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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４６回） 議事録 

 

日時：平成２５年７月１１日（金）１０：００～１１：２０ 

場所：経済産業省本館１階西共用会議室 

 

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、森川副所長、金子総務ディレクター、村永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 福地室長 他 

 

議題：平成 25年度の業務実績評価について（審議） 

 
議事内容 
◯小野分科会長  それでは、もう関係の方がお集まりですので、時間がちょっと早いのですが、

ただ今から第 46 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。 
 最初に、事務局から今日配付されている資料の説明をお願いします。 
◯福地室長  経済社会政策室長の福地です。今日は、よろしくお願いします。 
 本日の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の下に本日お配りしている配付資料の

一覧がございます。資料は、まず平成 25 年度業務実績評価（案）、加えて参考資料が２点ござい

ます。不足等ありましたらお知らせ下さい。 
 本日は、初めに経済産業研究所の平成 25 年度の業務実績評価について、事務局から各委員のコ

メントを説明させていただくとともに、質疑応答と経済産業研究所から補足すべき点などについ

て説明、御発言をいただきます。その上で、平成 25 年度業務実績評価について、委員の皆様に御

審議いただきたいと考えております。 
なお、平成 25 年度の業務実績に関する評価の結果については、規定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。また、業績評価の審議中は、経済産業研究所には退室

いただきます。御審議いただいた評価結果については、７月 25 日に開催される親委員会に報告さ

せていただいて、そこで最終的な評価が議決されるということになっております。場合によって

は、差し戻しされて、本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、あらかじめ御

了承下さい。 
 最後になりますが、議事録、議事要旨及び資料につきましては、独立行政法人評価委員会運営

規程の定めに基づいて公開することとなっておりますので、御承知おき下さい。 
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 事務局からは、以上です。 
◯小野分科会長  どうも有難うございました。 

例年、ＡＡで行こうということで親委員会にぶつけてみようということをするのですけれども、

どうもずっとＡが続いている訳ですが、業績評価というスタンスからすると、ＡＡという評価を

できないと本当はおかしい。だけれども、親委員会でＡＡと言うとなかなか頑強な抵抗があるも

のですから、いつも頑張ってみますが、駄目で御免なさいということでやるのです。 
今日は、ＡＡというものにどうすれば到達するかという議論をさせてもらいたいので、アウト

プット指標という参考資料１の右端に年度目標に対して評価しなさいという評価ルールですから、

それに年度目標の 150％以上になっているとＡを付けましょう、200％以上超えているとＡＡを付

けましょうということで、ここに評価を事務局に作ってもらいました。これは、全部で 10 項目あ

るのですが、外部レビューによる学術的水準はＢ以上ということになって、点数を付けにくいこ

とになっているし、ニュースレターのところは両方合わせてみれば良いとしますと、ＡＡが付い

ているのは、全部で９項目あるうち５項目です。５つの項目は、要するに 200％以上達成してい

ると。ＡＡが５項目あって、Ａが２項目あって、Ｂが２項目になる。 
どういう計算をするかというと、ＡＡは５点として、５点掛ける５項目。それから、Ａが４点

として４点掛ける２項目。Ｂが３点として３点掛ける２項目。そうすると、全部で 39 点になるの

です。39 点を９項目で割ると 4.33。平均するとそのような数字になるのです。それで、平成 24
年度を同じようにやっていきますと 4.11 になるのです。それで、ここの項目でこれだけ頑張って

いて、ＡＡの項目が５項目もあって、全体の評価がＡＡにしにくいというのをどう突破するか。

私の案は、３年続いたら本物だと。4.33 とかＡＡの項目が評価項目の過半数を超えるようなこと

が３年続いたら本物ではないかという論理でないと、ＡＡというのは付けにくいのではないかな

と思ったりするものですから、その辺の御議論を後半お願いしたいなと。 
そういう視点で、これから福地室長からの実績評価の御説明と、補完してＲＩＥＴＩからまた

中島理事長、藤田所長からもコメントがあると思いますが、そういう視点を少し入れてヒアリン

グをしていただけるとうれしいなと思います。 
前置きがちょっと長くなりまして、せっかくの御議論ですので、効率よく行きたいと思います

ので、福地室長から御説明をお願いします。 
◯福地室長  簡単に御説明します。お手元の資料の横置きのもの、平成 25 年度業務実績評価（案）

を御覧ください。こちらの総合評価のポイントのところを簡単に御説明したいと思います。 
まず、４つある軸のうちの１つ目、サービスの質の向上①としての調査及び研究業務について

です。こちらにつきましては、論文数、経済産業省の評価、外部レビューアーによる評価など、

調査及び研究業務に係る各種指標は数値目標をいずれも上回り、こちらの参考資料１にもあるよ

うに、質、量ともに高い業績を上げており、国際的にも経済シンクタンクとしてアジアナンバー

１、かつ世界ランキング 10 位という高い評価を得ています。論文公表数につきましては、これま

でで最高だった第２期の最終年度 200 件に次ぐ 193 件に上り、専門分野の外部レビューアーによ

る学術水準の評価も高かったです。 
３つ目の丸ですが、「通商白書」とか「経済財政白書」などへの研究成果の引用件数も 55 件で、

目標の 20 件を大きく上回っている。また、政策との合致、政策形成の有用性につきましても、経

済産業省関係課室からともに高い評価を獲得しています。 
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その次の丸ですが、外国語による論文数やシンポジウムなどに参加する海外の識者の人数も引

き続き高い水準であり、国際的な発信力を強化しており評価できます。 
最後の丸ですが、日本の地域間生産性格差や産業構造を分析するため、都道府県別産業生産性

データベース（Ｒ－ＪＩＰ）を初めて構築したということは高く評価できるということです。 
サービスの質の向上②は、政策提言・業務普及などについてです。こちらも全体として高い評

価をいただいていまして、まず書籍の刊行数、シンポジウム、ＢＢＬ開催件数、参加者満足度な

どのアウトプット指標は、いずれも目標を上回って、高い水準を維持しています。 
一番下の丸ですが、各種データベースにつきましても、海外を含めユーザーに信頼感を持って

活用されていまして、活用実績もおおむね伸びています。 
１ページめくっていただいて、次のページですが、国際的評価を高めるために、これまでの地

域などに加えて、更に米国を中心に海外研究機関や国際機関などとの人事交流や協力関係の強化

も図っているということです。 
次の評価軸は、業務運営の効率化です。内部統制については、ＩＳＭＳ内部監査とは別に、内

部統制監査を今年もしっかりと行い、前年度に理事長自ら審査を行って、対応の優先度を決定し

たリスクについて、毎年度の是正計画を立て、是正の実施とともにフォローアップ監査を行った。

また、各種会議において情報共有、重要事項の討議の実施、理事長との直接的な意見交換の場の

設定など、コミュニケーションの強化を行っており評価できる。こういったものが根付いている

という御評価をいただいています。こういったことによりまして、理事長の柔軟な思考が業務運

営に浸透しているという評価をいただいています。 
次の丸、情報セキュリティの関連ですが、標的型メール攻撃への模擬訓練などを実施し、また、

外部サービスを活用して、365 日 24 時間というセキュリティ体制を実現されているという点を評

価いただいています。 
最後の財務内容についてです。こちらについては、効率的な予算執行による業務運営がしっか

りと行われていると。 
運営費交付金債務の繰り越しですが、これは生産性の向上によるところであると。また、３法

人統合の議論を見極める必要があって、執行を抑制された点も理由になっているという御評価を

いただいています。 
全体の評価比率の考え方ですが、評価のウェイトとしては、業務の核であるサービスの質の向

上を、①調査及び研究業務、調査・研究業務に付随する②の政策提言・普及業務等に分割して、

業務の実施体制や重要性に鑑みて、ウェイトをサービスの質の向上①を 40％、②を 30％として、

業務運営の効率化、財務内容は各 15％とするということにさせていただいています。 
大変簡単ですが、以上で説明を終わります。 

◯小野分科会長  有難うございます。それでは、各委員から御質問、あるいはコメント、経済

産業研究所側からも補足の説明がありましたらお願いしたいと思うのですが、恒例に依りまして

小笠原先生から御発言をお願いします。 
◯小笠原委員  御説明有難うございます。事前に御説明をいただいた点も網羅されております

し、内容についてはこういった形でよろしいかと思うのですが、私の方でやや勉強不足がありま

して、業務運営の効率化のところ、配点としては小さいところではあるのですが、「ＩＳＭＳ内部

監査とは別に内部統制監査を行い」と言った時のＩＳＭＳ内部監査と通常の内部統制監査の位置



4 
 

付けとか、どういうローテーションでどういう工程でやっているかを補足して御説明していただ

ければと思います。 
◯金子総務ディレクター  ＩＳＭＳの方は、情報関係のコンピューターや個人情報保護などの

観点につきまして、リスクがないかをチェックするということでございまして、内部統制は法務

面、もしくは財務面ですとか、もちろん前向きに生産性がどの程度ちゃんと効率的に上がってい

くかという観点について、職員から情報収集を、相互監査でやる場合もありますし、個別にヒア

リングをやるという場合もございます。ＩＳＭＳと内部統制の両方のプロシージャーがありまし

て、それぞれについてやっているということですが、ヒアリングなどは並行してやることもござ

います。 
◯中島理事長  追加で申し上げますと、３年半前、私が着任した時は、ＩＳＭＳだけが行われ

ていたのです。ただ、ＩＳＭＳは通例情報統制、あるいは個人情報保護ということなのですが、

ＲＩＥＴＩではそれを超えて業務、組織、あるいは運営全般についてクロスチェックするという

形で行われていましたので、そういう意味ですと内部統制とかなり似通った形まで拡張して行わ

れておりました。 
 かなりカバー率が高いのですけれども、業務自体を我々が定期的に見直すという意味では、Ｉ

ＳＭＳのあくまでも形を拡張しているということでしたので、それでは不十分ということで、業

務全体についてもっと体系的に内部統制の形でしっかりやらなければという形で、内部統制につ

いても行うことと致しました。事実上、ＩＳＭＳ含めて内部統制がやや上部概念になりますので、

そこのところに包含されるような形に今、修正しております。ですから、名実ともにより幅広く

システム面でも、かつ業務全体の運営等についてもチェックするという形にもってきているとい

うことであります。 
◯小笠原委員  参考までにお聞きしたいのですが、ＩＳＭＳ上の法人の中でのポイントはどう

いうところなのですか。情報管理といっても、あまり他にあるような個人情報の顧客情報を持っ

ているということではないでしょうから、情報管理上は、ＲＩＥＴＩとしては一番のポイントは

どういうところにあるのか。私も紙媒体とか電子媒体別にどういう保存年限があるとかもわから

ないものですから、どういうところが統制上あってはならないリスクに対してどのように統制を

かけられるかというポイントを教えていただければ。 
◯金子総務ディレクター  顧客ということではないのですけれども、個人情報もたくさんござ

いまして、１つは政府統計の目的外利用として、名簿情報をたくさん使っております。また、そ

れ以外にもＢＢＬセミナーのメンバーもリスト化していまして、そこにＢＢＬが開かれるときに

御案内をお送りするという形になっています。 
ニュースレターなども同様なのですけれども、そういった全部の情報が入っているものに、職

員になりますと、コンピューターシステムでアクセスするということになります。特にＲＩＥＴ

Ｉの場合は外部の研究員がたくさん出たり入ったりしておりますもので、そういう方々がミスな

どで情報が漏えいさせるといったことがないようにということが中心になっています。 
◯小笠原委員  アクセス制限とかそういったことでしょうか。 
◯金子総務ディレクター  そうです。 
◯小野分科会長  よろしいですか。古城先生、コメントを１つお願いします。 
◯古城委員  今伺ったところについては特に質問もございませんけれども、小野会長が冒頭で
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おっしゃられたことは色々考えるところがありまして、そういう形で議論を進めていただければ

良いのではないかと思います。 
◯小野分科会長  有難うございます。私も十分な認識が出来ていないので１つ御質問なのです

が、１ページ目の下から６行目のＲ－ＪＩＰというのがありますね。都道府県別のデータ。これ

の使い手と言いますか、今まで都道府県別はなかったわけですが、今回初めて出来た。ここで非

常に評価されている。これは、誰が使われていて、現場の声というのはどういう声が聞こえて来

ておられますか。 
◯森川副所長  これは都道府県レベルなので、もちろん自治体の方なども使われると思うので

すが、一番典型的な例を言いますと、経済産業政策局の産業再生課が今、日本の「稼ぐ力」創出

研究会というのをやっていまして、安倍総理も強調していますけれども、成長戦略の中で地域の

活力というのが非常に大きなイシューになっているということで、その研究の資料にも大変使わ

れています。 
 私どもが公表しているのは、生産性とか労働力とか資本というデータそのものですけれども、

それを経済産業政策局の中でいろいろ加工したり、更に追加的な分析をしたりして、そういう基

本的な成長戦略の策定に使っているということがございます。 
◯小野分科会長  例えば県単位でみると、東北の復興を頑張らなくてはいけない都道府県は非

常に高く評価しているとか、あるいは四国とか北海道とか経済が落ち込んでいるようなところは

こういう使い方をしているとか、地域別に特色はありますか。あるいは、そういう声が聞こえて

来ていますか。 
◯森川副所長  今のところ、まだそこまで具体的に地域から声は来ていませんけれども、全体

として地域間の格差とか生産性の格差とか上昇値の格差の特徴自体をまとめて深尾先生たち中心

に論文の形で発表しています。そういう中で例えば生産性の格差が長い目で見たときに縮小して

いるということも示されておりますし、地域間の生産性格差に対して全要素生産性、ＴＦＰが決

定的に効いているということもわかってきていますので、今後そういった点に着目した利用が広

がっていくことを期待しているという状況です。 
◯小野分科会長  有難うございました。それでは、他に質問がなければ、先ほどの議論の方向

でやってみたいと思うのですが、サービスの質の向上①と②はこれだけの項目が 200％を超える

ような成果を上げていて、業務の量という指数で見る限りは超えているのです。問題は、質とい

うものを何に計数化して、置き直して説得ができるか。これがなかなか難しくて、ここの１ペー

ジ目の文章の表現にも、高く評価できるとか、高い評価を獲得したとかということは、ＡＡでも

Ａでも言える表現なのです。ＡＡという評価だという、質的に評価できるパンチが何かあると良

いなと思うのですが、小笠原先生、いかがですか。 
◯小笠原委員  今日御用意いただきました資料で、先ほど 150％以上Ａ、200％以上ＡＡといっ

たアウトプット指標の９項目を御説明いただいたかと思うのですが、ここに挙げられている冊数

であるとか件数というのは、確かに量的な指標ではあるのですが、私が思うところで言うと、必

ずしも量だけと言い難いというか、質を伴っていないと、当然に量にならないだろうというのは

含まれていると思うのです。 
 ただやりましたという結果だけですと、それは確かに量かもしれませんが、例えば内部レビュ

ーを経て公表した研究論文というのは、ただ自由に発表できるものではなくて、やはり一定の水
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準をしっかりキープした上で、初めて通った論文であるでしょうし、研究成果を活用されている

色々な白書や審議会の資料も、働きかけて量的に増えるものではなくて、やはり必要性に迫られ

て取り上げられるということで言えば、当然質を伴っていないと、こういった定量的な数値は出

ないかなという部分は、今回非常に気を付けて見させていただきました。 
◯小野分科会長  有難うございます。事務局としては、出る杭が打たれるのは嫌なのです。突

出するのは嫌なのです。ですから、なるべく丸く余り目立たないようにという思いが強い組織な

ものですから、私と意見が対立したりしまして。私は経済界ですから、尖っていないと仕事にな

らない。社長の仕事というのは、大体７割が賛成したものはやらない。３割が賛成して、他の連

中が反対しているのをやるというのがトップの役目だったものですから、この辺で納めようとい

うのはちょっとカチンと来るのです。 
 今回もせっかくＲＩＥＴＩが独立した１つの組織になって、良かった、良かったといって、次

は他の組織と統合することを狙いましょうと書いたら怒るのです。統合というのは言い過ぎだと。

連携、提携ぐらいにしてくださいよというのです。やはりそういう組織のマインドがあるもので

すから、親委員会に行って、経営者が多ければみんな納得してもらえるのですが、学会の方が多

いものですから、そういう３割の意見を尊重する風土にないものですから、なかなか突破しにく

いというので、今の平成 25 年度の数字がもう１年続いたら、来年はＡＡで上申しますということ

を今年は言いたいなと。そうすると３年続く。もっと厳密に計算すると、平成 23 年度も４を超え

ているのではないかと思うのですが、少なくとも私の計算上は、平成 24 年、25 年と良い成績を

上げて来ているので、平成 26 年度はそういう方向だったら、もう少し高いレベルの評価をしたい

ということを予告しておきたい。 
 というのは、今年の制度が来年続くかどうかわからないのです。我々の任期は今年一杯という

ことになっていますから、こういう評価の仕組みをむしろこういう方向にもっていってもらった

方が良いのではないかというのを色々な方に聞いていただいておいた方が良いのかなと。来年は

大臣が全部評価しますということになれば、我々はお役御免で有難い訳です。 
今までやってきた思いと言いますか、論点に更に付け加えるところがありましたら、議論をお

願いします。 
◯小笠原委員  そのあたり、非常に説得しにくい構造的な状況があるというのは非常に理解で

きるところです。あとは、評価結果を透明性のある形でキチッと納得の行く形というのは必要な

のかと思うのですが、私は個人的には２年で良いかなと思っているのです。そのルールというの

は、繰り越しでたまたま業績が寄ってしまったというところがあれば、寄ってしまった形で評価

を作ることには弊害があるので様子を見ましょうという趣旨だとすれば、２年かなと思います。 
 問題は、逆に良い時はそういうことで良いのですが、仮に悪い時にバランスの取れた評価なの

かということも併せて考えておく必要があるのかなと思っています。 
◯小野分科会長  この点は、経済界で我々がやってきたのは、親分にお金を持たせておく訳で

す。組織の長に。そこに自由度を与えて、悪かったらそこから剥奪する訳です。技術開発部は去

年 100 点上げていたけれども、開発は去年より落ちたから今年は 80 点しかやらない、20 点返せ

と取り上げるわけです。そうしないと、毎回 100 点もらえるとなってしまうといけないので、な

るべく長に財源を預けておくというやり方をするのです。 
 そういう意味で、私も理事長にお金を預けておくというやり方をなるべく取り入れた方が良い
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と。運営費交付金債務が 4.5 億円もあって困ってしまうと。困ってしまうのだったら親分に預け

ろと。親分が自由に使って、それで成果が上がるようにみんなで評価したら良いではないかと思

うのです。 
 組織の長にお金を預けるというのは、評価を担当する組織体はなかなかうんと言わないのです。

単年度主義という限界があるのだろうとは思うのですが、どうも苦手としておりますので、そこ

はやはりなるべく突破したいなと。例えば後で御議論いただくかもしれませんけれども、ＲＩＥ

ＴＩの職員の給与水準が 78％位なのですが、おかしいと。少なくとも 83 位がいいのではないか

と言うと、いやいや、過去の経緯も色々あって、今こんな水準になっていますけれども、その程

度で良いですという答えが返って来てしまう訳です。 
 世の中はみんなアップダウンがあるのです。景気が良くなったり悪くなったり、お金をもうけ

たり損したりするので、官の組織は、アップダウンは常に上を向いていないといけないという使

命を持っているのかもしれませんが、もう少し自由度があって良いのかなと。どこでどう表現す

るかというのは悩ましいのですが、そんなことを思ったりしています。 
 去年も言いましたけれども、例えば理事長が経済界に出ていって、色々スピーチして、ＲＩＥ

ＴＩの存在感を高めることは良いではないか。したがって、同友会の会費位持てよと言うと、経

済産業省からの返答は「できない」というのです。 
前任の室長さんの異動先に挨拶に行ったのですが、「会費の支出だけはできなくて、御免なさい」

と言うのです。御免なさいと言うのだったら、やれと言ったのだけれども、やれないのです。で

すから、経済産業省の評価体系というのはそういうことを言ってはいけないし、やってはいけな

い評価体系になっている。困ったなと。 
大臣に言っても始まりませんし、本当にやむを得ないのですが、外部からワーワー言うしかない

なということです。 
そういう意味で、日頃からＲＩＥＴＩの方も御不満があるに違いないので、理事長に振るとな

かなか言いにくいので、広報担当の上野さんに少しコメントをいただければ。 
◯上野国際・広報ディレクター  今日、アウトプット指標という表が配られており、また、こ

ちらの本体の評価にも書いていただきましたが、シンポなど公開イベントをたくさん行いまして、

国際化にも頑張ってアメリカを開拓したり、色々やってきた訳です。その辺は頑張って来たなと

自負しているところでございます。 
 このアウトプット指標の紙では数字だけの評価で、目標に対する比率で 150％以上がＡとか

200％以上がＡＡとなっており、例えばＢＢＬセミナーはＢとなっています。しかし、年間 65 件

と今年も増え、目標は 50 件でこれ以上やるのは不可能というか、相当な数に達しています。毎週

１、２回、時に３回やる時もありまして、お盆とか冬休みはやらないものですからそういうこと

になります。また、それもずっと同じようにやっている訳ではなくて、講師を工夫して、例えば

今年はくまモンを呼んだりとか、これは、別に余興で呼んだ訳ではなくて、地域の活性化という

ことです。海外から有名な方が来られると、１週間前に開催が決まることがあって、そういう時

はスタッフが非常に大変な訳ですけれども、何とか準備しています。来られる方からは何でもっ

と早く案内しないのかとお叱りを受けることもあるのですが。 
 ＲＩＥＴＩで、ウェブでアンケートをして、大変参考になったという評価をした方について、

自由回答が 100 位あって、そのうち３分の１位がＢＢＬについてコメントしています。これは、
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例年ＢＢＬの露出度が高いものですからそうなのですけれども、数は限界に達しているところで

すが、いろいろ工夫してやっているというところがございます。 
なお、シンポジウムをたくさんやっている中、経済産業省からの評価が 74％で、今年は去年か

ら比べると低くなっています。これは経済産業省の参加者の割合が全体の中で低いため数字が変

動しやすいことがあるのですが、御指摘があったとおり、経済産業省の関心が高いイベントを開

催していくように工夫していきたいと思っているところでございます。 
その他、ニュースレター、広報誌もＢが付いているところですけれども、これも数としては限

界でございまして、内容について広報誌も理事長以下、幹部がいつも集まって工夫して、内容だ

けではなくて、見易さも工夫してきているところでございます。 
ウェブサイトも日英中と３つ運営すると結構大変で、更新も相当しています。中国に行きまし

た時も、中国のある政府系の機関は、当方のウェブサイトを参考にしてウェブサイトを作ってい

るという話もありましたし、相当水準が高くなってきているのかなと自負しているところです。 
私からのコメントは以上でございます。 

◯小野分科会長  有難うございました。確かに上から３行目のシンポジウムの満足度が下がっ

ているということですが、私は割にＢＢＬに出させてもらうのですが、外部講師の方の場合はか

なり高い満足度なのではないかと思うのです。 
 経済産業省の中の人を講師に招いた時の評価が余り高くないのではないかと思います。余り決

めつけてはいけないのですけれども、ここ４回位、ベンチャーの人を呼んで、私、２回位出て来

て聞かせてもらったのですが、ベンチャーというのは考え方が非常識なことをベースにして事業

が出来ているものですから、ＢＢＬに来られる外部の方も含めて、経済産業省が随分色々なとこ

ろに意見を求めて、それを発信してやっているなという印象を持ってもらえているのではないか

と思います。 
従来、白書が出来たから白書を説明するという発表の仕方ではなくて、コーディネーターとし

て色々な意見を聞いた中で、産業政策を打っていくというやり方の方が評価が出ているのではな

いかなと思います。印象論だけで恐縮ですけれども、そういう意味でなるべく外とつながって、

色々な人の意見を聞ける仕組みをＲＩＥＴＩで持っていただくと、産業政策に反映できるのでは

ないかと思っております。有難うございました。 
それでは、本論のところでありますが、研究所長から論文の昨年度の成果について御報告をし

ていただかないと失礼でございますので、よろしくお願いします。 
◯藤田所長  本日は、ＲＩＥＴＩ分科会につきまして、評価するというのは大変な努力が要る

訳ですけれども、非常に温かい言葉で色々な形で御意見をいただきまして、誠に有難うございま

す。 
 研究実績につきましては、全体としては十分な成果を上げていると言えると思います。ただ、

我々はこれで決して満足している訳ではありません。世界の経済社会全体が大きく変わってきて

いる。その中で日本が更にどのようにして発展していくかという中長期的な日本の将来につきま

して、ＲＩＥＴＩができるだけ貢献するという大きな目標があります。もう１つは、学問の世界

でＲＩＥＴＩという存在が世界の研究機関の中で一層認知されるという２つの大きな方向性を目

指して頑張っている訳であります。現在のところ、両方とも将来に役立つ研究、それから世界で

のＲＩＥＴＩの研究の存在感は、一応満足のいけるものと思うのですが、我々といたしましては、
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更にもっと高い目標を掲げていきたいと思っております。 
 学問的には、平均的に見れば非常にしっかりした論文を書いていただいていると言えます。し

かしながら、世界的に見ますと、大きな学問の枠組みが欧米を中心にして作られた中で、日本も

一生懸命研究しているというのが恐らく大部分だと思います。今、経済社会が大きく変化する中

で、今までの枠組みを超えた新しいパラダイムを作る位の研究をＲＩＥＴＩでやっていきたいと

思っています。 
それから、そういうパラダイムシフトは、何も背景がないものにシフトしたって仕方がない訳

です。経済社会が現実に大きく変化している中で、パラダイムシフトして、新しい学問を作って

いく。これは、決して我々ＲＩＥＴＩ関係の研究者、また日本だけでできる訳でない。やはり世

界のあらゆる研究者と連携、競争しながらやっていく。従いまして、研究組織を一層国際化し、

グローバル化していくということも更にやっていきたいと思っております。 
そういう中で、私もいろいろな研究所の評価委員の経験がありますけれども、ＲＩＥＴＩの評

価委員会の方々は非常に温かい気がいたします。外部のいろいろな研究機関の評価を見ますと、

Ａにするか、ＡＡにするかということで悩むようなことはほとんどない訳で、Ａにするにはどう

したらいいか悩む訳です。もちろんＡとかＡＡは、我々が自分で評価するものではありませんけ

れども、繰り返しになりますが、ＲＩＥＴＩとしては、決して満足しているわけでなくて、一層

高い目標に向けて頑張っていくと。そのために、皆さんの忌憚のない評価をいただければと思っ

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  どうも有難うございました。 
 それでは、ＲＩＥＴＩからの説明の最後に、理事長から総括的な御報告をお願いいたします。 
◯中島理事長  今はもう青空ですけれども、台風直撃という状況に近い中でお集まりいただき

まして、本当にどうも有難うございます。 
最後に１、２点付け加えたいのですが、申し上げるまでもないことなのですけれども、私ども、

数量目標のところはもちろん欠いてはいけないという前提でやっております。ただ、当たり前の

話なのですけれども、数をこなせば良いというところに目標を置いている訳では全くございませ

ん。先ほど私どもの上野ディレクターからもお話がありましたように、その中で我々なりに数は

もちろん気にはしておりますけれども、それは前提として、いかにどのようにタイムリーで中身

の濃いものを我々としてうまく織り込めるかということをやっているということでございます。 
所長のお話、まさに我々の中核である研究分野についてそういうことでございまして、単に一

つ一つの研究成果をこなす、これは大前提ではあるのですが、ただそこにとどまることなく、も

っと大きな形で何らかの寄与ができないかというところに意を用いているということは是非申し

上げておきたいと思います。 
 その例を幾つか挙げますと、１つは、昨年あるいは今年の成長戦略の中に女性の活躍が大変目

覚ましい形で政策として押し出されてきているのですが、直接ということではないのですけれど

も、間接的にその背景には、私どもの過去 10 年位にわたる地道なワーク・ライフ・バランスとか、

男女共同参画等についての研究成果が積み上がって来ている。それが背景の一部になっていると

いうことは間違いないところでございますし、今後とも是非その点は我々力を入れてやっていき

たいというところです。 
 また、昨年、一昨年と評価委員会で御指摘を頂戴した国際研究交流をもっと高めてほしいとい
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うことにつきましても、昨年についてはお話を頂戴してから、事実上、昨年度実績に盛り込むの

はそこからですから、半年位しかなかった訳です。ですから、今年度、これから本格的に実績が

出てくるという形になっているはずなのですけれども、昨年度につきましても成果をかなり取り

込むことが出来たと思っております。特に、御指摘を頂戴したバックグラウンドなのですが、内

外の研究交流の幅を広げれば、研究の質も広がるし、深まるしという点についての成果は既に出

ておりまして、私どもの研究に参加している研究者の先生方からも、「従来では名前を論文の上で

しか見ていないような海外の先生に直接来ていただいて、ディスカッションできる、コメントを

もらえる、研究成果が大変上がる」、このようなお話は随時いただいているところでございまして、

まさに狙うところの１つでもあろうかと思っております。さらにこれを密に、単に形式的に海外

の研究者が何人来ましたとか、海外の研究者にセミナーをやってもらいましたということではな

くて、もっと実体的に中身のある形でそういう意見も踏まえながら、広げていくということを今

やっております。 
もう１つだけ申し上げますと、この場で何年か前のことだと思いますが、「外部諮問委員会を設

置して、もっと幅広く意見を聴取したらどうだ」という御意見を踏まえて、外部諮問委員会を設

置したわけでございます。そこで多々御意見を頂戴したものを、全部が全部 120％実現というこ

とはもちろん難しいのですけれども、それでも基本的には全部踏まえて、それを我々なりに取り

込もうということをやってきております。まさに全件でございます。もちろん中には完全には取

り込めないものもあるのですが、少なくとも全件踏まえて対応しようとしております。 
かなりのものについては、研究の中身についての御指摘であれば研究の中に織り込んでその実

績を上げておりますし、また運営等についての御意見であれば、それを踏まえた運営をしており

ます。そういう中には、広報的なもの、あるいはウェブに関するもの、海外との論文の交換もＶ

ｏｘＥＵという形で実現しておりますし、ＥＰＲとの関係はさらに深めるという方向で具体的に

進めておりますし、そういう形で正にいただいた御意見を踏まえて、我々なりにも目標を数量的

ではなくて、さらに質的なものも踏まえて拡大する。そういうところも毎年できるだけタイムリ

ーな形で心がけているのですが、我々なりに重点も置きましてやっているということでございま

す。 
是非評価をよろしくお願いできればと思っております。本当にどうも有難うございます。 

◯小野分科会長  どうも有難うございました。それでは、ＲＩＥＴＩの方々、今日は、どうも

有難うございました。 
 
     （経済産業研究所退室） 
 
 それでは、ルールに従いまして、それぞれの評価を順次していかなくてはいけないことになっ

ておりまして、最初はサービスの質の向上①の評価についてで、お手元に資料が行っていると思

いますが、私の統計に依りますと、小笠原先生がＡＡで、古城先生がＡで、私がＡ◯としており

ますので、Ａ◯ということで出させていただいてよろしゅうございますか。これは、丸の意味は

よく説明いたしまして、２年続いたらＡＡだということで申し上げていきますので、Ａ◯と。 
 それから、２つ目のサービスの質の向上②の政策の普及・提言等ですが、小笠原先生がＡＡで

古城先生がＡで私がＡ◯を付けておりますので、これもＡ◯ということでアウトプットさせてい
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ただくことでお願いいたします。 
 それから、業務の効率化ですが、これは小笠原先生がＡ、古城先生がＢ、私がＡと付けており

ますので、Ａで登録させていただければと。古城先生の評価が低いことになっているのですが、

御容赦をいただけますでしょうか。あるいは、何かコメントをしておく必要があれば…。 
◯古城委員  それで構いません。ただし、資料を読んでいきますと、目標値で、前年度比で１％

以上の効率化を図るという目標が出ているのです。それで、色々な新しい業務など、セキュリテ

ィ上必要な業務を引いてもこの目標が達成できなかったという資料になっていたものですから、

多分、そこのところがもしかしたら親委員会で言われる可能性があると。なので、何か理論武装

しておいた方が良いのではないかと。 
 それで、全体としては、私は、多分すごく色々なことをやっているにも関わらず、どんどん予

算を削減していかなければいけないというのは、全体の計画としてはかなり矛盾があると思うの

です。つまり、予算削減しながら、高いパフォーマンスをどんどん上げていくというのは実質的

に非常に難しいことなので、この目標自体がどうなのかなという気もしているのです。なので、

そこのところは話し合った方が良いのではないかという意味でＢにしたのです。 
◯小野分科会長  有難うございました。ここは私のロジックでは、アウトプットを大きくしよ

うとすると、出張旅費も増えるし、当然活動費が増えるので、これは増えないとおかしい。増え

ないとおかしい性質のものを対前年度比で１％削減するというルールを作るのはおかしい。 
例えば 100 項目あったら強制的に文句なしに 10 項目はやめろというルールを作らないと駄目

なのです。経費１％落とせというやり方は全く意味がない。だから、活動範囲をコントロールし

なければいけない。そういう意味では、平成 23 年度に中期目標期間が始まるスタート時点で、ど

の位の経費がかかっていて、それをこの中期が終わる５年後に幾らにしようとしているのか。そ

の幅に入っていればこれは良しとするというロジックだと思っていまして、私はそういう説明を

しようと思っています。ですから、逆に１％削減ルールにこだわる方がおられたら、それはいか

に無理なのかということをよく御説明いたします。 
◯古城委員  恐らくそのところが、ＲＩＥＴＩはこういう組織だというのをもっとわかってい

ただけるきっかけになると思うので、是非よろしくお願いします。 
◯小野分科会長  そこはしっかりやって参りますので、ここのところはＡで御容赦を。 
◯小笠原委員  私の記憶違いかもしれませんが、中期目標期間の５年間で５％ですよね。 
◯小野分科会長  そうです。 
◯小笠原委員  ですから、タイトな前年度があったりすると、それの１％削減というのがマス

トになると、非常に無理があるのです。ですから、５年間の中での位置付けで、例えば３年、４

年経っている中でも平均値以上に減っていれば、その（無理のあった）１年間の単年度だけを捉

えて言われても、それはおかしいですよという話は抗弁できるかなと思うのです。 
◯小野分科会長  ５年計画を作りますと、５年間毎年ピューッと上がっているというのは、こ

れは嘘なのです。大体３年うまくいって、２年失敗するのです。だから、上がって、下がって、

上がって、下がって、上がって、（５年間の）トータルで上がっているかを議論しなくてはいけな

いので、下がったところを下がったと言って、責めても駄目なのです。そういうリズム感で上が

ったり、下がったりしているので、ずっと一方的だったら計画が死んでいるのです。上がったり

下がったりしているから、計画が生きている。今日は本当に良い御指摘を有難うございました。 
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 それでは、４項目の財務内容なのですけれども、これも小笠原先生がＢで古城先生がＡで私が

Ａということですので、これも３人ではＡということにさせていただいて、ここで剰余金の管理

の問題は、生産性が上がっているからと言い切ってしまっているのですが、本当はもうちょっと

セーブする要素が働いたのかもしれませんが、もう少し剰余金が出たら国庫に返すと。これは会

社で言うと、もうけですから、もうかったという訳だから、その分だけ逆に理事長や所長に給与

として返してもらわないといけないと思うのです。それを返してもらうように制度設計をできな

いのかと。それだけもうけている組織があるのだから、少なくとも半分は返してやるとか、そう

したら独法もみんなもっと頑張るよとお願いをしてみようとは思います。 
ということで、親委員会にはＡ◯、Ａ◯、Ａ、Ａということで提出したいと思います。Ａ◯と

いうのは、他の独法と比較する時にはＡと記載されるのですが、そこは口頭でカバーいたします

ので、よろしくお願いします。ということで、25 日に行って参りますので、今日はこれで有難う

ございました。勝手なことばかり言って、演説をいたしまして、申し訳ありませんでした。 
 
――了――   
 
 


