。ポスト・キャッチアップ期
における公的研究機関の役割について、特許、文献データの分析、公的研究機関および研究者へのアンケート調査、海
外との比較などを通じて検討していきたい。

24年度 25年度
件数 12件 8件

⑤産業・企業生産性向上
　　1.東アジア産業生産性（JIP,CIP)(深尾京司FF)
　　2.日本における無形資産の研究：国際比較及び公的部門の計測を中心として(宮川努FF)
　　3.地域別・産業別データ分析の拡充と分析(徳井丞次FF)
　　4.サービス産業に対する経済分析：生産性・経済厚生・政策(権赫旭FF、乾友彦FF)
　　5.日本企業の競争力：生産性変動の原因と影響(清田耕造FF)
　　6.経済変動の需要要因と供給要因への分解：理論と実証分析(小西葉子F)
　　7.日米相対比価体系と国際競争力評価（野村浩二ＦＦ）

生産年齢人口が減少する日本が経済成長を持続するには、全要素生産性（TFP）の上昇が必須である。本プロジェクトで
は、産業、企業レベルのデータを整備、活用することにより、日本のTFP上昇の動向とその決定要因を明らかにし、日本
の潜在成長率を高める方策を検討する。具体的な活動としては、産業レベルで日中の全要素生産性を計測するJIP・CIP
データベースの拡張と更新を行なうと同時に、企業・事業所レベルのデータを活用することにより、経済のグローバル化
や無形資産投資、規制等がTFPに与える影響を分析する。また海外の他組織と共催しているAsia KLEMSプロジェクトや
World KLEMSプロジェクトを通じて、日本の生産性動向を欧米やアジア諸国と比較可能にする。

日本のサービス産業の生産性は、1970年代以降の40年間を一貫して低迷を続けている。経済全体の付加価値の70%以
上を占めるサービス産業の生産性を高めることが、日本経済の成長、生産性上昇の鍵となる。そこで本プロジェクトでは、
今まで分析の遅れてきた医療、教育産業の生産性、競争力の決定要因の分析に加えて、ICTと人的資本がサービス産業
の生産性に与える効果や、規制緩和がサービス産業における資源配分や生産性の改善に与える効果について分析す
る。

24年度 25年度
件数 21件 26件
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

＜代表プロジェクトの概要＞
・新しい産業政策に関わる基盤的研究(大橋弘FF)

・企業金融・企業行動ダイナミクス研究会（植杉威一郎ＦＦ）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

⑥新しい産業政策
　　1.新しい産業政策に関わる基盤的研究（第Ⅰ期）(大橋弘FF)
　　2.新しい産業政策に関わる基盤的研究（第Ⅱ期）（大橋弘FF）
　　3.日本経済の課題と経済政策Part3－経済主体間の非対称性－(吉川洋FF)
　　4.中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長（青山秀明FF）
　　5.物価ネットワークと中小企業のダイナミクス(青山秀明FF)
　　6.グローバル化･イノベーションと競争政策（第Ⅰ期）(川濵昇FF)
　　7.グローバル化･イノベーションと競争政策（第Ⅱ期）(川濵昇FF)
　　8.グローバル化と人口減少時代における競争力ある農業を目指した農政の改革(山下一仁SF)
　　9.大震災後の環境・エネルギー・資源戦略に関わる経済分析（馬奈木俊介FF）
　　10.原発事故後の経済状況及び産業構造変化がエネルギー需給に与える影響(馬奈木俊介FF)
　　11.電力自由化に関わる国際比較研究(八田達夫FF)
　　12.企業金融・企業行動ダイナミクス研究会（植杉威一郎ＦＦ）

わが国経済が抱える諸課題は、経済活動のグローバル化の進展による国内の財・サービス市場や労働市場への影響、
人口減少・少子高齢化に伴う内需減退の懸念、経済の効率性の追求と安全・安心を求める社会的な要請の両立など、多
様多岐にわたっている。加えて高い法人実効税率など、震災前から指摘されていたわが国企業を取り巻く環境が、昨今
のエネルギー政策の見直しなどでさらに厳しさを増すなか、製造業を中心として海外生産へのシフトが加速されることが
懸念されている。産業構造がトレンドとして製造業からサービス業へとシフトしている中で、雇用の受け皿としての新たな
産業分野の創出が望まれている。本プロジェクトでは、そうした問題意識を背景として、新しい「産業政策」と「新しい産業」
政策の双方に関わる基盤的な研究を行うことを目的とする。

本プロジェクトでは、企業金融、銀行行動、企業間取引を含む企業ダイナミクスについて、政策的な関心に対応する研究
課題を設定し、主にデータを用いた実証分析を通じて成果を挙げる。具体的には、中小企業円滑化法期限後の中小企業
（特に経営不振企業）における資金調達の現状、政府系金融機関による関与の効果、大震災が企業行動のダイナミクス
に与える影響がある。それ以外の研究課題についても、不動産市場を通じた銀行貸出の実体経済への波及メカニズム、
エクイティによる資金供給効果などを取り上げ、政策的な含意を得るように努める。

24年度 25年度
件数 13件 21件

⑦人的資本
　　1.労働市場制度改革(鶴光太郎FF)
　　2.企業内人的資源配分メカニズムの経済分析－人事データを用いたインサイダーエコノメトリクス(大湾秀雄FF)
　　3.日本経済社会の活力回復のための基礎的研究(西村和雄FF)
　　4.財政的な統一視点（財政制約下の最適資源配分）からみた教育財政ガバナンス・システムの構築(赤井伸郎FF)
　　5.人的資本という観点から見たメンタルヘルスについての研究（関沢洋一SF）
　　6.ダイバーシティとワークライフバランスの効果研究（樋口美雄FF）
　　7.変化する日本の労働市場-展望と政策対応－(川口大司FF）
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

＜代表プロジェクトの概要＞
・労働市場制度改革(鶴光太郎FF)

・企業内人的資源配分メカニズムの経済分析－人事データを用いたインサイダーエコノメトリクス(大湾秀雄FF)

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

＜代表プロジェクトの概要＞
・社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学(市村英彦FF)

・経済活力と生活の質を向上させる社会保障制度（中田大悟Ｆ）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

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

企業の内部労働市場は、（1）労働者の能力を実際の仕事ぶりに基づき評価し、（2）訓練を通じ人的資本を蓄積し、（3）人
的資本の蓄積に応じて人材の再配置を行い、（4）短期長期両方のインセンティブを用いて“やる気”を高めるという多面的
な役割を果たしている。人事システムが効率的かという問いかけは、内部労働市場がそれぞれの役割をどの程度合理的
な仕組みで果たしているかという問題に帰着する。

本プロジェクトでは、日本企業数社の人事データを用い、日本企業の内部労働市場が、合理的企業行動を前提とする理
論と整合的になっているか、非流動的な労働市場を持つ日本経済において内部労働市場の働きが欧米企業と異なるか、
制度的要因が人的資源配分や価格付けにどのような影響をもたらしているか、組織内人材配置の変化がイノベーション
活動にどのような影響を与えているかなどの問題に取り組む。

24年度 25年度
件数 20件 26件

⑧社会保障・税財政
　　1.社会保障問題の包括的解決をめざして：高齢化の新しい経済学(市村英彦FF)
　　2.人口減少下における望ましい移民政策（中島隆信FF）
　　3.経済活力と生活の質を向上させる社会保障制度（中田大悟Ｆ）

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

本プロジェクトでは、まず、社会保障費用の負担が企業行動に与える影響について分析する。特に、社会保険料の事業
主負担が、雇用、賃金、投資行動などに与える影響について、マイクロデータを用いて分析することで、経済活力と親和
的な社会保障制度改革のあり方の政策議論に資する研究成果を提供する。また、マクロ経済において、社会保障セク
ターの存在が経済厚生、経済成長、政府財政にどのような影響を与えるのか、シミュレーション分析を行う。これにより、
超高齢化社会を迎える日本で、最適な社会保障給付の規模を明らかにする。さらに、持続発展の可能な介護セクター構
築のために、介護事業所の効率性分析と介護労働市場の入職・退職に関するマイクロデータ分析も実施する。

24年度 25年度
件数 12本 7件
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

⑨政策史・政策評価

＜代表プロジェクトの概要＞
・産業政策の歴史的評価（岡崎哲二FF）

○本プログラムから公表された内部レビューを経た論文（ディスカッション・ペーパー、ポリシー・ディスカッション・ペーパー）の数

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

　　1.原子力安全・保安院政策史(橘川武郎FF)
　　2.産業政策の歴史的評価（第Ⅰ期）（岡崎哲二FF）
　　3.産業政策の歴史的評価（第Ⅱ期）（岡崎哲二FF）
　　4.通商産業政策・経済産業政策の主要課題の史的研究（武田晴人FF）

第二次世界大戦後の日本で通商産業省・経済産業省が立案・実施してきた産業政策は、経済開発、特に製造業の発展を
求める開発途上国の政策当局者から、強い関心を集めている。しかし、その効果・役割に関する研究者の評価は大きく分か
れている。その基本的な理由は、産業政策のプラス効果とマイナスの副作用の両面にわたって、経済理論とマイクロ・データ
に基づいて客観的・定量的に分析した研究蓄積が不足していることにある。本プロジェクトでは、産業政策に関する一次資
料とマイクロ・データを発掘・収集し、それを経済学の枠組みに基づいて分析することを通じて、国際的に見て貴重な経験で
ある戦後日本の産業政策について、客観的・定量的な評価を行うことを目的とする。

⑩特定研究
　　1.中小企業の審査とアジアにおけるCRD中小企業データベースの構築による中小企業・成長セクターへの資金提供
　　 　(吉野直行FF)
　　2.ソーシャルイノベーションの活性化に関する調査研究（京大との共同研究）(佐分利応貴CF)
　　3.企業統治分析のフロンティア：企業成長・価値創造と企業統治(宮島英昭FF)
　　4.大震災からの復興と保険メカニズム構築に関する実証研究－日本の震災とタイの洪水を事例として－（澤田康幸FF）
　　5.気候変動枠組条約下での温室効果ガス削減事業を巡る国際動向調査(戒能一成F)
　　6.RIETIデータ整備(小田圭一郎SF)
　　7.官民関係の自由主義的改革とサードセクターの再構築に関する調査研究(後房雄FF)
　　8.SNSを用いたネットワークの経済分析（松田尚子Ｆ）
　　9.企業活動に関する経済分析(松田尚子F)
　　10.強靱な経済（resillient economy)の構築のための基礎的研究（藤井聡FF）

24年度 25年度
件数 - 3件
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

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

（参考） 第三期期間目標値：420件以上
合計件数 24年度実績：157件

第二期期間平均件数：125.4件/年度
※今年度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・ペーパーを実績合計件数に含む。

○RIETIによるＭＥＴＩ関係課室へのアンケート結果

①政策ニーズとの合致について、次のような結果となった。（A～C：3段階評価）

（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している） ・・・ 個
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致している ・・・ 個
とも合致していないとも言えない）
（研究プロジェクトは政策ニーズに合致していな ・・・ 個 ※有効回答数：70個（57個）
い。）

平均点　2.81　（2.84）　　　　⇒　　　　　　評価　A　（A）　　　　　　

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

②研究成果が政策形成にとって有用なものかについて、次のような結果となった。（AA～D：5段階評価）
※括弧内は平成24年度

（政策形成にとって有用だと考えられる） ・・・ 個
（どちらかと言えば政策形成にとって有用だと ・・・ 個
考えられる）
（有用とも有用でないとも言えない） ・・・ 個
（どちらかと言えば有用ではないと考えられる） ・・・ 個
（政策形成にとって有用ではないと考えられる) ・・・ 個 ※有効回答数：60個（54個）

平均点　4.40　（4.30）　　　　⇒　　　　　　評価　A　（A）　　　　　　　　

（48個）
（9個）

（0個）

（25個）

193件
25年度実績25年度目標

84件

（0個）
（0個）

ユーザーの満足度＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　93.81%　（94.7%）　　　　　　

1

（20個）

C評価

0
1

11
58

18

ユーザーの満足度＝すべてがAA評価である時を100%とした場合　　⇒　　88.0%　（85.9%）　　　　　

7 （9個）

A評価

D評価

A評価

AA評価

B評価
C評価

34

B評価

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

（2）内部レビューを経た論文の
公表数

(3)RIETIが実施したアンケート
によるMETI関係課室の当該プ
ログラムの研究プロジェクト評
価
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○外部レビューアー（専門分野の大学教授等）による学術水準の評価結果
※括弧内は平成24年度

（国際的に見ても十分通用する水準にある） ・・・ 個（42個）
（高い水準にある） ・・・ 個（81個）
（平均水準に達している） ・・・ 個（36個）
（平均水準未満である） ・・・ 個（6個）
（著しく平均水準を下回る） ・・・ 個（0個） ※有効回答数：198個（165個）

（有効回答数はDP・PDPに
平均点　3.85　（3.96）　　　　⇒　　　　　　評価　A　（A）　　　　　　  出版した書籍数を加えた総和）

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

（参考） 24年度件数：258件

○学術的成果として国際的に高い評価を得た実績

（参考） 24年度収録件数：33件

○白書、審議会資料等における研究成果の活用の件数

（参考） 24年度引用件数：45件

外部レビューによる学術的水準＝すべてがAA評価である時を100%とした場合　　⇒　　76.97%　(79.3%）　　　　　

30
合計

55

100

42

25年度実績

B評価

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

C評価

A評価

25年度目標

93

20

249

9

25年度目標

0

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

合計引用件数

　英文査読付き学術誌への掲載及び英文専門書籍への収録件数：35件
　　※この他、平成25年度にオンライン上に掲載された査読付き論文で、平成26年度以降に刊行予定のものが9件ある。

外国語によるニュースレター・広報誌等の件数

AA評価

D評価

（参考）主な引用事例
　　・経済産業省「通商白書」：21件
　　・内閣府「経済財政白書」：20件
　　・厚生労働省「労働経済の分析」：4件

54

124
95

25年度実績

(4)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



10

評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

(6)特記事項 ○平成25年度に重点的に実施した事業及び成果については、以下のものがある。

②今期、4度目となる「くらしと健康の調査」を始め、以下のアンケート調査を実施。

○BSWS等の開催実績は下記のとおりである。

（参考） 24年度開催回数
BSWS ：7回
DP検討会 ：95回
PDP検討会 ：9回
中間報告会 ：6回

※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。

79人

調査名

37回
1,076人

7回 11.3人PDP検討会
中間報告会 0回 0人 0人

開催回数 参加者延べ人数 平均参加人数

14.8人547人
DP検討会 82回

タイ国工業団地及び企業の地理情報・洪水被害に関するアンケー
ト調査

BSWS

①都道府県別産業生産性データベース（Regional-Level Japan Industrial Productivity Database、略称R-JIP）の構築
　１）日本の地域間生産性格差や産業構造を分析するための基礎資料として、「都道府県別産業生産性データベース」
　　（Regional-Level Japan Industrial Productivity Database、略称R-JIP）を構築し、平成25年6月より公表した。

　２）かねてより公表している「日本産業生産性データベース(Japan Industrial Productivity Database、略称JIP)」が、産
　　業部門の詳細な情報（現行は108部門）と中間投入行列の情報を含み、日本全体の産業の詳細な生産性分析を行
　　うことができるデータベースとして構築されているのに対し、都道府県別の産業の情報を補完するものである。

プロジェクト名

13.1人

心の健康の増進が経済活動に与える効果を検証するためのWEB
調査

人的資本という観点から見たメンタルヘルスについての研
究

日本企業の貿易建値通貨の選択に関するアンケート調査 為替レートのパススルーに関する研究

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

くらしと健康の調査（滝川市・白川市）

大災害からの復興と保険メカニズム構築に関する実証研
究 -日本の震災とタイの洪水を事例として-

くらしと健康の調査（足立区・金沢市・調布市）

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

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 労働市場制度改革

③海外からの客員研究員、ヴィジティングスカラーの受け入れを行い、その研究成果を発信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（客員研究員　3名、ヴィジティングスカラー　4名）
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

２．政策提言・普及業務 ○平成25年度は、研究書を6冊発行した。

（参考） 第三期期間目標値：5年間で20冊以上
24年度発行冊数：8冊

○『出版タイトル名』著者名・編者名

○公開シンポジウム・セミナー等の開催総数

（参考） 第三期期間目標値：5年間で30回以上
24年度：シンポジウム（コンファレンス）の開催回数：10回

○BBLの開催総数

（参考） 第三期期間目標値：250回以上
24年度開催件数：62回

○シンポジウムにおける参加者の満足度

(N/A)

(75%)

(82%)

(N/A)

(80%)

(63%)

RIETI政策シンポジウム
　　「人的資本・人材改革
　　　　　　　　　　　―ライフ・サイクルを通じた教育・能力開発のあり方を考える」

87%

1.“Internationalization of Japanese Firms: Evidence from Firm-level Data”（英語版）　編著：若杉 隆平
2.『グローバル・ニッチトップ企業論』　著：細谷 祐二
3.『サービス産業の生産性分析－ミクロデータによる実証』　著：森川 正之
4.『環境・エネルギー・資源戦略　新たな成長分野を切り拓く』　編著：馬奈木 俊介
5.『最低賃金改革』　編著：大竹 文雄、川口 大司、鶴 光太郎
6.『経済レジリエンス宣言』　編著：藤井 聡

平成25年6月26日 RIETI政策シンポジウム
　　「『成長戦略』に迫る―第三の矢はどこまで飛ばせるのか？―」

85%

平成25年7月12日 国際シンポジウム
　　「日本の人事を『科学』する
　　　　　　　　　　　―グローバル化時代における雇用システムを考える」

84%

平成25年9月6日

平成25年6月4日 一橋大学・経済産業研究所 政策フォーラム
　　「資源エネルギー政策の焦点と課題」

87%

平成25年6月11日 第4回ハイライトセミナー
　　「成長をもたらす人的資本の形成」

75%

開催回数 50回 65回

新開催日時 件　名
満足度

()内はMETI職員の満足度

(2)公開シンポジウム・セミナー
等、BBL開催数

25年度目標 25年度実績
開催回数 6回 14回

平成25年10月3日

4冊 6冊

第5回ハイライトセミナー
　　「日本のイノベーションはどう進むのか」

79%

25年度目標 25年度実績

25年度目標 25年度実績
合計冊数

(1)研究成果を取りまとめた研
究書の出版刊行総数

(3)シンポジウム・BBLセミナー
等のMETI職員等の満足度
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

(N/A)

(84%)

(83%)

(N/A)

(74%)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

年間平均満足度 (74%)

（参考） 第三期期間目標値：3分の2（概ね66%）以上
24年度平均満足度：83%(85%)

○BBLにおける参加者の満足度
平成25年度　BBL全参加者の平均満足度は87%(87%)

（参考） 第三期期間目標値：3分の2（概ね66%）以上
平成24年度満足度：89%(88%)

平成26年2月3日 第7回ハイライトセミナー
    「グローバル化のもとでの地域経済の発展―『空洞化』を超えて」

平成26年3月10日 一橋大学・RIETI資源エネルギー政策サロン第1回
      「新たなエネルギー基本計画の強力な実行と将来展望」

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

76%

83%

N/A平成26年2月7日 京都大学経済研究所先端政策研究センター（CAPS）公開シンポジウム(RIETI共
催）

平成26年2月17日 RIETI特別セミナー
    「メガFTAによる新しい世界貿易と日本の戦略」

87%

平成26年3月3日 平成25年度ダイバーシティ経営企業100選表彰式・なでしこ銘柄 発表会
                                                                                         　シンポジウム
    経済産業研究所（RIETI）「ダイバーシティとワークライフバランスの効果研究」
    研究会　成果発表

平成25年12月5日 第6回ハイライトセミナー
     「2014年に向けての日本経済の課題
                        ―アベノミクス三本の矢はどこまで飛んでいるか」
　　 グ バ

86%

N/A

82%

平成26年3月5日 経済における女性の活躍に関する共同セミナー
－ 内閣府経済社会総合研究所、独立行政法人労働政策研究・研修機構、
                          独立行政法人経済産業研究所 －

78%

平成25年10月17日 日本経済再生に関する三研究所共同公開セミナー
　　－ 内閣府経済社会総合研究所、 財務省財務総合政策研究所、
                        独立行政法人経済産業研究所 －

78%
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○HP（トップページ http://www.rieti.go.jp/ ）のヒット総件数

（参考） 第三期期間目標値：毎年80万件以上

　（内訳）
日本語サイトのヒット件数 ：  110.4万件（95.6万件） ※括弧内は平成24年度
英語サイトのヒット件数 ：  37.0万件（40.6万件）
中国語サイトのヒット件数 ： 　6.7万件（6.2万件）
総ヒット件数： 154.1万件(142.3万件) →1日あたりの平均ヒット件数：約4,221件（約3,898件）

○研究論文1本あたりのダウンロード平均総数（累計）

（参考） 第三期期間目標値：研究論文1本当たり
年当たり平均4,400件以上 
24年度：研究論文1本あたり平均件数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

○電子メールによるニュースレター（日本語）月平均発行回数

（参考） 第三期期間目標値：月3回以上
24年度発行件数：4回/月

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

○印刷物による広報誌発行総回数

（参考） 第三期期間目標値：毎年5回以上
24年度発行件数：5回

25年度目標 25年度実績

発行回数 年5回以上 年5回

・第45号-「成長に向けての条件」
・第46号-「データが語るものは」
・第47号-「成長の原動力「人的資本」」
・第48号-"2013 in Review: Overlooking RIETI's activities and research findings"（英語版）
・第49号-「景気好循環への道―アベノミクス―」

月平均回数 月3回以上 月4回

25年度目標 25年度実績

平均4,400件以上 平均9,247件
*

25年度目標 25年度実績

(4)RIETIのHPへのヒット数及び
研究論文のダウンロード数

25年度目標 25年度実績

ダウンロード平均件数 研究論文1本あたり 研究論文1本あたり

ヒット件数 80万件以上 154.1万件

(5)ニュースレター等の発行回
数
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

（6）特記事項 平成25年度に重点的に実施した事業及び成果については、以下のものがある。

○研究成果の積極的な発信

○国際化の強化

(1)研究機関との交流
①欧州

(i) 欧州CEPR（経済政策研究センター）
・ワークショップを東京(RIETI)で共催（平成25年10月8日） 
　 タイトル“New Challenges to Global Trade and Finance”
・ポリシーディレクターのRichard BALDWIN教授の国際セミナーを東京(RIETI)で開催（平成25年12月4日） 

タイトル“The Development and Future of Factory Asia”
• 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（25年度13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（25年度7件）している。

(ii) East Asia-EU Economic Roundtable（European Centre for International Political Economy (ECIPE)等とco-organize)
・ラウンドテーブル2014を北京で開催（平成26年1月9日）

タイトル“New Developments and Challenges of Regional Trade Agreements”
(iii) フランスCentre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII)

・エコノミストのDr. Olena HAVRYLCHYK、Dr. Urszula SZCZERBOWICZをヴィジティングスカラーとして受入れ（平成25年9月）
　それぞれ1本ずつDP公表（平成26年3月）

②ウエブサイトで新たな取り組み
・英文でのFacebookのRIETI公式ページを開設。ソーシャルボタンの充実。
・E-bookコンテンツの発信。「東日本大震災－日本経済が震災を乗り越えるための政策提言」を配信。

③BBLセミナーの充実
　BBLセミナーは、65回開催、参加者数は延べ5514人となり、高い評価を得た。BBLセミナー会員は約3,200名超（H26年3月末
現在）と過去最大となった。

①シンポジウム等公開イベントの拡大
　内閣府経済社会総合研究所等の政策研究機関との共催セミナー、METI、東大、一橋大等との共催イベント、研究成果のタイ
ムリーな対外発信をするハイライトセミナーなど、多くの研究機関との連携もしながら、14回の公開イベントの開催をし、研究成
果の発信を行った。

④マスメディアを通じた発信の状況
・テレビ・ラジオでの情報発信
　中島理事長を中心に、アベノミクス、消費税増税関係や国際金融等についてテレビやラジオの番組でコメントや解説を行っ
た。
　平成25年度：28件（延べ出演回数・同一番組への複数回出演もそれぞれを1件ずつとして計上している）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）24年度件数：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25年度：27件（延べ掲載回数・常勤役職員に限る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）24年度件数：29件
・日本経済新聞「経済教室」への掲載
　日本経済新聞の「経済教室」でもRIETIの研究成果が取り上げられた。
　平成25年度：8件（RIETIフェローの他、研究会参加者等によるRIETIの研究成果引用を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）24年度掲載件数：9件
・日本経済新聞にシンポジウム等のサマリーの記事広告を行った（4回）
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

②米国
(i) ブルッキングス研究所

・シニアフェロー/日本部長のDr. Mireya Solísが率いる"Policy Dialogue Mission"とのミーティング（平成26年2月26日）
(ii) ピーターソン国際経済研究所

・中島理事長がAdam POSEN所長を訪問し、協力関係発展を確認（平成25年10月31日）
・Jeffrey J. SCHOTTシニアフェローのBBLセミナーを開催（平成26年1月31日）

タイトル“Current Status and Future Prospects of the TPP Negotiations”
・Posen所長のBBLセミナーを開催（平成26年2月26日）

タイトル“Abenomics--An American view”
(iii) CFR（外交問題評議会)

・中島理事長がJames LINDSAY (Senior VP)氏を訪問し、協力関係発展を確認（平成25年11月1日）
・ヴィジティング・スカラー(VS)の継続的受け入れ  

(iv) ハーバード大学
・インターンの受け入れ（リサーチアシスタント）（平成25年6月～7月） 

(v) ペンシルバニア大学ウォートンスクール
・中島理事長がThomas S. ROBERTSON校長を訪問し、協力関係発展を確認（平成25年10月31日）
・Gilles DURANTON教授執筆「世界の視点から」コラムを掲載（平成26年3月）

(vi) その他
・ブランダイス大学国際ビジネススクールのPeter A. PETRI教授の特別セミナーを東京で開催（平成26年2月17日）

タイトル“The New Landscape of World Trade with Mega-FTAs and Japan's Strategy”

③アジア・オセアニア
(i) 台湾 TIER（経済研究院） /韓国 KIET（産業研究院） 

・ワークショップを台湾で共催（平成25年12月12日）
タイトル“Structural Reform and Policy Challenges”

　 ・TIER研究員とのミーティング（SMEについて）（平成25年8月）
・TIERディレクターとのミーティング（グローバル・ニッチトップ企業について）（平成25年9月）

(ii) 中国DRC（国務院発展研究中心）
・ ワークショップ兼DP検討会を東京(RIETI)で開催(平成25年4月23日)

 中国企業の国際化に関する共同研究の最終発表を行った。(平成25年9月DP公表)
・RIETI殷研究員が介護労働者について共同研究を行う。H26年度にDP公表予定。

(iii) ANU AJRC（オーストラリア国立大学 豪日研究センター）
・RIETIウェブサイトに掲載されたコラムの転載開始（平成25年7月）

④国際機関
(I) OECD

・科学技術産業局Dirk PILAT次長の特別BBLセミナーを共催（平成25年12月20日）
タイトル“Japan's Growth Strategy ―What can be learned from international good practices?”

・競争委員会Frederic JENNY議長のBBLセミナーを開催（平成26年3月6日)
タイトル“Competition Law in a Gobal Economy”

(II) IMF
・中島理事長が篠原尚之副専務理事を訪問し、協力関係発展を確認（平成25年10月31日）
・アジア太平洋地域事務所(OAP) 所長補佐の木下祐子氏のBBLセミナーを開催（平成25年11月8日）

タイトル“世界経済と金融市場： 今後の見通しと政策課題”
・アジア太平洋地域事務所(OAP) シニアエコノミストのMr. Giovanni GANELLIのBBLセミナーを開催（平成25年11月22日）

タイトル“The Path to Higher Growth: Does Revamping Japan's Dual Labor Market Matter?”
・木下祐子氏、Giovanni Ganelli氏、青柳智恵氏をRIETIコンサルティングフェローに委嘱

(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（再掲）
・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、H25年度：
15件)
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○RIETIの政策提言・普及業務の外部レビュー（参考値）

・評価の方法
　ウェブ上で政策提言・普及業務活動に関してアンケートを行った。

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

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

A評価（十分その役割を果たしている） ・・・ 件（175件）
B評価（ほぼその役割を果たしている） ・・・ 件（218件） ※有効回答数：299件（407件）
C評価（あまりその役割を果たしていない） ・・・ 件（14件） ※計数右の括弧内はいずれも
D評価（ほとんどその役割を果たしていない） ・・・ 件（0件） 平成24年度実績である。

平均点　3.38（3.40）　　　　　 ※計算上、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算した。

「RIETIは目的を果たしている」との回答比率＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　84.5％（84.9％）　　　　　

参考：アンケート調査における数値の推移

第三期期間 Ａ～Ｄ評価単位：％

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

A評価（大変参考になった） ・・・ 件（237件）
B評価（多少参考になった） ・・・ 件（167件） ※有効回答数：304件（414件）
C評価（あまり参考にならなかった） ・・・ 件（8件） ※計数右の括弧内はいずれも
D評価（全く参考にならなかった） ・・・ 件（2件） 平成24年度実績である。

平均点　3.55（3.54）　　　　　 ※計算上、A評価＝4点、B評価＝3点、C評価＝2点、D評価＝1点として換算した。

「RIETIの活動が参考になった」との回答比率＝すべてがA評価である時を100%とした場合　　⇒　　88.7％（88.6％）　　　　　

5.0

3.40

0

A評価：十分その目的を果たしている

0.0

53.6
3.6

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

0

24年度
43.0

C評価：あまりその目的を果たしていない

125

53.6
3.4

121

11

平均点
D評価：ほとんどその目的を果たしていない

3.28

23年度

163

175

34.1

1.0

8

0.0

25年度
41.4

58.1B評価：ほぼその目的を果たしている

3.38
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

参考：アンケート調査における数値の推移

第三期期間 Ａ～Ｄ評価単位：％

３．資料収集管理統計加工及び統計 【RIETIデータベースの概要】
　研究所では政策分析用データベースの体系的整備を行っており、外部への情報提供を行っているところ、おもなデータベースは以下の
とおりである。

①JIPデータベース

②R-JIPデータベース

③CIPデータベース

④AMU and AMU Deviation Indicators　アジア通貨単位(AMU)と東アジア通貨のAMU乖離指標

⑤日本・中国・韓国の産業別名目・実質実効為替レート

⑥JSTAR（暮らしと健康の調査）
JSTAR（暮らしと健康の調査）の第4回調査を行った。また、第3回調査結果の提供を開始。

⑦RIETI-TID

⑧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）。

⑨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）。

⑩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。

⑪マイクロデータ計量分析プロジェクト

⑫RIETI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

（1）データベースの構築と活用
に向けた取り組み

日本の地域間生産性格差や産業構造を分析するための基礎資料として都道府県別産業生産性（R-JIP）データベース2012
年版（Regional-Level Japan Industrial Productivity Database 2012　略称R-JIP 2012）を提供。

中国の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料として中国産業生産性データベース（China Industrial
Productivity Database）を提供。現在は、2011年版を提供している。

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。
安定的に情報の提供を図っているところ。

日本、中国、韓国の為替レートの変化が各産業の対外競争力に与える影響の分析に資する産業別の実効為替レートを名
目と実質の両方で提供。

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。RIETI-TIDは、「2013年通商白書」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。

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。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。

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。

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として日本産業生産性データベース（Japan Industrial
Productivity Database）を提供。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25年度は、JIPデータベース2013を完成公表した。

0.5

57.2
40.3
1.9

平均点

24年度 25年度

C評価：あまり参考にならなかった 2.6

57.6A評価：大変参考になった 52.6

0.0

B評価：多少参考になった 43.6

23年度

3.8
0

39.8

D評価：全く参考にならなかった
3.553.49 3.54
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

【RIETI Webサイト アクセスログ件数】

第三期期間 （単位：件）

第二期期間 （単位：件）

※

・JSTAR（暮らしと健康の調査）のデータ提供件数

14,976.6

平成25年度のデータ提供件数は26件であった。
日本国内だけではなく、北米、ヨーロッパ、アジア諸国の研究者へデータ提供を行った。
利用申請者の中には、日本の高齢化の状況をより細かく分析展開しているProfessor Jayanta Bhattacharya（Stanford
University）、NBER（高齢化経済学の第一人者であるProfessor David Wise、Steven F. Ventiが所属）、世界銀行の研究グルー
プなどが含まれている。

⑧総合エネルギー統計の解説 16,480 17,339 14,093 14,066 12,905

4,432.0

②は平成25年度、③は23年度、④は20年度、⑤は日本分は23年度、中国、韓国分は24年度、⑥は22年度、⑦は19年度
から公表。
①及び③は平成24年度から英文Web、中国語Webのアクセスログ件数を合算。
④及び⑤は平成23年度から英文Web、24年度から中国語Webのアクセスログ件数を合算。
⑥は平成24年度から英文Webのアクセスログ件数を合算。

3,705.0
⑦RIETI-TID - 2,011 4,515 5,158 6,672 4,589.0
⑥JSTAR - - - - 3,705

14,862.3
⑤日中韓産業別実効為替レート - - - - - -
④AMU - - 15,681 16,554 12,352

-
③CIPデータベース - - - - - -
②R-JIPデータベース - - - - -

平均
①JIPデータベース
 11,422 10,984 17,274 14,536 14,626 13,768.4

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

⑨都道府県別エネルギー消費統計 16,286 14,373 12,208
⑩長期接続産業連関データベース 3,271 2,291 2,819

⑦RIETI-TID 6,191 7,639 7,840
⑧総合エネルギー統計の解説 10,571 9,561 9,380

②R-JIPデータベース

⑤日中韓産業別実効為替レート 11,481 28,243 32,501
⑥JSTAR 10,472 16,327 20,863

③CIPデータベース 718 11,936 13,254
④AMU 20,468 33,381 31,451

①JIPデータベース
 14,941 29,544 30,577

（2）データベースのユーザーに
よる利用状況

⑪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

11,349.2
⑩長期接続産業連関データベース 4,988 4,555 3,821 3,051 3,427 3,968.4
⑨都道府県別エネルギー消費統計 6,466 12,479 12,667 11,633 13,501

23年度 24年度 25年度

⑪マイクロデータ計量分析プロジェクト 4,442 5,105 4,210

－ － 7,927
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

東アジア産業生産性

DRC-RIETI Workshop
Internationalization of Chinese Firms -Empirical Analysis Using Firm-
level Data(P15の再掲）

グローバルな市場環境と産業成長に関する研究

H25.5

H25.7

H25.7 労働市場制度改革

H25.8

RIETIイノベーションセミナー
Moving Ideas from Lab to Market: Key findings and policy issues of the
economics of university technology transfer
研究室から市場にアイデアを移転する：大学からの技術移転の経済学
が何を示唆するか

イノベーション過程とその制度インフラの研究

ワークショップ
Financial Networks and Systemic Risk

中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長

ワークショップ
人的資本・人材改革

The Second Asia KLEMS International Conference
Creative Economy and Productivity Growth in Asia

イノベーション過程とその制度インフラの研究

H25.7
ワークショップ
2013 International workshop on Personnel Economics in Tokyo

企業内人的資源配分メカニズムの経済分析-人事データを用いたインサイ
ダーエコノメトリクス-

H25.8

RIETIイノベーションセミナー
韓国と中国におけるビジネス・グループの動態と日本への含意

H25.4

（1）ネットワークを活かした知の
ハブの構築

・各研究プロジェクトにおいて、研究の質を高める等の目的で、国内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、
セミナー等を開催。（14回）

年月

４．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

・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、最大の研究パフォー
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。

ワークショップ、セミナー名 プロジェクト名

H25.11
RIETI-CASS-CESSA Joint-Workshop
Industry-level Exchange Rate and Asian Integration - Focus on the
relation between China and Japan -(P15の再掲）

通貨バスケットに関する研究

H25.12
国際セミナー
The Development and Future of Factory Asia(P14の再掲）

グローバルな市場環境と産業成長に関する研究

H26.3

H26.2
RIETI・政策研究大学院大学(GRIPS）政策研究院共催ラウンドテーブル
ＥＰＡの経済効果

FTAの経済的影響に関する研究

H26.3
国際ワークショップ
イノベーションの科学的源泉を探る：今後のイノベーション政策への含意

イノベーション過程とその制度インフラの研究

H26.1
East Asia-EU Economic Roundtable 2014
New Developments and Challenges of Regional Trade Agreements(P14
の再掲）

RIETIコーポレートガバナンス研究会ワークショップ 企業統治分析のフロンティア：企業成長・価値創造と企業統治

※公開シンポジウム、セミナー等についてはP11～12、特定のプロジェクトによらず他国の研究機関との交流の一環として実施されたセミナー等については
P14～15を参照のこと。

FTAの経済的影響に関する研究

H26.1
RIETI/GRIPS ワークショップ
公的研究機関とイノベーション

公的研究機関のナショナル・イノベーションシステムにおける役割
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

（2）外部諮問委員会

（4）特記事項

・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25年12月18日に第4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

・海外委員とは、平成25年8月19日にジョルゲンソン委員と、同年12月4日にボールドウィン委員と、それぞれ個別に意見交換の場
を持った。ジョルゲンソン委員からは、労働市場改革、付加価値貿易は今後RIETIが重視すべき分野であるとの提案等があった。
ボールドウィン委員からは国際投資が喫緊の問題であるとの指摘を受けた。またRIETIが保有するデータセットの活用についてア
ドバイスがあった。
・第4回委員会では、個別の研究プロジェクトについて進捗と妥当性が議論されるとともに、新成長戦略やエネルギー政策、TPP
等への研究による貢献が求められた。国際連携をより一層推進すること、RIETIが国際的に評価されるためには権威ある学術誌
により多くの論文が掲載されるよう働きかけていくべき、との意見が示された。

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

（3）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

・外務省、弁護士、経団連等も交えての「国際投資法や通商システム・ガバナンスに関する研究」、ワークショップ等の場を設定
して産総研等の研究機関と議論を行っている「公的研究機関のナショナルイノベーションシステムにおける役割に関する研
究」、経産省、厚労省、文科省や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研究」等、テーマ
ごとに研究者や所管省庁である経産省にとどまらず、幅広く専門家を集めて研究を行っている。

・研究成果は、2013年版通商白書において、日本産業生産性（ＪＩＰ）データベース、全要素生産性指標等を用いた生産性や無形
資産に係る実証分析が数多く引用されているのを始め、企業の国際化、対外直接投資等の貿易投資PGの研究成果やワークライ
フバランスを巡る分析結果等が活用された。また平成25年度年次経済財政報告においてサービス産業の生産性に関する分析を
初めとしたRIETIの研究成果が多く参考にされているほか、厚生労働省の平成25年版「労働経済の分析」でも研究成果が取り上
げられている。
・規制改革会議雇用ワーキング・グループでは、人的資本PGのPD、労働制度改革PJのFFである鶴光太郎氏が座長としてRIETI
の研究成果を基に議論をリードしたほか、ＰＪメンバーが会議に参画し、労働時間改革やワークライフバランスと賃金との関係に
関する研究成果が紹介された。

・政策研究大学院大学（GRIPS）との間で、共同ワークショップの開催の他、連携協力協定の締結や中島理事長のGRIPSにお
ける講演などで、連携を深めた。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

Ⅱ．業務運営の （1）一般管理費の効率化
効率化

・平成25年度については、平成24年度に比し一般管理費が6.1％増加した。
・これは、標的型メールの攻撃が増加したことに対応してセキュリティ対策を強化したことや、RIETIの商標登録の更新年度にあたったこと
などによる前年
度比増加であるが、平成22年度との比較においては、平成25年度一般管理費は、24.2%削減されている。

一般管理費の推移 （単位：円）

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

（参考）平成22年度業務費と平成25年度一般管理費の比較 （単位：円）

（2）業務費の効率化

業務費の推移 （単位：円）

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

（参考）平成22年度業務費と平成25年度業務費（HPリニューアル費除く）の比較 （単位：円）

２．役職員の給与等の水準の適正化

○一般管理費については、第2期に続き、第3期中期目標期間中、運営費交付金によって行う事業について、毎年度平均で前年
度比3％以上の効率化を図ることとしている。

△ 11,366,858
25年度実績 削減額

22年度実績 25年度実績

・RIETIは、政策研究・提言活動を効果的・効率的に行う観点から、人的資源についても研究所のパフォーマンスが向上するよう
様々な手法を導入している。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、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期中期目標期間においては、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
必要があることも踏まえて、効率化のための普段の努力を行いつつ、研究体制の充実に努める。このため研究職員給与につい
ては、可能な限り効率化に努めつつ、研究の質の維持・向上のために必要な水準とする。

196,637,352185,270,494 -6.1%
前年度比削減率

削減額

○業務費については、第2期に続き、第3期中期目標期間中、新規追加・拡充部分を除き、毎年度平均で前年度比1％以上の効
率化を図ることとしている。

・平成25年度については、RIETIホームページ（HP）を日本工業規格に対応させるためのリニューアルに係る業務が新規に加わっ
ており、同業務にかかった9,975,000円を差し引くと、業務費は、平成24年度に比し0.9％増加した。(HPリニューアル費を除く前の
総額ベースでは、2.6%増加した。)
・平成22年度との比較においては、平成25年度業務費（HPリニューアル費除く）は、5.3%削減されている。

１．一般管理費及び業務費の効率化
に関する事項

（1）法人に特有の背景やおか
れている状況を示すとともに、
それに従って設定されている法
人の基本的な役職員の給与等
に関する基本的な方針

24年度実績
一般管理費

削減率
一般管理費 259,478,244 196,637,352 62,840,892 24.2%

24年度実績 25年度実績 削減額 前年度比削減率
業務費（HPリニューアル費除く） 581,525,244 586,766,049 -5,240,805 -0.9%

（HPリニューアル費除く）

業務費（総額） 581,525,244 596,741,049 -15,215,805 -2.6%
（総額）

22年度実績 25年度実績 削減額 削減率
業務費（HPリニューアル費除く） 619,625,693 586,766,049 32,859,644 5.3%

（HPリニューアル費除く）
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○常勤役員の報酬等の支給状況
（単位：千円）

（参考1）国家公務員指定職（平成25年4月1日現在）

注：括弧内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による給与減額後の年収

○常勤役員の退職手当の支給状況

　平成25年度支給実績：なし

○常勤職員の給与の支給状況

（参考1）常勤職員の給与の支給状況

区分

常勤職員
　うち事務・技術職員
　うち研究職員

注：平成25年4月1日～平成26年4月1日の全期間に在籍した者のみの数
 年間平均給与額には時間外手当、通勤手当は含まない。

（参考2）職員と国家公務員との給与水準の比較

①ラスパイレス指数の状況

＜事務・技術職員＞

対国家公務員（行政職（一））
　地域勘案
　学歴勘案
　地域・学歴勘案

（※）国の給与水準を100とした時の指数

（参考）「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

5,994
6,179

10,654

2,073

94.0

4,472

4,508
8,252

78.7

25 45.9

90.8

事務次官（8号俸）
22,652

(20,439)※

年間平均給与額（千円）
うち賞与

1,6766,726
総額 うち所定内

法人の長

報酬（給与）

人員（人）

14,138

報酬等総額

20,087

平均年齢（歳）

賞与

5,949

37 44.7

42.312

・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。

務 げ 役 げ

5,050
1,486

81.4

理事 15,126

（2）法人の役職員の給与等の
実績について、法人の置かれ
ている状況を勘案しつつ、国家
公務員と比較し、その水準が適
正かどうか
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

（3）その他（諸手当） １）期末手当、勤勉手当・特別賞与について

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

３）法定外福利費
平成25年度法定外福利費の支出実績額は325,132円であり、全額が役職員の健康診断に要した費用である。

３．入札・契約に関する事項 ○20年度において締結した随意契約等について点検･見直しを行い、22年度以降は下記の方針に基づいて契約を行うこととした。
 　(1) 一般競争入札

　 (2)企画競争・公募
 　 　

   (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。
     

Ⅰ．契約に係る公表の基準の整備及び実施状況

（1）契約に係る法人に特有の
背景やおかれている状況を示
すとともに、それに従って設定
されている法人の基本的な契
約方針

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

②当該基準等の運用状況
　これら規程類に基づき、契約手続きを実施している。

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

①シンポジウム会場借料については、公募により一定の要件を満たす会場を登録し(応募は随時。登録リストは公開)、案件
毎にその登録された会場のうちシンポジウムの内容に適した立地のもの全てに空き状況を確認し、価格及び会場施設を総
合的に評価して決することとする。
②人材派遣契約については、企画競争により派遣職員の経験及び能力と価格とを総合的に評価して決することとする。
③データベース利用・購入については、潜在的な供給者が他に存在しないことを確認するため、公募とする。

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。

＜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

（2）業務の効率的な実施の観
点から一般競争入札の範囲の
再検討等適切な契約の選択が
行われたかどうか。

・年度末に職員の人事評価を行い、その結果を、研究員においては次期年俸に、事務職員においては等級号俸に反映させて
いる。また、業績評価が高い者については特別賞与を支給している。
・期末・勤勉手当の支給割合は、事務職員については国と同様3.95ヶ月分となっている。

　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

①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」(以下、「会計規
程」という。）及び 「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」（以下、「会計細則」という。） に定め、これらに基づき実施



24

評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

④国の基準との比較

Ⅱ．契約の適正実施確保のための取組状況

＜契約事務の執行体制及び内部審査の整備状況・体制＞
　競争入札については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を行い、契約金額
1,000万円を超える契約については、理事長の決裁が必要となる。
　随意契約（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を行う。
　また、規程上、「重要又は特殊な契約」については決裁後、監事に回付することとしており、運用上は、理事長が決裁した
契約をすべて監事に回付している。

＜その他入札・契約に関する取組事項＞
　契約監視委員会の開催により契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか（一
者応札・応募である場合に改善すべき点はないか）、競争性のない随意契約について随意契約事由が妥当であるかなどの
検証を行い競争性の確保に努めるとともに、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。

・次の主な事項については国の基準と同一となっている。
　随意契約ができる少額契約の上限額、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

・国と異なる項目は以下となっている。
「見積書の徴取省略の取扱い」
　会計規程細則第10条において、6万円を超えない契約については、見積徴取を省略できることとしている。国は、100万
円以下の随意契約について、各省が契約事務の実情を勘案して、予定価格調書、その他書面による積算を省略し、又は
見積書の徴取を省略してもよいこととしている（大蔵省主計局長通達・昭和44年蔵計4438参照）

(RIETI）
会計規程細則第10条
6万円を超えない契約、又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴収を省略するこ
とができる。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

Ⅲ．平成25年度に締結した契約の状況

○平成25年度における契約の内訳
（単位：千円）

1.一般競争入札 ( ) ( )
委託調査
成果普及関係
データベース利用・購入
システム開発（研究調整情報管理システム)

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

3.随意契約としたもの ( ) ( )
共同研究
情報システム関連
成果普及関係

総合計 ( ) )

○前年度との比較
（契約金額の単位：千円）

1) 随意契約によらざるを得なかった契約（4件）
①情報システム関連：1件（1,890千円）

②情報システム関連：1件（2,985千円）

③成果普及関係：1件（1,617千円）

随意契約 2

随意契約の割合

情報セキュリティ事故対応支援（マルウェア感染PCの解析）業務：エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会
社
　2013年7月19日に発生した標的型攻撃メールの添付ファイルによる情報流出と所内システムへの影響調査に急を
要したため随意契約を行った。

2013年度RIETI広報誌掲載インタビュー「Research Digest」の取材・原稿作成業務請負契約：公益社団法人日本経
済研究センター
  一般競争入札（総合評価）を実施したところ、1者の参加があったが（昨年度の契約先のみ）、参加要件を満たして
いなかったため、不成立となった。本件は、入札説明会の参加者自体が、昨年度の契約先のみであり、再度の入札
を行っても他の参加者を得られる可能性は低いと推察されるため、随意契約を行った。

RIETI遠隔操作システム保守業務役務請負契約：株式会社ＰＦＵ
　当該システムについては、一般競争入札により落札した同社がシステムを構築し、稼働後はハードウェア・ソフト
ウェアに係る保守、コールセンターによる使用者サポート、システム全般の障害対策などの運用支援業務を担当し
ており、当該システムの円滑な稼働により実現されている研究者への利便性の提供を確実に保持するためには、当
該システムに内在化されている、同社固有の技術の活用を含め、同社以外では対応が不可能であるため随意契約
を行った。

3.9% 5.6% 9.1% 6.4%
合計 51 264,246 44 274,384

企画競争・公募 29 152,699 27
132,680

14,816 4 17,440

77.5%
124,264

競争入札 20 96,732 74.5% 13

100%

平成24年度 平成25年度
契約件数

6.4%
1 10,947

契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率

2 4,875

15 65,414

100% 274,384

4 9.1% 17,440

1 1,617
44

2 4,346
8 50,710
2 3,794

1 5,400
27 61.4% 124,264 45.3%

7 109,209
3 12,650
2 5,421

件数 金額
13 29.5% 132,680 48.3%
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

④他機関との共同研究：1件（10,947千円）

2) 応札者・応募が一者であった契約（6件）
①

②

③

④

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

平成25年度は計15件の職員派遣募集（企画競争）を実施したところ、15件中3件が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1者応札となった案件 のうち、類似の①広報・編集担当については、9月実施時は2
件 の応募があり、②コンファレンス・国際担当については、7月上旬実施時は3件、同月中旬実施時は5件の応募 が
あり、それぞれ複数応札の結果となっている。③の情報システム担当については、年度内募集は本件のみであった
が、昨年度（24年度）9月に実施した時には5件の応募結果となっており、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、1者応札となった3つの案件について、それぞれ応札のなかった業者に問い合わせを行ったところ、全ての派
遣会社が、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。

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。

平成25年度くらしと健康の調査（滝川市・白河町）に関する業務委託については、50歳以上の中高年を対象とし、結
婚、就業、医療、所得、消費、住宅、資産、社会活動、配偶者就業、健康状態（握力、記憶力等）、税・年金等、介護・
援助など多岐にわたって調査を行い、各分野の研究に活用できるデータベースの構築を目指すもので、国立大学
法人 一橋大学 経済研究所により、すでに平成18年度に第1回調査、平成21年度から隔年毎に実施してきた調査で
あるが、政策効果の検証、因果関係の特定といった重要な研究課題に取り組むためには、同一客体の追跡調査
（パネル調査）を行い、客体の相違を除いた形で、実証を進めていくことが不可欠である。
今回は前回の対象者に第4回目の調査を実施し、日本にこれまでにない規模でのパネル調査を行うことを目的とし
て、国立大学法人 一橋大学 経済研究所に代わり経済産業研究所が主体となり実施したもの。入札説明会への参
加業者は2者あったものの、多岐に亘る調査内容でかつ握力計等の使用があるなどで調査員の指導・教育に大きな
手間がかかり得ることに加え、今回の調査そのものが第4回目ということもあるため、過去に調査経験のある業者と
競合しても、当該業務の落札の可能性が極めて低いとの判断からその結果として１者のみの参加となったのではな
いかと推測している。

平成25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」業務委託については、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24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2者あったものの、24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。

今回購入した統計ソフト（STATA/MP13）は、研究に係る統計データ分析のため必要となる統計分析用ソフトウエア
である。当該統計ソフトウエアは米国Ｓｔａｔａ社が開発し販売するもので、日本国内では、落札者を含め2者の販売代
理店と学生生協を通じて販売する1者の再販業者が販売を行っている。今回の入札手続着手前に担当部署におい
て販売可能業者の下調べを行ったところ、落札者以外の販売代理店は当研究所で実施する一般競争入札の際に
資格要件として必ず設定することとしている「全省庁統一資格」を有しておらず、事前の問合せにも同社は今後も当
該資格の登録を行わない旨の回答があった。本件の入札公告後に入札参加資料の交付要求は4者あったものの、
販売代理店契約などの関係からか結果として１者のみの参加となったのではないかと推測している。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

（3）契約監視委員会 ○契約監視委員会

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

(1)平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」を受け、契約監視委員会を設置。
・競争性のない随意契約を継続しているものについて随意契約事由が妥当であるか ・契約が一般競争入札等による場合で
あっても、真に競争性が確保されているといえるか（一者応札・応募である場合に改善すべき点はないか）などの検証を行う。

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

(2)平成25年度契約案件については、平成26年5月26日開催の契約監視委員会において審議を行い、透明性や競争性の確保
について問題は無く、適切であるとの了解を得た。

(3)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25年度契約案件のうち随意契約に
よらざるを得なかった情報セキュリティ事故対応支援（マルウェア感染PCの解析）業務及びRIETI遠隔操作システム保守業務役
務請負契約について、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。

　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25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
まで、精度の高い業務を実施し、成果を得た。また、平成25年度第4四半期に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、第三期の民間競争入札を実施。
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

４．マネジメントに関する事項 （1）内部統制の充実・強化

○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。

５．各法人に共通する個別的な視点

（2）情報システムを活用したパ
フォーマンス向上 ○25年6月にWebサイトの改ざん検知のASPサービス、26年3月末（稼働は4月）に不正アクセス監視サービスを導入した。

外部サービスを活用する事により、人員の拡充をすることなく365日24時間のセキュリティ対策を実現した。
○Webフィルタリングソフトを変更し、C&Cサーバーや脅威・悪性サイトへの通信を迅速にブロック可能とした。また、業務に関係の
無い不適切なWebサイトへのアクセス制限設定をより詳細に行えるようにした。

○原則毎週月曜日、役員（理事長、理事、監事）及び幹部職員（担当マネージャー以上全員）が参加し、情報共有及び重要事項を
討議する会議（通称「月曜会」）を開催。
○以下の各週定例会議を開催し、情報共有や気づきの課題（リスク）について討議を行っている。
　　・水曜日：研究グループ・広報ミーティング
　　・木曜日：正副ディレクター会議
　　・金曜日：総務グループミーティング
○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、チーフ等各部署の職員とのコミュニケーショ
ン強化のため、原則月に1度、それぞれのグループと1～2時間理事長が直接意見交換する場を設けている。
○RIETIが取り扱う情報管理については、平成19年度にセキュリティポリシーを導入し、平成25年度には7巡目のPDCA（内部監
査、改善）を実施し、年々、その手口の巧妙化とともに増加傾向にある標的型攻撃メールに対する模擬訓練や情報セキュリティに
係るeラーニングを実施し、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。
○平成25年度についても、ISMS内部監査とは別に内部統制監査を行い、前年度に理事長自ら審査を行い対応の優先度を決定
したリスクについて毎年度の是正計画を立て、是正の実施と共にフォローアップ監査を行い、ISMSの取り組みと同様にPDCAサイ
クルを繰り返して実施した。リスクについては順次積極的に改善されており、26年度以降も改善を継続するものとする。
○平成25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、月曜会に諮り事業の進捗管理を行った。

○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、いずれも平成23年度末をもって退会した。

（1）公益法人等に対する会費
の支出
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

Ⅲ．財務内容 １．財務内容の改善に関する事項 ①平成25年度のRIETIの運営費交付金執行状況

平成25年度決算報告書 （単位：千円）

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

支出
業務経費

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

受託経費等
一般管理費
計

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

②収入及び当期未処分利益について
・平成25年度の収入については予算と決算の差額678,162円が発生した。この額に、平成25年度の損益には反映されないJSTから
の受託収入の平成26年度への繰越分である181,101円を加えた上で、終了したプロジェクト等の損益分2,852,500円を加え、損益計
算書における雑損203,381円を減じた額である3,508,382円を当期未処分利益として計上した。
・当該当期未処分利益は経済産業大臣の承認が得られれば平成26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。

③支出及び運営費交付金の繰越について
・平成25年度支出については予算と決算の差額450,914,918円が発生した。
・このうち、平成26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運営費交付金予算の執行残高は447,203,109円
であり、この額の運営費交付金を平成26年度に繰り越す。この額は、予算と決算の差額の450,914,918円から、平成25年度の損益には
反映されないJST受託事業により発生する差額である859,309円（平成26年度に繰り越す直接経費139,309円と平成26年度に繰り越し
て一般管理費にあてる間接経費720,000円の合計額）を減じた上で、更に終了したプロジェクト等の損益分2,852,500円（当期未処分利
益の一部）を減じた額である。
・なお、平成24年度の繰越金の額は、349,154,729円である。

④その他
・借入金の実績の有無

借入金の実績はない。

・リスク管理債権の適正化
該当なし。

注記

0

0
0

6,943
202,991

1,371,713
-446,260
-445,101

6,804
198,475

213

1,314,718

-139
-4,516

-1,019
-139

-450,9151,765,633

決算金額

1,752,099
8,490

464

3,045
2,000

7,864
1,752,099

3,045

102,782
81,204

1,766,311

1,109,439
926,611
101,763
81,065

1,765,633

1,555,699

160

備考

52

626

差額区分 予算金額

（1）予算管理の適正化かつ効
率性

464

0

2,000

678
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評価項目 業務実績報告事項 記載内容評価事項

○実物資産
・職員宿舎については所有していない。

主な保有資産

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

３．自己収入の確保 ○自己収入実績
①普及業務関係収入の実績 （参考） 平成25年度予算計画上の数値：464千円

※内訳：普及業務収入：343千円、シンポジウム収入：121千円 平成24年度実績：778千円

②競争的資金等獲得実績
・受託収入 （参考） 平成25年度予算計画上の数値：7,865千円

平成24年度実績：5,323千円

・科学研究費間接費収入 （参考） 平成25年度予算計画上の数値：3,045千円
平成24年度実績：5,070千円

建物

研究所内 10,558,477ソフトウェア

パーテーション12,730,123
工具器具備品

研究所内
研究所内

3,045千円

8,490千円

464千円

電話機8,287,450

種類用途 場所 具体例帳簿金額（円）

（1）保有資産の管理・運用等に
ついて

（1）出版や外部研究費等による
諸収入

２．各法人に共通する個別的な視点
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