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基礎研究を支える研究機関等の存在は多様な産業の発展に貢献していますが、直接的な産
業需要との紐づけが困難であるため、経済波及効果が過少に評価されている可能性があります。
一般的な産業連関分析に加え、研究開発費と市場規模の関係を統計的に捉えた分析を通じ
て基礎研究の成果を測ることにより、基礎研究の波及効果を分析します。
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1. 産業連関分析
産業連関分析を用いて、対象となる施設やイベントの経済波及効果を分析します。経済波及効果とは、ある需要の発生が副次的に次の生産を誘発すること
を指し、新規需要により当該地域内に直接生産を誘発する効果（直接効果）、直接効果がサプライチェーンを通じて中間財（原料）等の他の産業に及ぼ
す波及効果（間接1次波及効果）、直接効果や間接1次波及効果で生み出された需要によって増加した雇用者所得による新たな消費需要の合計（間接
2次波及効果）に分けられます。

産業連関分析と波及効果のイメージ

経済波及効果分析

成果物のイメージ

Illustrative
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2. 研究成果の波及効果
産業連関表では分析が難しい、基礎研究等の研究に対して投入した金額から生み出される市場の拡大効果を分析します。
主なアプローチとしては、研究開発費と各産業の市場規模の拡大の関係性を統計的に分析した結果をもとに推計します。ある一定の時点で投入された研究開
発費に基づく市場規模の成長効果をVARモデルに基づく係数×研究開発費で分析します。また、将来にわたり市場規模の成長が見込まれる場合には、市場
規模の成長効果を加味して将来の波及効果を分析します。

研究成果の波及効果算定イメージ

①研究開発費 ②研究開発費が寄与する
市場規模の拡大効果

③将来の産業の
成長の反映

④波及効果：市場規
模拡大への寄与
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例：VARモデルを用いて分析した研究開発費と市場規模の関係
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研究開発費と市場の拡大効果の関係性については、VARモデルを用いて
分析します。VARモデルは変数間の時間を通じた関係をデータから分析する
モデルですが、事前に外生変数（説明変数）と内生変数（被説明変
数）を区別しないことで、具体的な因果関係を仮定しないという特徴を持
ちます。このため、純粋に時系列データから変数間の統計的関係を推定す
ることができます。

②研究開発費が寄与する市場規模の拡大効果の推計

ある一定の時点で投入された研究開発費に基づく市場規模の成長効果
を①研究開発費×②で分析したVARモデルに基づく係数×③将来の産業
の成長率で分析します。

④波及効果の推計

将来にわたり市場規模の成長が見込まれる場合には、③市場規模の成
長効果を加味して将来の波及効果を分析します。

③将来の産業の成長の反映

評価対象の施設を活用して行われる研究開発にかける時間や費用等をヒ
アリングのうえ集計します。

①研究開発費

成果物のイメージ

Illustrative

Illustrative

Illustrative



1.研究施設等の経営改善が求められる背景
我が国の財政事情は厳しく、限られた財政資金を有効に活用すべく、科学技術予算は、質の向上を進めると同時に、研究施設への予算配分のメリハリ付
けが強化されています。このような状況下で、効果的に予算を使い、研究成果として科学技術投資の効果を引き上げるために、経営管理の視点は有用です。

一方、研究成果の最大化等を目的とし、営利活動を目的としていない公的性格を有する研究施設等は、独立採算制を前提とされておらず、研究資金等
を社会に求めることになるため、公的施設の必要性や運営努力の状況について社会から評価されることになります。

我が国の研究力向上に向け、税金を原資とした支援のインセンティブを社会から受け続けられるよう、教育研究上の財務改革を実現すべく、施設管理等の
効率化を徹底する努力が求められていると考えます。例えば、事業費の効率化のために、従来の予算の見直しを検討したり、公益に資することをより認知し
てもらって利活用の拡大を進めたり、産学連携を通じて民間資金を獲得して運営財源に充てることも期待されます。
さらに、研究施設等を活用した成果を開示し、社会からの関心を高くし、支援を受けることで、我が国の教育・研究の質の向上に寄与するエコシステムを形成
できると考えます。

（例）委託業務等効率化調査

4

研究施設等収支改善アドバイザリーサービス
国等の科学技術予算はメリハリ付けが強化されています。
我が国の研究力向上に向けて、社会から評価され支援を受けるためには、
研究成果を上げるだけでなく、効率性を上げることを追求することも必要です。
効率化や利活用の拡大を進めることで、研究開発の競争力の強化を支える
持続的な運営を実現します。

コスト構造および各コストの業務積算基準による原価推計から削減余地を分析します

現状

支払額

人件費 物品費 業務

管理費

販管費・

利益

適正

価格

削減余地

①清掃委託費のコスト構造分解

②清掃員の必要人数・熟練度・工数・
単価から合理的な人件費を算出

・必要人数・経験・工数：実地調査
・単価：市場が提示する相場価格

③各コストの業務積算
基準からコスト算出

A区

B区

C区

D区

委託業者に業務効率改善を提言しうる
客観的な裏づけのある分析を実施

×

市場相場に応じた
単価の適正化

人員単価
の適正化

人員数の
適正化

CさんBさんAさん

作業量
の削減

ゴミが溜まる位置に
業務量を集中

清掃機材の見直しによる
更なる効率化

両手により、
作業効率アップ

&
機材単価も割安

入口から
6歩圏内
に90%のゴミ

作業量削減に
伴う人員適正化

業務の平準化と業務プロセスの改革を通じて、総人件費を削減します

改善の
方向性 施策 業務

削減
人件費
削減 インパクト 収支

削減額

①業務平準
化

 上期と下期で利用料
に差を出す ◆ ▲9,600

（千円）

～▲7,000
（千円）
（※）

②土日稼働
削減

 土日は第1・第3土日
のみ稼働し、ニーズを
集中させることにより、
代休取得がなくなる

◆ ▲3,400
（千円）

③業務改善

 一般職と技術職の業
務分担を行う

 業務マニュアルを整備
する

 見学は週1回にする

◆ ◆ ▲9,420
（千円）

④固定報酬
の引き下げ

 出向者分については
出向元に給与負担を
お願いする

◆ ▲26,000
（千円）

▲26,000
（千円）

・「インパクト」とは、業務作業量イメージで、施策を実施することによ
り算出される余裕分を金額換算したものである。当該金額分の業
務を他に対応可能となるという考え

・「収支削減額」とは、実際にRTFから支出される金額の削減額を表
している。例えば、施策の実施により、A氏の業務量が120％から
80％に削減された場合、インパクトとしては▲40％であるが、固定費
20％分の出費は変わらないため、収支削減額は▲20％になる

収支削減額計▲33,000千円

※季節的な条件や各種イベントが計画的に整理されることで、現状の超過勤務手当支出
7,000千円相当まで削減可能

（例）業務量分析および業務効率化調査

委託業務にかかるコストは見直しが適時に行われておらず、適
正単価と比較して高い金額を支払っている可能性があります。
委託事業者の損益構造や各コストの業務積算基準による原
価推計から、削減余地を分析します。例えば、清掃事業の場
合、清掃員の必要人数・習熟度・工数・単価から合理的な人
件費を算出します。必要人数の把握のための実地調査や単価
については市場調査を行うなど、状況にあった方法を提案します。

人件費の負担が大きい場合、業務のプロセスを把握し、業務の
平準化やプロセスの改革等による総人件費の削減可能性を分
析し、改善方策とともに提案します。
例えば、毎年同じ事業スケジュールを組んでいる点に着目し、事
業の繁忙期、イベントの開催時期、取引先の都合を勘案して、
業務の平準化の余地を分析します。あるいは、業務量を調査す
る過程で専門的な技能等を有する専門職が対応すべき業務と
専門性は持たずとも一般的な知識等で対応可能な業務を区別
し、適材適所の業務配置を行います。これらによって捻出できた
高度な専門職の業務時間を難易度の高い業務や高付加価値
の業務に充てることを提案します。

Illustrative

Illustrative

2.研究施設等効率化アドバイザリー
研究施設等の各種委託費（清掃、警備、保守等）、光熱水費
あるいは人件費等について、効率化できる点を調査し、提案します
（以下、例）
委託業務等効率化調査、業務量分析および業務効率化調査、
維持管理費等削減影響度調査、利活用拡大調査、収益性調査、
等



（例）維持管理費等削減影響度調査

（例）利活用拡大調査

法人の事業に特色があったり、地域によっては関わる
企業が限定されるなど、中長期的に多額の維持管
理費等が固定的にかかっているにも関わらず、財政
負担の軽減を十分に試みていない法人が見受けられ
ます。
既存契約先以外の相見積りの徹底、単年度契約
から複数年度契約への変更、個別契約から包括契
約の変更、あるいは仕様内容の見直しにより維持管
理費が削減される可能性があります。これらは、法人
の事業や研究等の特性を見ながら、単純にコストを
削減するだけでなく、アウトカム等のパフォーマンスが落
ちないように留意しながら影響度の調査・分析を実
施し、中長期的に委託契約業務等の削減策を提案
します。

① ステークホルダー調査
研究施設を利用者を含む社会がどのように評価しているか、期
待する機能はどのようなものか、使い勝手を含めた利用条件は
適切かどうかを関係者ヒアリングを含めた調査を実施し、課題や
利活用拡大のための方策について優先順位をつけるなどして提
案します。
② 研究施設等稼働調査
研究施設の稼働状況を含む使用実態を調査し、稼働策の向
上や効果的な活用策を提案します。また、ライフサイクルコストを
考えると維持管理費が高額である場合等、財務負担の大きい
施設や設備を調査します。
③ プロモーション活動調査
潜在的な顧客を開拓するために従来の広報策に加えて戦略的
な広報を提案します。

（例）収益性調査

① CVP分析(*)
収益と費用の関係を把握するため、費用を変動費と固定費に
分解し、収益、費用、損益の関係性を分析します。限界利益や
貢献利益を算出し、使用実態に応じて損益に対するインパクトを
算出します。
② 回帰分析
研究施設の使用実態に応じて費用額との関係性を分析します。
③ 将来収支シミュレーション
将来の使用実態に応じた損益の状況を表し、今後の利用単価、
使用件数、補助金等の申請の必要性について提案します。
（*）
CVPとは、Cost（コスト）、Volume（収益）、Profit（利益）の
頭文字です。

Illustrative

Illustrative

Illustrative
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