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令和３年度に係る監事監査（定期監査）の結果について 

 
 
 標記のことについて、別紙のとおりまとめましたので、独立行政法人通則法第

１９条第４項及び同法第３８条第２項並びに国立研究開発法人理化学研究所 
監事監査要綱第８条（監査結果の通知等）に基づき通知します。 

 
 なお、併せて、文部科学大臣に対する監査報告は、監事から、別紙と同一の内

容をもって、行うことを報告します。 
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別紙 

令和３年度に係る監事監査報告 

 

独立行政法人通則法（以下「通則法」という）第１９条第４項及び同法第３８条第２項の規程

に基づき、国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所」という）の令和３年事業年度（令

和３年４月１日～令和４年３月３１日）の業務、事業報告書及び決算報告書並びに連結財務諸

表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書、

利益の処分に関する書類(案)、行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ計算書及び連結付属明細書）について監

査を行ったので、下記のとおり報告します。 

 

Ⅰ． 監査計画 

１．監査の種類 

   定期監査   

 

２．監査実施期間 

   令和３年４月１日から令和４年６月２５日まで 

  

３．監査重点項目 

   中長期計画及び年度計画を踏まえた令和３年度における業務の実施状況に関する 

監査で、ﾘｽｸ認識に基づく内部統制・研究ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・効率的な業務運営に重点を置く。 

 

４．監査の方法及びその内容 

  各監事は、令和３年度監事監査計画に基づき、理事長、理事、内部監査部門、経営企画

部（業績評価の担当部門）その他職員（以下「役職員」という。）と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査環境の整備に努め、業務の執行状況については、書面監査、Web ｼｽﾃﾑによる

監査、実地監査並びにこれらの併用によって監査を実施し、必要に応じて、説明を求めた。

また、監事が必要と認める場合には、理事・理事長に意見を述べるとともに是正の措置を求

めてきた。 

  具体的には、①関係諸法令及び規程、規則等の実施状況、②重要施策の実施状況、 

③組織及び制度全般の運営状況、④人事・健康管理の状況、⑤予算、事業計画及び資金

計画の実施状況、⑥現金等の出納及び処分の状況、⑦資産の取得、管理及び処分の状

況、⑧安全管理室業務の状況、⑨保有個人情報の管理状況、⑩業務ｼｽﾃﾑ、⑪情報ｾｷｭﾘ

ﾃｲｰに関する状況、⑫安全、法令とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守状況、⑬第四期中長期計画開始後 

４年目にあたり、新しい体制による研究・事業運営状況、更には、⑭研究成果を早期に社会

還元する目的で設立した㈱理研鼎業、及び㈱理研数理の事業状況について、監査を実施

するとともに、理事会議、理研戦略会議、ｾﾝﾀｰ長会議、その他重要な会議に出席し、 
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役職員から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。 

 

監事監査対象の選定については、本部組織、主要な研究開発組織（開拓研究本部、生

命機能科学研究ｾﾝﾀｰ、生命医科学研究ｾﾝﾀｰ、計算科学研究ｾﾝﾀｰ、革新知能統合研究

ｾﾝﾀｰ、放射光科学研究ｾﾝﾀｰ等）、事業所（和光事業所、横浜事業所、神戸事業所等）、 

けいはんな地区を始めとした科学技術ﾊﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、新設の㈱理研鼎業並びに㈱理研数理

においての実情、活動状況、更には、解決すべき課題等を把握する必要性を認識して、 

令和３年度監査等実施計画を策定、理事長に通知した後、その計画に基づき、各部門の

業務実施状況、財産の状況及び主務大臣に提出する書類等を調査・確認した。 

 

また、特記すべき事項として、以下の 2 点についても着目して監査を実施した。 

(1)役員（監事を除き、以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法に 

適合することを確保するための体制、その他の研究所業務の適正化と効率化を確保する 

ための体制（以下「内部統制ｼｽﾃﾑ」という。）について、更に、第四期中長期計画において 

の内部統制ｼｽﾃﾑの実行状況についても、役職員等から、その整備・運用状況・計画に 

つき報告を受け、必要に応じて説明を求めた。 

(2)当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。) について 

検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施して 

いるかを監視及び検討するとともに、会計監査人から、その職務の執行状況について報告 

を受け、必要に応じて説明を求めた。 また、会計監査人から会社計算規則第１３１条で 

定める「会計監査人の職務の執行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に 

応じて説明を求めた。 

 

  以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の 

監査を行った。 

 

Ⅱ． 監査の結果等 

   監事監査要綱、監事監査実施要領、令和３年度監事監査計画に基づく定期監査を 

実施した結果、以下のとおりと認められる。 

 

１．法人の業務が、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な 

達成に向け、効果的かつ効率的に実施されているか、また次期中長期計画においての 

体制整備計画について 

（１） 研究所の業務は、法令等に従い適正に実施され、中長期計画、年度計画に沿い、 

概ね効果的かつ効率的な運営が行われていると認めるが、現体制で臨む最終年度である

令和３年度は、在宅勤務強化の状況下にも拘わらず、多数の新規活動が加速して実施 
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されており、複数の職員の疲労も見える。令和４年度は、役員人事も刷新されたが、新体制 

によって、今まで実施してきた活動事案を新しい視点で再評価し、有益な事案は更に促進 

し、課題事案は、中止・延期する等の違う視点からの判断をお願いしている。 

（２）理研ﾍﾞﾝﾁｬｰとしての㈱理研数理の業務執行状況－数理を活用したﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ推進 

数理科学分野における産業界のﾌﾛﾝﾄとして、令和２年１０月１日、JSOL５０％、理研ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

５０％の分担、計３００万円の資本金で発足、理研としての本会社の位置づけは、投資対象 

ではなく、JSOL 含め理研と産業界との連携を通し、迅速なｼｰｽﾞ･ﾆｰｽﾞの発掘・研究推進・ 

事業化や実用化による課題解決・社会貢献のための協業対象であり、効率の良い活動が 

展開されている。常勤 1 名と非常勤社長含み全 7.5 名体制に増強したが、固定費は低い。 

①令和３年度売上は、計画６１．８百万円、実績６０．５百万円、純利益計画６．４百万円、 

実績８．２百万円（１３．６％）で令和２年度決算を上回る。収入は、JSOL、理研、民間、協会

等からの委託費用、更に理研成果を使用した産学向けｽｸｰﾘﾝｸﾞ費用等、総て自己収入、 

具体的な事業計画と低い固定費が健全な事業結果に繋がっている。また、分野別の第４期

までの４ｽﾃｯﾌﾟの具体計画に対し、金融、ﾍﾙｽｹｱ、CAE の第３ｽﾃｯﾌﾟまでを前倒しで実施中

で、現在、第４ｽﾃｯﾌﾟの知財・ｻｰﾋﾞｽ販売を目指しており、ﾌﾟﾛとしての事業展開が見える。 

②活動詳細だが、理研内の iTHEMS、R-CCS、AIP、BDR の研究者等と連携し、日本郵船、 

三井住友銀行、製薬業界、万博協会、警察庁等との協業、支援活動を展開中、更に、三菱 

重工、川崎重工を始めとした２０社を超える民間企業へのｱﾌﾟﾛｰﾁも具体的に展開され、 

JSOL で培った知見・人材・経験を駆使した成果拡大と事業創生活動は、今後を期待する。 

（３）ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業法人としての㈱理研鼎業の業務執行状況 

令和元年１２月に発足、A)産業界との連携促進及び成果の社会還元、B)研究資金確保を 

目的として、TLO 活動・企業共創活動等の４事業構成を取り、ﾗｲｾﾝｽ業務含め、ほぼ総て 

の産業連携業務につき業務委託を受け事業展開中。本事業は、理研に取って、投資対象 

だが、投資額が年々増加する半面、理研内の各ｾﾝﾀｰ等と連携した戦略的な取り組みが 

なされている状態ではないため、成果創出の期待も薄い。本事業が理研にとっての投資 

対象に値する様、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの早急な見直しが必要と考える。 

①令和３年度収入実績は、共創事業収入６９百万円を含み、５８０百万円で対前年２１４ 

百万円の増だが、ほぼ総てが理研負担、固定費を除いた営業利益は、２０２百万円だが、 

自己収入がなく、理研ｸﾞﾙｰﾌ内の資金流動結果の剰余金の位置付けでしかない。 

更に、利益から７０百万円の税金を支払い、残りの１３２百万円は理研鼎業の管理下に組み 

込まれる事を考えると、委託費用算出条件の見直しが必要と考える。②業務内容を見ると、 

共同研究契約締結・ﾗｲｾﾝｽ等事務業務の遅れ解消のため、多数の新規雇用があった事で、 

令和４年５月時点で当初の４０名から６３名まで増加し、固定費が、増加の一途を辿る反面、 

新規雇用者は、理研の規程・文化・仕組みに馴染めず、研究者、推進室との連携に難が 

有る場合も多く、かつ信頼関係も薄く、業務効率も悪い。理研内の各ｾﾝﾀｰ等との連携体制 

が十分に確立されない状況が続いているため、研究現場での新たな研究成果を速やかに 
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把握し、それらを知財化するとともに、社会に還元するために育成していく戦略を理研と 

分担、協力して実施していくなど、本来の目的達成のための具体的な自立化に向けた活動 

が見えない状況が継続している事が、最大の懸念点と言える。 

③令和４年度事業計画は、収入６９５百万円（２０％増）、固定費６０８百万円（６１％増）と、 

更なる拡大計画だが、総て理研が負担する委託費である事、更なる新規雇用による人員増 

計画に起因する固定費増もある事、本来の目的達成の具体的な方策が良く見えない事を

考慮すると、理研ｸﾞﾙｰﾌﾟとしての産業連携事業に関するﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの再検討、委託業務

内容の見直し、理研鼎業の役割と事業内容の見直し、低固定費化が必要と推察する。 

 （４）研究ｾﾝﾀｰの活動状況－革新知能統合研究ｾﾝﾀｰの事例 

 本研究ｾﾝﾀｰは、平成 28 年（2016 年）4 月に 10 年間のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして発足後、６年が経過、 

 この期間を振り返ると、様々な成果は出ているが、課題と改善点も表面化している。①日本 

 橋拠点を中心に複数の地域大学拠点間との研究ﾈｯﾄﾜｰｸと民間企業との連携ｾﾝﾀｰ構築を 

 実現、令和元年 10 月のﾋﾟｰｸ時点は、客員含め、823 名が在籍、53 研究室・4 連携ｾﾝﾀｰで 

 活動を展開し、成果報告も多数あった。②しかし、令和４年 4 月時点では、５２３名の体制で、 

 研究室もﾋﾟｰｸの 53 から３６に減少、個別に活動は継続しているが、連携ｾﾝﾀｰも終了。当初 

 の戦略に基づく重点ﾃｰﾏ５項目に変更はなく、それに基づいた研究展開を遂行中だが、 

 研究人材の育成の視点からは、活動範囲の拡大も必要と推察する。③交付金・補助金・受 

 託事業費・科研費を合わせた令和３年度予算は、４８．１億円で例年より多いが、執行率が 

 低めで、契約済み等の繰り越しはあるものの、執行率が 80％を下回った。受託事業費・科研 

 費の執行が低い事、主に、人件費と旅費の金額が低い事に起因するが、今後をﾌｫﾛｰする。 

 ④一方、令和３年度の研究成果発信状況を見ると、１０報の論文発表、20 件のﾌﾟﾚｽ発表、 

 ８件のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催、更に多数の企業・大学・そして理研内の他ｾﾝﾀｰとの共同研究・連携 

 等々、在宅勤務強化時期ではあるが、成果は出ている。全体を俯瞰して、残り期間が短い事 

 もあり、研究体制、新規人材雇用の困難さ等につき、改善の余地がある事は、研究ｾﾝﾀｰ内 

 でも認識し、議論も始まっていて、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間の１０年間終了時、あるいはその時点までの 

 あるべき姿を議論し、今後の組織の在り方や活動内容の変更と追加の要否につき検討し、 

 実行していくとの事、是非、予算・人材含めた更なる有効な資源活用の戦略・方策を詳細に 

 具体化し、大きな成果へ繋げて頂きたい。 

 （５）情報ｾｷｭﾘﾃｲｰ体制の強化 

 ①平成 29 年 4 月に情報ｼｽﾃﾑ部が発足、ﾈｯﾄﾜｰｸに対して、４月よりﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾗﾌｨｯｸ可視化 

ｼｽﾃﾑ運用を開始、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ発生時の追求性が向上し、10 月末からは、通信遮断ｼｽﾃﾑを持つ

ﾏﾙｳｴｱ監視ｼｽﾃﾑも運用が開始され、令和２年度以降、当該ｼｽﾃﾑは十分に機能しており、内

部における不正通信検出と遮断、また、ｳｲﾙｽ等の外部からの攻撃に対しても、即時遮断・

攻撃元把握等の対応を実施しており、ﾈｯﾄﾜｰｸ遮断後の機能回復、理研内への注意喚起も合

わせて実施している。令和 3 年度の重大ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄは 2 件あったが、対処済み。 

②情報ｼｽﾃﾑ･ｾｷｭﾘﾃｨｰ検討委員会で承認され、危険性の高いﾒｰﾙ添付ﾌｧｲﾙ自動削除・ 
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PC 接続制限・USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ接続制御等の 5 項目のｾｷｭﾘﾃｨｰ施策の導入を開始、また、各事

業所に兼務者を配置して情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ・利用推進課が発足、ｾｷｭﾘﾃｲｰ強化を図った 

 ③科技ﾊﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ拡大・AIP 研究室の地域拠点化に伴い、ﾘｽｸをﾍｯｼﾞしたﾈｯﾄﾜｰｸ作り 

を実施、各地区の事業所・支所・各大学・けいはんな地区の各拠点を結ぶﾈｯﾄﾜｰｸが完成、 

上記の①・②の機能も当該ﾈｯﾄﾜｰｸに適用されている。 

 ④既に、情報ｾｷｭﾘﾃｲｰ基本方針・情報ｾｷｭﾘﾃｲｰ対策規程が施行されているが、運用も 

最高情報ｾｷｭﾘﾃｲｰ責任者が決定され、かつ情報ｼｽﾃﾑ部長を責任者とする連絡体制も明 

確化された。情報ｾｷｭﾘﾃｲｰ委員会も随時開催され、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ事例から、弱点を克服する 

ための新しい改善策を計画し、速やかに実行に移している事も確認した。同時に、情報 

ｾｷｭﾘﾃｲｰ監査結果もﾚﾋﾞｭｰ、4 研究室・本部 1 ﾕﾆｯﾄにおき、12 件の軽微な検出事項が 

判明、速やかに改善策が取られたが、改善状況は、令和 4 年度中に確認予定。 

(６）超過勤務、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ﾊﾗｽﾒﾝﾄｹｱ 

  監査等を通し、現状の把握・研究所としての対応状況やﾘｽｸ等の確認を実施したが、令和  

３年度は、昨年度同様、感染症拡大、在宅勤務強化、事務業務改革等のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進強

化により、年々減少していた法定外・所定外超過勤務対象者数が、裁量労働者、非裁量労

働者共に増加し、４年前の平成２９年度の状況まで戻っていて、注視する必要がある。健康

管理室・産業医面談件数も総じて増加、体調不良や感染症に関する相談が大きく増加して

いるが、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽやﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談件数も増加、もしくは、高止まり傾向となっている。

看護師を始めとした健康管理室・人事課・複数の相談窓口担当者が、相談者・対象者に丁

寧に対応する事で、大きな問題に発展してはいないが、相談に留まらず、顕在化する事案

が散見される事も事実で、今後とも、注意深く、継続して現場をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞしていく必要がある。 

 （７）研究支援業務 

①安全管理室業務は、法令に適合した研究活動継続には不可欠で、適正な届出も重要、 

しかし、５年後以降を俯瞰すると、室長や中核を担うﾚﾍﾞﾙの人材の後継者が不足、職員の 

不足も予想され、理研として優先的な人材確保策が方針として打ち出され、若手の採用が 

少しずつ見られる様になったが、未だ不足しており、今後をﾌｫﾛｰしていきたい。 

②令和２年４月、理研内の施設老朽化が著しく、中長期的な老朽化対応・施設維持業務・ 

修繕業務を実施していくため施設部が設置された。しかし、当該業務従事者も、後継者 

不足、人員不足、高齢化と、慢性的な問題を抱えており、安全管理業務同様、優先的な 

若手の雇用・中途採用促進の策を取っているが、人員確保に困難を極め、実施すべき業務 

量と保有人材の質・量とのﾊﾞﾗﾝｽを再考すべき時期に来ている。更に、予算確保という難題 

を抱えており、理研としての全体計画を示しての関係省庁との折衝、あるいは固定費削減・ 

業務効率化による費用捻出も検討している。本件、研究所維持の根幹に係る事案でもあり、 

合理的な投資計画含め、研究所のｺﾝﾊﾟｸﾄ化含め、今後の動向と進捗をﾌｫﾛｰしたい。 

③放射光科学研究ｾﾝﾀｰ・播磨事業所が所掌する放射光施設に関して、この８年間の運転 

時間に変化はないが、２０１９年、巨大な共用基盤施設を管理する事業所側施設業務従事 
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者の知識と経験不足に起因して、２０時間程度のﾀﾞｳﾝﾀｲﾑが２倍の４０時間以上に増加した。 

しかし、２０２０年度において、計算科学研究ｾﾝﾀｰ、仁科加速器科学研究ｾﾝﾀｰ施設や他 

の大型共用施設等と同様に、基盤施設の維持・管理に関しては、施設・構造に対して精通

した研究者が主導し、共用施設は、事業所の施設担当が主導する体制に変更した結果、 

７時間のﾀﾞｳﾝﾀｲﾑに改善され、２０２１年度も継続して、安定した状態が継続している。 

（８）無期雇用制度職員と定年制職員について 

  平成 29 年度より選抜方式による無期雇用制度が開始、28 名が採用されたが、更に平成 

  29 年度末から採用時期・業務が存続する事等の条件を満たした対象者に対し、本人の 

継続雇用の意思を確認後、雇用を継続する限定無期雇用制度も開始された。その結果、 

令和３年４月 1 日時点の登用無期は５３８名（内女性２９１名）・限定無期は、３０２名（内女性 

２８０名）、更に、令和４年４月１日時点は、登用無期は 615 名（内女性 318 名）・限定無期は、

３29 名（内女性 311 名）で雇用の安定化は進み、年齢分布も 20 代から 70 代までの広範囲

となる。一方、同時期の定年制職員数は、493 名から 475 名となり無期雇用職員全体の

59％から 50％に更に減少。将来の幹部候補である定年制職員の重要な職責の一つは、引

っ越しを伴う転勤をし、理研の各拠点での業務を経験する事を通して全体像を把握して業

務を遂行していく事であるが、無期雇用者は、引っ越しを伴う転勤ができない。科学技術 

ﾊﾌﾞ形成や多数の民間・研究法人との共同研究を強化し、成果を最大化する構想を実現し

ていくためにも、理研の将来を担う定年制職員の若手新卒者の採用に力点を置く必要があ

り、令和２年度末から、その活動が開始されているが、雇用条件や応募者の資質等も含めて、

雇用が中々進まない事が懸念点であり、今後を注意深くﾌｫﾛｰしたい。 

 （９）人事制度に関する主な問題（１０年雇用制度と働き方改革法案への対応について） 

 ①2022 年度末以降で 10 年が経過する研究員の継続雇用不可問題に関しては、数年前 

 から、理研内で議論され、研究所としての方向性は示されているが、各方面が納得できる 

 答えは得られていない。しかし、難しい舵取りではあるが、社会動向を踏まえ、丁寧に可能な 

 限り周囲の理解が得られる様、努力している様に見える。面談を通した本人の意向確認、 

 転出に対する支援等、関係者の努力が見える。 

 ②同一労働同一賃金に関しては、職制の違いによる格差是正と働き方改革がﾎﾟｲﾝﾄになると 

 理解している。人件費増は、予算の制約を考慮すると、研究所運営、ｾﾝﾀｰ運営に影響を与 

 えるが、専門家の指導を受けつつ、理研として一定の方向性を得たところで、1)固定給見直 

 しによる底上げと格差解消、2)一定の幅のある評価反映導入で給与体制変更を少なくした 

 納得度向上等の提案で、労使交渉を繰り返し、少しずつ要求が受け入れられていると考える。 

 今後も継続した作業、交渉はあるが、状況を見守りたい 

 

２．内部統制ｼｽﾃﾑの整備及び運用について 

改正通則法に基づく“内部統制ｼｽﾃﾑ”に関する業務方法書の記載内容は相当であると 

  認める。また、内部統制ｼｽﾃﾑに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な 
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事項は認められず、細かい要望等に関しても情報を共有し、必要に応じて対応 している。 

 

３．役員の職務遂行に関しての、不正な行為又は法令等に違反する行為について 

役員の職務遂行に関する不正な行為や法令等に違反する重大な事実は認められない。 

 

４．財務諸表等についての意見 

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認める。 

会計監査人の職務遂行の適正さを確認するための体制は相当と認め、財務諸表等に 

ついて監査した結果も適正かつ妥当であると認める。 

                          

 ５．事業報告書についての意見 

事業報告書は、法令に従い、理研鼎業・理研数理との連結決算含めて、実施状況を 

正しく反映していると認める。 

                                   

Ⅲ． 独立行政法人改革に関する方針等過去の閣議決定において定められた監査事項に 

ついての意見 

１．報酬について 

理事長及び役員の報酬は、職務内容や実績を考慮すると、それぞれの報酬水準は妥当 

また、職員の給与水準も実態が反映されており、妥当と考える。 

 

２．随意契約の適正化を含めた契約状況 

   監事と外部委員からなる契約監視委員会において、適正と確認されており、かつ監査に 

おいても、公平性・透明性が確保され、競争性のある契約比率向上にも積極的に取組み、 

  合理的な契約・調達が実施されている事を確認した。 なお、委員会の審議概要は、研究 

所のホームページで公表している。 

また、令和３年３月、PFI 方式で施工が進んでいた新事務棟の引き渡しが施工業者より 

実施され、今後１０年以上に渡って支払いが継続される事もあるため、契約の妥当性に 

つき精査を行い、特段の問題は無いと判断したが、今後の支払いの安定性を注視したい。 

更に、脳中央棟改修を始めとして、中長期老朽化改修工事計画が策定され、予算確保 

  の動きが開始されたが、対応する施設人員確保や予算確保の可能性含め、研究活動に 

影響を及ぼさない様、実現性をﾌｫﾛｰして行きたい 

 

 ３．保有資産の見直し 

保有資産の見直しについては適宜適正に行われており、不要財産は国庫納付等の処理 

がなされており、研究所の対応は、適正であると認める。 
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