平成 21 年度
9 月定期監査報告

平成 21 年 10 月 15 日

独立行政法人放射線医学総合研究所

監事

白尾隆行

監事

田中省三

1

独立行政法人

放射線医学総合研究所

理事長

義晴

米倉

殿

平成 21 年度監事監査実施計画に従って、「不適切な手続きによる研究費の支出に関す
る具体的な再発防止策」
（平成 20 年 10 月 31 日）に係る対応策及び内部統制の強化に係
る対策の実施状況について監査を実施したので、監事監査規程第 13 条第 1 項に基づき、
その結果及び意見を下記のとおり報告します。
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平成 21 年度 9 月定期監査報告

1． 監査の種類

定期監査（平成 21 年 9 月）

2． 監査の実施日

平成 21 年 9 月 14 日、15 日、16 日

3． 監査対象
「不適切な手続きによる研究費の支出に関する具体的な再発防止策」
（平成 20 年 10 月
31 日）に係る対応策及び内部統制の強化に係る対策の実施状況
4． 監査対象部門
企画部、総務部、倫理・コンプライアンス統括室、情報業務室、監査室及び各センタ
ー
5． 監査立会者職位氏名
（１）企画部

取越部長、白川企画課長（人材育成・交流課長兼務）、中係長、大河

内係長
（２）総務部

伊藤部長、松本総務課長、大友人事課長、木曽経理課長、黒澤経理課

長代理、遠藤契約課長
（３）情報業務室

石田室長、田畑係員

（４）基盤技術センター

松下副センター長、今関部長、玉手施設課長、前田係長、

佐島係長、松柴係員、植松係員、近藤係員、小久保開発専門員
（５）重粒子医科学センター

今井グループリーダー、岡安グループリーダー、安西
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チームリーダー、三井係長、久留米係員、寺田係員
（６）分子イメージング研究センター

菅野センター長、須原グループリーダー、樋

口チームリーダー、古川チームリーダー、笠井係長、石井係員、豊田係員
（７）放射線防護研究センター

酒井センター長、吉田グループリーダー、根井グル

ープリーダー、山内チームリーダー、笠井室長、今岡主任研究員、西村主任研
究員、森本専門職、小原係長、千葉主任
（８）緊急被ばく医療研究センター
（９）倫理・コンプライアンス統括室

上田室長、安田主任研究員、田茂山調査役

（10）監査室

佐藤室長

鈴木室長、広岡調査役

6． 監査結果
平成 20 年 10 月 31 日、独立行政法人放射線医学総合研究所（以下「研究所」という。）
は、文部科学省に対して「不適切な手続きによる研究費の支出に関する具体的な再発防
止策」（以下「再発防止策」という。
）を提出した 1 。その後、平成 21 年 3 月 25 日付け
で「不適切な手続きによる研究費の支出に関する具体的な再発防止策の実施状況」（以
下「実施状況」という。
）を取り纏めている。これらの状況を踏まえて、平成 21 年度監
事監査実施計画 2 に基づき上記の日程、監査対象等をもって監査を実施したところであ
る。
研究所にとって本件再発防止策を、早急、かつ、効果的に実施していくことは、研究
所が一日も早く円滑な運営を確保し、中期目標・中期計画に従って国民へのサービスの
向上に貢献していく上で喫緊の課題であった。平成 21 年 9 月は、問題発生からほぼ 1
年が経過しているが、再発防止策が具体的に実施に移されてから必ずしも十分な時間が
経過しているとは言えない時期である。しかし、研究所は、問題発生以来、運営改善委
員会（外部有識者を含む）、改革実行委員会、業務改善委員会と順次対応体制を整備し
研究所内外での議論を活発に展開し、「アクションプラン」を取り纏め、その着実な実
施に努めている 3 。また昨年度末からは、業務運営に関する評価においては、外部有識
者のみによる審議を行っており、より客観的な評価を行っている 4 。
個々の再発防止策については、下記に意見を述べる。全体としては、検収・検査の強
1

研究所は、平成 20 年 6 月 28 日「不適切な手続きによる研究費の支出について」において概要を報告し、
同 7 月 10 日に「研究費不正使用第三者調査委員会」設置し、8 月 29 日に「(独) 放射線医学総合研究所に
おける不適切な手続きによる研究費の支出に関する調査報告書」を取り纏め、更に同年 10 月 31 日に再発
防止策を報告し、その後その実施に努めている。
2 平成 21 年 4 月 22 日策定
3 運営改善委員会は、研究費不正使用問題に止まらず一連の不祥事が研究所の運営を根本的に改善してい
くために外部委員も加えて平成 20 年 6 月 4 日に設置され、改革実行委員会は、この運営改善委員会の審議
を受けアクションプランを作成するために所内各部局責任者を持って平成 20 年 7 月 8 日に設置された。更
に、業務改善委員会は、業務改善を恒常的に推進するため、平成 21 年 4 月1 日に設置された。
4「一定の内部統制組織が構築された点は評価できるが、想定外の事案への対応、利益相反を含むトータル
なアドバイス体制の構築について十分な対応が望ましい。今後の活動に期待する。」としてＢ評価であった。
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化、分任契約担当役の設置、年度末における起票停止期間の大幅短縮、単価契約品目の
大幅削減などに見られるように、不適切な手続きを招いたとされる予算執行に係わる弊
害を除き、一方、研究遂行上の利便性を可能な限り向上させる対策が着実に実行されて
おり、これらの導入には研究者側の不安もあったが、導入後は、研究の円滑な遂行上極
めて有用であるとの評価がある。これら新しい対策の定着状況を的確に把握しつつ一層
の改善を図ることは当然であるが、同時に新たな不適切な手続きが入り込まないよう、
研究現場の問題を適時に吸収するなど注意を払っていくことが肝腎である。下記意見に
個別に示すとおり、検収・検査の形骸化の防止、情報発信の改善、研修の計画的実施と
効果の的確な把握、研究者発注の適切なあり方の追求、単価契約制度の原則とルールの
再確認、研究者の意識のフォロー、倫理・コンプライアンス関係の業務の統括、監事監
査・内部監査を含め内部統制の各要素の有機的な統合など、今後の具体的な作業を進め
る中で更に解決していくべき課題がある。
下記個別の意見も踏まえ、研究所がこれまでの努力を継続することを期待する。
7． 監査意見
再発防止策において整理されている大項目毎に、以下のとおり意見を述べる。
なお、不正防止策において各細目にはそれぞれの達成年度が記されており、個別の対策
によっては、平成 22 年度までの間に実施される予定のものもある。ここでは監査時におい
て聴取した状況に照らして意見を述べたものであり、今後、その実施状況を更に検証して
いきたい。
（1）検収機能の強化
【中央検収所の設置、検収・検査マニュアルの整備など】
中央検収所は、不適切な手続による研究費の支出の問題が発覚後即立ち上げ、以来暫定
的に構築され運用されてきたが、平成 21 年 3 月からは、業務上の位置付けを明確にして正
式に発足させ二重検収体制を確立した 5 。また、同時期より検収職員の正式任命、検査職員
の増員、納品物と発注情報の照合、帳票類への日付の打刻の徹底、検収・検査マニュアル
の整備 6 、研修による周知徹底 7 を進めてきている。
検収・検査マニュアルでは、「宅急便など、直接要求部署に納品があり検収ができなかっ
た場合、その他配送品に納品書等が同封されていない場合は」として、事後に中央検収所
で検収を行うこととされている 8 。後刻、中央検収所にわざわざ持参することとなり、この
5

「中央検収所の運用について」（平成 21 年 2 月 19 日 21 達 3 号）
独立行政法人放射線医学総合研究所検収・検査マニュアル（平成 21 年 3 月 6 日総務部）
7 検収・検査に関する研修会：平成 21 年 2 月 20 日、同 2 月 24 日、同 4 月 23 日
8 因みに発注者に直接納品してから納品事実の確認、即ち中央検収所での確認を受ける方法は、大学や他
の法人でも行われているものであり、研究所に固有のものというわけではない。
6
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手間に対する意識が二重検収体制の形骸化を引き起こす恐れがある。一方、同じマニュア
ルで「中央検収所での検収の対象外」とする「物」を別途指定している（ラジオアイソト
ープ、ガソリン、飲食物など）。これは前記のように「宅急便など」と配送方法を例示しつ
つ「事後の検収」を容認することと微妙に関係し、中央検収所での検収の後先論がそれ自
体の是非に及ぶこともあり得る（宅急便とは言えないメーカーからの直送品のようなもの
も事後扱いとされている）。中央検収所の事後検収でも良い納品、あるいはそもそも中央検
収所の検収から除外する納品については、中央検収所の設置場所の変更の機会に 9 、技術的
な問題も考慮して、納品物の種類又は配送方法に応じて再度整理した方が好ましい。更に、
検査時の署名または押印の実態、印鑑の管理状態など問題となりそうな側面に注目し、形
骸化、マンネリ化の原因を探し、関連マニュアルの不断の見直しに繋げることが重要であ
る。署名による検査を徹底することを検討中であるが、明確な責任の判定ができるような
形にすべきである。また、更新される会計システムでも、中央検収所における納品物と発
注情報の照合ができるようにする必要がある 10 。
【検査職員及び今後の課題】
検査職員の数は、研究グループ等の規模、物理的な建物の配置、研究室の分散状況など
によって、様々である 11 。検査に係わる経験の蓄積、検査職員の交替によるマンネリ化の防
止も考えれば、検査職員に一定の任期を設ける等個々の職員に対する負担の軽減に配慮し
て検査職員の数を限定的に選任し、また、検査職員が多い場合はその妥当性が十分判断で
きるようにすることも検討に値する。いずれにしても、現場での検査について再発防止策
は、「複数の研究グループ（複数の分任契約担当役）単位で“検収ユニット”を構成し所属
する検査職員相互の協力により、すべての検収を一元的に行う」対策も今後検討すること
としており、可能な限り早期に着手することが望ましい。
検収・検査に係わる実効性は、当事者がマニュアル等に従って完璧に手順を踏むことを
前提としており、二重検収体制はこのことが守られることに掛かっている。一部の職員に
は、これらの手続に意味がないという意識が残っているようであるが、この意識が逆にこ
の「完璧性」に疑義を生じさせる原因となっているのではないか。形骸化はまず意識から
始まる。検収・検査の研修に当たっては、職員全員が決まった手続をきちっと踏むことの
重要性が再認識されるようにするべきである。検査だけに止まらないが、研究補助者に過
度な事務責任を負わせる、あるいは研究補助者が行き過ぎた気配りをしてしまうなど結果
として現場の責任関係に乱れが生じないよう、各センター長、グループリーダー等は意識
し対応する必要がある。研究補助者に過度な要求を出し結果として疑問の残る処理をせざ

9

平成 21 年秋、本部棟から守衛所近辺に移転の予定。
現行会計システムは、平成 23 年 3 月末日をもってサポートが切れる予定。
11 平成 20 年 10 月 1 日現在 50 名を、平成 21 年 3 月 1 日現在で 169 名に増員。
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るを得ないことにならないよう制度的な措置を考案することも一案である。
検収・検査に係わる研修の履修の義務化は極めて重要であり、全員参加が望ましいこと
は言うまでもない 12 。今後の推移によっては、個人評価とも連動させた仕組みが重要となっ
てくる（外部資金に係わるルールの研修等他の機会とも関連）。
現在行われている抜き打ち検査の回数は多いとは言えず 13 、牽制効果があるか否か判断す
る以前の問題である。研究現場との信頼関係を損なう恐れもあり慎重に進める必要はある
が、他に有効な手段がないとすれば、現状では検収・検査の制度の実効性を説明する一つ
の重要な手段である。所内体制として確立することが第一ではあるが、国民から見て客観
的に有効といえる方法でなければならない 14 。他機関の事例も十分研究する必要があろう 15 。
自らの説明責任をどう果たすかという課題に共同して取り組むという相互理解を職員の間
に形成していくことが望ましい。
検収・検査については、
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実
施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定）が適用され、各機関での実績が蓄積
されてきており、これらの実績からも学びつつ、文部科学省の姿勢も適時に把握して、必
要な改善を更に進めることを期待する 16 。
【研究所の取組に関する対外的、対内的な情報発信】
研究所のホームページでは、「公正な研究活動」として、再発防止策への取組などを紹介
ししており、所内ホームページでも検収・検査関係の情報などを掲載している。この「公
正な研究活動」のサイトの情報は、必要最小限に止まっていると言わざるを得ない。昨年
来研究所が置かれてきた状況を鑑みれば、外部の理解を得、また教訓を伝達していける場
としていくべきであり、内容、形式とも更に充実する余地がある。特に「倫理・コンプラ
イアンス」関係の情報は十分とは言えず、これら全体の情報が整理され示されてこそ、研
究所の最近の努力に対してより深い理解が得られるはずである。現状では、この努力に相
12

現状の参加率は、約 70％。
200 万円を超える物品、役務、工事等は検査調書が必要となるが、その他の納品については年間 10 件
程度の抜き打ち検査が行われている。
14 再発防止策では、
「第三者的立場にあるコンプライアンス室主導の下で、外部機関の活用の可能性も含
め実施体制を検討した上で、検収に関する抜き打ち検査（検収結果、検収体制・実施状況に関する監査を
含む）を行う（後略）」（第 1（1）④）とされている。
15 東京大学では、
「同一・同類の物品を多量に購入するなどの不自然な取引について、職員による抜き打
ちチェックによる確認を実施すること」としている（平成 21 年 7 月 31 日コンプライアンス室長発各部局
長宛）。筑波大学では、「納品検収所業務時間外等に納品されるものについては、抜き打ち検査を行う」と
されている（「納品検収の方法等について」（平成 21 年 4 月実施、財務部契約課）。日本原子力研究開発機
構は、少額調達について「抜き打ち調査」を実施することとしている（平成 20 年 10 月）
16 実施状況第１（1）iii)では、
「倫理・コンプライアンス統括室の主導の下で、
（中略）検収体制の実効性
を確認し改善点を指摘するフォローアップを定期的に行う」こととされている。
13
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応しい印象を外部に与える見せ方になっているとは言いがたい。
【検収・検査に係わる相談窓口】
検収・検査の問題に関する所内窓口の所在及びその機能については、研修時などにおい
て調査を徹底し、周知の状況をモニタリングしていくことが重要である。相談することの
重要性は繰り返すまでもないが、これまでの教訓では、設けられた窓口でさえ知らない、
分からないということが懸念される。また、窓口に提起された問題については、その解決
策とともに広く職員にフィードバックしていく必要がある。心に疑問点を残さないように
し、理解を統一していくことが大切である。ホームページ上での通知に止まらず、各研究
室における情報の張り出しなど二重、三重の情報提供手段を活用すべきである。
（2）研究の進展に応じた迅速な発注手続きの整備と適正化
【分任契約担当役の設置】
平成 21 年 3 月以来、一定額未満の契約を一定の研究者が発注できるような制度（「分任
契約担当役」
、いわゆる「研究者発注」）を導入し 17 、マニュアルの整備、現場への巡回指導
などを鋭意進め 18 、今後更にその制度の適用を順次拡大し、来年度からは全所的に実施する
こととしている。その導入に当たって研究者からは、「総務部の下請け事務を任される」と
の不満があったことも事実である。しかし、実際は、導入を進めて行く中で、自らの意志
と責任で発注から納品までを掌握できることから、契約課任せであった従来の方法に比べ
より迅速な納品が可能となり 19 、研究遂行上の利便性が高まったことが実感されている。ま
た、会計システムへの入力、資料の保存など研究補助者等の負担も予想より遙かに少ない
と受け止められている。
【研究者の利便性の向上と一層の注意喚起】
一定範囲の研究者による発注を可能とする方法は、上限金額の相違はあるが、大学など
で以前から導入され定着してきている 20 。他方、本制度導入に当たり当初懸念されたことは、
現場での発注が特定事業者に偏りはしないか、特定事業者との不適切な関係を引き起こさ
ないか、一つの発注を上限金額以内の複数契約に分割されないか、という問題であった。
これについては、特定事業者への偏りがあるとしても、研究を円滑に遂行するため、ある
いは研究に係わる一定の条件を揃えるためなど、研究上の必要性に基づく説明が研究現場
17

50 万円未満の契約が対象。平成 21 年 9 月 9 日現在、58 ポストで、同 10 月 1 日以降 73 ポストに拡
大予定。
18 「分任契約（50 万円未満）手続きマニュアル」
（平成 21 年 2 月 20 日総務部契約課）
「分任契約（50 万
円未満）及び検収・検査等に関するＱ＆Ａ」（平成 21 年 3 月 5 日総務部契約課・経理課）
19 1 週間から 10 日以上要していた状況から、数日以内、早い場合は 1，2 日で納入することが可能となっ
ている（再発防止策では、「20 万円以下の物品については起票から納品までの期間が 1 週間を目標」とす
るとされている）。
20 法人によっては研究者からの発注を上限 100 万円又は 150 万円まで認めるところがある。
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から示されている。契約課では、現在、誤謬の防止等の観点から、現場で発注された契約
を全数ダブルチェックしているが、今後は、不適切な手続きとなっていないか確認するこ
とも含めてこの業者の偏りの問題を的確に把握できるよう抜き取り検査や定点での調査を
行い、また併せて分割発注への牽制となるような調査を行って、それらの結果を職員にフ
ィードバックし注意喚起を常に行うべきである。また、研究者としても分任契約担当役と
いう研究遂行上利便性の高い制度の運用に疑義が挟まれることがないよう意識を高く持っ
てもらいたい。
一定額以下の消耗品等 21 の発注について見積書の取得を簡素化したことは研究所内でよ
く理解されており、分任契約担当役の制度導入とともに研究遂行上の利便性の向上に貢献
している。研究費不正問題への対応を機にこの対策を取っているが、上記の抜き取り検査、
定点での調査を行う中で、この簡素化についても適切な運用となっていることを確認して
もらいたい。
【契約関係マニュアルの改善と周知徹底】
分任契約担当役の制度の導入に当たり、関係手続（マニュアル等）が整備され関係職員
への研修が実施されている。マニュアル等は現場での実績を重ねることにより問題が判明
することもあり、このような問題を放置することなく適切にマニュアルに反映し、広く周
知徹底していくことが重要である。
【単価契約の改善】
不適切な手続による研究費の支出が行われた大きな原因に単価契約による物品の調達が
あり、研究所のこの対象品目が他の機関に比べかなり多いと指摘されてきた。平成 21 年度
から単価契約対象品目は、3 分の 1 程度まで削減されている 22 。単価契約は、本来、年間を
通して一定量の発注が安定して予想される物品、役務について予め関係事業者が単価を入
札して研究所と契約し迅速で安価な調達を確保できるようにするという仕組みであり 23 、本
来は対象品目数が多いということが直ちに問題視されるものではないと考える。一方、長
い起票停止期間の間、単価契約品目の架空発注によって研究費を預け必要な物品、役務の
調達に当てようとすれば、品目数が多い方が不適切な手続きが発覚しにくいという意識を
生み、また、管理する側でも把握が困難となるという状況を招いたと言えよう。検収・検
査の強化を図っている今日の状況下では、研究者の利便性、研究所の円滑な運営を念頭に
置き、研究現場ともよく相談して単価契約品目を決めていくことが大切である。

21

10 万円未満
平成 20 年度約 9200 品目が、平成 21 年度約 3000 品目へ。
23 予算決算及び会計令第 80 条及び支出負担行為等取扱規則第 14 条第 1 項の別表甲号
「支出負担行為の整
理区分」並びに独立行政法人放射線医学総合研究所契約事務取扱要領第 30 条
22
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分任契約担当役の制度を導入し、一定の範囲の研究者が、責任をもって 50 万円未満の契
約を実施する意識を徹底している一方で、単価契約の制度を存続させている。この契約総
額が一度で 50 万円を超えるか否かに拘わらず、責任の所在を再度確認する必要が生じてい
るのではないか。単価契約は、上記の通りあくまでも予め単価を設定する方法として整備
されている制度である。この制度の運用に係わる原則やルールを職員に十分説明するマニ
ュアル的なものがなく、かなり昔からの実態的な理解に任せてその事務を研究補助員等に
当たらせているというのが現状と見られる。即ち、単価契約はあくまでも契約担当役が契
約者であることの原則が薄れてきている。分任契約担当役の制度の本格的導入に当たり、
改めて単価契約の制度の基本に戻って整理し直し、仕様書の改善 24 、マニュアルの整備及び
その周知徹底等を通じて原則・ルールの再確認を図り、両者の契約について整合性の取れ
た形としていくことが重要である 25 。
【コーポレート・カードの導入】
平成 21 年 4 月より、一定の条件の下、コーポレート・カードが導入されている 26 。研究
者の利便性を図ることが、研究費不正問題への対応の一環として重要と考えられたもので
ある。現状では、利用範囲が学会参加費、論文別刷り費、図書購入等であり、一定金額以
下の消耗品等であってカードでしか購入できないものに今後利用範囲を拡大することとさ
れている。研究者の間では、コーポレート・カードがなかった時代に比べればかなりの進
歩であるとの評判ではあるが、一方で、旅費等への拡大を求める声は大きい。導入した以
上は、新たな不適切な手続きを防止しつつ、その利用範囲を徐々に拡大していくことが本
来の趣旨であるとは考える。他の機関においても同様の課題を抱えている。相互に情報交
換をし、研究所の他の制度との整合性、全体としての事務の変動等を十分考慮しつつ、可
能な限り研究者の利便性を向上する方法となるよう、検討していく必要がある。
【会計システムの更新】
現在準備されている現行の会計システムの更新に当たっては、不適切な手続を誘発した
り、あるいは処理上誤解を生じるような手順が入り込んだりすることがないよう、システ
ム自体がかかる処理、操作を受け付けない設定、即ち、利用権限に応じたアクセス制限機
能、あるいは入力に対する承認機能等を設ける必要がある。また、個別には、中央検収所
での検収時に納品物と発注情報の照合がシステムでできるようにすることは既に指摘した
が、このほか、発注した物品、役務の最終使用者をシステム上に記録する運用について検

24

納入方法等の見直しが必要。
再発防止策では、「管理部門による発注情報の把握」「フォローのための納品情報の通知」（何れも第 2
（2）①）
「事業者に対する納品日の事前連絡の義務付け」
（第 4（1）③iii））が検討されることとなってい
る。
26
分任契約担当役のうち希望する者に配布。当初配布者 20 名。平成 21 年 9 月中旬時点で 21 名が利用。
利用実績は、平成 21 年 3 月～7 月までの間で約 173 万円。
25
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討する必要がある 27 。全所的に利用され、研究所の根幹をなすシステムであり、広く研究所
内の利用者の声を吸い上げつつ更新作業を行い、現行システムの問題点を可能な限り解決
していくことが期待される。
（3）予算執行管理方法の見直しと適正化
【起票停止期間の改善】
予算の計画的な執行を把握するため、毎月末時点における予算執行率等を調査し所内で
共有し、執行率の低い部署には特にヒアリングを実施し状況の把握に努めるなど具体的な
行動が取られている。また、従前は、年度末 3 ヶ月程度の間契約課においては、緊急なも
のを除き契約の事務の受付を停止していたが、平成 20 年度末において、この停止期間の大
幅な短縮を実現し、2 週間（3 月後半は会計整理として必要な最低の期間）のみとした。こ
れに対しては、研究者から多大な評価が得られている。契約課職員の努力もあって実現さ
れているが、不適切な手続による支出問題を生じた重大な一因との認識があれば、もっと
早く改善すべきことであったと考えられる。今回監査した限りにおいては、起票停止期間
の大幅短縮が研究者に与えた効果は大であると見られる。今後とも年度末発注の状況をよ
く把握するとともに、年度末の起票停止の問題が解決されている事実を所内で周知してい
くことも欠かせないであろう。
【年度末の予算再配分制度の導入】
翌年度への予算の繰越については、一定額、一定率の予算の残額を翌年度に再配分する
制度として導入している 28 。平成 20 年度末から実施されているこの制度を利用して再配分
を受けた金額は、合計 16 百万円となっている。一方、配算体残額、入札差額などによって
平成 21 年度に繰り越された金額は、191 百万円となっている。この再配分制度自体の意義
に関連して、結果的に残され繰り越される予算をどう有効に活用するかという基本的な仕
組みの中で再配分制度も吟味していく必要がある。研究者から見れば、予定された年度内
の計画が明らかに延期された場合（例えば、国際会議などの延期）、相当する予算を翌年度
に再配分してもらうよう手続きし、翌年度の既定分の予算から新たに捻出するということ
を避ける意味では有益である。しかし、昨年度末の例においては、この制度の活用は不活
発であったと言わざるを得ない。一因としては、敷居が高い運用となっている、というこ
ともあり得る。研究費不正の防止を図るためということであれば、あくまでも年度内消化
が絶対命令ではない、ということを徹底することが第一ではある。「研究予算の配算体単位
での年度繰越について、（中略）一定範囲内（中略）において、自動的に認めることとし、
27

「放医研会計システムの運用及び利用に関する要領」によれば、「起票者」「要求者」「利用者」という
区分があり、
「要求者」を配算体の責任者としている場合があり、必ずしも実際の最終使用者が特定できる
ようにはなっていない。研究費不正の問題があった際、かかる問題が責任の特定を困難にした経緯がある。
28 各配算体の年度当初予算額の 5％相当額又は 1000 万円までの低い額を翌年度に再配分する制度（中期
計画最終年度、外部資金を除く）
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これを研究者に対し周知した」29 とあるが、この仕組みの実行方法、研究現場での受け止め
を検証していきたい。今後、この再配分制度については、その運用の状況を見つつ、企画
部業務への負荷との兼ね合いも考慮して、その有効性を更に見直していくことも重要であ
る。
（4）予算管理ルールの明確化とモニタリング
【基本理念、行動規範、予算管理ルール等】
平成 21 年度当初、理事長の主導の下に「基本理念と行動規範」を取り纏め、研究所のホ
ームページにおいて理事長のメッセージとともに広く知らしめている。職員には身分証明
書などとともに携行することを推奨している。基本理念や行動規範というものに常にあり
がちな問題ではあるが、その内容を日々、具体的な場面でどう実現していくか、その仕組
みをどう作っていくかが課題であり、かかる継続的な努力が求められる。
理事長は、適切な時期を捉えて、理事、各センター長、倫理・コンプライアンス統括室
長との間において、基本理念、行動規範、更には不正防止策の徹底状況について意見交換
し、各人が適切な目標を持って活動できるよう指導をすることが期待される 30 。
予算管理ルールは、下記に述べるように外部資金についてルールの徹底が図られている
が、予算執行全般についてのマニュアルはない 31 。他の指摘においても述べたとおり、年度
管理、再配分制度等を含め基本的な情報を取り纏めて周知徹底を図ることが重要である 32 。
【不適切な手続きへの注意喚起と事業者への要請】
平成 21 年 7 月、運営連絡会議において「不適切な手続による研究費の支出に関する再確
認」がなされ、いわゆる「預け」以外に「差し替え」
「先行発注」
「分割納入」
「年度またぎ」
も問題となる不適切な手続に当たるとし、職員に対して広く注意喚起が行われた。その後、
事業者に対してもホームページを通じて関連する行為についていかなる便宜も払うことの
ないよう要請し、また、このような行為が明らかになった場合には取引停止等の断固たる
措置を取る旨表明している 33 。このような職員への注意喚起、事業者への要請は、現在調べ
たところでは、研究所特有の措置と考えられる。当然のことではあるが、一度研究費不正
29

実施状況第 3（2）ii)参照
再発防止策においては、
「理事長は、
（中略）一定期間毎に研究費の適切な使用の確保に関係する事項の
報告を求めるとともに、各々の業務管理の一環として不正防止上の措置に関する目標の記述を義務化する」
（第 4（1）①ii））とされている。
31 所内ホームページにＦＡＱとして幾つかの手続きの説明がなされている。
32 再発防止策においては、
「予算の執行管理全般についての一般職員向け解説マニュアルを作成し、全職
員に周知する」（第 4（1）② i））とされている。
30

33

平成 21 年 8 月 24 日付けホームページで公表。
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の問題に直面した機関としては、率先してこのような姿勢を示していくことも大切である。
事業者に対しては、ホームページの「調達情報」の入り口から不正防止策などが伝達さ
れている。これらの情報については、入札公告と同じ頁で単に併記するのではなく、事業
者に求める厳格な措置として明示するべきである（大学等のホームページにあるような誰
に対する情報が掲載されているか分かりやすい入り口（学生、一般の方々、企業の方々な
ど）を設けることも考慮に値する）
。
【外部資金における責任関係の明確化】
外部資金については、不適切な手続の問題が生じた資金源の一つである。研究所として
毎年度その制度に係わるルールなどの周知徹底を図っているところである。しかし、外部
資金に対する独立したイメージがつきまとうため、ルールの遵守において甘さが入り込む
余地がないとは言えない。理事長は、特に外部資金に係わる最高責任者となっており、外
部資金取得者は、理事長の責任の下における厳正な執行が求められていることを常に意識
できるよう、適切な機会、場、方法を設け、外部資金取得者の意識を「見える形」にして
いくことが重要である。既に検収・検査の研修について述べたように、ルールに関する研
修への出席についても、外部資金の制度に応じて一層の義務化を検討すべきである。
【問題の早期の把握（モニタリング）と迅速な対応】
検収・検査、分任契約担当役等の導入に際して相談担当窓口を明確にすることとなって
いるが、所内看板などとして掲示し、また、所内ホームページにおいても一覧できるよう
にし、窓口が分からず照会の機会を失い問題が潜在化しないよう配慮する必要がある。相
談のタイミングが失われ疑いのある手続きが一度でも行われてしまうと中々表面化しない
恐れがある。現状では「総合窓口」が総務課、倫理・コンプライアンスは倫理・コンプラ
イアンス統括室（以下「統括室」という。）、利益相反は人材育成・交流課、ハラスメント
は人事課となっている。
下記に述べるとおり、今後は、外部からの通報の受理も含め、倫理・コンプライアンス
問題全般を統括する窓口の一層の一元化を図り 34 、また、外部専門家の協力・助言も得て透
明性の高い処理ができるようにしていくことが重要である。
研究者と事業者の接触について、より高い透明性を確保することが重要である。特に、
発注等の手続きが適切に行われていることを明確に説明して行かなければならない。職員
が高い倫理観とそれを実行する断固とした意識を持って事業者と接していると第三者に信
頼して貰えるようにするということである。問題はその信頼をどう実質的に担保するか、
34

平成 21 年 3 月より、コンプライアンス室（当時）が所外からの相談（通報）も受け付けることとなっ
ている（所内での相談（通報）受付は、平成 19 年 4 月、同室で対応）。
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ということである。言うまでもなく、内部統制システムの強化がより一層強く求められて
いく今日であり、契約の適正化の一環として国民の納得する説明を重ねていくことが基本
である。分任契約担当役のあり方については、研究者、事務職員が共に緊張感を持って注
意を注いで行かなければならない 35 。一定額以上の単価契約品目の発注から納品に至るプロ
セスの適切な把握、分任契約担当役の発注の抜き取り検査など研究者と事業者の接触に係
る透明性の確保等について、今後、引き続き努力を続ける必要がある。この課題は、監事
監査を含む内部統制システム全体の完璧性の問題であり、共に努力すべき課題と受け止め
ている。
検収・検査、契約等に様々な新しい制度、仕組みを導入してきているが、研究費の不適
切な支出の問題に対する根本的な対策となっているかどうか、常に検証をしていく必要が
ある。「業務改善委員会」及び「会計経理問題等検討会」 36 という形で、研究の遂行上遭遇
する様々な問題の解決のために、研究者及び事務職員が情報を交換し、調査を行い、解決
策を見いだす共通の場が設定できていること（モニタリング）は評価できる。このような
場が、気軽に相談できるものになることが肝心である。即座に解決策を打てるよう、本音
の議論をどう引き出し問題の核心に迫るかが要諦である。ヒヤリ・ハット運動と同じく、
問題となる事象、事件を持ち込む者が不利な状況に陥らないことはもとより、評価される
ようにすることが大切である。不正防止策の一環として導入された、研究の円滑な遂行の
ための制度（分任契約担当役、コーポレート・カード、見積書取得の軽減など）について
は、新たな不適切な手続を生ずる原因とならないよう十分に注意する必要があることは既
に述べた。この関係では逆のことが発止しているようにも見られる。血清の発注、納入が
研究費の支出に関する不適切な手続を誘発する一つの重要な要素であったことが想起され
るが、ヒアリングをした限りでは、納品された血清のみに対する支払を徹底していると見
られる。逆に血清を厳に使用する量に限って、あるいは冷凍庫の容量に応じて、発注し使
用していると見られる。一定のロットで良質の血清を纏めて確保することは、有効な研究
を遂行する上で不可欠の要素であることには変わりなく、当面使用予定のないものまで発
注することがないよう厳格な対応を求める余り、研究自体が制約を受けている恐れがある。
研究者も言われたままにひたすら手続きを守ろうとしているだけで、研究の円滑な遂行上
は本来何が担保されれば良いか純粋に考え主張していないのではないか。要は、透明性を
高く保って発注、納品、支払等の手続を進めることが基本であり、一定量のロットを当面
の使用量を超えて確保する必要がある場合、また、一定量の役務（合成など）を前払いで
確保する場合などにおける納品のあり方、支払い方法、残量の取扱などを検討し、研究遂
行上最も効率的、かつ、透明性の高い方法を研究者、事務職員が共同して考案し実施して
35

平成 21 年 9 月 29 日、理化学研究所は、プレス発表において「100 万円未満の消耗品等物品購入の発
注権限を研究者から事務部門職員への変更」を再発防止策として検討することとしている。
36 業務改善委員会は、それまでの改革実行委員会が策定したアクションプランの実行機関として平成 21
年 4 月 1 日設置、会計経理問題等検討会は、平成 21 年 8 月 24 日設置
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いくことが望まれる。
平成 20 年 12 月、監査室とコンプライアンス室（当時）が共同して、発注期間、納品期
間、予算再配分状況、相談窓口機能、研究関係経理問題の解決状況、検収職員及び責任者
の機能状況について調査を行っている。その後の研究所内でのモニタリングは、上記の二
つの会議が適宜対応していると考えられる。再発防止策が本格的に実施されてまだ半年強
しか経過していないところであり、契約から始まって納品、支払までの全体の管理体制の
モニタリングについて内容、形式とも充実させていくことは今後の課題でもある。上記の
会議が主体となってこの課題に対応しつつ、同様の問題に対応していく他の機関の努力、
教訓なども参考とし、有効なモニタリングが可能となるよう努めるべきである。特に、文
部科学省の外部資金関係部局、業務運営に係わる外部の評価委員など第三者の助言を適宜
得て、より的確なモニタリングを行うことが望ましい。
【事業者における内部統制の把握】
国の機関を含め社会全体が内部統制システムの一層の向上を目指している中で、研究所
と取引のある事業者自体における同システムの整備・実施状況も気がかりとなるところで
ある。研究所から累次の通知によって、自らの公正な活動を周知徹底しても、外部から影
響でその研究所の内部統制システムが瓦解する恐れがないとは言えない。毎年とは言わな
いが、一定の考え方に基づき選定した取引事業者に対して、内部統制システムの確立・向
上についてその姿勢を示すよう要請し研究所が把握できるようにしてもよいのではないか、
と考える。折に触れ事業者の経営レベルに直接メッセージを発することも必要であろう。
このような牽制活動を考案し実施することが望ましい。
【内部統制の更なる強化】
監事としては、常時、監査室とも連携し、内部監査情報を得つつ監事監査の内容等を吟
味し実行しているところであり、今後ともこの連携を強化していくこととする。統括室の
業務と監事監査、監査室監査の連携、監事監査に係る人的資源の強化等内部統制システム
としての体制上の補強を検討、実施していく必要がある。なお、監事としては、内部統制
の強化について新たに必要となる費用は、一般管理費の削減対象から除外すべきと考えて
いる。
不正防止策に関する今後の監査の進め方、内容については、監査室、統括室におけるモ
ニタリング活動、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」
に関する調査など外部機関の調査の動向及び会計検査院の検査結果を見つつ判断したい。
会計監査人とは、平成 21 年度の監査人監査の開始に併せて、情報交換をし、それぞれの
監査内容の理解を深め、不正防止策の一層の徹底に寄与するべく協力していく考えである。
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（5）不正防止に向けた職員の意識の向上
【不断の意識の向上】
「基本理念及び行動規範」を定めたことは前述のとおりである。これらを実際の活動の
中で実現することは、より困難な課題である。また、厳しい試練を味わった組織に残され
た職員間の気持ちのズレを正常に戻し、前向きに揃え、新たな飛躍を遂げていくことは、
理事長他執行役員にとっては、研究費不正の問題発覚時の対応よりも更に大きく、かつ、
時間の掛かる課題であろう。職員一人一人が公正な手続に徹するという普通の気持ちにな
ることが肝心である。何かあれば相談をするという基本動作を行うことである。そして問
題解決の提案をするなど積極的に参加していくことである。このような態度はむしろ当然
のことであり強調するまでもない。業務改善委員会などにおける活動も重要であるが、各
部署での独自の改善活動を推奨することもあってよいのではないか、と考える。個人の問
題であれ、組織の問題であれ、幾つかの機関では未だに公的な経費に係わる不正が発覚し
ている。個人、組織の一方だけが悪いということは中々あり得ず、それぞれの事件が新し
い問題を突きつけているとも言える。研究所としては、これらあってはならない事件をし
っかりと今日的に教訓化し、自らの制度の見直し、意識の向上に生かしてもらいたい。
【研修の効果の把握、不正防止策としての意識調査】
研究費不正防止研修、不正防止初任者研修等において予算管理・不正防止に関するルー
ルに関するプログラムが盛り込まれ適宜実施されている 37 。関係部署が協力し、研修対象者
（年齢別、途中着任者向けなど）、研修内容等の全体像を押さえて年間計画を定め、的確に
進める必要がある。
不正防止、研究倫理に係わる所内アンケートによる意識調査は、研修などの機会に実施
されている。実施回数は少なく一定の傾向を捉えるところまでは行かないが、今後は、全
体の意識の変動、経年変化、あるいは年齢階層別動向を追えるように一定の設問を繰り返
し行うなどの工夫が求められる。研修の効果の判定に止まらず、研究費不正そのもの対す
る防止策としても効果がある。理事長他執行役員が職員の意識全般の動向を知る上で、第
三者の調査の方が場合によっては忠実な結果を示すこともある。
（6）総合的・抜本的な不正防止策の推進
【不正防止策全体の掌握】
様々な部署がそれぞれ担当する不正防止策に取り組んでおり、また、
「放医研の諸問題に

37

研究費不正関係は、
「研究費の適正使用と管理について：研究者の立場から」
（平成 20 年 12 月 24 日実
施、慶応義塾大学医学部 末松誠先生）、「公正な科学研究に向けて：発表論文を中心に」（平成 21 年 2 月
27 日実施、愛知淑徳大学文学部 山崎茂明教授）
、平成 21 年度初任者研修における「就業規則厳守及び規
律違反による懲戒処分のレクチャー」、平成 21 年度中堅職員研修における「予算管理・不正防止」に係わ
る研修を実施。
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対する原因究明と抜本的対策」に示されたアクションプランに従って作業を進めているこ
とは理解できる 38 。これらの取組は研究所の体質そのものに係わるものであり、一朝一夕に
結果が得られるものではない。統括室が不正防止策全体を掌握しているとされるが、この
取組の推進責任部署をより明確にすることが重要と考える。今後の取組の一層の具体化を
見ながら適切な意見を提出していきたい。
【倫理・コンプライアンスの考え方】
平成 21 年 4 月に統括室を設置し人員を強化し、この分野の事務の統括を進め、また人の
研究に係わる倫理的側面の体制を明確にし、外部の諸制度への対応を厳格に行ったことは
評価できる 39 。一方、統括室に冠されている「倫理・コンプライアンス」が示す広範囲の業
務が、この統括室以外の他の部署でも担われている。「倫理・コンプライアンス」の概念を
明確に定め、それを踏まえて業務全体を整理し、具体的実行に携わる組織、仕組みを充て
統括室が全体を統括するという考え方が重要と考える。現在準備されている「コンプライ
アンス・マニュアル」が整備される機会に基本的な整理がなされることが期待される。
【倫理・コンプライアンスへの対応】
倫理・コンプライアンスへの対応については、研究そのものか又は研究以外の業務か（内
容）、通報か又は通報以外によるものか（問題の端緒）、倫理・コンプライアンス活動の推
進関連か又は事実調査・真偽判定など問題対応関連か（具体的な対応）など分かりやすい
入り口での仕分けが必要である 40 。また、問題の内容としても上記のとおり所内の複数の部
署が係わっている。この点は、現状の組織規程等の規定に表れている。関係委員会等の庶
務を担当することとの関係も含め組織規程上の整理もしつつ、上記のように関連する対応
全体を統括室が統括することが理想ではある。例えば、利益相反問題は、主として企画部
の所掌となるが 41 、利益相反問題そのものは一歩間違えると倫理やコンプライアンスの問題
となり、単に研究交流上の問題に止まらない。検討状況などは常に統括室が把握する必要
がある。様々な問題に対してその端緒から処理方針の確定を経て実際の処分行為などに至
38

アクションプラン関係の課題については、本文に紹介したもののほか、平成 21 年 3 月 4 日「人を対
象とする研究に関する倫理規程」制定、同 5 月 21 日「独立行政法人放射線医学総合研究所利益相反マネー
ジメントポリシー」改訂、同 6 月 9 日「会議ルール 5 ヶ条」制定、同 6 月 23、24 日管理職研修実施、同 7
月 1 日「表彰者の拡大」実施、同 8 月 1 日「新人事管理システム」導入、同 9 月 24 日「メンター制度実
施要領」、「資格取得等に関する奨励方針について」、「ハラスメント行為の防止等に関する規程」を施行。
39 「臨床研究に関する倫理指針」
（厚生労働省）
（平成 20 年 7 月 31 日改正）が平成 21 年 4 月 1 日より施
行されることに併せて、平成 20 年 11 月 12 日より「倫理・コンプライアンス体制準備チーム」が所要の
体制整備に当たってきた。
40 現状では、
「公益通報者保護法」（平成 16 年 6 月 18 日法律第 122 号）、「研究機関における公的研究費
の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定）等に基づいて所内
制度を構築していることから、問題の入り口、処理体制、責任部署（者）、処分等対応との関係などにおい
て整理されていない側面がある。
41 利益相反マネージメント委員会規程上は、企画部広報課知的財産室、人材育成・交流課及び総務部人事
課が庶務となる。
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るまで流れを押さえ、記録性又は検証性、透明性及び判断者の所在について責任のある対
応が可能となるべきであろう。全てを統括することは議論があるにせよ、少なくともまず
は、倫理・コンプライアンスに係わる企画、立案及び推進の業務を組織上明確に担い、基
本的な対応は全て一括して執行役員から指示を受け、関係部署に指示しその作業を統括し、
直接報告する体制であることを明確にすべきである 42 。
【倫理・コンプライアンス関係情報の整理と発信】
所内外のホームページ上において倫理・コンプライアンス関係の規程類の一覧性を高め、
研究所の取組を常に分かりやすく国民及び職員に発信していく必要がある。ホームページ
上の倫理・コンプライアンス関係の情報をどう整理し、どう内容を充実し分かりやすく提
供していくか、現状においては責任部署が明確とは言えない。倫理・コンプライアンス関
係の問題が発生し、又は発生する恐れのある場合、監事、監査室への通報が適切に行われ
るよう制度化を図ってもらいたい。
【独法制度全体との関係】
近く行われる独立行政法人の抜本的な改革に関する検討の中で、監事監査、内部監査の
あり方も含め、内部統制システム全体の更なる強化が求められることは必至である。国の
行政機関を含む公的な活動における内部統制の強化の動きもある。このような独立行政法
人の制度そのものの根幹に係わる議論となれば、監事としてもこの問題の解決に一定の役
割を果たしていく義務があると認識している。研究所としてもこのような課題に対応して
いく責任体制を明確にしていくことが重要である。
8． その他必要な事項
本報告書については、平成 21 年 10 月 15 日、運営連絡会議終了後、理事長、両理事並び
に総務部長及び企画部長他に説明し、意見交換を行った。
以上の監査結果及びそれに基づく意見については、監事監査規程第 14 条に基づき、検討
又は実施の状況に応じて適宜回答をお願いしたい。他機関においていわゆる研究費不正問
題が新たに発生した場合は、その処理又は再発防止策の策定状況に応じて追加的な監査を
行うことがある。何れにしても、平成 22 年度の監査実施計画において適切な時期に引き続
き「不正防止策」の実施状況の監査を行うこととする。

42

産業技術総合研究所は、「コンプライアンス推進本部」を設置し、その事務を「コンプライアンス推進
本部は、理事長を補佐し、研究所のコンプライアンスの推進及び内部統制に係わる基本方針の企画及び立
案並びに総合調整並びに研究所の業務の監査に関する業務を行う」としている（組織規則第 6 条の 2）。ま
た、物質・材料研究開発機構では、総務課が「コンプライアンスに関すること」を所掌し、同課に「コン
プライアンスチーム」が設置されている。なお、研究所では「倫理・コンプライアンス委員会」が、活動
の推進等を担うこととされている（事務局は統括室）。
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