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経済産業省独立行政法人評価委員会 

経済産業研究所分科会（第４５回） 議事録 

 

日時：平成２６年６月５日（木）１３：３０～１５：５０ 

場所：経済産業省別館２階２２７共用会議室 

 

出席者 

小野分科会長、小笠原委員、古城委員 

独立行政法人経済産業研究所 

中島理事長、藤田所長、八田監事、濵田監事、森川副所長、金子総務ディレクター、吉田

研究調整ディレクター、上野国際・広報ディレクター 他 

経済産業省 

経済社会政策室 坂本室長、福地企画調査官 他 

 

議題 

1. 平成 25年度の業務実績について（報告） 

2. 平成 25年度財務諸表について（審議） 

3. 平成 25年度業務実績評価における評価基準等について（審議） 

4. 独立行政法人改革について（報告） 

 

議事内容 

○小野分科会長  ちょっと時間が早いですけれども、皆さんおそろいになっていますの

で、第 45回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会を開催します。 

 議題は、今日お手元にお配りしている資料で４つありまして、１つは平成 25年度の業務

実績報告、２つ目が財務諸表の審議、３つ目が評価基準の審議、４つ目が独立行政法人改

革の報告ということで、４つのテーマについて進めて参りたいと思います。例のごとく大

部の資料がありますので、事務局から資料の御紹介、坂本さん、お願いします。 

○坂本室長  委員の皆様、本日はどうぞよろしくお願いします。 

 資料の確認に入る前に、当室に異動がありましたので、御紹介、ご挨拶をさせていただ

きたいと思います。 
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 今月２日付で企画調査官として福地が着任しています。 

○福地企画調査官  福地でございます。よろしくお願いします。 

○坂本室長  ５月１日付でＲＩＥＴＩ担当補佐として高野が着任しています。 

○高野室長補佐  高野と申します。よろしくお願いします。 

○坂本室長  それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第をおめ

くりいただきまして、配付資料一覧が入っています。資料は１から６－３までということ

で、これに加えて参考資料をお配りさせていただいています。不足等ありましたら、お知

らせいただければと思います。 

 本日は、先ほど小野会長からも御紹介いただいたように、初めに、昨年度の業務実績に

ついてＲＩＥＴＩから御報告いただいて、続いて、昨年度の財務諸表の報告、審議を行わ

せていただきます。その後、事務局より、平成 25年度業務実績評価における評価基準等に

ついて説明させていただきます。最後に、昨年秋から年末にかけて議論がありました独立

行政法人改革について概要を報告させていただきたいと思います。 

 本委員会につきましては、議事録、議事要旨及び資料につきまして、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いますので、ご承知おきい

ただければと思います。 

○小野分科会長  有り難うございました。そういう手順で進めて参りたいと思いますが、

始めます前に、理事長、所長からのご挨拶を賜りたいと思います。中島理事長、お願いし

ます。 

○中島理事長  今日は暑さも一旦収まっているようですが、お暑い中お越しいただきま

して、本当にどうも有り難うございます。申し上げるまでもなく、私どもにとっては、こ

の評価委員会が１年間の我々の業務についての総評価をいただく場でして、ここでの御判

断を踏まえ、またここの御判断を仰ぐことを大変重みがあるものとして私どもは業務運営

している訳です。 

 昨年度につきましては、昨年評価いただきました内容も踏まえまして、内外研究機関・

研究者との連携を深め広げるということに注力して参りましたし、何より新しくアベノミ

クスが表に出てきたことを受けまして、私どもの研究につきましても、できるだけタイム

リーな形で実施し、またそれをセミナー等で広くお伝えすることにも注力してきたつもり

です。 

 また、事務面でも引き続き内部統制をしっかりやるということにつきましても意を用い
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てきたつもりで、目標とするものについては、基本的には達成できた形になっています。 

 いずれにしましても、冒頭申し上げましたように、この場での評価が私どもにとって大

変重みのあるものですので、本日はよろしく評価いただきまして、真摯にそれを踏まえた

上で、また業務に邁進して参りたいと思います。よろしくお願いします。 

○藤田所長  本日、皆さんお忙しいところ、我々の研究所の評価のために貴重なお時間

を取っていただいて、誠に有り難うございます。先ほど理事長が申しましたように、我々

研究所は、この評価委員会で皆様に指摘いただきましたことは、我々の研究所を一層発展

させるために非常に重要な土台にして今までも来ましたし、今からもそれをやっていきた

いと思います。 

 特に経済産業研究所は、言うまでもありませんけれども、１つは日本の、また世界の経

済発展にとりましてレリバントな中長期に役に立つ研究成果を出していく。もう１つは、

世界の経済産業研究所として、アカデミックな研究水準をますます上げていくということ。

そのためにも、色々な形での研究機関との連携、職員も含めてますますオープンな、グロ

ーバルな体制に持っていきたいと思っていますので、どうか今日、忌憚のない御意見をい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

○小野分科会長  どうも有り難うございました。 

 それでは、研究所の業務実績の報告をお願いする訳ですけれども、サービスの質の前半

を吉田ディレクターに御担当いただいて、政策提言・普及のところは上野ディレクターに

お願いして、研究・発信のパフォーマンスは吉田ディレクターに戻っていただいて、最後

の業務運営の効率化と財務内容は金子総務ディレクターから御紹介いただく手はずになっ

ています。 

それでは、吉田ディレクターから、早速お願いします。 

○吉田研究調整ディレクター  ＲＩＥＴＩの研究調整ディレクターをさせていただいて

います吉田です。資料２に基づきまして、御説明します。 

 まず、業務実績評価シートということで、サービスの質の１．調査及び研究業務という

ところが１ページから 10ページまでありますので、この説明をさせていただきます。 

 まず、25年度の実績となりました研究成果について御説明させていただきます。ここは

十分御存じのことかと思いますけれども、平成 25年度はＲＩＥＴＩの第３期中期計画期間

の３年目に当たっています。この１年間、中期目標に示された重点的な視点に基づきまし

て、従来から設定されている９つの研究プログラムをそのまま引き継いで、それぞれのプ
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ログラムのもとで、それからこのプログラムに入らないものにつきましては特定研究とい

う形で研究を進めてきたということになっています。 

 １ページ目の中ほどにありますが、研究プロジェクトの数で申し上げますと、平成 25

年度は 74の研究プロジェクトを実施したということになっています。これは期間を定めて

研究していますので、研究期間が終了して、類似の研究を別途新しく同一の先生に始めて

いただくといったケースもありましたが、そういったことも含めまして 74プロジェクトと

いうことです。 

 以下、プログラムごとに状況を御説明させていただきます。 

 １番目として、貿易投資のプログラムですが、これは今申し上げた終了、継続といった

ものをカウントして、10のプロジェクトを実施しています。プロジェクトについてはここ

に書いてあるとおりでして、例えば代表プロジェクトの概要にありますように、若杉隆平

プログラムディレクター兼ファカルティフェローでありますけれども、プロジェクトとし

て国際化が国内産業の成長、雇用、技術革新に与える影響といったような観点からの研究

をしていただいているということです。 

 それから、２ページになりますが、ＦＴＡの経済的影響に関する研究を浦田先生にして

いただいていまして、ここではこれから実現が期待されている例えばＴＰＰですとか、Ｒ

ＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携協定）といったものの経済効果を分析する。さらに

は、既に導入されたＦＴＡの効果を、実績として上がっているデータを使って分析すると

いったことをしているということです。 

 この第１のプログラムの下では、この１年間で平成 25年度は 48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の発表をさせていただいたということです。 

 それから、２番目として、国際マクロのプログラムです。こちらにつきましては、プロ

ジェクトは６本ありました。代表プロジェクトとしては、伊藤隆敏先生が従来から進めて

います為替レートのパススルーに関する研究。 

 ２つ目として御紹介していますのは、ＲＩＥＴＩの常勤研究者として、ウィレム・ソー

ベック上席研究員がいるわけですけれども、彼がやっています研究を紹介させていただい

ています。為替が東アジアの貿易構造、あるいはグローバルサプライチェーンの中でどの

ような影響をもたらしているかといったようなことですとか円安の影響、あるいはスイス

について日本と対比した非常に興味深い経済の分析ですとか、東アジアの輸出品の高度化

の状況を国別にみるといった研究をしています。 
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 平成 25年度は、このプログラムで 13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発表したということです。 

 ３番目、３ページに入りますが、地域経済プログラムでは９本のプロジェクトを実施し

ています。プロジェクトとしましては、プログラムディレクターでもある浜口先生に行っ

ていただいています地域経済の復興と成長の戦略に関する研究ということで、東日本大震

災や阪神淡路大震災に関連した研究、あるいは研究開発の地方分散化を通じた地域成長モ

デルの考察とか、国内外あるいは大都市圏、地方圏の生産配分の趨勢の動向といったこと

を視野に入れた研究をしていただいています。 

 あわせて、田渕先生に行っていただいています地域の経済成長に関する空間経済分析で

は、都市や地域が経済成長する原動力を明らかにすることによって、社会の経済厚生を高

める政策を模索するということをグローバル化を視野に入れた形で研究していただいてい

ます。 

 このプログラムでは、平成 25 年度 18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の発表をしていただいています。 

 続きまして、４番目として、技術とイノベーションのプログラムです。こちらのプログ

ラムでは、平成 25 年度は６件のプロジェクトを実施していただきました。代表的なものと

しては、長岡プログラムディレクターにファカルティフェローを務めていただいています

イノベーション過程とその制度インフラの研究というプロジェクトです。こちらについて

は、特許関係の発明者サーベイ等々を使って、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、あるいは知的財産制度、研究開発の生産性、産学連携といったこと

を視野に入れて研究を進めていただいています。 

 また、このプログラムでは、後藤晃先生にファカルティフェローを務めていただきまし

て、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といったような

ことも研究していただいています。このプロジェクトでは、日本の公的研究機関、例えば

産総研ですとかＪＡＸＡ、様々ある訳ですけれども、これが国全体のイノベーションシス

テムの中でどういった役割を果たしているかという研究をしていただいています。 

 このプログラムでは、ディスカッションペーパー（ＤＰ）、ポリシーディスカッション

ペーパー（ＰＤＰ）、合わせて８件の発表をしています。 

 それから５番目、４ページの中程ですけれども、産業・企業生産性向上プログラムにつ

きましては、７本のプロジェクトを実施しています。代表的なものとして、深尾先生に実
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施していただいています東アジア産業生産性のプロジェクトですけれども、日本のＴＦＰ

（全要素生産性）上昇の動向とその決定要因を明らかにする。そして、日本の潜在成長率

を高める方策を検討するということで、データベースの整備を出発点にして、様々な研究

をしていただいています。 

 あわせて、サービス産業に対する経済分析、生産性・経済厚生・政策ということで、権

先生、乾先生にファカルティフェローを務めていただいているプロジェクトも行っていま

す。こちらにつきましては、サービス産業について、例えば特に医療、教育産業について

の生産性、競争力の決定要因の分析、あるいはＩＣＴ（情報通信技術）と人的資本がサー

ビス産業の生産性に与える影響ですとか、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影響といったことを分析しています。 

 このプログラムでは、昨年度、ＤＰ、ＰＤＰを 26件発表させていただいています。 

 続きまして、５ページになりますけれども、６番目のプログラムとして、新しい産業政

策です。このプログラムにおきましては、冒頭申し上げました新旧のプロジェクトが並ん

でいるものもありますけれども、合わせて 12件のプロジェクトを実施しています。 

 代表的なものとしては、大橋先生に進めていただいています新しい産業政策に関わる基

盤的研究ということで、日本が抱える状況等々を踏まえた上で、新しい「産業政策」とい

う部分と「新しい産業」の政策の双方の面から、エネルギー産業を例に置くなどして分析

をするといったようなことをしていただいています。 

 それから、植杉先生にファカルティフェローを務めていただいています企業金融・企業

行動ダイナミクス研究会におきましては、企業金融や銀行行動、それから企業間取引を含

む企業ダイナミクスという観点から、様々な課題について研究していただいています。 

このプログラムでは、昨年度は 21件のＤＰ、ＰＤＰを発表させていただきました。 

 それから、５ページの後半部分、７本目のプログラムですけれども、人的資本です。こ

ちらについては、昨年度７件のプロジェクトの実施をしていただいています。代表的なプ

ロジェクトとしては、鶴光太郎プログラムディレクターにファカルティフェローを務めて

いただいています労働市場制度改革のプロジェクトを実施しています。様々な側面、理論

的な面、実証的な面、実務者も入った形で研究を進めていただいていまして、経済的側面

のみならず、法制的な面、あるいは政策への反映といったことを踏まえた分析をしていた

だいています。 

 もう１つ紹介していますのは、大湾先生にプロジェクトリーダー、ファカルティフェロ
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ーを務めていただいています企業内人的資源配分メカニズムの経済分析で、人事データを

用いたインサイダーエコノメトリクスというプロジェクトです。こちらにつきましては、

企業内での人事によります労働の配分、活用といったことにつきまして経済学に照らして、

その内容が合理的な企業行動を前提とした考え方と理論が整合的になっているのかどうか

といったようなことを、企業データを実際に入手して分析しているところです。 

 このプログラムでは、昨年度 26件のＤＰ、ＰＤＰを発表させていただきました。 

 それから、６ページ中程、８本目のプログラムになりますけれども、社会保障・税財政

です。こちらは３本のプロジェクトを実施しています。代表的なものとしては、市村先生

にプロジェクトリーダーを務めていただいています社会保障問題の包括的解決を目指して、

高齢化の新しい経済学ということで行っています。これはいわゆるＪＳＴＡＲと我々が従

来から呼んでいるプロジェクトでして、50歳以上の中高年者についてのパネル調査を行い

まして、これを国際比較可能な形でデータベース化していく。それに基づいた高齢者、高

齢化社会の下の様々な健康や経済状態等々に関した分析を行っています。 

 もう１つは、当所、ＲＩＥＴＩの常勤研究員であります中田研究員にプロジェクトリー

ダーを務めてもらってやっている経済活力と生活の質を向上させる社会保障制度に関する

プロジェクトです。これは大きく２つ内容がありまして、社会保障費用の負担が企業行動

にどのような影響を与えるのかという分析と、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かといった研究をしていただいています。 

 この社会保障・税財政のプログラムでは、昨年度７本のＤＰ、ＰＤＰを発表させていた

だいています。 

 ７ページ、９番目のプログラムになります。政策史・政策評価となります。これにつき

ましては、４件のプロジェクトを実施させていただきました。代表的なものとしては、岡

崎先生にファカルティフェローを務めていただいています産業政策の歴史的評価というこ

とで、産業政策に関する一次資料を発掘し、それを経済学の枠組みに基づいて分析し、政

策の効果等々を評価するというプロジェクトです。 

 このプログラムでは、昨年度３本のＤＰ、ＰＤＰを発表させていただきました。 

 それから、７ページの後半に⑩としておりますけれども、特定のプログラムに属さない

研究として、ＲＩＥＴＩでは昨年度 10件のプロジェクトを特定研究という位置付けで、実

施しています。そういう意味でそれぞれ一括りにできないバラエティーに富んだ研究がこ

こに書かれていますが、これらを実施してきているということです。 
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 以上が研究内容の状況ですが、これについての総括的な姿、あるいは評価について、以

下８ページからの資料で説明させていただきます。 

 ８ページ冒頭にありますのは、内部レビューを経た論文の公表数で、今、個々のプログ

ラムごとに本数を申し上げてきましたが、合算したものがここに出ていまして、昨年度、

平成 25 年度の実績合計が 193 件のＤＰ、ＰＤＰの発表です。第３期の期間５年間で 420

件の発表という目標を立てていますので、これとの関係で申し上げれば、目標をクリアし

たとさせていただけるかと思います。過去、ＲＩＥＴＩでの発表件数で言いますと 200件

が最大件数でありまして、大体中期目標期間の最終年に多くなる傾向がありますので、３

年目でこの本数というのは、かなり多い方ではないかと思います。 

 それから、８ページの後半に(3)とありますけれども、これはＲＩＥＴＩが実施したアン

ケートで、経済産業省の各関係課室に現在行っている内容についての評価をいただいたも

のの結果です。 

①として、政策ニーズとの合致ということについて、プロジェクト単位でどのように考

えれば良いかということを示していまして、点数でまとめさせていただくと 2.8レベルの

評価をいただき、全体としてＡ評価とさせていただいています。 

②として、成果が政策形成にとって有用なものになったかどうかということについての

評価も併せていただいていますが、これは点数化しますと大体 4.4レベルの評価をいただ

いて、これもＡ評価とさせていただいています。 

 それから、９ページ、外部レビューアーと言っていますが、その分野の専門家、多くは

大学教授の方々でありますけれども、その先生方に依頼しまして、ＤＰ、ＰＤＰ、それか

ら書籍について評価をいただきました。その結果をまとめたものですが、点数で申し上げ

ますと 3.9レベルの評価をいただいたということで、こちらもＡ評価となったということ

です。 

 それから、その他の指標として、目標が定められているものについて御説明します。１

つは、海外との関係、国際交流等の観点から、海外の識者が関わったもの、あるいは外国

語による論文、ニュースレターの発行といった件数についてまとめています。目標として

は、これらを全部合わせまして 100件に達するようにという目標をいただいていますが、

平成 25年度は全体で 249件になったということです。 

 それから、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、これについて

は英文のジャーナル学術雑誌で、かつ査読付きのものに掲載された、それから、英文の専
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門書籍に掲載されたということでカウントしていまして、これが 35件あります。その他に

オンライン上に掲載された査読付きのもので、平成 26年度以降に刊行予定のものとして把

握されているものが９件ありました。 

 それから、白書や政府の審議会資料などでＲＩＥＴＩの研究成果が活用されたものがど

の程度あるかということで、これについては 20件という目標をいただいていますけれども、

平成 25年度については 55 件の実績になったということです。 

 サービスの質の最後 10ページですが、特記事項として少し説明させていただきます。１

つは、今年重点的に行ったものとして１つ紹介させていただくものは、Ｒ－ＪＩＰと我々

は申し上げているのですけれども、都道府県別産業生産性データベースというものがあり

ます。従来から御案内かとは思いますが、ＲＩＥＴＩではＪＩＰ（日本産業生産性データ

ベース）というのを公開して、データのアップデートを続けてきております。これを都道

府県別のデータで保管するというものでして、地域別の状況、地域間のつながりといった

ことを分析していくための基礎資料になるものとして新たに開発し、昨年６月から公表を

始めたという状況です。 

 ２つ目として、②になりますが、ＲＩＥＴＩでは独自に研究の分析対象となるようなデ

ータセットの開発を行っていくということを従来からやっています。平成 25年度につきま

しては、ここにリスト化されている６件の調査を行い、それをデータ化して研究データと

するということを実施しました。 

 先ほどプロジェクトを御説明しましたＪＳＴＡＲの調査は、これまで２年置きに調査を

行っておりまして、平成 25 年度はそれの４回目の年に当たりました。そういうことで、平

成 25年度にはここの表の４番目と５番目にあります暮らしと健康の調査として、最初３都

市、続けて２都市を追加して調査を実施し、この調査結果を受け取りまして、第４回のデ

ータセットの構築を今進めている状況です。また、③にありますが、海外からの受入れ状

況については、客員研究員３名、ビジティングスカラー４名といった受入れをしていまし

て、引き続き活発にやっています。 

 それから、各プロジェクトを開始するときに行いますブレインストーミングワークショ

ップ（ＢＳＷＳ）と言っている会議、それからＤＰやＰＤＰを発表する度に、その前提と

して所内での審査の場として行っているＤＰ検討会、ＰＤＰ検討会につきましても、ここ

に書いてありますように 37回、82回、７回それぞれ開催しています。25年度については

プロジェクトの切り替えが多い年ではあったのですが、中間で実施する中間報告会という
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のは、たまたま開催がなかったということです。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○小野分科会長  有り難うございます。では、続けてお願いします。 

○上野国際・広報ディレクター  11 ページ目以降を説明させていただきます。政策提

言・普及業務というところで、１番は、研究所の出版刊行総数でして、目標が４冊ですけ

れども、ここに書いてありますとおり６冊出版したところです。 

 それから、２番目の公開シンポジウム・セミナー等、ＢＢＬ開催数ですが、25年度は 14

回の開催、それからＢＢＬが 65 回ということで、これも目標を達成しているところです。 

 それから、３番目でそれらの満足度ということで整理しております。ここにシンポジウ

ムの整理をしていますけれども、一部共催案件などでアンケートが取れなかったものもあ

りますが、12 ページの一番下に書いてありますが、全体として見ますと 82％、ＭＥＴＩは

74％という満足度で目標を達成しているところです。一方、ＢＢＬ全参加者の満足度とい

うことで 87％、ＭＥＴＩ関係者では 87％ということで、これも目標を達成しているところ

です。 

 それから、13 ページに移りまして、ＲＩＥＴＩのホームページへのヒット数、それから

研究論文のダウンロード数ということで、ホームページのヒット件数はトップページです

けれども、154.1 万件で目標を達成しているところです。 

 それから、研究論文１本当たりのダウンロード平均総数で、25年度は 9,247件で目標を

達成しているところです。 

 それから、(5)ニュースレター等の発行回数です。これは例年どおりですが、日本語が月

４回で、英文、中文が１回ずつですけれども、発行しているところです。 

 それから、印刷物による広報誌発行数ですけれども、これはお手元にお配りしています

「ＲＩＥＴＩ・Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ」を発刊していまして、日本語が４つ、英文が１つで

す。 

 次のページに移りまして 14ページですけれども、特記事項です。１つ目、研究成果の積

極的な発信というところで、１つ目がシンポジウム等公開イベントの拡大で、先ほど表を

見ていただきましたが、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、

あるいは経済産業省、東大、一橋大学等との共催イベント、それから研究成果のタイムリ

ーな対外発信をいたします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て、研究成果の発信を積極的に行っていったところです。 
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 それから、ウエブサイトにつきまして、新たな取り組みとしましては英文でのフェイス

ブックのＲＩＥＴＩ公式ページを開設したり、ソーシャルボタンを充実させたりしたとこ

ろです。それから、Ｅ－ｂｏｏｋコンテンツの発信ということで、東日本大震災のときの

政策提言を配信しているところです。 

 ③ＢＢＬセミナーの充実で、先ほど説明しましたとおり 65回、去年に増して多く開催し

たところです。 

③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で、これは中島理事

長を中心に多くの発信をしたところです。テレビ東京の「モーニングサテライト」などに

理事長は多く出演しています。回数としましては 28件です。 

 それから、新聞、雑誌での情報発信で、これも「ファイナンシャル・タイムズ」とか日

経新聞、東洋経済とかに寄稿しているところで、27件です。日経の「経済教室」につきま

しては、各フェローの記事が載りまして、８件の掲載がありました。それに加えまして、

日本経済新聞にシンポジウムのサマリーの記事広告を行ったところです。これは新しい試

みとして行いました。 

 それから、国際化の強化ということで、先ほど理事長も申し上げましたが、国際化に積

極的に取り組んでいったところです。１つ目が、研究機関との交流で、地域別に整理しま

したが、欧州との関係ではＣＥＰＲとのワークショップ、これは定期的に開催しています

が、その開催を日本で行い、ポルテス所長他に来ていただきました。 

 それから、ポリシーディレクターのボールドウィン教授の国際セミナーを去年の 12月に

開催しています。 

 それから、これはＶｏｘＥＵというＣＥＰＲの行っているコラムなどのサイトですけれ

ども、それとＲＩＥＴＩのコラムを相互乗り入れしていくということで、これは昨年度か

ら試みをしているところですが、件数が増加して、今年双方向を足すと 20件で、これは連

携が相当強化されているところです。 

 それから、２つ目が East Asia－EU Economic Roundtable で、ラウンドテーブル 2014

を北京で開催しています。 

 それから、フランスとの関係では、ＣＥＰＩＩからビジティングスカラー２名を受け入

れ、ＤＰの発表もしていただいています。 

 それから、15 ページに移りまして、②米国です。ここではブルッキングス研究所でシニ

アフェロー、日本部長のソリスさんが率いた Policy Dialogue Missionとのミーティング
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を行いました。 

 それから、２番目のピーターソン国際経済研究所では、昨年 10月に理事長がポーゼン所

長を訪問しているところですが、その後、ポーゼン所長も含めて２人のＢＢＬセミナーを

開催しています。 

 それから、ＣＦＲ（外交問題評議会）につきましては、これも理事長がシニア・バイス・

プレジデントを昨年訪問していますが、ビジティングスカラーの受入れを継続的にしてい

るところです。 

 あと、ハーバード大学につきましては、毎年インターンを受け入れていて、今年も受け

入れる予定です。本年４月ですけれども、世界的な経済学者であるヘルプマン教授をお招

きしてセミナーを開いたり、つい最近は、ジョルゲンソン・ハーバード大学教授を中心と

して行っていますワールドクレムスというコンファレンスをＲＩＥＴＩがホストをして開

催したところです。 

 それから、ペンシルバニア大学のウォートンスクールとの関係は、これも昨年 10月に理

事長が校長を訪問しているなどがあります。 

 それから、その他で、今年２月にペトリ教授の特別セミナーを開催しています。 

 ③アジア・オセアニアで、例年、台湾と韓国の研究所とのワークショップを開催してい

ます。その他、事務レベルでのミーティングも多く行っています。 

 それから、ＤＲＣ（中国）につきましては、昨年４月にワークショップ、ＤＰ検討会を

行ったり、当方の研究員と共同研究を行ったりしています。 

 それから、オーストラリア国立大学豪日研究センターでは、ＲＩＥＴＩのコラムの転載

を開始したところです。 

 その他、国際機関としてはＯＥＣＤとＢＢＬセミナーを共催したり、ＢＢＬセミナーに

参加していただいたりして、またＩＭＦとは、中島理事長が昨年 10月に篠原副専務理事を

訪問したり、日本の事務所の方にＢＢＬセミナーの講師をしていただいたり、あるいは木

下さんその他、コンサルティングフェローに３人なっていただいているということで、連

携の強化を図っているところです。 

 16ページに移りまして、ＲＩＥＴＩの政策提言・普及業務の外部レビューということで、

これは毎年同じように行っているところですが、今回、質問１、２で行っていまして、質

問１では、ＲＩＥＴＩは目的をどの程度果たしているかということで、平均しますと 3.38

と高い評価を得ているところです。 
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 それから、質問２では、どれだけ参考になったかということでして、これは 3.55で、こ

れも高い評価を得られているのではないかと思います。 

 私からは以上です。 

○小野分科会長  有り難うございました。それでは、また吉田さんに戻っていただいて、

続けてよろしいでしょうか。 

○吉田研究調整ディレクター  17 ページになりますが、資料収集管理統計加工及び統計

というところを説明させていただきます。 

 ＲＩＥＴＩでは、データベースについても開発、維持、運用、提供といったことを行っ

ています。主なデータベースとして 17ページに 12件書かれていまして、今年動きがあっ

たところをかいつまんで申し上げます。 

 １つ目のＪＩＰデータベースにつきましては、毎年アップデートしていまして、平成 25

年度についてもＪＩＰデータベース 2013という形で完成しまして、公表しています。 

 ２番目のＲ－ＪＩＰは、先ほど申し上げたように新たに開発することとなりまして、昨

年６月から公表しています。 

 それから、④とか⑤など、日々データを更新して提供を続けているものもありますけれ

ども、大きな動きとしては６番目、ＪＳＴＡＲの調査については、先ほど申し上げた第４

回の調査を行って、調査対象年度の拡充を行うべく作業を継続しているところですが、併

せて 2012年に行った第３回の調査結果についても集約して、データの欠損を抜いたり、自

治体や関係公的機関から得られるデータをこれに併せて提供できる形にして、提供の開始

を昨年度しています。実際に利用の申請もいただいて提供しています。 

 それから、７番目のＲＩＥＴＩ－ＴＩＤにつきましても毎年リバイスしてアップデート

していますが、本年も通商白書等において使われるということで実効ある提供になってい

るかと思います。 

 その他、例年に継続して提供している形になっています。 

 それを数字で申し上げる形になっていますのが 18ページでして、御案内のようにＲＩＥ

ＴＩの情報はほぼ全てがウエブサイトを通じて提供、入手可能な形になっていまして、こ

れらのデータベースについても、ここにありますようにそれぞれについてアクセスいただ

いて参照、利用いただいている形になっています。多くのものが前年度より多い利用にな

っているという状況かと思います。 

 それから、18ページの下にありますＪＳＴＡＲのデータにつきましては、元々個々人の
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方の経済状況とか健康状況といったことについて問い合わせをさせていただいて、それを

データ化していますので、非常に厳格な管理を必要とするものです。申請をいただいて審

査の上で提供する形になりますので、単純なウエブサイトアクセスでデータにアクセスで

きるものではないのですが、これについても平成 25年度は申請を受け付けて提供するとい

うことで、26件の提供をしています。提供先も非常にバラエティーに富んでいまして、日

本国内はもちろん、北米、ヨーロッパ、アジアから申請があり、提供しています。 

 それから、19 ページになります。研究・発信のパフォーマンスを向上させるための取り

組みです。１つ目として、ネットワークを生かした知のハブの構築で、ＲＩＥＴＩにつき

ましては、国内はもちろん海外との交流も含めて進めることを求められているかと思って

いますけれども、これについても引き続き精力的に実施したと考えています。 

 19ページの表は、国内外の著名な研究者を交えてワークショップ、セミナーという形で、

主に学術的な内容を深めるといったこと、あるいは政策的な発信力を高めるということで、

研究内容を深めるワークショップ等々を開催しています。見ていただきますと英語の題名

が入っているものもありますし、入っていないものでも海外からの参加者を得るような形

でやっているものがほとんどということで、非常に色々なプログラムの中でこういった活

動を継続しているということです。 

 それから、20ページの冒頭は、もう少し日々の活動の中でのネットワーク化を御紹介し

ようと思って書かせていただきました。個々のプロジェクトで見ますと、国際投資法や通

商システム・ガバナンスに関する研究では、外務省、弁護士、経団連等々の実務家の方に

も入っていただいて実際に研究会を組織して、そういった日々の経験を反映させた研究を

実施しているという例があります。 

 それから、２つ目の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

割に関する研究につきましては、実際の公的研究開発機関の方々にヒアリングをするなり、

あるいはワークショップに参加して発表していただいてディスカッションするといったよ

うな形で実際の実情を踏まえた研究にする。 

 それから、ダイバーシティ・ワーク・ライフ・バランスに関する研究につきましては、

経済産業省の担当部局のみならず、厚生労働省や文部科学省、それから民間企業出身者の

方にも入っていただいて研究するといったことを進めています。 

 それから、併せて大学との関係で、今回はＧＲＩＰＳ（政策研究大学院大学）との関係

を御紹介しています。政策研究大学院大学との間では共同ワークショップ、前のページに
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も共催のワークショップが出ていますが、こういったものを開催する。それから、連携協

定という形で、ＲＩＥＴＩとＧＲＩＰＳの間の協力関係を明文化して推進していこうとい

う取り組み。それから、中島理事長が定期的にと言って良いような状況になっていると思

うのですが、ＧＲＩＰＳにおける講演を行うといったことを進めてきている状況です。 

 それから、２番目としてパフォーマンスを高める取り組み、外部諮問委員会の運営とい

うことです。昨年度は 12月 18日に第４回外部諮問委員会を開催して意見をいただいてい

ます。御案内のとおり、外部諮問委員会にはジョルゲンソン先生、ボールドウィン先生と

いった海外の研究者の方にも入っていただいていまして、特定の日にお集まりいただくこ

とは難しいものですから、別途機会を設けて御意見をいただいています。昨年は８月 19

日にジョルゲンソン先生、それから 12月にボールドウィン先生にお越しいただいてお話を

伺って、それをまた研究に反映させるということをさせていただいています。 

 (3)として、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とい

うことで、日々のものもそうなのですけれども、それが表れているものとして、例えば昨

年の通商白書を見てみますと、ＪＩＰデータベースの活用をして生産性や無形資産に関す

る実証分析が非常に幅広く引用されています。それから、企業の国際化、対外直接投資の

貿易投資プログラムの研究成果を用いたり、ワーク・ライフ・バランスの研究結果を用い

たりということが行われています。それから、いわゆる経済白書、平成 25年度年次経済財

政報告においてもサービス産業の生産性に関する分析が出ていますし、厚生労働省の労働

経済白書においても研究成果が取り上げられています。 

 こういった白書類の他にも、規制改革会議におきましては、雇用ワーキンググループは、

我々の研究でプログラムディレクターを務めていただいております鶴先生が座長を務めて

おりまして、もちろん座長としての議論のリードにおいてはＲＩＥＴＩの研究をベースと

していただいていると思いますし、プロジェクトのメンバーが実際に会議に参画して、い

ろいろな研究成果を報告、紹介されるといったことも行われているということです。 

 それから、その他、特記事項としては、これは従来からのものですけれども、国連の気

候変動枠組条約京都議定書ＣＤＭ理事会の理事として、当所の研究員が引き続き活躍して

いるという状況です。 

○小野分科会長  続けてお願いします。 

○金子総務ディレクター  それでは、21ページに進んでいただきまして、業務運営の効

率化のところから、ポイントと思われる点を説明させていただきます。 
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 まず、一般管理費の効率化です。中期目標期間中、毎年度平均で前年度比３％以上の効

率化を図るというのが目標になっています。これに対し実績としては、平成 25年度の実績

が１億 9,663 万 7,352 円で、これ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

を除いた額ですけれども、前年度と比較しますと 6.1％増加しています。削減率となって

いますので削減がマイナスということで、これは増加という意味です。ただ、目標は毎年

度平均でということですので、22年度、第２期の最終年度ですけれども、この実績と比較

しますと 24.2％減少しているということで、毎年度平均でも３％以上の効率化になってい

ると考えています。 

 昨年度より増加した要因としては、標的型メールの攻撃が増加したことに対応したセキ

ュリティ対策とか、ＲＩＥＴＩの商標登録の更新年度に当たったこと等があります。 

 次に、(2)業務費の効率化です。これにつきましては、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ということが目標となっています。平成 25年度

からＲＩＥＴＩのホームページを日本工業規格に対応させ、高齢者、身障者にもアクセス

しやすいものにするというリニューアル業務が始まっていまして、私どもとしては、これ

を新規に加わった業務と考えています。この業務にかかった費用が 997万 5,000円ありま

して、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から、この 997万

5,000円を引いた額が 25年度実績で５億 8,676万 6,049円となっていまして、これは前年

度と比較しますと 0.9％の増加となっています。これは先ほどと同じでして、削減率がマ

イナス、これは増加という意味です。 

 損益計算書上の研究業務費から人件費と減価償却費を除いて、このホームページ費用を

勘案しない総額で見ますと 2.6％の増加となっています。ただ、これも目標は毎年度平均

でということですので、第２期中期目標期間最終年度の 22年度の実績と比較しますと、一

番下の表ですけれども、5.3％の削減率となっていまして、毎年度平均で前年度比１％以上

の効率化を達成していると考えています。 

 続きまして、２．役職員の給与等の水準の適正化です。基本的な方針としましては、昨

年の評価委員会でも御報告しましたけれども、平成 25年４月１日から、事務職員につきま

して任期付きから、任期を付さない雇用形態に転換するということを実施しています。 

 それから、22 ページに進んで、(2)給与の水準が適正かどうかということです。まず、

常勤役員の給与につきましては、一番上に表が出ていますけれども、ほぼ昨年と同様で、

公務員の事務次官の給与を下回っております。 
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 それから、常勤職員の給与ですけれども、真ん中の参考１、参考２で表が出ていますが、

数字としては、事務・技術職員については昨年と概ね変更ありません。研究職員につきま

しては、平成 25年４月１日に研究員の入れ替わりがかなりありまして、新しい研究員を採

用したことで研究員の人数が増えて年代が若返っていまして、平均額が昨年よりも下回っ

ています。 

 それから、ラスパイレス指数は公務員との給与水準の比較ですけれども、国家公務員と

比較して事務・技術職員が 94.0％で、国家公務員を下回っているということです。 

 平成 25年度につきましては、一番下の参考ですけれども、給与の臨時特例での給与減額

を実施したということです。国家公務員に準拠しまして、平成 26年４月１日からこの臨時

特例を終了しています。 

 次の 23ページですけれども、その他（諸手当）です。ここにつきましては、事務職員を

任期付きから任期無しに変更したことに伴いまして、人事評価の結果を次回の契約に反映

させるのではなくて、等級号俸に反映させるという変更を行っております。その他は昨年

と同じです。 

 それから、３．入札・契約に関する事項です。これにつきましては、平成 21年の閣議決

定で随意契約は真に合理的な理由のものに限定する。それから、競争入札については、実

質的な競争が確保されるように努めることが求められています。それに伴いまして、ＲＩ

ＥＴＩの契約として、一般競争入札、企画競争・公募、それから引き続き随意契約とする

ものについて、以下のようなカテゴリで分ける形で事業を進めています。 

 (2)ですけれども、規程類は全てホームページで公表して、契約の締結状況も少額随契で

ないものはホームページで全て公表しています。 

 次に進みまして 24 ページです。こちらもほぼ昨年と同じですけれども、契約監視委員会

を開催しまして、真に競争性が確保されているかどうか、随意契約の事由が妥当であるか

どうかについて審査いただいているということです。 

 ちょっと急ぎ足になりますが、25ページに進んで、実際の契約の件数内訳です。平成 25

年度全体で 44件契約がありますけれども、うち随意契約が４件あります。金額として 1,744

万円が随意契約であったということです。随意契約の件数は、24年度が２件だったのに対

して 25年度４件ということで増えています。金額も 1,481万 6,000円から 1,744万円と増

えています。この随意契約が真に合理的な理由のあるものであるかということについての

検討を行っています。 



18 

 まず、随意契約の１つ目がマルウェア感染ＰＣの解析で、ウイルス感染の恐れがあった

事件がありまして、これについては急遽対応を取る必要があったということで入札をする

ことができなかったため随意契約を行っています。 

 ２つ目ですけれども、遠隔操作システム保守業務で、遠隔操作システムについては、構

築及び運用をしている業者がありますので、同じ業者が保守をする必要があるということ

で、これも随意契約をしています。 

 ３番目ですけれども、成果普及関係で「Research Digest」の取材・原稿作成です。これ

につきましては一般競争入札を実施しましたけれども、応札した業者が入札資格を持って

いない者だけだったということで、その者と随意契約を結ばざるを得なかったということ

です。 

 26ページ４番、随意契約の最後ですけれども、京都大学との共同研究。これは研究内容

から判断して、京都大学と行う以外に手段がないということでして、学術協力及び交流に

関する協定を結んで実施したということです。 

 それから、一般競争入札を行ったものにつきましても、応札者、応募が１者であった契

約につきまして、競争性が十分確保されていたかということについての検討を行っていま

す。 

 １つ目の一者応札ですけれども、ＳＴＡＴＡというソフトウエアの購入につきまして、

これは米国のＳｔａｔａ社が作っているものですが、日本の販売代理店が非常に限られて

いる中で入札をしたところ、結局、全省庁統一資格を持って入札に参加できる者が１者し

かなかったので、一者応札となったということです。 

 ２つ目です。吉田ディレクターからもお話がありましたけれども、ＪＳＴＡＲの調査に

つきまして４回目の調査になったのですが、これにつきまして説明会へは２者参加があっ

たのですけれども、従来からやっている事業者が参加しているのを見て、もう一者が応札

してこなかったということです。 

 ３番目で、これもアンケート調査ですけれども、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、これは 23年度から毎年１回のペースで行っているもので

して、前年度と同一の調査対象にも調査をするものです。こちらについても説明会へは参

加者が２者あったのですけれども、１者しか応札して来なかったということです。 

 それから、派遣につきましては、企画競争という形での調達を行っていますが、15件行

ったうち３件が一者応札となったということです。応札しなかった派遣業者に問い合わせ
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ましたところ、募集は知っていたけれども、たまたまそのとき該当者がいなかったという

ことです。 

 これらの事情につきまして、平成 26年５月 26日に契約監視委員会を開催しまして御報

告して、審議いただいて、了解をいただいているということです。引き続き真に競争的な

ものにする、また真に合理性のあるものに限り随意契約にするということに努めて参りた

いと考えています。 

 続きまして、(4)官民競争入札等の活用ですけれども、先ほど吉田ディレクターからもお

話ししましたＪＩＰデータベース及びＲＩＥＴＩ－ＴＩＤにつきまして、閣議決定により

まして官民競争入札等監理委員会の議論を経て契約を結ぶという形で進めています。第２

期の契約が今年の３月で終了して、精度の高い業務を実施して成果を得ています。また、

その次の第３期のＪＩＰデータベース、ＲＩＥＴＩ－ＴＩＤにつきましても、昨年度第４

四半期に官民競争入札等監理委員会の議論を経て、民間競争入札を実施しています。 

 続きまして、28ページに進みまして、内部統制の充実・強化です。各プロセスが書かれ

ていますけれども、最初に理事長からもお話がありましたとおり、内部統制、監査につき

まして、前年度、理事長自ら審査を行って、対応の優先度を決定したリスクにつきまして、

是正計画を立ててフォローアップ監査を行っています。リスクについては順次積極的に改

善されているところです。 

 (2)情報システムを活用したパフォーマンス向上につきましては、標的型メールの攻撃が

非常に増えているということで、対策に力を入れているところです。模擬訓練を行う、ｅ

ラーニングの研修を行う、それからウエブ改ざん検知システムを導入する、不正アクセス

監視サービスを導入する、ウエブフィルタリングソフトを変更して改善するというような

ことを行っています。 

 それから、５．公益法人等に対する会費の支出です。これは 23年度末をもって退会して、

以降、退会したままとなっています。 

 続きまして、29ページに進んで、財務内容の改善に関する事項です。①に決算報告書が

ありますけれども、まず、収入につきましては、予算金額と決算金額を比較しますと、67

万 8,162 円決算金額が上回っている形になっています。この金額は、自己収入が予算金額

を上回ったということでして、これが未処分利益の一部を構成するということで、②に未

処分利益の説明を書かせていただいています。 

 この 67万 8,162円の差額、決算金額が上回ったものに加えてＪＳＴからの受託収入、こ
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れは決算報告書には書かれているのですけれども、26年度に受託研究が延長された関係で

損益には反映されないということで、ＪＳＴの繰り越し分 18万 1,101円が差額を減らすよ

うになっているのですけれども、減らす必要がないということで加えまして、それから、

業務達成基準を用いている関係で、終了したプロジェクトにつきましては予算額よりも少

ない金額でできた部分の損益分が 285万 2,500円ありまして、これは繰り越さないという

ことで、これから雑損――これは為替差損です――を引いた額であります 350万 8,382円

が当期未処分利益となっています。これは後ほど財務諸表のところでも出てくる数字です。

昨年度と同様ですけれども、この金額を平成 26年度内に積立金として整理して、第３期終

了時に国庫返納する予定としています。 

 それから、支出につきましては、決算金額が予算金額を４億 5,091万 4,918円下回って

います。この中から繰越をしますので、ここで繰越額の大枠の説明を③に書いています。 

 先ほどと同様ですけれども、この中にＪＳＴの受託事業によって発生しているものがあ

りますので、これは損益には反映されません。さらにプロジェクトの損益分、これは利益

に積み立てるものですけれども、こちらも繰り越しませんので差し引きまして、差し引い

た結果の額が４億4,702万3,109円で、この金額を次年度に繰り越すことを考えています。

昨年度の繰越金が３億 4,915 万 4,729 円ですので、昨年度よりも繰越金が 9,804 万 8,380

円増えている状況になっています。 

 続きまして、30ページに進んで、保有資産の管理・運用等についてです。実物資産につ

きましては、まず建物につきまして間仕切りを増やしたということですけれども、減価償

却額が上回っていまして、帳簿金額は昨年よりも下回っています。 

 工具器具につきましては、遠隔操作システムのグレードアップを行いましたけれども、

これも減価償却額を下回っているということで、帳簿金額は減少しています。 

 ソフトウエアにつきましては、ニュースレター、ＢＢＬ関連のシステム、情報セキュリ

ティ対策ソフトの導入を行っていまして、減価償却額を上回っていますので、帳簿金額は

昨年よりも上回っています。 

 それから、自己収入の確保です。まず、普及業務関係収入です。これは 46万 4,000円で、

昨年度を下回っています。これは、出版物の売り上げが昨年度よりも少なかったことの結

果です。 

 それから、受託収入につきましては 849万円で、昨年度よりも多くなっています。これ

はＪＳＴからの受託収入が追加されたことによるものです。 
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 それから、科研費の間接費収入につきましては 304万 5,000円で、昨年度よりも少なく

なっています。これは科研費プロジェクトが平成 24年度で終了した、もしくは研究員の入

れ替わりがあったという事情によって、科研費のプロジェクトが減少したことによるもの

です。 

 以上で私の説明を終わります。 

○小野分科会長  有り難うございました。説明が大変多岐にわたっていますので、ちょ

っと大変ですけれども、自由な御質問、あるいはコメントをいただければと思います。ど

の領域からでも構いませんので、気になったところをコメントしていただければと思いま

す。最後に表が１枚くっついています。この表は毎年作っていただいている表ですけれど

も、これなどを参考にしていただきながら御発言を賜れればと思います。 

 それでは、小笠原先生からお願いします。 

○小笠原委員  御説明有り難うございます。普段から本などもお送りいただいたり、こ

ういったアニュアルレポートなども送っていただいて、色々拝見させていただいて、活動

内容については日々理解しているつもりです。一利用者としてホームページなどものぞか

せていただきますと、一つ一つの論文とか成果物に関して、懇切丁寧に御説明されている

ことも理解していまして、今まで１時間近く御説明いただいた中で、パフォーマンスにつ

いて、前期に比べても非常に活発な活動をされているということもありますし、質的にも

そういった形で利用者の視点に立った御活動をされているなということは感じているとこ

ろです。 

 その上で、先ほど委員長からも自由闊達なお話をということで、幾つかというか結構質

問がありますので、順次質問させていただきます。 

 まず最初は、調査研究プロジェクトに関することです。３つ質問がありまして、１つは、

こういったそれぞれの研究プログラムにおいて、前期に比べると今期に関してはディスカ

ッションペーパーの数に増減がありまして、非常に目立つ活動というか、このプログラム

で言いますと①、⑥、⑦が非常に活発にアウトプットが出ている一方で、最近ちょっと年

金などで話題になっていますけれども、⑧の社会保障などがちょっと少なかったかなと思

いますが、こういった要因。むしろ前期と比べて増えた理由とか、ちょっと減っているの

だけれども、実はアウトプットを出した後にいろいろな普及活動に時間を取られたために

減ってしまったとか、そういった内容を御説明いただきたいというのが１点です。 

 ２点目は、⑨からはみ出たところの活動ということで、７ページに⑩特定研究が幾つか
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あると思うのですけれども、こちらは、研究テーマとしては他の⑨までと同じように一定

の期間でアウトプットが予定されるような研究なのか。それとも研究の研究というか、少

し基礎的なものを研究するために、まだそういった成果を余り設定していない研究なのか。

そのあたりをお聞かせいただきたいというのが２番目です。 

 ３つ目が、私もこの立場であえてお聞きするような話かもしれませんけれども、これら

の論文は全て内部レビューを経て、こういった形で成果を提供されているということです

けれども、こういう内部レビューのプロセスの中で、例えばこういう点があったので、ち

ょっとこれはリジェクトしましたということがあれば、この１年間の概要で結構ですので、

ちょっとそのあたりをお聞かせいただければと思います。これがサービスの質に関するこ

とです。 

 それに付随することで言いますと、最後にＡ３で資料３ということで、アウトプットに

ついての指標がある中で１点だけ気になったのが、上の表の下から６番目にＤＰ１本当た

りのダウンロード件数に関しては、他と違って年々減っている。恐らく、むしろこれはこ

の１、２年間でＤＰが一杯出ているからだと思うのですけれども、計算方法も含めて、ど

ういう理由なのかということをお聞かせいただければと思います。それが４点目です。 

 あと、細かい点で少し続けて言いますと、20ページです。これは非常に細かい点で恐縮

ですけれども、先ほど御説明いただいた(3)政策策定当局による政策立案に資する学術的知

見の提供で、１行目から２行目に書かれている無形資産に係る実証分析が数多く引用され

ているという、この無形資産に係る実証分析の引用というのは、どの論文やどのデータと

の関係なのかというのがちょっとわからなかったので、教えていただきたいというのが５

点目です。 

 ６点目は、先ほど、予算比でちょっと増えてしまったという中で特筆すべき事項として、

セキュリティ対策とホームページのリニューアルという２つの点を御指摘されたと思いま

すが、このセキュリティ対策とホームページのリニューアルに関する契約内容は、セキュ

リティについては、急を要したので随意で行ったという先ほどの御説明の件だと思うので

すけれども、もう１つのホームページのリニューアルはこちらにお書きしていないという

ことは、複数の入札者なり希望者があって応札をして決まったのかどうかということを確

認したいと思います。 

 最後になりますけれども、一番最後に御説明いただいた交付金債務ですけれども、前年

よりもさらに積み増して４億 5,000万近くなっている。残り２期ですから、これは今後ど
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のような予定でいらっしゃるのかという点です。もしこのまま国庫返納ということで行く

とすると、御社の今の法人活動の生産性は本当に高いと思うのです。少ないコストでこれ

だけのパフォーマンスを出しているという意味では、非常に高い生産性を持っていると言

えると思うのですけれども、その４億が、いや、そうではなくて未執行のものがあって、

実は期越えしているだけなのですという話なのか、それとも、かなりクリアされて来てい

るので、このままでいくと２年後、剰余金として国庫返納なのですということなのか、ち

ょっとそのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

○小野分科会長  それでは、今の質問の順番どおりに、最初に吉田ディレクターからお

願いします。 

○吉田研究調整ディレクター  まず、ＤＰの件数、プログラムごとにばらつきがあると

いう点をいただきました。これにつきましては、どうしても研究を計画的に進めていった

結果、プロジェクトが終了するタイミングにディスカッションペーパーが出てくることに

なるケースが多かったりしまして、１つ目のプログラムですと、川瀬先生のプロジェクト、

あるいは小寺先生のプロジェクトがちょうど終了するタイミングに当たって、総合的な論

点をそれぞれ整理していただいたようなディスカッションペーパーがまとまって出るとい

ったことがあったり、あとはそれぞれプロジェクトの性格にもよるのですけれども、我々

もＤＰの件数自体――全般としては指標になると思うのですが、１本しか出ないプロジェ

クトももちろんあったり、たくさん出るものもあります。ただ、それは色々な研究成果を

非常に濃縮してまとめていただいて１本のＤＰになったりするケースもあるものですから、

そこは件数だけではわからないところがあるかなと思いながら見ています。 

 他方、少なかった社会保障の部分について御指摘があったかと思いますけれども、１つ

には、ちょうどプロジェクトの端境期に当たっていて、今年度成果が出にくいタイミング

であったということ。あと、ＪＳＴＡＲのプロジェクトがここのプログラムに入っていま

して、ＪＳＴＡＲについては、ちょうどデータのとりまとめをして公表するタイミングと、

新しい調査を開始する年に当たっていたということもありまして、ここのところでＤＰと

いう形での発表では件数が出て来なかったということですけれども、他方で、色々な政策

発信という意味ではこれから予定しているものも含めて言いますとシンポジウムとか、そ

ういった形での活動ということでは、社会保障の問題は非常に重要だということで取り組

みは継続しているということだと思います。 

 それから、特定研究のアウトプットは省略してしまったのですが、卓上にございます年
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次報告書にＤＰのリストがあるのですけれども、それを見ていただきますと、特定研究に

ついても成果が上がってきているものがあります。例えば 51ページを見ていただきますと、

ＤＰの横に研究プロジェクト番号とあるのですが、そこにＳＰと書いてあるものがありま

す。これは特定研究の分野から出てきている成果でして、51ページに２件、52ページに１

件、55 ページに１件、57 ページ、59 ページにもあります。そういった形で出ているもの

がありまして、それぞれ研究期間は設定して、ローリングでプロジェクト終了後、また新

たに立ち上げる形で類似のことを継続していくというケースはもちろんあるのですけれど

も、それぞれ期間を設定した上で成果を出すような形でやっています。 

 それから、この中で６番目のデータ整備とあります。これは先ほどのデータの開発整備

のところと密接に絡んでいるところですので、ＤＰとして出ていくことになるものもある

のですけれども、その他、我々としてのデータ開発のところに成果が出ていくものもこの

中に入っているということかと思います。 

 それから、内部レビューの状況ですけれども、我々としては、研究会の下で分析、研究

していただいたものを最終的に所内にかけることになりますので、ある意味段階があると

思っていまして、いわば研究会の中でもまれたものについて、そのプロジェクトリーダー

が公表にふさわしいと思ったものをＤＰ検討会、ＰＤＰ検討会にかけて、その場に所長、

理事長を初め研究者も入りますし、さらにプログラムディレクターの先生方にも入ってい

ただいて議論させていただくということです。 

 物によっては、研究の前提として考えているところに少し再検討が必要だということに

なって、ＤＰ化を断念しているものも年間で何件かは発生しています。そこまでいかなく

ても、もう少し別のモデルを入れて分析し直すといったお願いをしていることは多々あり

ます。 

 それから、我々の立場からすると、政策的インプリケーションが非常に大事になるので、

分析の結果として出ましたというところで終わらずに、そこから政策に対してどこまで言

えるのかというところで加筆をお願いしたりということも非常に頻繁に起こっていると思

います。 

 それから、ディスカッションペーパーのダウンロード件数については、言っていただい

たとおり、分母と言いましょうか対象本数が変わっていくので、我々としては大変な部分

があるのですけれども、そういった中でもなるべく多く世の中の目に触れるように努力し

ているということだと思います。 
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○上野国際・広報ディレクター  ダウンロード件数について私のところで補足して説明

させていただきます。ダウンロード件数は去年と比べると減っており、基本的には個々の

論文の需要によるところがあるわけですが、計算の仕方として、その年に出たＤＰにどれ

だけヒットがあったかということですので……。 

○小笠原委員  累計ではないのですね。 

○上野国際・広報ディレクター  そうすると、４月に出たものはそれなりに１年分取れ

るのですけれども、年度末に来たものは掲載日数が少なくなってしまうものですから、そ

このところは全部１年分という形で数字を出しているところです。 

 そうすると、年度当初に出したものが多いとか、年度末に出したものが多いというとこ

ろで数字が変動してしまうところがあり、その影響もあったと思われるところです。 

○吉田研究調整ディレクター  あと 20ページのところで、無形資産の分析の言及がある

ことについて御質問いただきました。これについては、生産性プログラムの中で無形資産

の分析をしていただいておりまして、プロジェクトの２番目のところで、宮川先生の無形

資産の研究というプロジェクトもありますし、これに限らず生産性分析をする中で無形資

産のものは出て来ますので、それがＲＩＥＴＩのＤＰになっていまして、それを引用する

形で白書を執筆していただいたということです。 

○小笠原委員  宮川先生のものは何ページ……。該当箇所がわからなくて済みません。 

○吉田研究調整ディレクター  申し訳ありません。資料の４ページに生産性向上のプロ

グラムというのが⑤として出ていますが、これの２番目の無形資産の研究が対応するメイ

ンのプロジェクトです。 

○小笠原委員  有り難うございます。 

○金子総務ディレクター  それでは、21 ページのホームページリニューアルの経費の

997 万 5,000 円ですけれども、これについては一般競争入札で２者応札があったというこ

とで、予定価格の約７割で落札しています。これはリニューアルの設計に係る費用でして、

今年度以降、その実際の実施費用がかかってくるというものです。 

 それから、繰越金の今後ですけれども、１つは、昨年度、評価委員会分科会で国際交流

促進というテーマをいただいていまして、その関係で外国の研究者への働きかけ等を始め

た訳ですけれども、それの実現が今年度に回っているものが多いということでして、ヘル

プマン先生とかワールドクレムスとか、今後も何人か著名な研究者が来る予定になってい

ます。 
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 あと、システム関係で、ホームページのリニューアルとか、もう１つは、遠隔操作シス

テムにつきましても今年度で保守の期限が切れるということで、新しい第２期の遠隔操作

システムの導入を図らなければいけないということで、今年度から設計を始めています。

そういったことで、まだ幾らということではありませんけれども、もちろん赤字は出ない

ようにしなければいけないのですが、中期計画が終わった後、最終的な繰越金がどの位出

るかについては、まだ見通しが立っていないということです。 

○中島理事長  運営費交付金についてですけれども、そもそも予算をキツキツで立てる

訳に行きません。赤字を出すことは絶対に許されませんので、そこのところはゼロにする

にしても限界があるということがあります。 

 その中で、我々は予算を個別に積み上げて策定していまして、それをなるべく履行する。

ただ、予算自体を積み上げるということで立てますと、当たり前なのですが、個別に超え

ていくということだと最初積み上げた予算は何なのかということでもある。結局、実態的

には個別を積み上げた予算では全体として運営費交付金が少し残っていく形になります。

そこで、金子総務ディレクターが申し上げたように、昨年この評価委員会でも御指摘を頂

戴しているということがありますので、できるだけ今後の我々の業務に資する、あるいは

研究の方向に資するものについて、個別の積み上げとは別に全体感を見ながら活用するこ

ともやっています。 

 その中で、先ほど、個別の一般管理費と業務費のところが、昨年度について単年度当た

りに割った計算をしますと、一昨年度に比べて少しオーバーしているという御報告を申し

上げました。ちょっと悩ましいところもありまして、色々な業務、しかも個別のプロジェ

クト件数をしっかり見極めながらも、内容、質量ともに拡充させるということを一方です

る。それから、それについて予算の執行率をなるべく当初の予定に向けて今まで以上に精

緻にする。これはやっているわけですが、他方で、新たなプロジェクトも広げていくとい

うことになりますと、我々の業務範囲も広がってきますが、どうしても予算面で業務費の

削減制約がかかってきます。 

 もちろん、運営費交付金がどんどん繰り越されて良いということでもありませんが、我々

としては、しかるべくフェアにそれを活用しなければいけないということが大きな使命で

すから、できるだけ第３期中に、さらに交付金の規模も見ながら業務をしっかりやってい

きたいと思っています。 

○小野分科会長  有り難うございました。他にお答えされる方――よろしいですね。 
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 それでは、お待たせして申し訳ありません。古城先生からもコメントをお願いします。 

○古城委員  幾つか御質問をさせていただきます。 

 サービスの質については、小笠原さんと同様に、私も高い質を保たれていると思うので

すが、８ページの経産省関係各室についてのアンケートで、どの位政策ニーズに合致して

いるかという点なのですけれども、母集団、有効回答数が昨年よりも増えている訳ですよ

ね。増えているのはとても良いことで、なおかつ満足度も同じような高い所が出ているの

は良いことですけれども、この母集団は、あえて増やそうと思って、聞く所を増やしたの

か、それともプロジェクトの内容が多様化したので、それに伴って聞く所が増えたのか、

どちらなのかというのをお聞かせいただきたいと思います。以前に私、母集団がちょっと

少ないのではないかという質問をした覚えがありますので、その点についてお聞かせいた

だければと思います。 

 次に、13ページですけれども、ホームページのヒット件数等で、英語サイトのヒット件

数がちょっと減っているのです。日本のアベノミクスへの関心の高さから考えると、減っ

ているのは何か理由があるのかなと思うのです。もし説明するようなことがありましたら

教えていただきたいと思います。 

 それから、20 ページで、知のハブの構築ということで一番上の所、経産省に限らず他の

省庁も一緒になることも含めて、多様な知を集積していますという説明だったのですけれ

ども、これは、今年度特にこういうことが行われているのでしょうか。意識して、こうい

う多様化を進められたのか。たまたまこのようになったのか。そのあたりをお聞かせいた

だければと思います。例えば、ワーク・ライフ・バランスの研究等はずっと続けてこられ

ていると思うのですけれども、こういうことがもうちょっと省庁を超えるような研究テー

マになって、RIETI が中心になってやられているのかどうかということを教えていただけ

ればと思います。 

 それから、26 ページの随意契約の所で、いつもこういうことは数値で評価されるので、

ちょっとお聞きしたいのですけれども、応札が１者であった契約が６件ある。これは改善

する余地があるのか。それとも仕方がないのか。学会などでも応札１者というのが多いの

で、なぜ応札が１者なのかと結構言われるのです。ですので、減らすことができるような

ものなのかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。 

 最後に 28 ページの内部統制ですけれども、理事長を中心にしながらやられているという

ことが書かれていて非常に良いと思うのですが、これはルーティン的にこのような内容が
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いつも行われているのか。それとも 25年度に特徴的な何かをやってきたことで、もうちょ

っとこういうところが 25 年度は評価したとかという特徴があれば教えていただきたいと

思います。「25年度についても」という書き方なので、今までと同じようにやられていて、

余り改善する必要性も感じないのかどうかということについて、ちょっとお伺いしたいと

思います。以上です。 

○小野分科会長  それでは、お願いいたします。 

○吉田研究調整ディレクター  有り難うございます。私の関連する所は２つあったと思

います。まとめて回答させていただきます。 

 １つ目は、８ページの経済産業省の評価の所ですが、件数が増えているのは、基本的に

は冒頭申し上げたプロジェクトの件数が増えていることに併せた対応ということでして、

それによる増です。ただ、関係課室として関わりを持ってもらう課室を増やすという意味

では、プロジェクトの中身を見て、それぞれの所にアプローチして関心を持ってもらうと

いうことは継続してやっていますし、プロジェクトを開始する段階から、なるべく情報、

問いかけを厚くして、そういったことは意識してやっているつもりです。 

 それから、20ページの他省庁とか他の部局との関わりについても御質問いただきました。

これについても基本的には従来からやって来ている形のものが多うございますが、やはり

ＲＩＥＴＩ本体、学者の方々、経済産業省が従来から中心ではあるのですが、それが外に

広がっていく傾向は、プロジェクトを問わず増えてきていまして、それは我々の研究に参

画していこうという外部の方々も趨勢的には増えているように思います。ここでは公的研

究開発機関で産総研を例に挙げましたけれども、ＪＡＸＡとか理研といった所ともコンタ

クトを取ってやるとか、そういったような形でどんどんと外の方が入っていく方向、昔か

ら定性的に変わった訳ではないのですけれども、そういったものは増えてきていますし、

我々としても、参加していただく方も歓迎の方向として、そういった方向が増えてきてい

るのではないかと思っています。 

○金子総務ディレクター  一者応札を減らす可能性ということですけれども、１つはパ

ネル調査と呼ばれる継続して行っている調査について、過去の落札者が不適切に有利にな

らないようにということで、一般競争入札は総合評価方式という形でやっていますので、

当然、業者の実績というのは１つの重要な項目ですけれども、過去に落札したからと言っ

て、不適当に有利にならないような項目を技術審査の項目に入れるということに努めて参

りたいと考えています。 
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 それから、派遣につきましては、やはり派遣会社の方で人に余裕があるときとないとき

とありますので、余りないときにやってしまいますと、人がいないということで１者にな

ってしまうことがありますので、極力１者にならないようなタイミングを見計らってやる

ということに努めて参りたいと考えています。 

 それから、内部統制につきましては毎年度やっていることですけれども、試行錯誤の面

もありまして、25 年度につきましては、やり方について外部の監査法人の方の意見も聞き

ながらやるということを行いました。また、26年度についても工夫をしながらやっていき

たいと考えています。私どもの八田監事は内部統制も非常に専門家でいらっしゃいますの

で、アドバイスをいただきながらやっていきたいと思っています。 

○中島理事長  内部統制について私から付け加えたいのですけれども、私が３年余り前

に着任したとき、既にクロスチェックの形で担当者が自覚を持って業務、しかも自分の担

当だけではなくてＲＩＥＴＩの全業務について意識を持ってもらうというやり方を随分と

やっていました。これは基本的な内部統制の考え方としては大事だと思っていますので、

ＲＩＥＴＩの人たちが１年の間に必ずそういう意識を持って全体を見てもらう。自分の業

務も同じような意識で見直す。これが基本だと思っています。 

 それに加えて、金子総務ディレクターから申し上げましたように、内容の充実を図る方

向として、我々が中だけでやっていたものを補強的に外部の業者に手伝ってもらうという

ことを一昨年度やり、昨年度につきましては、これをさらに発展させて専門の公認会計士

にお願いしました。すなわち、基本としては我々がクロスチェックしながら、公認会計士

が専門のお立場で各グループとの面談、あるいは意見交換に実際に全部入ってもらって、

専門家のお立場で何十ページものレポートを別途出していただきました。 

 したがいまして、我々のクロスチェックで出てきた案件、さらにそれを専門家の目で見

て出てきた意見の両方が出てきていますので、そういう意味ですと結構件数も色々。問題

点としての指摘の深みというか深刻さ自体は、年々改善されているということですが、新

たな視点なり新たな問題意識なり、新たな広がりの中でまだまだやらなくてはいけない。

これが、我々の業務面での継続強化ということにつながっていくと思っています。 

○小野分科会長  有り難うございました。 

○上野国際・広報ディレクター  １つだけ。13 ページの英語サイトのヒット件数が 37

万件で、昨年度の 40万件を下回っているということですが、その前の 2011年度を見ます

と 34 万件です。24 年度の調査を分析すると、機械的な検索が結構かかっていまして、３
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万位はそういうものがあったのではないかというところです。そうすると、その分を引く

と 37万件と 25年度は横バイ位になる訳です。 

 また、これは元々トップページのヒット件数ですから、サイトの中を見ていくと、数え

方がなかなか難しいのですけれども、トップページ以外のサイトの閲覧数のトータルは増

えている状況ですので、英文サイトの閲覧が減っているということはないのではないかと

思っています。 

○小野分科会長  有り難うございます。古城先生、よろしいですか。ご回答に御満足い

ただけましたか。 

○古城委員  正直言って、私は、ヒット件数はそんなに重視していないのですけれども、

このように出されると、なぜ減ったのですかと聞くのが役割かなと思いましたので、納得

いきました。 

○小野分科会長  有り難うございました。 

 ちょっと時間も押していますので、私のコメントは、どのページというように取り上げ

るのは今回よしますが、方向性としては２つあるのではないか。 

 １つは、他の研究機関、あるいは大学との提携をどのように増やしているのかというの

がこれからのＲＩＥＴＩの方向性を決めることでしょうし、評価を上げていくことにもな

ると思うので、そういう視点で内閣府の研究機関とか京都大学とか一橋大学、あるいは外

国の機関とシンポジウムを例えば 14回やって、これの費用の分担はどうなっているのかわ

かりませんが、もう少し積極的にこういうところに費用をかけていただいても良いのかな

と。あわよくば日本のシンクタンクとしてＲＩＥＴＩがナンバーワンと言ってもらえるよ

うな組織の連携体制みたいなものを作っていただけるとうれしいなと。 

 トップ 25 シンクタンクというのが 2014年５月に発表されて、幸いＲＩＥＴＩは 10位に

なっているのです。去年は 12位だったのです。これは悔しいことにトップがアメリカ、２

位イギリス、３位ドイツ、４位アメリカ、５位ドイツ、６位ドイツ、７位アメリカ、８位

スウェーデン、９位アメリカ、10位日本なのです。ドイツに負けてもらっては困るのでは

ないか。人口の割合から言っても研究内容から言っても、もうちょっと頑張ってもらって

も良いなというようなことは、割にわかりやすいテーマでもあるということで、連携をし

ていっていただきたいということが１つ。 

 それから、今の 12位が 10位になったというのは、国際化を今回随分進めていただいて、

色々な外国人の名前が報告書に書かれるようになってきたなということで、これはＴＰＰ
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もそうなのですけれども、楽市楽座、イノベーション、あるいはベンチャー支援、成長戦

略とみんなつながっているストーリーなので、外国が外国でなくなるような、国内と同じ

ように議論できるほど国際化を進めていかざるを得ないのが人口減少の日本の立ち位置だ

と思いますので、当研究所も今回色々な所と新しく提携していただいていますけれども、

場合によっては、そういう人の人数もさらに増やしてやっていただけるようになるとうれ

しいというのが、私のコメントです。 

 次の議題がありまして、この会議では決議をしないといけないのがありまして、そちら

を先にやらせていただいて、また後で戻っていただいて、監事の御講評もいただきたいと

思っていますので、財務諸表の説明に入っておきたいと思います。よろしゅうございます

か。 

○金子総務ディレクター  それでは、資料４－１によりまして、私から財務諸表につい

て説明させていただきます。 

 まず、１ページの貸借対照表です。上段、資産の部です。資産合計が６億 7,151 万 27

円ですけれども、その９割以上は一番上の現金及び預金の６億 3,303万 7,894円です。 

 それから、負債につきましては、負債合計が６億 4,586万 4,770円ですけれども、その

約７割が運営費交付金債務で４億 4,720万 3,109円です。これは研究プロジェクトの運営

費交付金の執行残高ということで、先ほど説明しましたように、これを繰り越させていた

だきたいということです。 

 総資産額から総負債を引きましたものが一番下の純資産の部で、合計が 2,564 万 5,257

円ですけれども、このうち積立金が 2,213 万 6,875 円です。これは 23 年度、24 年度の未

処分利益を積立金にしたものです。先ほど説明しましたが、今年度の未処分利益が 350万

8,382円で、これを 26年度に積立金に整理させていただきたいと考えています。 

 続きまして、２ページですけれども、損益計算書です。一番上段の経常費用ですけれど

も、経常費用の合計額が 13 億 1,298万 9,057円で、その約４分の３が研究業務費です。研

究業務費の主なものにつきましては、５ページ下段の方に書かれています謝金、研究業務

委託費、データベース経費等です。４分の１が一般管理費です。 

 それから、経常収益につきましては、総額合計が 13 億 1,649 万 7,439 円で、これの約

98.5％が運営費交付金収益で 12 億 9,637万 5,395円で、収益化につきましては、５ページ

最初の注記ですけれども、業務達成基準を採用しています。ただし、人件費、一般管理費

については期間進行基準を採用しています。 
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 この経常収益が経常費用を上回っている部分が経常利益、305 万 8,382 円で、これを積

立金として整理させていただくことを考えているということです。 

 続きまして、３ページのキャッシュ・フロー計算書です。一番下の資金期末残高６億

3,303 万 7,894 円が、今年度の貸借対照表における平成 26 年３月 31 日での現金及び預金

ということです。その上の資金期首残高５億 3,380万 8,473円が昨年３月 31日での現金及

び預金ということでして、昨年度１年間に出入りした資金が上に書かれている形になって

いて、一番大きい収入が運営費交付金の 14億 294万 4,000円です。そして、資金増加額の

9,922万 9,421円、現金及び預金が昨年度増加したということです。 

 それから、４ページ上の利益処分に関する所は、先ほど申し上げたことで、350万 8,382

円を積立金として整理させていただきたいということです。 

 それから、４ページ下段は、行政サービス実施コスト計算書でして、これは 25年度のＲ

ＩＥＴＩのサービスに対して国民が負担するコストを集計したものです。まず業務費用は、

損益計算書上の経常費用から、自己収入等を引いたもので、これが 13億 171万 5740円で

す。 

 次のⅡ、Ⅲですけれども、賞与、退職手当につきましては財源措置がなされているため、

引当金を積んでおりません。したがいまして、昨年度の見積額から今年度の見積額への増

減額をここで加えます。見積額の金額自体は５ページの貸借対照表の注記のところに、賞

与見積額、退職手当の見込額が書いてあります。この増減額が国民の負担するコストにな

るということで、15万 5,131円とマイナス 1,344万 1,409円、これは引くことになります。 

 それから、ＲＩＥＴＩの場合、経産省別館 11階のオフィスを国から無償で借りておりま

すので、この機会費用が国民にかかっているということで、近隣の賃貸料を参考にして機

会費用を足していまして、この金額が１億 664万 9,200円です。これらの合計が行政サー

ビス実施コストでして、13 億 9,507万 8,662円です。 

 附属明細書につきましては説明を省略させていただきまして、以上で私の財務諸表の説

明を終わらせていただきます。 

○小野分科会長  何を説明していただいたかほとんどわからない。どのページのどの項

目というのが飛びまして、経理の専門の方々、自分はわかっているのですけれども、人に

説明する技術に欠けておりまして、誠に申し訳ない説明になっています。 

 結論は、大丈夫だということでして、八田監事からコメント、あるいは濵田監事からお

叱りをいただけるとうれしいと思います。 
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○八田監事  資料４－３に監査報告書が添付されていますので、御覧いただきたいと思

います。今御紹介いただきました監事２名、濵田監事と私、八田で平成 25年度の監査を行

いました。冒頭だけ報告書を読ませていただきます。 

「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 25年４月１日から平成 26年３月 31日までの第 13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。その結果につき以下のと

おり報告いたします。」 

 まず、１番目が「監査の方法の概要」です。「監事は、重要な会議に出席するほか、理

事等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、本所において業務及び財産の状

況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、財務諸表、事業報告書及び決算報告

書につき検討を加えました」ということで、２に「監査の結果」として(1)から(10)まで個

別に意見が表明されています。今、小野会長が言われましたように、御紹介いただきまし

た財務諸表はそれぞれ正しく表示しているという個別意見を示しています。 

 簡単に説明しますと、会計監査と会計以外の業務の監査が我々に課せられている使命で

して、２の(1)から(10)のうち概略を申し上げますと、(1)、(2)、(4)、(5)、(9)が基本的

に会計に関する監査です。ということで、具体的には、今、金子ディレクターが御説明に

なりました。時間的な関係で十分に御理解いただけなかったかもしれませんが、ゆっくり

とお読みいただければわかると思います。貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー

計算書、行政サービス実施コスト計算書、さらに決算報告書、これらはそれぞれ正しく示

しており、指摘すべき事項はないということです。 

 別途、除きました(3)と(6)は会計の領域ですが、中身というよりも、指摘すべき事項が

ないということです。 

 そして、会計以外の、いわゆる業務の監査というところで、(7)、(8)、(10)です。これ

だけは重要性があると思いますので、読ませていただきます。 

 「(7)研究所の業務運営は、関係法令及び業務方法書等を遵守の上、中期計画及び同計画

に基づく平成 25 年度計画に従って、適切に実施されております。なお、内部統制について

も適切に対応されております。(8)事業報告書は、独立行政法人経済産業研究所の業務運営

の状況を正しく示しているものと認めます。」そして最後、「(10)財務諸表、事業報告書

及び決算報告書に重要な影響を与える不正及び誤謬並びに違法行為は認められません」と

いうことで、内部統制関係も全て適正であるという意見表明になっています。以上です。 
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○小野分科会長  どうも有り難うございました。金子ディレクターのお話よりも非常に

わかりやすくて、そういうことですので、御安心していただけると思います。 

 濵田監事、一つコメントをいただければ。 

○濵田監事  以前にも申し上げましたように、私も企業から来てここの会計、比較をし

ながらチェックして参りましたけれども、非常に適正であると判断しました。 

 また、内部統制他会計以外の分野につきましても、八田監事と一緒に見て参りましたけ

れども、問題ないと思っています。以上です。 

○小野分科会長  どうも有り難うございます。私も経済同友会の監査役を、今、させて

いただいているのですけれども、それまでは財務委員長もやらせていただいて、数表の読

み方はみんなわかるのですが、説明が下手くそなのです。ただそれだけのことを言いたか

っただけでして、中身が間違っているということではありませんので、その意味では、委

員の皆様には、この財務諸表について当分科会として適当であると決議したいと思います

けれども、いかがでございましょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

 有り難うございました。この決議をいただくのが当会としては非常に大事なことでして、

当分科会で財務諸表は適当であると議決しましたので、よろしくお願いします。 

 それでは、予定している時間になってしまったのですが、資料５－１の業務実績評価に

ついてという項目があります。ここについて坂本室長から御説明をお願いします。 

○坂本室長  簡潔にさせていただきます。資料５－２を御覧ください。 

 これは確認だけにさせていただきます。１枚めくっていただきまして、２ページの(ハ)

です。これから準備が出来次第、評価シートをお送りさせていただきます。本日、資料５

－５で評価シートのフォーマットのみとさせていただいていますので、業績を記入してお

送りしますが、いつものとおり５段階評価をしていただき、標準的な目標達成の場合には

Ｂということでお願いしたいと思います。 

 (ニ)にありますが、昨年度、スコアの配分を変更していまして、業務運営効率化、財務

内容の改善を 15％ずつ、サービス内容、調査研究を 40％、普及・広報を 30％ということ

で御審議決定いただいておりますので、今年度も引き続きその形でやっていただければと

思っています。 

 ５－３は、全体として政独委から示されています評価の視点。これは変更ありませんの

で、説明は省略させていただきます。 
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 資料５－４について、来年度から新制度に移行しますので、ポイントのみ紹介させてい

ただきます。本日、順調に行っていれば、参議院で独法通則法の改正法案が成立している

ということですが、それに基づきまして、来年４月から新制度がスタートということで、

評価の仕組みも変更になります。今のような評価委員会が評価をするという形から、各省

の主務大臣が評価をする形になりますけれども、この評価委員会なり親委員会がどういう

形になっていくかというのはまだ決まっていませんので、決まり次第また御紹介させてい

ただければと思っています。 

 最後の資料５－５ですが、本日はフォーマットのみの配付とさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

○小野分科会長  有り難うございました。今のところで何かご質問ありますか。――よ

ろしいですか。 

 それでは、今のスケジュールによりますと、まだシートの準備は出来ていないけれども、

近々出来るので、次回７月 11日に間に合うように評価を記入して提出していただきたいと

いうことでした。７月 11日金曜日 10時から評価会議をやらせていただくということで、

評価記入シートはメールで送りますので、コメントを記入していただいて送り返してくだ

さいということのようです。 

○坂本室長  資料６－１から、これも簡単な御報告とさせていただきます。 

 昨年秋から年末にかけまして、自民党政権の下でやり直しの独法改革の議論が進められ

て、委員の先生方にも御支援、御指導いただきながら、何とか今回は単独存続ということ

で認めていただいています。 

 全体の通則法、独法改革がどういった形になったかというのは、時間もございませんの

で資料６―１を御覧いただければと思いますが、資料６―２で、昨年末の閣議決定におい

て、経済産業研究所については中期目標管理型の法人ということで、今回３つ分類された

うちの中期目標管理型となっています。 

 １つ宿題としまして、先ほど小野会長からもお話がございましたが、資源配分の効率化

という観点から、国内外の政策研究機関との連携強化ということで、この閣議決定の前提

となっています独法改革の基本的方針の中では、固有名詞が挙がっていますが、内閣府の

ＥＳＲＩ、財務省の財総研など、類似の政策研究機関との連携を進めることが課題として

出されているものです。 

○小野分科会長  ちょっと後半バタバタという感じで申し訳ありません。あと５分位、
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前に戻っていただいても良いですけれども、しゃべり足りなかったはずですので、小笠原

先生から、今までの分を含めて、こうしてほしいというようなことがありましたら御発言

いただきたいと思います。 

○小笠原委員  特に留意することはなく、今回御説明いただいた内容も非常に理解でき

ました。 

 １点だけ、私も一応専門家の端くれで、財務諸表に関して言いますと、御社のキャッシ

ュ・フロー計算書は難しい決算書ですね。いわゆる財務諸表から作る決算書ではないキャ

ッシュ・フロー計算書なので、あのキャッシュ・フロー計算書だけ見ても、何でこの数字

なのかが正直わからないところがあります。ですから、できればキャッシュ・フロー計算

書の数字の流れと交付金債務の流れと剰余金の流れ、そのあたりの関連性がどうなのかと

いうのを簡潔に御説明いただくと、多分、他の決算書はそんなに難しいものではないので、

そこは非常に難しい決算書だと思いました。 

○小野分科会長  そういう意味では、別にＡ４、１枚位で、言いたいことはこうだとい

うのをコメントしてもらうと、財務諸表に対する抵抗感が無くなるのです。これだけ見せ

られて、数字がどこへ行って、どれを説明しているのか色でも塗っておいてくれれば、ま

だ追いかけられるのだけれども、追いかけにくいですよね。数字だけダーッと言われて、

どこに書いてあるのか。自分はわかっているから、そんなに丁寧に説明しませんから。そ

れで、同友会ではそういう方式に変えまして、何も言わなくもわかったという評価が（笑

声）。ちょっと余計なことを言いました。古城先生、全般的に。 

○古城委員  特に付け加えることはございません。 

○坂本室長  最後に、評価シートの送付について一言付け加えさせていただきます。 

 今日未完成のものをお渡ししていますが、本日お配りしています資料５－５に、今日説

明させていただいた資料２の業績をもう少しコンパクトにしたものを入れた形で、来週半

ばあたりを目途にメールでお送りさせていただきます。大変恐縮ですが、例年どおり 10

日程度、期日はお送りするときに書かせていただきますが、評定と評価の理由、特にＢ以

外の評価をいただくときにはその理由をお示しいただければと思います。よろしくお願い

します。 

○小野分科会長  有り難うございます。 

７月末に親委員会があるのです。親委員会でページ数を競う傾向がありまして、たくさ

ん書いていると良い活動をしたが如く捉えられる傾向があって、分厚い資料を持って帰る
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羽目になるのです。あんな馬鹿々々しいことはやめたほうが良いのではないかと言うと、

実際やっている独法の方々は、それが命だと。だから、ある程度ページ数がないと我々は

何もしなかったように捉えられるという御説明を事務方から受けるのですけれども、本当

はそうではないと私は思うので、ＲＩＥＴＩは率先してページ数を少なくして、評価のポ

イントを紙１枚とは言いませんが、２枚までは許容しても良いと思うのですけれども、そ

の位にまとめるつもりで作成いただければ良いのではないかと。事務方には非常に御負担

をかけているので間に合っていないということなのだと思いますので。業務効率化の観点

から、枚数の足りない所は私の口数の多さでカバーしますので、どうぞ親委員会に提出す

るものについては、少し枚数を減らしてやっていただければと思います。 

 今日は時間延長して本当に申し訳ありませんでした。結果的には毎年良い方向に評価が

上がっていると思いますし、またＲＩＥＴＩの理事長さん、研究所長さんを初め、各ディ

レクターのメンバーも本当に良い活動をしていただいた。先ほど小笠原先生が言われた、

これ生産性が上がっている、毎年１億円生産性を上げているというのがやはり本音なのだ

と思います。国家として日本がこっちの方向へ行くのだから、そっちの方向に引っ張って

いくという意味を加えて、効果的な使い方、あるいはその要因、効率、人員増みたいなこ

ともやっていただいた方が良いのではないかと。アベノミクスではありませんけれども、

本当に激動期、しかも政権が持ちませんので株価を上げなければいけませんから、そうい

うことに役立つのがＲＩＥＴＩの存在価値だと思っています。どうぞ引き続きそれぞれの

お立場でご尽力をよろしくお願いします。 

 本日は、遅い時間までどうも有り難うございました。 

――了―― 
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