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独立行政法人 放射線医学総合研究所
理事長 米倉 義晴 殿
平成 22 年度監事監査実施計画に従って、平成 21 年度に実施された業務実績等について
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
おり報告致します。
監事 白尾隆行
監事 田中省三
平成 22 年度５月定期監査報告

1.

監査の種類 定期監査（平成 22 年度５月）

2.

監査の実施日 平成 22 年 5 月 19 日、20 日、21 日及び 31 日（その後の資料提出を含
む）

3.

監査対象
監事監査規程第 4 条の監査事項のうち平成 21 年度の業務実績に係わるもの及び独立行
政法人（以下「独法」という。
）に求められる措置に係わる重要なものの実施状況に関
する監査。

4.

監査対象部門
企画部、総務部、情報業務室、監査室、倫理・コンプライアンス統括室

5.

監査立会者職位氏名
① 企画部： 取越企画部長、鵜澤企画課長、原田広報課長(知的財産室長併任)、川上
人材育成・交流課長
② 総務部： 伊藤総務部長、松本総務課長、大友人事課長、木曽経理課長、遠藤契
約課長
③ 情報業務室： 石田室長、竹下情報システム開発課長
④ 監査室： 鈴木室長
⑤ 倫理・コンプライアンス統括室： 佐藤室長
分任契約担当役及びコーポレートカード支払の制度に係わる実施状況説明者
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① 基盤技術センター

分任契約：

西川実験動物開発・管理課長、早尾課長代理、

コーポレートカード： 松下副センター長
② 重粒子医科学センター

分任契約： 赤羽医療放射線防護研究室長

コーポレートカード：

〃

③分子イメージング研究センター 分任契約：三枝企画・研究推進室長、笠井専門職
コーポレートカード：

〃

④放射線防護研究センター 分任契約： 柿沼発達期被ばく影響研究チームリーダー
コーポレートカード：

〃

⑤緊急被ばく医療研究センター 分任契約： 明石センター長
コーポレートカード：
6.

〃

監査重点項目
（1） 企画部及び総務部における平成 21 年度における主な業務の達成状況
（2） 独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づく放射
線医学総合研究所（以下「研究所」という。）に求められている事務・事業及び
組織等について講ずべき措置及び随意契約見直し計画の実施状況など独立行政
法人の見直しに係わる措置であって引き続き独立行政法人に求められていると
考えられるものの実施状況
（3） その他独立行政法人に要請された措置に対する実施状況 1

7.

監査結果
独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 19 条第 4 項及び監事監査規程（以
下「規程」という。
）に基づき、平成 22 年度監査計画に沿って、上記監査対象につい
て監査対象部門から関連資料の提出を求めヒアリングを行って、各種業務及び措置の
実施状況を監査した。監査に当たっては、出来るだけ客観的な基準、考え方に照らし
て合理的な指摘を行い、必要に応じ例示を示して業務運営の改善・向上を促し、場合
によっては国の制度そのものの改善に繋がる示唆となるよう、心がけた。また、独立
行政法人評価委員会が今後行うこととなる評価に資するため、同評価委員会が有する
視点及び具体的取組を参考とした 2。
平成 21 年度は、今中期目標期間の最終年度前の重要な年度であり、研究開発及び業務
運営全般において最終年度に向けた各般の努力が求められたところである。本年度に
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「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直し」
（事務連絡 平成 22 年 5 月 6 日総務省業線管理局長）
、
「独
立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」
（平成 22 年 5 月 18 日行政刷新会議）
、
「独立行政法人の
契約状況の点検・見直しについて」
（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）
2 「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」
（改正平成 22 年 5 月 31 日 政策評価・独立行政法
人評価委員会）
、
「平成 21 年度業務実績評価の具体的取組について」
（平成 22 年 5 月 31 日 政策評価・独
立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会）
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おける研究所の事業は、法令及び中期目標、中期計画並びに平成 21 年度年度計画に基
づき適正に運営され、また、役員と研究所の利益相反取引及び役員による研究所以外
の業務の実施は、認められない。
個々の努力は、前年度に比較して着実に実っていると判断できるが、全般的には限ら
れた資源の中で精一杯の工夫を施し目標達成に近づきつつ、一方で、厳しい独法への
要求をこなしている状況と言える。研究費不正問題に直面した経験もあり、他の研究
機関に比べて、改革がより進んでいるところ、あるいはより迅速に新しい方策を導入
しているところはある。しかし、職員の不正問題対応疲れとも言える様相もあり、研
究現場に元気さが戻っていない。コンプライアンス対応を強化する余り、返って萎縮
するという例は他でもよく見られることである。次期中期目標を議論し策定していく
中で、理事長、理事の指導の下、一段高いレベルで研究者、事務職員が一体となって、
新たなる飛躍を遂げて貰いたい。
8.

監査意見
平成 21 年度の業務実績に関して、以下のとおり意見を表明します。

(1)

関係諸法令及び研究所の諸規程の実施状況 3
通則法上求められる、研究所の活動に伴う法令上の届出事項等の事務手続については
適切に対応しているが、今後とも常に緊張感を持って臨むことが重要である。所要の
法令改正の的確な把握と関連規程への反映を適切に行っていくためには、情報交換、
情報収集を行い公的な機関として遺漏がないよう期するべきである。かかる法令改正
への対応、また研究所として運営の改善を図っていく際、様々な規程等の改正が必要
となるが、これに伴う規程等の間の整合性の確保は、実態の混乱を避ける上では極め
て重要であり、情報技術の活用による効率的な対処、ダブルチェック体制の確保によ
って、全体として齟齬、欠如などがないよう措置していくことが肝要である。重要度
を勘案して規程類の英語化を計画的に進めることが望ましい。

(2)

平成 21 年度業務実績報告書関係 4
業務実績報告書の主な項目について意見を以下に示す。なお、独法整理合理化計画、
随意契約見直し計画関係については、昨年度の報告との関連も踏まえ、次項(3)以下に
別途整理して意見を述べる。

3
4

規程第 4 条(1) 関連
規程第 4 条(2) 関連
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① 研究組織の体制のあり方
著名な外国人研究者のリーダーシップの下、国際オープンラボラトリー（以下「国
際ラボ」という。
）の 3 つのユニットが、新たな研究所の顔として順調にその活動
を進めている。かかる新規の取組については、本来その成果をじっくり見極めて意
見を言うべきではあるが、組織的、制度的及び予算的に必ずしも明解に整理された
形となっていないこともあり、今後の適切な展開を期待して参考となる意見を伝え
ておきたい。
国際ラボに参画する研究者は 5、辞令、職員名簿、ホームページ上のメンバーにお
いて所属者の定義が明確でなく、全体像が曖昧である。このことは、資源配分、エ
フォット管理、成果の評価において混乱を来す恐れがある。小さい組織であり、責
任者が適切に判断し管理しているので問題なしとはせず、他の研究者から見ても透
明性の高い制度として運用されるような気遣いが求められる。また、国際ラボは、
当初、理事長調整費（その後理事長裁量経費と改名）を充てて運用が開始され資源
的にも不安定なところがあった。そのため得られた多額の寄附金をその後充当する
こととしたが、寄附金に関する研究所全体の制度論を余り考えることなく、この措
置がなされた経緯がある。今後、研究所全体に対する寄附金の制度が確立されるが 6、
寄附金の使途の特定、管理に関する事務とは別に、中期目標、中期計画における国
際ラボの研究開発上及び組織上の位置付けを明確にし、運営に関する制度的な土台
を確かなものとすべきである 7。
那珂湊支所の廃止に係わる作業は、順調に進められている。今後、放射性廃棄物の
処理処分の作業について、慎重、かつ、計画とおりに取り組んでいくことが求めら
。
れる 8（財産処分関係は(8)参照）
② 企画調整機能、資源配分機能の強化、組織運営・マネージメントの強化
今期第 4 年目であり、また研究費不正問題への対応を進めてきたこともあって、予
算執行等に関する企画部の視野がより広く、深くなってきていると言える。一方で、
以下に述べるように、所内で利用可能な制度、仕組み、情報、特に下流の情報を有
効に活用して行く必要はある。
予算執行状況は、毎月各配算体毎の執行率（対計画、対総額）として運営連絡会議
に報告され、計画からの遅れがあればヒアリングを適宜実施し円滑な遂行を促して
5

基本的には、辞令は併任辞令、任期制は契約による。
平成 22 年 5 月 18 日開催の第 100 回理事会において「寄附金等取扱規程」等が審議され制定されたと
ころである。
7 「国際オープンラボラトリー運営実施要領」
（平成 20 年 12 月 26 日 20 達第 44 号）、
「国際オープンラボ
ラトリーの設置及び運営に関する規程」
（平成 20 年 6 月 19 日 20 規程第 55 号）参照。
8 那珂湊支所解体関係予算は、平成 22 年度において 240 百万円、うち放射性廃棄物等の汚染検査、除染
作業費は、133 百万円となっており、平成 22 年 8 月以降に解体に係わる作業が開始される見込みである。
6

5

来ているが、毎年度別途作成されている「予算執行計画」との関係で戦略上の課題
が浮き彫りになるような状況把握とはなっていない。従って、契約済繰越となった
（なる）重要な予算内容が如何なる位置付けにあり、如何なる結果をもたらすもの
であるかも把握されていない。例えば、この「予算執行計画」において戦略的な予
算項目を同定し、その執行の時期に基づいて、業務全体の計画的な遂行に係わる判
断を行っていくような管理が考えられる。更により広くは、予算執行に伴うリスク
の分析そのものをこの計画に包摂し、リスクの顕在化の状況、それへの対応策と必
要な資源などを明記し、内部統制の一環としても利用出来るようにしていく必要が
ある（このことについては内部統制（(13)参照）でも述べる）。
予算執行状況の把握との関係では、毎年度契約済繰越がなされているが、上記のと
おり、毎年度末近くなってもその内容、件数、金額が的確には把握されておらず、
繰越自体の妥当性の判断もできるようにはなっていない。平成 21 年度末における
契約済繰越額は、194 件 1,326 百万円であり、平成 18 年度から見ていくと次第
に増加し、今期では最大の額となっている 9。この契約済繰越額の相当部分は翌年
度に入り概ね 100 日以内に納入されているが、100 日以降も続く納入とともに、事
実上翌年度に繰り越された債務の履行については、費用進行基準型独法の業務のあ
り方としては、その妥当性にやや疑問無しとは言えない 10。本来年度毎の業務とし
て適切に執行されるべきとの建前と、年度管理すること自体研究開発業務に馴染ま
ず中期目標期間終了時における目標の達成が基本であるという考えなどがあり、研
究開発独法のあり方の一環として議論されて然るべきではないか、と考える。
標記の強化を図るためには、組織運営上の統計データを活用する工夫をし、習慣化
していくことが重要である。単に予算執行状況の把握だけではなく、統計データを
必要とする業務は多岐に亘り、企画、総務の間で連携の取れたデータ作成作業を出
来るようにしていく必要がある。業務の下流と上流を繋ぐパイプを設け、常に相互
にチェックしあう機能が、現状ではない。そのためには、組織的手当だけではなく、
問題意識を常に先鋭化し、どのようなデータを把握し上流にフィードバックし分析
すれば的確な方策が検討できるか、という感覚が欠かせない。他法人、民間企業と
のデータの比較による自らの立ち位置の判断、時間的経過による増減傾向の把握、
研究所内の平均的な姿の把握と変動の認知などを行うため、全てはレファレンス
（基準点）を設けるところから出発しなければならない。現状においては、時間的
資源的制約もあって、凡そこのような取組は困難と見られるが、その場限りの対応
9 前年度までの契約済繰越額：平成 18 年度末 728 百万円(110 件)、
平成 19 年度末 861 百万円（69 件）
、
平成 20 年度末 1,083 百万円（154 件）194 件のうち、500 万円未満の契約は 163 件で 100 日以上納入ま
で日数を要するものは、23 件（14.1%）であり、500 万円以上の契約は 31 件、そのうち 100 日以上納入
まで日数を要するものは、21 件（67％）であり、高額契約に係わる納入に多くの時間を要すると言える。
10 翌年度 100 日以内の納品率は、件数、金額についてそれぞれ、平成 18 年度繰越分
82.7%、33.0%、平
成 19 年度分 72.5%、50.2% 平成 20 年度分 81.2%、23.2%、平成 21 年度分 77.3%、40.7%となって
いる。
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を排し、連続性、一貫性を持った組織運営を行うためには、データに基づく議論を
行う姿勢を各部署、各人が備えていくことが肝要である。契約関係のデータなど基
本的なものの整理、分析は外注することも可能であろう。なお、微妙に異なる同種
の調査が様々な国の機関から依頼されてくることがあるが、これらは政策立案上重
要度の高いものではあっても、独法の事務作業としてはかなりな負担となっており、
依頼する機関においては、調査の一本化、情報の共有化など配慮すべき点があるで
はないだろうか。
③ 効果的な評価の実施 11
平成 20 年度業務実績に対する評価のうち、業務運営に関するものにおいて「B」
評価は 6 件であり、平成 21 年度実績に対する内部評価として現時点まで得られた
これらの評価のうち、引き続き「B」評価のままであるものが 1 件となっている 12。
「B」評価が改善されたとは言え、全般的には、平成 21 年度年度計画において、
前年度「B」評価の業務をA評価以上に持って行く具体的な努力内容が明らかにさ
れているとは言えず、評価委員会の評価結果をPDCAに乗せて具体的に改善してい
く方法を、今後より明確にしていくべきである。評価結果に関する一方的な解釈に
よって主観的な対応策を講じていくという恐れもあり、可能であれば、評価結果に
係わる委員との情報交換を更に行い、評価結果に対する理解をより深めることが重
要ではないか、と考える。
業務運営関係については、平成 20 年度の評価から、第三者のみによって内部評価
が行われてきているが、研究業務については、一部の委員に第三者が入っているだ
けとなっている。取り纏め作業の難易度の違いもあって、研究業務を全く第三者の
みの評価に委ねることの是非もあろうかとは思うが、そもそも研究の世界において
は、ピアレビューのように科学的なメリットについて第三者が忌憚なく評価し合う、
という文化があり、研究所だけがその文化を活かせない、ということは理解できな
い。昨年度に引き続き、他の独法、国立大学法人の状況も参考として、第三者のみ
の評価としていく方法を具体的に考案し順次実施していくことが重要であると指
摘しておきたい。その第三者の選考に当たっては、研究所の研究費の授受を含む利
害関係についても事前に十分考慮することは言うまでもない。次期中期目標、中期
計画の策定に当たっては、定員制、任期制何れの職員についても、厳格、かつ、使
える個人評価を行い、活力ある体制作りに生かすことが期待される（具体的には、
本項⑪も参照）
。なお、平成 22 年度より、評価結果をホームページ上で公表してい
くこととしているが、研究所の活動について幅広く理解を得ていく上で有用である。
11

監事監査規程第 4 条（6）関連
平成 20 年度評価委員会評価における「Ｂ」評価は、
「管理業務の効率化」
「人事制度」
「内部統制体制の
充実・強化」
「外部研究資金の獲得」
「施設、設備に関する長期計画」
「人事について」であり、平成 21 年
度内部評価においては、このうち「内部統制体制の充実・強化」のみが「Ｂ」評価のままである。

12

7

独法制度の見直しなどもあって、自らの位置付け、目標を明解に説明する様々な方
途を検討しているが、中でも諸外国の関係研究開発機関と比較したベンチマーキン
グは効果的であると考える。但し、かなり膨大な作業であり、常に見直しが必要と
なるなど、恒常的な活動としては難題が予想される。中期目標、中期計画に基づく
評価が第一義的には重要であるが、常に、自らの位置を様々な指標で表現できるこ
とが望ましく、放射線医学というかなり特異性の高い分野ではあるが、国際的にも
通用する独自の方法を探っていくことが望ましい 13。
④ 外部研究資金の獲得
外部研究資金の獲得額は、競争的外部資金及びその他の外部資金の合計 1,135 百万
円（平成 20 年度 1,400 百万円）となっており、総額は減少しているが、競争的外
部資金としては、839 百万円（平成 20 年度 788 百万円）とやや増加している。外
部研究資金は様々な種類の資金源で構成されているが、主たる業務が運営費交付金
で行われる独法制度との関係も十分踏まえて量的、質的な評価を行うべきである。
上記のとおり平成 21 年度は競争的外部資金が増加しているが、これは文科省等か
らのいわゆる競争的資金に対して職員が積極的に応募しその結果受領額が増えた
ことによる。中期目標、中期計画の関係で言えば、「一層の獲得」を図るべき対象
であり 14、人件費、間接経費の関係もあって競争的資金が持つ独法運営上の意義は
大きい。中期計画上明記された運営費交付金の総額が競争的資金とは別に確実に確
保されるのであれば 15、競争的資金の増加は理事長の主導性の発揮、職員の努力の
結果そのもの、言わば研究所の財源拡大活動の純粋なプラス部分である。運営費交
付金によって計画的に業務を遂行するということが基本である以上、一般的には、
外部研究資金の獲得額をひたすら増やせば良い、というものではないであろう。制
度設計上の基本的な問題であり、研究所が直接対処できるものではないが、競争的
資金の運営費交付金に対する比率のあり方、またその対象となる研究業務の中期目
標、中期計画上の位置付けというものが整理されて然るべきではないか、と考える。
外部研究資金のうち委託費は、減少している 16。資金源側（委託側）が一般競争入
札制度に移行していく中で、独法としての任務を遂行するための受託、別の言い方
をすれば、本来国の任務である業務を独法として実施するための受託であったもの
が、単に経費的に効率的であるということで、他の組織が落札し実施していくこと

13 トムソンサイエンティフィックの「最近 11 年の国内研究機関の論文引用・ランキング」など既存のレ
ファレンスとの関連も持たせることが有用であろう。
14 中期計画では「外部研究資金（国・民間の競争的資金、企業からの共同研究収入等）の一層の獲得を図
る」とされている。
15 中期計画の資金計画において運営費交付金による収入は、65,433 百万円とされている。
16 委託費等その他の外部研究資金は、平成 20 年度 612 百万円、平成 21 年度 296 百万円。減額が大きく
なったのは、平成２０年度限りの委託費が多く平成２１年度新規委託費が増えなかったためとされている。
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自体は、政策的な観点からも妥当性が問われるのではないか、と考える 17。従って、
このような外部要因によって変化する外部研究資金については、総額による評価は
本質的ではなく、国と独法の関係、外部研究資金、特に委託費の独法運営上の意味
など、より根源的な問題を踏まえて評価すべきである。
平成 18 年度からの寄附金合計額、平成 21 年度単独年度の寄附金は、それぞれ 330
百万円及び 101 百万円となっている。重粒子線がん治療に係わる寄附金が大半であ
り 18、重粒子線がん治療の研究の向上が主な寄付目的となっている。重粒子線がん
治療の恩恵を受けた者の寄付金は、研究所の病院収入に係わる財務的説明とも整合
性を取って、より広い職員に恩恵をもたらすようにすべきである。論理の断絶があ
る。特定の研究者、研究グループの活動に充てる場合は、中期計画に基づいた運営
費交付金の投入との関係に配慮した上で、寄付金を充てる業務としての性格を明確
にする必要がある。研究所内で透明性の高い議論を重ね、共通の認識を形成しつつ、
寄附金の管理に関する一般的な制度として構築する努力が望まれる。寄付金の使途
の特定は、
「特定の事業に計画的に充てるべき責務が生じている程度」に、かつ、
「寄
付金の使用状況について管理責任が問える程度」に特定すべきであり、使途の変更
も慎重に判断されるべきである。更に、寄附金の管理に係わる一般的な制度の確立
に当たっては、一般管理費相当分を別に確保すべきである 19。
⑤ 自己収入の充実
病院収入を中心とする自己収入は、
平成 21 年度は 2,641 百万円（平成 20 年度 3,018
百万円）となっている 20。病院収入は、2,444 百万円と前年度とほぼ同額水準であ
る。治療エリアの建設等もあって重粒子線がん治療患者数が一定レベルで推移した
ことによるとされているが 21、今後、継続的に患者数を増加させていけるかどうか
は不透明であり、現在の自己収入の水準を基本として組織運営を考えていく必要が
あろう。また、重粒子線がん治療の保険収載の動向如何では、臨床医学事業収益の
減額も予想され、重粒子線がん治療を含む研究所の業務全般に対して、長期的な視
野から安定した原資を確保できるよう準備していくことが望ましい。このような前
提に立ち、中期目標、中期計画に則って、
「研究病院の活用と効率的運営」 22に必
17 「放射線防護に関する重要概念及び最新動向に関する調査」
（内閣府原子力安全委員会）
、
「放射性核種
生物圏移行評価高度化開発」
（資源エネルギー庁）等からの調査、開発の委託もある。
18 各年度の寄附金額と重粒子線がん治療関係寄付の割合：平成 18 年度 9 百万円（56％）
、平成 19 年度
115 百万円（98％）
、平成 20 年度 105 百万円（92％）
、平成 21 年度 101 百万円（91％）
。
19 脚注 5 のとおり。
20 平成 20 年度からの大きな減額は、主に同年度に固定資産売却（土地売却）分 368 百万円があったこ
とによる。
21 平成 20 年度の病院収入は、2,447 百万円。先進医療患者数及び臨床研究患者数合計で、平成 20 年度 681
名、平成 21 年度 691 名。
22 中期計画においては、
「重粒子医科学センター病院について、臨床研究を実施している研究病院である
ことを考慮しつつ、その業務を密接な関係を有する業務について、特性を踏まえた財務上の適切な整理を
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要な検討を具体化し、併せて利益処理の方法についても更に工夫をしていくことが
肝要である。
⑥ 研究成果の普及及び成果の活用の促進（広報）
いわゆる広報活動については、中期計画、年度計画に沿って着実に実施されている
が、単に各活動の目標の数値的な達成に満足することなく、次期中期目標における
広報活動のあり方を徹底的に議論し、個々の活動内容に生かし実現していくことが
望ましい。そのためには広報委員会の活動の裾野をより広くして活発化し 23、所内
の声を多く集め、また、個々のセンター等における自由な広報活動も一定程度認め
ていくことも必要ではないか、と考える 24。
プレス発表は、件数としては増加しているが、研究所の自己責任の下、もっと伸び
伸びと発表をしていくことが期待される。国民により分かりやすい内容を幅広く伝
えていく一層の努力が期待され、また、一定の投資額に比較して適切なレベルの発
表となっているかという批判的な視点が重要である 25。重粒子線がん治療に関係す
るシンポジウムなどにおける来場者数には驚くものがある 26。国民的関心の更なる
高まりが予想されるところであるが、より的確に分かりやすく研究所の成果を伝え
る絶好の場面であり、特に広報資源を投入しても良い機会である。ビデオの更新、
ホームページの充実 27などを通じて一層の発信努力を期待する。
広報予算は一般管理費の削減もあって極めて厳しく押さえられてきている 28。独法
の置かれている財政的事情に直接左右されていると言わざるを得ず、広報関係部署
のみに現状の責を負わせることは出来ない。一般管理費の一律削減がもたらす悪影
響が生じていると言わざるを得ない。
特許出願件数は 58 件
（うちライフサイエンス関係 49 件）
であり、例年並である 29。
弁理士の活用による質の高い特許の出願、外部機関における公開特許情報の掲載等
に努めているが、実施許諾による実施料収入は、232 千円に止まっており、また特
許関係経費は、43 百万円（平成 20 年度 47 百万円）となっている（資産管理とし
ては(8)参照）
。

行い、効率化の改善状況等について、常時点検・分析・評価を行うことを検討する」とされている。
23 平成 21 年度における広報委員会の開催は 1 回（平成 21 年 11 月 13 日）
。
24 センター独自の紹介ページ、名刺、封筒などの作成
25 プレス発表件数は総件数 27 件と昨年度と同じであるが、研究成果発表が 20 件（昨年度 17 件）と増加
している。平成 21 年度における(独)物質材料研究開発機構の研究成果のプレス発表も約 20 件であり遜色
はない。
26 一般公開 3,065 名の参加者を含む一般見学者合計 5,828 名、一般講演会 2 回開催（HIMAC15 周年記念
講演会 1,000 名以上参加、佐賀県での講演会 250 名参加）
、公開講座 2 回開催（合計 400 名以上参加）
27 ホームページ閲覧数は 567 万件から 761 万件に増加しているが、増加要因などを分析しこの後の方策
に生かすべきであろう。
28 広報予算（一般管理費）は、平成 20 年度 25,865 千円、平成 21 年度 23,245 千円と減額されている。
29 平成 20 年度は 60 件で、うちライフサイエンス関係 49 件。
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⑦ 予算、収支計画、資金計画
予算及び決算に関しては、決算額が総額で増加しており（収入、支出とも約 130％）
、
特に言及することはないが、受託収入は、年度当初では予定として見込まれる額し
か計上できないので、決算後増加している。また、受託収入については 30、外部研
究資金でも触れたが、委託側の入札の方針によって左右されることとなり、国の任
務を果たすという独法の役割とその役割を果たす上での財源の性格という基本的
な課題を提示している。また、施設整備費については 31、補正予算という仕組みの
中では、予算、決算を比較することには余り意味はないようである。むしろ、研究
所にとっては、施設整備が補正予算でしか手当されないここ数年の実情が問題であ
り、計画的遂行というかなりの圧力がその執行に掛かっている。
平成 21 年度末における未契約繰越の運営費交付金債務残高の合計は、83 百万円と
なっている。今期中期目標期間終了時にはこの未使用分は国庫に返納されることと
なる。毎年度の執行残高の処理について適切に対処することが望まれる。
研究費不正問題への対応として導入された年度末の予算再配分制度については、7
件

約 28 百万円の登録があったとされている。昨年度よりは活用金額は増加して

いる 32。少額ではあるが、前述のとおり毎年度の運営費交付金債務残高との関係に
おいては、制度上適切に認識していくが必要であろう 33。
⑧ 一般管理費 34の削減
一般管理費は既に平成 20 年度において対平成 17 年度比で▲14.1%まで削減がさ
れた

35。平成

21 年度も更なる削減が図られ

36、842

百万円となって対平成 17 年

度比で▲15.5%まで削減が進んでいる。従来の削減努力項目の継続に加えて、人件
費の更なる縮減、公用車運転手の全廃、役員秘書の削減を実行するとともに

37、

一般管理費となる超過勤務手当についても、勤務時間管理の厳格化、定時退勤日
の設定と徹底、事務職シフト制の導入によって、平成 20 年度比▲10.1％の削減を

30

受託事業収入は、決算額が 213％。
施設整備費補助金収入は、決算額が 6200％。
32 平成 20 年度末における再配分額は、3 件 16 百万円であった。平成 21 年度末の内訳は、分イメ 2 件
約 8 百万円、防護センター2 件 約 6 百万円、基盤センター2 件 約 12 百万円、その他 1 件 2 百万円。
33 研究費不正防止対策上配算された予算を翌年度に繰り越せる制度としたが、額の大きさによっては今後、
当該年度の債務の履行義務ということとの整合性を検討する必要がある。
34 ここで言う一般管理費からは、退職金、租税公課を除く。
35 今中期目標期間終了まで、即ち平成 22 年度末までに対平成 17 年度比 15％以上の削減が求められてい
る。
36 一般管理費：平成 17 年度 997 百万円、平成 19 年度 937 百万円（削減率 5.9%）
、平成 20 年度 856
百万円(同 14.1%)。
37 平成 20 年度からの主な節約額は、人件費縮減 25 百万円、公用車運転業務廃止 7 百万円、役員秘書
廃止 3 百万円。
31

11

図ったとされている。
昨年度の監査報告書でも指摘したところであるが、既に 5％台の底を突こうという
一般管理費の率は、通常の組織ではかなり削減しすぎであり、一般管理費の定義、
あり方にも及ぶ基本的な問題を惹起しかねない。また行きすぎた削減は、組織運
営上の工夫という美名の元に不適切な財務的整理を招くことにもなりかねない。
広報、契約、安全管理、監査などの事務において必要な資源が足りていない状況
も顕在化している。監事監査業務、広くは内部統制については、事実上資源の限
界が業務の限界でもあり、現状の資源ではこれ以上の監査業務の充実、拡大は困
難なほどである。
一般管理費の経常費用全体に占める比率を問わずして、一律に中期目標期間終了
時に 15％以上の削減を求めることは、不合理と言わざるを得ない。他の独法、一
般企業の例を引くまでもないが
管理費の比率を考慮し
である

38、同様の事業規模の研究開発機関における一般

39、個々の独法における一般管理費のあり方を議論すべき

40。そしてこれ以上の削減は受け入れがたいという理論武装を行い、次期

中期目標においては、事業規模にあった一般管理費とするよう対処していくべき
である。これは組織運営上の死活問題である

41。研究所は日々の業務に追われ過

ぎであり、自らの活動を棚卸し、そこから改善方策を編み出したりする余裕が、
一切ない。一般管理費問題にだけ帰することは出来ないが、一つでも突破口を開
き、資源的な余裕を作りつつ業務改善を進めなければ、職員の志気は低下の一途
を辿るだけであろう。幅広い視野から制度を設計出来る上位の機関において一考
するに値する問題と考える。
⑨ 人件費の削減及び給与構造改革
人件費については、当初目標を達成するため、新規採用数の抑制、地域手当の据え
置き 42、医師に対する初任給調整手当のひきあげ延期、超過勤務時間の削減が実行
されており、平成 21 年度は、3,207 百万円（平成 20 年度 3,412 百万円）▲6.9%

38

研究所の取引企業でさえ、20％前後の一般管理費を請求しているし、他の独法においては、研究所より
高い一般管理費比率を依然維持している。
39 物質材料研究開発機構の一般管理費比率は、10.4%（平成 20 年度）であり、また国立大学法人では、
役員手当を一般管理費に区分していないところもある。一般的には、事業規模が大きくなると一般管理費
比率が下がる傾向がある。
40 一般管理費に関する定義が明確ではなく、国立大学法人では役員給与は含まれていないなどまちまちで
ある。
41 平成 22 年度から新たに中期目標期間を開始した理化学研究所、日本原子力研究開発機構においては、
一般管理費の 15％以上の削減をその中期目標、中期計画に規定しているが、研究所が同様の削減目標を定
めるとなると、これ以上の削減は経営上の死活問題となるであろう。
42 国の基準に従えば、地域手当は、役員 10％、本所職員 10％、支所職員 6％、医療職（一）15％となる
が、全て 1％減額されている（平成 22 年度に改訂される見込み）
。
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の削減となっている

43。人事院勧告の考慮にもよるが、平成

22 年度の努力によっ

て概ね目標の達成が可能と判断する。
ラスパイレス指数は、平成 20 年度時点で既に独法の中でも最も抑制が進んでいる
法人となっており、これ以上の削減は新規採用など将来の人材確保にも影響が出か
ねない 44。
給与水準に影響する、あるいは影響しない諸手当の適切性については、期末手当・
勤勉手当の支給月数を国と同様とすべきとの指摘、あるいは病院事務当直単価が国
と異なるとの指摘があるが 45、何れも不適切なところはなく、合法、かつ、適切な
措置である。制度的にも国家公務員体系から外れ、柔軟な制度運用が可能となる非
特定独立行政法人となったにも拘わらず、多くの問題で国と同一基準か否かが評価
の視点となっており、有意な人材を集め独自性の高い運営を行おうとしている法人
の長にとっては、本来揃っているべき手段を欠く状況に至っている。現下の財政事
情ではやむを得ないとは言え、些か同情の念を禁じ得ない。ラスパイレス係数の低
い法人には人件費総額の抑制を緩和して法人の努力に報い、また、削減額（率）に
ついて傾斜的配慮をして独法間の制度的競争を促していくべきではないか、と考え
る。
法定外福利厚生費におけるレクレーション関係費用は、平成 20 年度以降、支出さ
れていない。
⑩ 管理業務の効率化
分任契約担当役の導入を進め、
平成 21 年 10 月から 73 ポスト
（130 ポスト中 56.2%）
において 50 万円未満の物品、役務の契約が可能とされ、併せてこの分任契約担当
役の下でコーポレートカードの使用を認めている 46。本制度は、順次導入範囲が拡
大され、平成 22 年度当初からは研究部門の全ての部署に分任契約担当役が置かれ
ている。
平成 21 年度末までの分任契約担当役による契約は、研究所全体の契約件数 16,730
件中、6,910 件（41％）となっている。このうち、平成 21 年度から新たに分任契
約担当役を導入した部署での契約件数 12,530 件中、5,500 件（44％）と、導入初
年度としてはかなり高い結果を示しており、管理事務の効率化に資するところ大で

43

平成 17 年度人件費 3,446 百万円
平成 20 年度ラスパイレス係数は、
事務職 81.7 研究職 95.5 等であるが、
平成 22 年 6 月 23 日時点では、
平成 21 年度の同係数は公表されていない。研究所の試算では、事務職 85.0 研究職 94.0 等となっている。
45 病院事務当直勤務の手当が人事院規則で定めた額より高額であるとの指摘であるが、労働基準局との協
議を踏まえ、独立行政法人として適法に定められたものである。
46 分任契約担当役は、平成 21 年 3 月から 56 ポストにおいて開始された。コーポレートカードは分任契約
担当役に使用を認め、監査実施時点において分任担当役 43 名中 25 名が使用。平成 21 年度中の利用は、
延べ利用件数 146 件、4,943 千円となっており、内訳は、論文投稿料/別刷代 38％、学会参加費/年会費
32％、書籍購入 17％、消耗品/役務費 13％である。
44
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あると言える 47。
導入以前研究現場では、研究者の負担が増えるだけであるという懸念が強かったが、
本監査において分任契約担当役を担う研究者に意見を聞いたところ、この制度の効
果について高い評価をしており、この当初の懸念は解消していると言える。特に顕
著な意見は、次の通りである。
ア．

発注から納品までの事務を全て研究現場で掌握できることから、研究費

の管理、特に外部研究資金の管理が極めてやりやすくなった。
イ．

物品の納品が極めて早くなり、ものによっては当日、翌日ということも

あり、研究の迅速化に大いに貢献している。
ウ．

コーポレートカードを利用した論文校正ではネット上での決裁も可能と

なり銀行手数料が不要なため経費的にも節約できている。
一方、ある程度の裁量が研究現場に与えられていることから、その責任も発生し
ており、適切な見積取得、妥当な契約規模の選択、業者への公平な発注、関係資
料の保管などにおいて現場が適切に対応できるよう、必要に応じてモニタリング
を行い、分任契約担当役の意見も吸収しつつ、指導していく必要がある。
宅急便による現場への直配は、事後の中央検収所の検収を必要としている。物品
の種類（冷凍品か）及び重量、配送日の天候にもよるが、事務担当者には過度な
負担を与えている。宅配便による納品のあり方については適宜検討を加えていく
ことが望ましい 48。
病院業務の効率化については、病院定員がほぼ同じ水準で推移する中で

49、短い

平均入院日数の維持、一日当たり最大治療患者数及び臨床医学事業収入の増加を
達成している 50。
⑪ 人事制度
平成 21 年度当初より裁量労働制が実施に移され、
その年度末時点の適用者 45 名は、
対象者 141 名の 31.9%となっている。裁量労働制については、必ずしも均質な勤務
態様ではないこともあって、賛否両論が展開された後の導入であり、今後、具体的
な勤務態様も考慮した調査を行い、必要に応じて、導入前の議論を踏まえた改善策
を見いだしていくことが重要である。
研究者の個人評価システムについて、論文数や特許出願数などを客観的、定量的に
47

契約総数 16,730 件のうち分任契約担当役契約件数 6,910 件、契約担当役（契約課が担当） 9,820 件
となっており、総件数の変動にもよるが、50 万円以下の契約件数の動向を見れば、後者の件数が更に現場
での対応になり、契約事務の効率化に繋がると考える。
48 物品の納品か、他機関からの試料の送付かなど簡単な仕分けも可能であり、前者の場合は中央検収所で
の検収を優先することもあり得るのではないか。
49 定年制 75 名（75 名）
、任期制フルタイム 17 名（18 名）
、任期制短時間 21 名（21 名）
。括弧内は平成
20 年度。
50 平均入院日数 13.9 日(13.2 日)、一日当たり最大患者数 83 人(75 人)。
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評価する指標、具体的な評価手順を検討し、平成 22 年度から実施することとして
いる。研究者の個人個人の研究成果がより客観的に評価されることは、法人の長が
適切な研究所の運営を行う上で重要な手段ではある。一方、研究所の最大の目標は、
中期目標に沿って国民に対して提供するサービスその他の業務の質を向上させる
ことであり、個々の研究者がこの目標にどう貢献したかが分かる制度としていくこ
とが肝腎である。その意味では、業務実績報告書において、この個人評価システム
による研究者個々人の評価結果がどう反映されてくるか、今後高く関心が持たれる。
多くの研究者が協働して得られた結果が業務実績報告書における成果であり、これ
が「S」や「A」であれば、それで全て良しとすることも一つの考え方である。一
方、グループ等の目標達成に対する個々の研究者の貢献を見えるようにしてこそ、
研究者のやる気を高め、また、創造的なグループ等の構築も進め易くなると考える。
目標達成への貢献度が見えにくい現状の評価では、見えない研究者が全体の評価の
中に埋もれているのではないか。
事務系管理職の目標設定においても、研究所の組織目標との関係付けが明確になさ
れていないところも見受けられる。目標の内容のあり方については、色々議論はあ
ろうかとは思うが、個々の管理職の目標と研究所の目標をより連結させる方が、
個々人のより明解な評価に繋がる。なお、研究所の目標とは離れ一般的に、改革へ
の提案、部下の育成、やる気の醸成からマネージメント機能の発揮など幅広い視野
が要求されることも事実であり、これらは独自に目標設定していけるであろう。
平成 21 年 9 月より、メンター制度が導入されている。女性 5 名を含む 22 名のメ
ンターが指名されているが、若手の育成、職場環境の向上は勿論、日常中々目が届
かない人間関係の拗れ、精神的な悩みなどにも気配りが出来るよう具体的に役だっ
て貰いたい。
今後とも研究の柔軟、かつ、創造的な展開を図るため任期制職員の採用に重点を置
くことは避けられないが、その士気を高めるためにも、定員制職員との間に見られ
る処遇上の差を出来るだけなくしていくことが望ましい。このような差は、任期制
職員の立場の問題もあり中々表面化せず、往々にして、組織運営の責任者からは見
えにくく、看過されることが多い 51。
⑫ 経費の効率化
ア）業務経費の効率化
中期計画においては、一般管理費の効率化に加えて、「その他の業務経費」
についても中期目標期間中にその 5％以上の効率化を図るものとしている。
その他の業務経費の範囲を一般管理費以外とすれば、損益計算書上の研究
業務費又は決算報告書上の業務経費と考えられる。しかし、研究所の総経
51

研究所の管轄を越えるが、任期制職員は宿舎法上国家公務員宿舎への入居は出来ないなど。
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費は、運営費交付金以外の自己収入、外部研究資金等で毎年度変動し、一
般管理費以外の部分について、平成 17 年度に対する増減を一概に議論で
きるものではない

52。損益計算書の研究業務費を見れば、平成

17 年度

16,729 百万円から平成 21 年度は、14,081 百万円となっており、削減はさ
れている

53。自己収入、外部研究資金の増額が推奨される一方で、総額と

しては業務経費を削減することとの関係をより明確にしていく必要があ
る 54。
イ）複数年契約の推進
平成 20 年度から制度的準備を行って大幅な複数年度化への移行を進めて
おり、平成 21 年度は 19 件（1,200 百万円）の複数年契約が締結されてい
る 55。
節約要請が高い分野で複数年化を進めることは途中変更が効かず、
むしろ柔軟な対応が出来なくなる恐れがあるという懸念が当初あり、複
数年契約の導入対象分野について引き続き慎重な検討が重要となる。
複数年契約の開始時に複数の事業者が参加していなければ、数年後に再
び同じことを繰り返す恐れがあり、真に 1 者応札・応募問題に対処する
ためには、契約更改時の集中的な取組が望まれる。平成 23 年度から開始
される複数年度契約については、相当早めに対応を準備しなければ、1 者
応札等の問題は改善されないであろう。
導入対象分野に加えて、複数年契約の締結期間、予定価格の設定方法な
どをマニュアルによって明確にし、更には数年置きに契約（更改）事務
のピークが来ることを避けるため、複数年契約の期間（年数）には柔軟
性を設けることも考慮すべきではないか、と考える。
なお、会計監査人との契約は通則法上の手続があるが、一定期間継続し
て監査することがより効果的、効率的であり、毎年度契約手続を更新す
ることに殊更意義があるとは考えられない 56。
ウ）契約事務に係わる規程類の整備
平成 21 年度までに必要な規程類の整備が予定通り実施され、現在は、
「企
52

平成 17 年度までの決算報告書では、運営費事業が「人件費」と「業務経費」のみに分類され、一般管
理費とその他の業務費という分類にはなっていない。更に言えば、前期中期計画では、
「運営費交付金を充
当して行う業務については、業務の効率化を進め、中期目標の期間中、毎事業年度につき 1%の業務の効率
化を図る」とされており、厳密に言えば、平成 17 年度との比較は難しい。
53 ▲17.1%の削減。決算報告書ベースの業務経費は、127 億円（平成 17 年度）から 103 億円（平成 21 年
度）となっている（平成 21 年度は一般管理費及び業務経費の物件費の合計）
。
54 研究所の中期計画では、
「その他の業務費については、
・・・その 5％以上の業務の効率化を図る」とさ
れているが、原研機構の中期計画では、
「その他の事業費（外部資金で実施する事業、
・・を除く）につい
て、
・・・その 5％以上を削減する」されており、削減対象から外部資金が除外されており論理的である。
55 平成 20 年度は、72 件（2,866 百万円）
56 監査法人の変更による財務処理の方法に係わる解釈の変更も予想される。
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画競争、公募のマニュアル」、「会計規程に基づく会計担当者の職位及び
事務の範囲等を定める規則の一部改正」を作成中であり、今後、上記複
数年契約のマニュアルのほか、企画競争、公募

57の実施拡大に備えた要

領・マニュアルの整備を進めるとされている 58。
技術審査は、
「国の物品等の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける
競争入札等に伴う技術審査要領」（最終改正平成 21 年 3 月 30 日 21 達第
21 号）に基づき、いわゆる政府調達契約以外のある種の契約においても
実施されている。この政府調達契約以外の契約において実施される技術
審査は、応札者が仕様書の内容を具体的にどう実現できるか予め確認し
ておきたい場合、受注可能事業者から提案書の提出を求め、発注内容に
詳しい研究者を構成員として技術審査委員会を設置し、提案書を審査し、
求める仕様書の内容に適合しているかどうかを判定するものである。技
術審査が予定されていることは仕様書上で明確に示されている。一方、
技術審査を必要とする契約か否かは、研究現場に委ねられており、客観
的な判断基準はない。契約内容が技術的に高度である場合、技術審査に
よって適合する応札者を予め判定しておきたいということは理解できる。
さもなければ、単に価格的に安いということで落札する可能性があり、
当該落札した事業者が期待した物品、役務を納入できないことも起こり
えるわけで、これを避けるという目的がある。しかし、時には仕様書上
明確にされていない内容が技術審査の中に持ち込まれる恐れも排除でき
ず、実務上はかかる問題が応札可能事業者との間で生じ得ないとは言え
ない。技術審査に付すべき契約について一定の判断根拠を設けていくこ
とは 1 者応札に係わる研究所の手続の適正化、透明性の向上に当たって
も大切なことである。研究所の職員が発注内容に最も詳しいことは分か
るが、中立的なＯＢの参加を得るなど少しでも第三者の関与を高めるよ
うな措置も考慮すべきである。
仕様書のマニュアルは、1 者応札に係わる改善方策として整備されること
となっている。このマニュアルの整備には一定の理解の統一が必要と考
57

公募とは、
「公共調達の適正化について」
（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣発文科大臣宛）における定義に
よれば、
「行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明
らかにしたうえで、参加者を募ることをいう」とされており、法人によってはこの公募を随意契約の事前
公募制に当てて実施しているところがある。しかし、平成 22 年 5 月 21 日に総務省において取り纏められ
た「1 者応札・応募の見直し点検結果」においては、
「公募を経て随意契約となっている契約について、原
則一般競争入札に移行する方向で更に見直しを進める」とされている。一方、理化学研究所は、その平成
22 年 4 月の随意契約等見直し計画において、
「仕様要件を満たす者が一に限られることを理由として契約
相手先を特定して契約を行う場合については、他の供給者の有無を公募により確認するなど競争性・透明
性を確保した調達手続きを引き続き積極的に活用する」とされている（同計画 2．(2)②）
。
58 今後進めるマニュアル化の対象：仕様書作成マニュアル、複数年契約マニュアル、技術審査運用マニュ
アル（何れも仮称）
。
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えられる。即ち、マニュアルと言っても、施設運営一般の役務から研究
開発まで多種多様であり、それぞれについて必要な項目、内容を分かり
やすく整理していくべきである。現状では、各部署によって特有の、ま
た、経緯的に引き継がれてきた様式を採用している例がある。また、研
究開発カタログ製品の場合は、国内代理店がそもそも 1 者しかないよう
なものもあり、調達物品・役務の性能・規格などを詳しく記載すること
に実質的に意味がないものもある

59。手続のためだけの手続になると、

追加的な負担を研究者に強いることとなり、研究所の効率的な運営とし
ては必ずしも適切ではない。そもそも随意契約という制度を契約方式の
中に残しながら、一般競争入札を優先して行うという「方針」を取って
いる現状に鑑みれば、研究開発機関としての契約のあり方を考案するこ
とが急務であり、このマニュアルの整備に当たっても、このあり方を先
取りする試みが期待される。
エ）管理しやすい契約件名の導入
契約件名は、研究所が事業者へ調達内容を伝える最も凝縮したメッセー
ジである。下記に述べる契約監視委員会からも改善すべき事項とされて
いるが

60、単に契約上重要であるというだけではなく、物品管理、財産

処分の観点からも見直しを図ることに意義がある。契約件名は、その調
達内容が特殊であることを強調する余り他者が見ても殆ど理解できない
表現となっている場合もある。このことは一部の事業者にしかこの調達
内容が理解されない、という弊害を持つほか、この契約件名が物品の有
効活用先を求める際も使用し続けられ、特殊なものを表す名称であるが
ために他者の有効活用の機会が失われることにも繋がりかねない。対外
的な分かりやすさ、所内的な管理のしやすさを確保するために、契約件
名を出来るだけ正確な名称としていくことが望ましい。
オ）中央在庫のあり方
中央在庫は、消耗品

61について、契約課が予算を確保し、一括購入し、

一定場所を確保して在庫管理し、使用部署の要求により必要に応じて払
い出しする仕組みである。しかし、消耗品、特に文房具のようなものは、
多岐に渉る製品がネット上で随時安価に購入できる環境が出来、一定量
を研究所として一括確保し管理する必要性は必ずしもないと考え、平成
59

特定の物品、サービスを提供できる事業者が客観的に 1 者であることが明らかにされれば、商品番号の
ような簡潔な情報でも仕様書を作成することも考えられる。
60 随意契約等見直し計画では、
「事業者は契約件名を手がかりに入札情報の収集に当たることが多いこと
を考慮し、当該契約の件名が、事業内容、他事業との関係等を分かりやすく表したものとなるように見直
す」とされている。
61 主として鉛筆、ノート、消しゴム、方眼紙、タイプ用紙、封筒、石鹸、ラップ、アルミ箔などであり、
契約課において毎年度 2 百万円程度を確保し使用分を補充していたものである。
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19 年度からは、新たな補充を一時停止し、在庫の推移を監視してきたと
している。その後の推移では、100 個以上残っていたものが 3 年間で在庫
ゼロとなったものは、ファイル、ラップ、ノート、ボールペンなどであ
り、減らないものは全く減っていない 62。
今あるものを今後無駄にはできないが、中央在庫については一定の役割
を終了したものとして廃止し、分任契約担当役の創設とも相まって各部
署において消耗品の調達を適宜行う方がより効率的と考える。なお、大
量一括購入が経費的に魅力的であるとの考えから、かかる指導がなされ
る場合もあるが、注文取り纏め、在庫場所の確保及び受け払いの管理事
務について一定の資源（人、時間）を割かなければならず、中央在庫の
必要性は、各独法の裁量に委ねていくことが望ましい。
カ）会計システムの向上
新しい会計システムは、平成 21 年度に準備作業が進められ平成 23 年度中
には導入、運用開始される予定となっている。新しい会計システムでは、
予算執行状況の管理ができるシステムになるとされている。年度内各期毎
の計画と実績の対比管理（予実算管理）が可能となるよう検討は進められ
ていたが、ソフト開発会社の対応の可能性に限界があり、予実算管理を適
時的確には把握できるようにはならないとされている。企画調整関係でも
述べたとおり（(2)①参照）、戦略的な計画内容の実施状況を的確に把握す
ることは、組織運営上の緊要な要素であり、内部統制上も不可欠となって
いる課題であることから、理事長以下がこのような実施状況を的確に把握
できるように、重要な情報を選択して抽出できるよう、システム上の工夫
を施すことが望ましい。
⑬ 施設及び設備の共用
重粒子線がん治療装置（HIMAC）における共同利用研究は、例年のとおりである
が

63、成果をより分かりやすく、広く伝達し、HIMACが我が国のこの分野におけ

る基礎研究、開発研究に有用であることを示す努力が見られない。施設・設備の運
転管理等のアウトソーシングについては、行政事業レビューの議論も踏まえ、効率
的な運用を図ることを第一として、独法の役割、実情に合った最も適切な方法とな
るよう適宜見直しをしていくべきである。
共同利用に関連して適正な料金システムを検討することとされているが、具体案が

62

全体で 133 品目のうち、平成 19 年 6 月から平成 22 年 5 月までの払い出しの結果、在庫がなくなった
品目は、39 品目（29.3%）となっており、残余の品目が今後減少していくことは考えにくい。
63 HIMAC 共同利用は、年 2 回募集で合計 131 課題（平成 20 年度 135 課題）
。
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得られていない 64。他機関、国立大学法人でもいわゆる課金制度は取り入れられて
おり、特に難点が予想されるところは別にして、出来るところから順次早期に実施
することが望ましい。
(3)

業務改善のための役職員のイニシアチブ
平成 21 年 6 月、理事長は、
「次期中期計画策定に向けた基本方針」を職員に向け明ら
かにし、その中で 10 年、20 年先を見越した研究所のビジョンを示している

65。また

理事長は、平成 21 年 1 月よりほぼ毎月、所内ホームページにおいて職員に対して研究
所の運営に係わる姿勢、考え方を示している。また、不定期で理事長懇談会も開催さ
れており、従前に比して理事長の考えが職員に様々な形で直接示される機会が増して
おり、改革や改善に係わる理事長のイニシアチブが強く示されていると考える。平成
21 年 3 月に定めた「研究所の基本理念及び行動規範」に基づき改善活動が積極的に展
開されてきている 66。
一方で、業務改善委員会の活動は、平成 21 年 10 月以降特に行われておらず、委員会
としての統括活動がその後顕著には見られない。業務改善委員会などの具体的な活動
に対する意見は、昨年 9 月の定期監査の報告のとおりであり、今後更にその個々の活
動の実施状況を監査していくことする。何れにしても内部統制への対応として新たな
取組を開始する必要があり、役職員の強いイニシアチブが求められる。その際、職員
に改善疲れを招かないためには、テンションの高い活動を続けるのではなく、フォロ
ーアップを必要とする活動（例えば「会計・経理問題等検討会」の活動）
、数年置きに
適宜集中的にフォローすべき活動（例えば「職員意識調査」
）などを十分見極め、適切
なタイミングでメリハリの効いた形の活動として行くことが肝腎である 67。
(4)

随意契約見直し計画の実施状況
① 競争性ない随意契約の状況
平成 21 年度における競争性のない随意契約は、 25 件 1,998 百万円（平成 20 年度
59 件 2,075 百万円）となっており 68、競争性のない随意契約が占める割合で見ると

64

平成 22 年 5 月 27 日開催の運営連絡会議において「課金制度に関する規程案」について意見交換が開始
され、同 7 月から所内においてまず適用されることとされている。
65 ① 人類の文化・社会に具体的に貢献する「世界の」放医研、② 国内外においてその存在感が「見える」
放医研、③ 放射線科学の基礎及び応用研究分野において「歴史に残る」放医研。
66 基本理念及び行動規範の所内掲示、
同印刷物の職員への配布及び携帯の指導、会議ルール 5 ヶ条の策定、
運営連絡会議の活性化策、事務手続の総合化、手続の一本化など。
67 平成 22 年度から、会計・経理問題の改善方策を検討するため、総務職員が研究現場に“行って・見て・
聞く”取組を実施することとしている。
68 残されている競争性のない随意契約は、水道光熱契約、初年度入札後のリース契約、特許・ノウハウに
基づく契約、土地賃貸借、購入・施工業者以外の者が困難な保守・修理となっている。随意契約限度額を
超える契約の比較：平成 20 年度 649 件中 59 件 9.1% 平成 21 年度 566 件中 25 件 4.4% となって
いる。
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独法の中では最も低い法人の一つとなっている

69。随意契約をより一層厳しく厳に必

要なものに限るため平成 21 年度からは契約審査委員会の決定によることとしたこと
もあり、恐らくこれ以上は困難であろうと思われる件数、金額まで削減が進んでいる。
制度上可能な随意契約ではあるが、研究開発法人特有の契約のあり方が検討されると
なれば、名称は別にしても研究開発の効率的な推進、研究開発特有のニーズを考慮し
た契約方式を考案することが望まれる。
研究所においては、1 者応札であるか否かに拘わらず、原則的には再委託は認めない
としており、平成 22 年度からは、請負契約書に「一括再委託の禁止」を明記している 70。
現在締結されている随意契約の相手先からの再委託もない。研究所が随意契約を継続
的に行っている事例は、当初一般競争入札によって契約相手となったリース案件を爾
後契約期間に亘って毎年度更新しているものであり、いわゆる随意契約基準を超える
ものについて、合理的な説明もなく継続しているケースはない。なお、平成 21 年度に
おいて事故的に見られた再委託と誤解を受ける 1 件については、その後、研究所の認
知しないところで再委託が発生しないよう契約書の整備を行っている。
② 随意契約等見直し計画の実施状況
平成 19 年 12 月に策定された随意契約見直し計画については、その具体的な取組をほ
ぼ順調に進めてきており

71、競争を許さない随意契約の件数、金額も上記のとおりで

ある。今後の課題は、一般競争入札への移行を支援するための業務マニュアルの作成、
仕様書の作成や予定価格の設定等の各種入札手順の具体化である。競争を許さない随
意契約の見直しそのものについては、上記のとおり既に平成 21 年度において 4.4%ま
で削減されており、これ以上の削減は恐らく実態との著しい乖離をもたらし、目標と
しての意義も失われ実効性がなくなると懸念される。複数の独法が一斉に取り組むこ
のような計画については、達成すべき目標レベルについて統一的な考えを示し、それ
を達成した場合は高い評価を与えるなど計画達成上の意義も明確にしたやり方が求め
られる。
制度上可能でありながら、随意契約（名称が必ずしも良くない）は基本的には認めな
いという考えに基づいて組織運営を行うことは、返って非効率な事務を発生させる恐
れもなしとはしない。研究開発機関として随意契約が必要な場合は、公費による機関
であることを念頭に置き、効率化と透明性の確保を徹底した上で、一般競争入札の原
則の行き過ぎた適用にならないようにすることが重要であり、かかる機会を通じて得

69

平成 22 年 4 月段階における「随意契約等見直し計画」においては、見直し後の「競争性のない随意契
約として 16 件（2.5%）とされている。平成 20 年度の実績では、研究開発を実施する独法としては 9％と
最も低くなっており、また、見直し後の割合としては同じく 2％とこれも最も低くなっている。
70 請負契約書第 6 条「
（前略）業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない」
71 随意契約基準、同公表基準、総合評価落札方式ガイドライン制定、複数年契約導入、入札的続きの効率
化などを指す。
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られた経験を府省側に十分に説明していく必要があろう。
(5)

入札・契約の適正化
① 契約事務に係わる執行体制
平成 21 年度における総契約件数は、16,730 件であり 72、うち同年度から導入された分
任契約担当役による契約事務を除き、契約課において執行した契約は、9,820 件となっ
ている。更にこのうち 566 件

73がいわゆる随意契約基準 74を超える契約であり、その

殆どが一般競争入札に付されている。契約事務は、研究者による仕様書の作成、予算
実施請求書の起案、同決裁後、必要に応じて技術審査作業を経て、契約課職員による
契約作業に移行し、見積取得、予定価格設定、公告作業、入札準備、入札を経て契約
の決議書決裁・契約締結に至り、完了となる（以降は、納品、検収、支払など）
。原則
として一般競争入札によるとしていることもあり、平成 21 年度もかなりの負担が契約
課職員に掛かっている状況である

75。現状において、専門的能力は十分であるが、そ

の容量はほぼ限界と言える。
なお、契約課の業務委託の職員は、殆どは低額のルーチン的契約事務、分任契約担当
役の契約の検証事務に従事しているが、分任契約担当役の導入とともに今後全体の体
制の見直しも行われる予定である。
② 契約事務における研究者及び契約担当者の関係
研究者が一定の物品、役務を調達する必要性は、研究の展開を予想して計画的に、又
は研究の進展に応じて随時、生じるものであり、予算実施請求書の起案以前、つまり、
少なくとも数ヶ月以上前、時には 1 年以上前の予算要求段階からその必要性を認識し
情報収集、技術相談など調達に必要な作業が開始される。契約方式、内容に拘わらず、
契約事務に係わる適正化を論じる場合は、研究者のこの初動がその後の形式、内容を
規定する可能性があるということを認識する必要がある。必要な機器、材料自体が研
究成果そのものを左右するため、研究者の情報収集等は、当然、研究内容そのものに
特有のものとならざるをえない。従って、研究上の必要性という見地から、情報収集
の段階で一定の相手先との関係が強く形成される可能性がある。この関係の認識を省
略して、契約課の作業だけに全ての解決策を求めるところに現状の限界があるように
見受けられる。契約課事務担当者は、研究者の意欲を削いではならないという配慮と、
手続き上の厳格さを確保しなければならないという職務上の責任感の鬩ぎ合いの中で
72

平成 20 年度 17,194 件。
平成 20 年度 649 件。
74 随意契約基準と称しているが、契約事務取扱要領上一定額以下は随意契約によることができるとされて
いるものである（同要領第 26 条第 1 項参照。例えば、工事又は製造は予定価格が 250 万円を超えない場
合など）
。
75 いわゆる随意契約基準を超える契約数は、平成 18 年度 870 件、平成 19 年度 843 件、平成 20 年度
上記脚注 73 と減少してきている。
73
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業務を行っている。そういう中で契約事務の適正性の確保を追求することにかなりな
労力が費やされている。もし現状の制度の中で改善方策を更に検討するのであれば、
研究者という調達の出発点に位置する者の行動も十分念頭に置いた上で、入札・契約
の適正化の作業を組み立て、改善策を追求する価値はあると考える（⑦も参照）
。
③ 派遣元責任者及び派遣先責任者等の適正化
研究所は、研究支援業務、安全管理業務、会計補助業務等に対して派遣職員を導入す
るための契約を締結しており、そのうち平成 20 年度の派遣契約（複数年度及び単年度
の契約）24 件及び同 21 年度の派遣契約（単年度）19 件について調査した。派遣契約
の適正化に当たっては、最近の労働市場における様々な問題を敏感に感じ取り、個々
の契約について適切な内容とすべく不断の見直しをしていかなければならない。中で
も、派遣元責任者（派遣会社）と派遣先責任者（研究所）に誰が就いているかは、派
遣職員に係わる苦情処理を適切に行う上で機微、かつ、重要な問題である。平成 21 年
度において上記派遣契約のうち、派遣元責任者が同時に派遣元苦情申し出先となって
いる場合が 13 件（17 件）
、派遣先責任者が同時に派遣先苦情申し出先となっている場
合が 10 件（6 件）ある（何れも括弧内は平成 20 年度）。件数比率で見れば、それぞれ
68％、41％の派遣契約において、責任者と苦情申し出先が同一となっている。これは、
派遣職員が労働環境、職務内容等について苦情を申し出る際、研究所の受入責任者が
そのまま苦情を受け取る者となることを意味しており、派遣職員にとって適切な関係
となっているとは言えない。派遣元においても派遣職員自身を派遣した責任者に苦情
を申し出ることとなっている状況では、適切な労働者派遣事業者とは言えないのでは
ないか、と考えざるを得ない。契約内容の適正化はもとより、研究所の派遣職員の労
働条件、労働環境の適正化についても点検し改善努力をしていく必要がある。なお、
派遣契約も 1 者応札が多くなる傾向にあるが

76、業務の円滑な遂行を確保することを

念頭に置きつつも、1 者による長期に亘る応札状況がある場合は特に重点的な改善策を
考えていくべきである。
④ 取引事業者との関係の適正化
平成 21 年度末時点において研究所の退職者が再就職した事業者であって研究所と取引
のあるものは、6 者となっている。これらの事業者との随意契約はないが、一般競争入
札において 1 者応札となっている場合はある。当該退職者の情報へのアクセス、役割、
人件費の水準などについて社会的な関心も強い。退職者の再就職先について特段の規
制が設けられているわけではなく、一定の基準を持って判断することは出来ないが、
かかる再就職が、研究所との関係において、社会一般から見ても疑義が生じない透明
性の高いものとなっていることが重要となる。とりわけ一般競争入札への移行後も 1
76

平成 21 年度の派遣契約 21 件のうち、約 48％が 1 者応札となっている。
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者応札となっている場合、長期に亘って取引関係が継続している場合、また再就職者
が研究所との契約に関して重要な役割を果たしている場合には、より明解な説明が求
められる。研究所の退職者ではないとしても、広い意味で研究所との関係を問われる
事業者との関係は、同じような視点から説明して行くことが望ましい。
⑤ 単価契約に係わる制度的措置
実験動物、医薬品、重油等に対する単価契約は、毎年度開始前に、ある程度の量が定
期的に発注される物品、役務に関して研究者の要望を踏まえ、事業者から各品目に対
して入札を行い単価を決定し、発注、納品の簡便化を図っている制度である。この制
度は、研究費不正に繋がる重大な原因の一つであったわけで、一昨年度以来鋭意その
改善に努めてきている。数の多さが煩雑さを招きチェックの甘さに繋がって不正の温
床になることがないようという趣旨から、
特にその品目数の低減努力が図られてきた 77。
単価契約は、一般競争入札による経費節約が期待され、更には研究者からの発注手続
が簡便になされる仕組みであり、この制度の恩恵は大いに享受していくべきと考える。
一方、分任契約担当役の導入により 50 万円未満の契約事務を契約担当役（総務担当理
事）の委任事務と制度上位置付けたわけであるが、単価契約については、契約担当役
の行為であるという制度的位置付けが明確ではない。この分任契約担当役を設けた趣
旨と制度的な整合性を取る必要がある。
⑥ 抜き打ち検査等モニタリングの強化
納品の検収に係わるモニタリングについては、
「納品立ち会い検収」
（平成 13 年度開始）
、
「消耗品抜き打ち検査」
（同 16 年度開始）、
「中央検収所における検収」（同 20 年度開
始）が実施されている。このうち牽制効果をより期待できるものは、消耗品抜き打ち
検査であるが、現状では年間 10 回しか実施されておらず、また、その結果について所
内に広く伝えられていない。このような抜き打ち検査が行われていること自体余り知
られていない。真に牽制効果を高めるためには、実施方法（時期、対象品目、実施者
など）を工夫し、相互に緊張感をもって臨めるようなものとする必要がある 78。
1 者応札・応募に係わる改善方策にも関連するが、研究所と多額の取引実績のある事業
者の動向、研究者（室・チーム）と特定事業者との取引関係、特定の物品・役務の市
場における調達可能性など研究所の調達に係わる実情を定期的に把握し、場合によっ
ては特定の研究活動に纏わる動向(特定の事業者との取引の状況など)について統計的

77

平成 19 年度 9,143 件、平成 20 年度 8,047 件、平成 21 年度 2,848 件（平成 22 年度は、1,004 件と
なる予定）
。1,004 件のうち、主なものは、実験動物 665 件、医薬品 77 件、血液製剤 34 件、理化学器具
27 件、試薬 23 件などとなっている。今後は研究者の要望に常に留意しつつ、必要な品目が過度に削減さ
れないよう配慮することが必要である。
78 平成 22 年 4 月より、研究所内における取引事業者の納品、営業等の活動に総務部職員が同行し、現場
の声を聞き実態を把握する活動を展開することとしている。
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な調査を集中して行うべきである。その結果を当該研究に係わる研究者にフィードバ
ックして意見交換を行い、研究所内にもかかる活動を行っていることを広く周知して、
牽制効果をより高める努力が求められる。また、事業者に対しても、研究所のかかる
調査活動の結果を周知し、事業者としての企業倫理を喚起することが肝要であろう。
⑦ 監事監査における個々の契約の合規性等の確認
規程に基づき、一定金額以上の契約文書が監事に回付されている。かかる契約文書に
ついては、個々の契約毎に、契約手続上の適切性を点検しつつ、応札者が 1 者であっ
た場合は、その経緯、仕様書上の必要条件を確認し、場合によっては応札可能事業者
の情報もヒアリングし、1 者応札の状況に係わる説明を適宜求めている 79。平成 22 年
度からは、随意契約基準以上のものについて 80、1 者応札となった契約決議書全てが監
事に回付さることとなっている。かかる個々の契約の合規性等の確認については、監
事監査機能のあり方など監査制度上の基本的な検討も行ってその位置付けを明確にし
ていくべきである。
また契約監視委員会のメンバーとして監事は、平成２０年度及び平成２１年度（同委
員会の点検等の対象となったものに限る）の１者応札に係わる契約の仕様書全てを点
検している。
他でも述べるように、現状の制度の中で改善方策を検討するとすれば、調達のより上
流における方策の検討が不可欠であり、監事監査による契約の合規性のチェックのみ
では、1 者応札等に係わる改善は非常に難しかろう、と判断せざるを得ない。更に言え
ば、調達の上流に遡ることは、研究開発活動の進め方そのもの問題にもなり、研究開
発機関として最大の成果を生むという本来の目的とのバランスに係わってくるのでは
ないか、と考える。
(6)

1 者応札及び落札率 95%の契約の状況
平成 21 年 5 月の監査以降、研究所は、1 者応札等の問題に対処するため同年 7 月末「一
者応札・一者応募に係る改善方策について」を発表し取組を強化してきている

81

。こ

れらの方策では、公告期間を「原則 10 日以上」から「原則 20 日以上」とし、また調
達予定情報をホームページに掲載するなど、より早期の情報提供を行い、仕様書は原
則PDF版をホームページに掲載するなど分かりやすい取組が行われているが、履行期
間・発注時期の改善、仕様書の改善などは依然その途上にあると言わざるを得ない 82。
79 契約締結伺チェックリストとして契約決議書に添付され、これに 1 者応札に係わる契約課としての意見
が付されている。
80 脚注 59 参照。
81 平成 21 年 7 月 21 日「一者応札・一者応募に係る改善方策について」においては、公告期間の十分な確
保、履行期間・発注時期の改善、仕様書のホームページへの掲載、仕様書における応募要件、業務内容等
の具体化・明確化が掲げられている。
82 独法によっては、退職した研究者も活用して仕様書の見直しを進めているところもある。産業技術総合
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一方、平成 21 年 11 月、各独法に対して随意契約及び 1 者応札・応募に係わる契約状
況の点検・見直しが指示され、研究所もこの指示に従って、監事及び外部有識者によ
って構成される契約監視委員会を設け、点検・見直しを行った

83

。以下にこの契約監

視委員会による点検・見直しの結果を踏まえ標記に係わる意見を述べる。
契約監視委員会の点検・見直しの結果は、研究所から文科省及び総務省に報告済であ
り、その詳細はここでは繰り返さない。概括的に述べれば、平成 20 年度の 1 者応札・
応募は、391 件（競争性のある契約総件数 567 件の 69% ）であり 84、これらのうち、
仕様書の変更等何らかの条件の見直しを実施するよう指摘された契約は、
74 件
（18.9%）
となり、また、残り 315 件中、研究所が独自に見直し、その内容を契約監視委員会が
妥当とした契約は、181 件となっている。即ち、契約監視委員会の指摘を受け、ある
いは研究所が独自に改善策を講じることとした契約は、
合計 256 件
（65.5%）
であった 85。
契約監視委員会の点検・見直しを受け、研究所を始め全ての独法においては、
「随意契
約等見直し計画」において「1 者応札・1 者応募の見直し」の項目を新設し、上記見直
しを実施することとされた件数等を目標として設定し今後これを指標とすることとな
っている 86。併せて、1 者応札・1 者応募の見直しに係わる具体的な改善方策をこの計
画に掲げており、新たに「入札要件の緩和」「契約件名の見直し」を追加し上記平成
21 年 7 月の改善方策を補完し、この計画に位置付け直す形となっている。今後、これ
らの方策の実施に関しても適宜監査していくこととする。
契約監視委員会は、監事 2 名に加え公認会計士、弁護士等の外部有識者をメンバーと
し、客観性、透明性の高い仕組みとなっており、従来以上に説明責任が問われる場と
なったことは意義深い。一方で、契約監視委員会に求められている点検・見直しにお
ける具体的、客観的基準、即ち、改善が必要か否かの判定の基準、専門性のある数値
の判定を行う根拠、期待される改善効果の判定基準が不足していると言わざるを得な
い。
2 者以上からの参考見積の取得を徹底しつつも、研究開発に係わる固有の背景が考え
られる調達では、契約手続として行われる改善方策には一定の限界もある。今後、現
状の制度の中で改善方策を検討するとすれば、上述のとおり（(5)②参照）、調達の上
流における方策の検討、つまり、予算要求等の準備段階での複数者へアプローチの検
討など、研究現場に近いところで、より実効性の高い改善方策を考案することも一案

研究所は、契約審査に専門家を追加することとしている（同随意契約等見直し計画 2．(2)⑤オ）
。
83 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」
（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）
84 平成 19 年度の 1 者応札・応募の率は、64％。平成 21 年度は、競争性のある一般競争入札 540 件中、
365 件（67.6%）が 1 者応札となっている。
85 残余の 135 件については、
「点検の結果、見直しがなかったもの」とされるが、契約監視委員会は、研
究開発の実情、基礎研究の遂行上、特定の製品、特定の役務が必要であり、技術的な要因等から調達でき
る者が限られるという状況を勘案し、特段の指摘をしていない、という説明をしている。
86 平成 19 年 12 月以来策定されてきた「随意契約見直し計画」に 1 者応札・1 者応募関係の目標、改善方
策が追加され、
「随意契約等」とされた。
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ではないだろうか。勿論、研究現場においては見積提出の事業者に決まったかのよう
な態度は控えていくべきである。そして、もし研究現場が極めて特殊なパートナーと
して 1 者からの調達を求めるのであれば、効率化と透明性の確保を徹底した上で、一
般競争入札の原則による必要はないものと考える。
研究所が継続して安定した組織運営を行うためには、一定のスキルを持った技術者、
支援者の確保が重要であることは論を待たない。業務請負や派遣労働についても同様
のことが言える。組織運営の中心ではないとはいえ、例えば、公用車運転業務、警備
業務、健康管理という分野においてさえ新しい事業者が落札した場合は、混乱やその
回避のための補助作業が増大することは既に経験済みである。この懸念は、研究成果
の品質が問われる研究現場に近ければ近いほど、大きい。このことが一定の請負や派
遣について変化を嫌う所作となり、結果として現在の事業者以外の者を事実上排除す
るに相当する行動を招くことになっているのではないか。従って、1 者応札等の改善
方策も、単に契約手続上のものだけではなく、身に着いている行動様式や意識の変革
も加味した対策として行かない限り、一定以上の効果は望めないであろう 87。
研究開発機関として、公正、かつ、適正な手続を取ることは当然としても、研究開発
上の目標達成という重要な使命に影響が出ないようにしなければならない。研究者は、
コスト意識を持ちつつも、最善のパートナーを常に追求しており、その中で一定の信
頼関係を重視していることもある。1 者応札・1 者応募問題については、この研究開発
機関固有の実情を十分踏まえた取組とは必ずしもなってない側面がある。このような
点検・見直しを単に繰り返せば、研究現場は反って萎縮し、研究開発に必要な手続に
ついて胸襟を開いた議論とならないという懸念もあり、今後、継続的フォローアップ
を行う際は、研究開発機関としての契約のあり方についても併せて建設的な議論をし
ながら、進めることが望ましい 88。
最後に、落札率 95％以上の契約は、平成 21 年度は 1 者応札において 78.3%、2 者以上
応札において 20.3%であり、落札率 95％以上の率は前年度に比して増加している 89。
また説明会に 2 者以上の参加が得られた契約の件数比率は、45％（平成 21 年度）であ
り、前年度（41％）から余り増加していない。一方、入札回数は、3 回以上が 34.7%
となり、前年度より増加している

90

。落札率については、研究開発関係の調達に関す

る一般的な基準がなく、予定価格を厳密に設定すればするほど落札率にもそれに相当
する結果が現れるという実情を鑑みれば、今後、研究開発関係調達の落札率について
判定する基本的な考え方が求められよう。

87 「会計・経理問題検討会」は、研究者と契約担当者がともに問題に取り組む場として適当である。しか
し、平成 21 年度は 1 回しか開催されていない（平成 21 年 9 月 7 日）
。
88 産業技術総合研究所の改善方策においては、
「既存の実験データとの整合性を確保する必要がない場合
は、一般競争入札とする」とされている（同研究所の平成 22 年 4 月の随意契約等見直し計画 2．(3)⑤ウ）
。
89 落札率 95％以上の契約：平成 20 年度は 1 者応札について 74.3%、2 者以上応札について 25.3%。
90 平成 20 年度の 3 回以上入札回数の率は、26.9%。
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(7)

関連法人との人・資金の流れのあり方
研究所には、独立行政法人会計基準に規定する特定関連会社等関連法人はない。一方、
多額の取引を継続的に行っている法人との関係について研究所は、常に説得力のある
説明に努めるべきである。特に、研究所の退職者の再就職先となっている場合は、他
でも述べたとおり（(5)④参照）
、特に説明義務があるものと考える。

(8)

保有資産の状況
保有する固定資産の減損については、毎年度一定の基準に基づき調査を行っており、
減損会計を踏まえた評価が行われており 91、平成 21 年度期中において、工具器具備品
等について減損の兆候が認められたとし、認識して減損の測定を行った後、撤去し除
却された。また、平成 21 年度末においては、平成 22 年度までに廃止される予定の那
珂湊支所に係わる資産について、減損の兆候が認められたもの 11 件 建物及び構造
物 76 百万円、減損の認識に至ったもの 4 件 92

建物等 59 百万円となっている。以

上のほか、保有資産に関しては、従来報告してきた内容に特段の相違をもたらす事態
は発生していない。
建物、構築物等 8000 件近い資産がある。研究所の業務に供される建物におけるスペー
スの利用状況は一括して台帳管理され把握されている。また中期目標期間における具
体的利用の進め方については各期毎に調査が行われ、効果的な利用を図ってきている。
必要に応じて適時研究者（室）の要望を踏まえ再配分、再利用を進め、また、定年退
官者の空きスペースは年度末に集中して利活用を進めている 93。
HIMACの設備利用は、年間 4000 時間以上であり、またその他の主要な放射線発生装置
も年間 9 割近い利用率となっている 94。ラドン棟、ＲＩ棟の利用は、それぞれ年間 2000
時間、4000 時間以上となっている。放射線管理も含め設備運転管理に対するアウトソ
ーシングは適切に進められているが、アウトソーシングの進展による技術の逸出も考
慮に入れるべきである。
平成 21 年度における除却資産は 130 件で、取得価格で 412 百万円、除却額で 70 百万
円相当となっており、使用後 5 年未満の除却となるものは、9 件（6.9%）95のみであり、
平均供用年数は、8.1 年となっている。備品有効利用活用事業については平成 19 年 1

91保有固定資産

7,616 件、調査対象資産 2,378 件。但し、減損会計上の評価をする主体の問題はある。
何れも平成 22 年度末には減損の認識に至り資産から除却される見込み。
93 「研究施設等整備利用委員会スペース調整部会」による審議を経て管理される。平成 21 年末における
研究者一人当たりの居室面積は、11.2 平米となっている。研究交流施設（宿泊施設）の利用率は、51％に
止まっている。
94 粒子線励起Ｘ線微量元素分析装置（PIXE）
、マイクロビーム細胞照射装置（SPICE）
、生物影響実験用
中性子発生加速器システム（NASBEE）の平成 21 年度における運転時間は、それぞれ 1,016 時間、759
時間、1,004 時間となっており、全体の稼働率は、88.8%であった。
95 主たる除却理由は、著しい減耗、老朽劣化となっている。
92
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月から運用を開始しているが、利用活用状況の現状に照らし

96

、この制度の運用に工

夫の余地があるのか検討する必要はあろう。
建物及び機器・設備の利用実績又は活用状況を継続的に調査する場合は、利活用のあ
り方について研究開発機関としての考え方を整理し、統一した手法を用いて評価し、
判定できるように措置していくことが望ましい。
知的財産については、昨年度も指摘したとおり、資産管理上の資源投入と実際の収益
のバランスを考慮した対応が求められる。一方、今期中は、原則として出願の是非の
審査は行わない、実用化可能性の見極め等は審査請求期限前等における仕組みを検討
し実施することとされている 97。
金融資産となる今期当初からの積立金等（土地売却収入を含む）総額 934 百万円は、
それぞれ定期預金として預け入れられており、平成 23 年 7 月末までには国庫に返納さ
れる予定である 98。
たな卸資産は、123 百万円となっているが 99、継続的在庫に関する集計方式 100につい
ては、組織運営上特に重要な資産に限るなどの見直しを検討していくべきである。な
お、平成 20 年度以前の平均的なたな卸資産額に比べて、平成 21 年度末はかなり増加
しているが

101、これは受託研究未完原価の増額によるものである 102。この増額如何

に拘わらず、研究用及び医療用貯蔵品が 40 百万円近くになっており、本資産の算定方
式の見直しとは別に、施設の運転管理の実績を踏まえ、適切、かつ、節度ある在庫と
していくべきである。
(9)

施設・設備
将来像を描いた上で研究所の施設について長期計画を策定してきているが 103、研究所
にとっては一般研究施設の新設がかなり困難な状況であり、既存施設の耐震診断を計
画的に進め、その安全な使用を確保していくこととされている。耐震診断を踏まえ適
時的に耐震補強を進めていくことを期待する。一方、有効活用を図るため様々な改装

96

平成 18 年度 5 件登録中、2 件が有効利用。平成 19 年度 10 件中 4 件、平成 20 年度 27 件中 12 件、
平成 21 年度 18 件中 4 件となっている。
97 「知的財産権に係わる当面の取り組みについて」
（平成 19 年 9 月 13 日企画部）参照。
98 平成 18 年度積立金 190 百万円、平成 19 年度積立金 112 百万円、平成 20 年度積立金 264 百万円、
土地有償譲渡による売却益及び除却額 229 百万円及び 137 百万円。
99 主たる棚卸資産の内訳：フィルター・排気フィルター 13 百万円、医薬品 12 百万円、対外診断用医
薬品 5 百万円、蛍光管・電球 3 百万円など。蛍光管等は期末に百本オーダーで保有している施設がある
が、必要量を勘案した保有量とするなど適切な管理が望まれる。
100 総額 10 万円、個別単価 50 円以上のものであって継続的在庫のあるもの。
101 平成 18 年度から平成 20 年度までの平均は、75 百万円であり、平成 21 年度末は、これに比して 66％
増加している。未成受託研究支出金は、平成 21 年度末において 85 百万円となり、前年度より倍増以上と
なっている。
102 棚卸資産の構成は、研究成果普及品、未成受託研究支出金、商品、原材料及び材料、貯蔵品となって
おり、未成受託研究支出金は、平成 20 年度 38 百万円、平成 21 年度 85 百万円。
103 研究施設等整備利用長期計画報告書(平成 19 年 5 月 16 日研究施設等整備利用委員会)
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が予想されるが、従前の経験に照らし、放射線あるいは核燃料関連施設において、供
用と改造を同時並行で行うなど無理な作業を展開することなく慎重に進めることが肝
要である。施設整備費の執行については、従前の経験に照らして、研究開発の進展を
適切に反映し、事業計画書の内容、建設された建築物の実態、文部科学省の理解等に
おいて齟齬ないよう措置することが肝腎である。
(10) 利益剰余金・繰越決算金・目的積立金 104
平成 21 年度の当期総利益は、201 百万円となる見込みであって、1 億円を越えている
が、昨年度の土地売却益がない状態とほぼ同じ水準であり、主に臨床医学事業収入に
よる収益であり、当初より行っている独立行政法人会計基準に準拠した方法によって
算出されたものである。平成 23 年 7 月までには国庫へ納付されることとなる。今後の
課題ではあるが、臨床医学事業収入に由来する利益は、当該収入を上げた努力に報い
るためにも、全額を活かせるような仕組みとしていくことが重要となろう。
平成 21 年度末における運営費交付金債務残高は、1,498 百万円となり、運営費交付金
に対する割合は、12.8％である。このうち 1,326 百万円が契約済繰越であり、平成 22
年 6 月末頃までにこの 40.7％が納品される予定である。昨年度と異なり、平成 22 年
度が今期中期目標期間の最終年度ということもあり、確実に債務を果せるよう着実な
業務運営を図る必要がある。契約済繰越は、件数が平成 20 年度 154 件、平成 21 年度
194 件とかなり増加しており、金額も平成 20 年度 1,083 百万円、平成 21 年度 1,326
百万円と同様に増加している。これらは翌年度になって納品されるものであるが、100
日以内に納品される契約件数は、平成 20 年度 81.2%、平成 21 年度 77.3%であり、かな
りの件数が翌年度早期に納品されているが、金額ベースでは、平成 20 年度 23.2%、
平成 21 年度 40.7%となっている。つまり、金額的には、翌年度になっても相当程度
の物品等が納入されていないという実態がある。研究所の活動の進展が債務の履行に
よって判断されるのであれば、この事実だけで見ると、平成 21 年度の事業の 786 百万
円相当分（59.3%）が翌年度後半に履行されていることになる。費用進行基準型の独法
にとっては、翌年度に履行される債務と当該年度の成果としての評価がどのように連
関してくるのかについては、何れ制度的な説明が必要となろう。独法制度自体の問題
も孕んでおり、最終年度に大きなしわ寄せがくるという現状についても制度的に打開
する工夫が必要になるのではないか。かかる運営費交付金の収益化の進め方と研究開
発業務固有の実情に何らかの検討の光を当てる時期ではないかと考える。
平成 21 年度末における目的積立金は、合計で 17 百万円であり

105

、平成 20 年度まで

に承認されたものについては、
「知的財産管理・技術移転の充実」に充てることとして

104

監事監査規程第 4 条（4）関連
平成 20 年度の目的積立金 106 万円が承認され、平成 21 年度申請額は 83 万円となる見込み（平成
13 年度以降に取得した知的財産権収益 129 万円から費用を減じた額）
。
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いる。
(11) 情報公開、第三者の関与等業務運営における透明性の確保の状況 106
ホームページ上での公表に関しては、法令等により独法に求められる情報公開内容を
含め特段の問題は認めない。一方、積極的な情報公開は独法に対する理解を一層高め
ていくものであり、求められている情報だけに止まらず、より広く、深い内容として
いくことが望ましい。特に他の独法、国立大学法人とも比較し、まずは同等の内容と
していくことが期待される 107。ホームページ上で、監事監査報告書とともに、それに
対する研究所の対応を公表していることは、監査報告書自体の公表がまだそれほど進
んでいない中で 108、研究所の取組状況がよく理解でき、高く評価できる。
第三者の関与は、評価に関連して指摘したことのほか

109、平成

21 年度は、閣議決定

に基づき「契約監視委員会」が設けられ、公認会計士、弁護士、加速器分野の専門家
3 名の参画を得て、契約の点検・見直しが実施されている 110。総務省の取り纏め段階
では、民間企業における「購買・調達部門」の経験者の意見を聞いていくことも有益
である、とされているが、研究開発機関としては、民間企業の研究開発関連活動に係
わる調達に詳しい経験者の意見を参考とすることが重要であろう。また、技術審査に
関連して述べたとおり（(2)⑫ウ参照）
、契約審査に係わる判断においても第三者の参
画を確保していくことが研究所の透明性をより高めることに繋がる。
平成 21 年度における情報公開の開示請求は、
0件
（患者への個人情報開示案件を除く）
であった。
(12) 会計検査院国会報告事項関係
平成 21 年度会計検査院国会報告関係において研究所に係わる指摘等はなかった。同院
への計算証明の提出については、更に遅延解消を行うべく努力が期待される。
(13) 内部統制関係 111
内部監査室における監査は、例年の監査内容に加え、新たに導入された分任契約担当
役・コーポレートカードの取組状況に対して監査を行っている。倫理・コンプライア
ンス統括室は、PDCAを踏まえて担当部署を定め、あるいは全職員が責任を持って法令
106

監事監査規程第 4 条（9）関連
特に組織規程など基本的な組織情報の公開は、他法人でより進んでいる。
108 通例公開されている文書は、通則法に基づく監査意見が多く、一部の国立大学法人において監事監査
の詳細な報告書が公開されている。
109 第三者が参画している研究所の委員会として新たに追加されたものは、
「倫理・コンプライアンス委員
会」
「契約監視委員会」
「ICPR 第 3 委員会提案事項検討会」となっている。
110 総務省の取り纏めによれば、
全法人における契約監視委員会の構成員の比率は、
監事 171 名（36.5%）
、
外部有識者 297 名（63.5%）であり、外部有識者の属性は、公認会計士 87 名（18.6%）
、弁護士 68 名（14.5%）
、
大学教授・準教授・講師 93 名（19.9%）
、コンサルタント 16 名(3.4%)、その他 33 名（7%）となっている。
111 監事監査規程第 4 条（5）関連
107
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遵守等を推進することを担っているが、法令違反などに係わる具体的な問題は発生し
ていない。コンプライアンスマニュアルは未完成であり、また、コンプライアンス関
係の所内での意識向上活動などは限定的である 112。
内部統制については、COSOモデル 113などを踏まえ研究所として広く知識の吸収に努め
て来てはいる。一方、独立行政法人評価委員会は、先般総務省によって取り纏められ
た「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」 114の報告書に照らして評
価し、更には、監事監査においてもかかる内部統制について留意することを求めてい
る 115。
研究所においては、平成 20 年度における研究費不正問題への対応以来、様々な再発防
止策が取られ、業務改善委員会を中心とした活動を経てアクションプランを取り纏め、
各部署の積極的な参画と主導性の発揮の下、精力的に実行されてきた。かかる活動の
過程において理事長の主導性が発揮できる環境は整備され、かつ、十分に発揮されて
きたといえる 116。司令塔である業務改善員会を中心に、次期中期計画策定の準備活動
とも連動して、研究所のミッションの認識と周知、アクションプランの策定とフォロ
ーを現在行っている。
一方、
「業務改善のための役職員のイニシアチブ」において指摘したとおり（(3)参照）
、
業務改善委員会の活動などを、内部統制の問題として如何に組織的、かつ、具体的に
展開していくのかが重要となってくる。研究所において内部統制は、主として研究費
不正問題及び研究倫理問題への対応という課題で出発しており、COSO モデルが求めて
いるような内部統制、更には上記総務省報告書の求める内部統制に的確に対応する幅
広い内容に相当するものとなっているとは、未だ言い難い。
上記の研究費不正問題への対応をより普遍的な内容を持つものとしていく努力が当面
求められるが、それは、この研究費不正問題の枠を越えて、内部統制の基本的な考え
方、枠組を踏まえた根本的な対応としていくことである。人、モノ、金、情報、時間
に関して適時的確な管理をどう行うかというマネージメントの基本的土台をまず形成
112

役職員向けのセミナは、
「優れたコンプライアンスリスクの構築に向けて」
（平成 21 年 11 月）のみで
ある。なお、倫理・コンプライアンスについては、その概念を明確化し、関連活動及び統括関係を整理す
べきことは、平成 21 年 9 月定期監査報告で指摘のとおりである。
113 内部統制の国際的なフレームワーク（枠組み）として認められているのが「COSO モデル」です。会
計数値の信頼性を確保するために、米国で 2002 年 7 月に施行された「サーベインス・オクスレー法（企
業改革法）
」の第 404 条では、COSO モデルに準拠して、企業の組織体制や業務プロセスを見直すことが
求められています。COSO モデルでは、内部統制は 5 つの要素から構成されます。具体的には、
（1）統制
環境、
（2）リスク評価、
（3）統制活動、
（4）情報と伝達、
（5）監視活動で、これら 5 つは相互に関係し合
っています。
114 「独立行政法人における内部統制と評価について」
（平成 22 年 3 月、総務省「独立行政法人における
内部統制と評価に関する研究会」
）
115 監事の以下の活動についての評価に特に留意するとして「監事監査において前述(2-6-1-)（注：内部統
制関係）の法人の長のマネージメントについて留意したか」とされている（「平成 21 年度業務実績評価の
具体的取組について」平成 22 年 5 月 31 日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会）
116 研究費不正問題の発生以来、
「運営改善委員会」
「改革実行委員会」
「業務改善委員会」が逐次設置開催
されてきている。
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する必要がある 117。例えば、現在設置されている「リスク管理会議」を 118、組織運営
上のリスクを認知し、対策を講じ、モニタリングを行い、確実なミッションの達成に
繋げるなど基本的な対応を行うために活用出来ないことはないが、研究所のミッショ
ン達成との関係で機能しているとは言えない。あくまでもいわゆる事故・トラブルを
中心とした「危機管理」の域を出ていない。研究所のミッション達成を阻害するリス
クの認識から始まり、モニタリング、対応策の準備等を、日常の活動（予算要求、予
算配算、予算執行、契約行為、施設運営、安全管理等）の中に内部統制の制度として
埋め込み、全ての職員の考え方、姿勢、行動として体現していくことが、とりわけ重
要である。企画、総務の事務の中に内部統制に必要な具体的な活動を入れ込み、定期
的に所要のレベル（課長、部長、役員）で事務の進展をチェックし、リスクの認識と
的確な対処を可能とするシステムをビルトインしていくことではないであろうか

119

。

特に研究開発機関に相応しい内部統制のあり方も検討されて然るべきと考える。
何れにしても、組織運営全般に対するこれまでとは異なる認識を持って、内部統制に
関わる活動に必要な体制を構築し具体的な活動を展開していくためには、それに相応
しい資源が必要である。監事監査として定量的にこの段階で断定することは難しいが、
内部統制に係わる体制の整備、その活動の具体的展開に十分な資源が、現状の研究所
に確保できるとは言い難い。内部統制費用としての人員、予算は一般管理費として整
理される以上、新たな資源が別に確保されなければ中々容易には進まないであろうと
実感する。総務省研究会報告書が求める内部統制に係わる体制整備自体が高度である
こともあり、研究開発独法の制度の見直しを好機として基本的な制度論の一つとして
議論しなければならず、単に資源を用意すれば可能となる、ということでもない、と
考える。
内部統制に関連して情報セキュリティについて言及したい。情報は、内部統制活動を
展開する上で重要な要素である。財務情報の真正性を確保するためにも会計システム
上のプログラムの開発、変更等に係わる手続の監査が重要となってくるが、研究所は
会計システム管理者の手続については改善を講じている 120。一方で、情報セキュリテ
ィポリシーの実施状況については、システム管理者としての情報業務室の対応に比べ、

117

脚注 110 の総務省報告書によれば、
「内部統制の取組は、法人内でこれまで積み上げてきた内部管理の
蓄積を内部統制という切り口で点検し、体系付け、職員一人一人の問題として、組織が抱える課題等を常
に洗い出し続けることにある」
（同 12 頁）とされている。
118 理事長を委員長とする会議であり、
「災害、傷害等の異常事態が発生したとき、または、研究所の活
動に関連する潜在的なリスク全般に対し、的確かつ迅速に対応できる」ことを目的とする（リスク管理会
議規程（最終改正 平成２０年７月１日２０規程５６号）第 1 条）
。また業務改善員会においても「リスク
管理」の項目の下、インフルエンザ対策などが講じられている。
119 日常化している活動として朝会を上げることが出来るが、内部統制との関係においてどのようにシス
テム化されているかが鍵であろう。
120 平成 21 年度の会計監査人監査において指摘があったシステム管理者の ID パスワードの定期的変更等
について改善を図っている（平成 18 年 4 月 1 日 20 達第 42 号「会計システムの運用及び利用に関する要
領」
）
。
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コンテンツ管理者としての個々の情報利用者及び管理者の対応には、改善の余地があ
ると言わざるを得ない。特に、情報の取扱（情報の区分、秘密情報の管理） 121におい
て情報セキュリティポリシーの実効性を高める作業が必要であり、また、情報システ
情報技術（ＩＣＴ）
ムとしての自己点検及び監査を適切に実施していくべきである 122。
の新たな展開、利便性のみを志向した利用の拡大に伴う新しいリスク 123へも対処でき
るよう研究所内での議論を活発化し、必要な体制と資源を準備し、計画的に臨むこと
が期待される。
平成 21 年度は、監事監査規程を改訂し監事監査実施細則を策定し、監事監査実施計画
の下に平成 21 年 5 月、6 月、9 月、10 月、平成 22 年 2 月にそれぞれ定期監査を実施
した。それぞれの監査内容は、以下のとおりであり、何れも関係部署からのヒアリン
グ及び必要に応じた実査による。なお、監査報告書は、基本的には研究所のホームペ
ージ上で公表し（
「監査情報」という入り口を特に設けている）、併せて研究所の対応
を掲載している。
① 平成 21 年 5 月定期監査
独立行政法人整理合理化計画に基づき講ずべき措置及び平成 20 年度の事業。役員
の利益相反取引及び研究所業務以外の業務の状況。
② 平成 21 年 6 月定期監査
平成 20 年度財務諸表及び決算報告書
③ 平成 21 年 9 月定期監査
「不適切な手続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）に係わる対応策及び内部統制の強化に係わる対策の実施状況
④ 平成 21 年 10 月定期監査
「平成 21 年度上期業務の進捗状況、予算執行状況及び下期の見通し並びに監事監
査規程第 4 条（1）
、
（5）
、
（8）、
（9）
、
（10）、その他
⑤ 平成 22 年 2 月定期監査
「平成 20 年度における文部科学省独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果
について、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から、「改善すべき点」とし
て指摘された点に対する研究所としての意見、及び今後の対応並びに監事監査規程
第 4 条（5）のうち安全管理及び危機管理の状況
121

「政府機関の情報セキュリティ対策の強化に関する基本方針」
（平成 17 年 9 月 15 日情報セキュリティ
政策会議決定）においては、情報の格付け及び取扱制限に関する考え方を示しており、研究所の情報セキ
ュリティポリシー上の重要性分類とも関係してくる。
122 重粒子医科学センター病院においては、
「医療情報システム監査に関する支援」として毎年度セキュリ
ティポリシーに関する監査を実施しており、パスワードの定期的変更、記憶媒体の廃棄手続、施錠管理等
について助言を得ている。
123 持ち込み PC、USB メモリー等可搬記憶媒体によるウイルス感染、情報漏洩及び VPN 接続等外部ネ
ットワーク接続要望への対応など。
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上記に加え、
他の項目でも指摘するとおり、平成 21 年度は 12 月より翌年 3 月まで 124、
3 回に渉って契約監視委員会の活動を主導し、1 者応札・応募に関する契約の点検・見
直しに係わる具体的な作業を実施した。平成 21 年度の業務に関する会計監査人との意
見交換は、合計 2 回開催し、相互の意思疎通を図った 125。なお、研究所における事故・
トラブル又はそれに至る恐れのある事態に関する通報が一般的に見て適時的になされ
ているとは思えない。
(14) 賞罰の実施状況 126
創立記念日行事として理事長表彰が実施され、16 名に業績表彰、15 名に特別表彰が授
与された。平成 21 年度中、懲戒規程、職員訓告規程に基づく処分はない。
(15) その他必要な事項
平成 21 年後半から、独立行政法人に対する事業仕分け及び行政事業レビューが行われ
てきており、また、文部科学省は、研究開発独法のあり方について検討を独自に進め
ている。このような独法を取り巻く状況には、独法制度そのもののあり方に変化をも
たらす根本的な動きもあり、監事監査を含む内部統制の強化についても具体的な検討
が今後更に活発に展開されていくものと考える。この段階で今後の動きを予想するこ
とは中々困難であるが、監事としては、通則法等によって求められる本来の活動に加
え、様々な制度的、あるいは社会的な要請も考慮して、現状で求められる可能な限り
の監査を行ったところである。将来的には、研究開発に固有の独立行政法人制度が確
立されることが期待されるが、独法に対する様々な要請が研究開発の成果の最大化を
図ると言う視点から見直されることをもう一度希望しておきたい。

124

契約監視委員会は、平成 21 年 12 月 14 日、平成 22 年 1 月 26 日、同 3 月 15 日に開催。
平成 21 年度の監事に係わる会計監査人は、
有限責任監査法人トーマツであり、
平成 21 年 10 月 20 日、
平成 22 年 6 月 15 日に意見交換を実施。
126 監事監査規程第 4 条（7）関連
125
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