参考資料
平成２６年度における競争的資金の不正な使用に関して返還命令
及び応募制限措置等を行った事例（平成２７年３月３１日現在）
○科学研究費助成事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

東京工業大学

京都大学

大阪市立大学

大阪府立大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１６年度～平成２３年度の科学研究費補 ○補助金の返還命令
助金において、架空発注により消耗品等を購入
平成26年 9月3日（本省）
したように装い 、同大学から補助金を支出させ 、
６６３万円
業者に預け金として管理させた上で、必要に応
平成26年12月5日（学振）
じ大学に保管された納品伝票とは異なる研究用
２，７２４万円
物品等の購入に充てていた。また、請求書の品 (返還命令総額 ３ ，３８７万円）
名の書き換えを業者に指示し、実際には異なる
物品を納品させていた。
○応募資格の停止
４年： ８人（ ８人）
３年： １人（ １人）
２年： ３人（ ３人）
平成１９年度、平成２０年度及び平成２２年 ○補助金の返還命令
度～平成２４年度の科学研究費補助金又は学術
平成27年3月19日（本省）
研究助成基金助成金において、架空発注により
５０万円
消耗品等を購入したように装い、同大学から補
平成27年3月24日（学振）
助金を支出させ、業者に預け金として管理させ
５６５万円
た。
【福岡歯科大学分 】（※４）
また、預け金の一部を研究室の同窓会の経費
平成27年3月24日（学振）
に充てるなど私的に使用していた
３７万円
（返還命令総額
６５２万円）
○応募資格の停止
５年： １人（ １人）
２年： １人（ ０人）
平成１６年度～平成１８年度の科学研究費補 ○補助金の返還命令
助金において、謝金や旅費の架空請求を行わせ 、
平成27年2月18日（学振）
当該架空請求に係る謝金や旅費を回収し、研究
９７万円
室でプール金として管理していた。
また、プール金の一部を研究室の懇親会費と ○応募資格の停止
するなど私的に使用していた。
５年： １人（ １人）
平成２４年度の学術研究助成基金助成金にお ○補助金の返還命令
いて、学生に虚偽の出勤簿を作成させ、同大学
平成27年3月31日（学振）
に謝金の架空請求を行わせ、当該架空請求に係
２０万円
る謝金を回収し、これを研究室にプールしてい
た。
○応募資格の停止
１年： １人（ １人）
平成２１年度及び平成２２年度の科学研究費 ○補助金の返還命令
補助金において、請求書の品名の書き換えを業
平成26年12月3日（本省）
者に指示し、実際には異なる物品を納品させた
５５万円
り、委託費の支払いに充てていた。
平成27年2月18日（学振）
１万円
【慶應義塾大学分 】（※４）
平成26年12月3日（学振）
３０万円
（返還命令総額
８６万円）

上智大学

○応募資格の停止
４年： １人（ １人）
平成１５年度～平成１９年度の科学研究費補 ○補助金の返還命令
助金において、架空発注により消耗品等を購入
平成26年11月5日（本省）
したように装い 、同大学から補助金を支出させ 、
６９万円
業者に預け金として管理させた上で、必要に応
平成27年2月18日（学振）
じ大学に保管された納品伝票とは異なる研究用
２８万円
物品等の購入に充てていた。
【九州大学分 】（※４）
平成26年11月5日（本省）
３３７万円
（返還命令総額
４３４万円）

○応募資格の停止
２年： １人（ １人）
武蔵大学
平成２５年度及び平成２６年度の学術研究助 ○補助金の返還命令
成基金助成金において、同大学に実態の伴わな
平成27年3月31日（学振）
い虚偽の出張報告書を申告し、不正に旅費の支
１７万円
給を受けていた。
○応募資格の停止
２年： １人（ １人）
武蔵野大学
平成１８年度の科学研究費補助金において、 ○補助金の返還命令
架空発注により消耗品等を購入したように装
平成27年2月18日（学振）
い、同大学から補助金を支出させ、業者に預け
５万円
金として管理させた上で、必要に応じ大学に保
管された納品伝票とは異なる研究用物品等の購 ○応募資格の停止
入に充てていた。
厳重注意： １人
秋田工業高等専
平成２１年度の科学研究費補助金において、 ○補助金の返還命令
門学校
請求書の品名の書き換えを業者に指示し、実際 【北海道大学分】（※４）
には異なる物品を納品させた。
平成27年3月31日（学振）
２千円

東京工業高等専
平成１６年度の科学研究費補助金において、
門学校
架空発注により消耗品等を購入したように装
い、同研究機関から補助金を支出させ、業者に
預け金として管理させた上で、必要に応じ研究
機関に保管された納品伝票とは異なる研究用物
品等の購入に充てていた。

○応募資格の停止
厳重注意： １人
○補助金の返還命令
【福井工業高等専門学校分 】（※
４）
平成27年2月18日（学振）
１万円

○応募資格の停止
２年： １人（ １人）
１年： １人（ ０人）
東京工業高等専
平成１８年度及び平成１９年度の科学研究費 ○補助金の返還命令
門学校
補助金において、架空発注により消耗品等を購
平成26年9月16日（本省）
入したように装い、同大学から補助金を支出さ
９３万円
せ、業者に預け金として管理させた上で、必要
に応じ大学に保管された納品伝票とは異なる研 ○応募資格の停止
究用物品等の購入に充てていた。
４年： １人（ １人）
東京慈恵会医科
平成１６年度～平成２５年度の科学研究費補 ○補助金の返還命令
大学
助金又は学術研究助成基金助成金において、別
平成27年3月24日（本省）
の研究者の名義での応募や、応募書類に虚偽の
３，９２２万円
記載等を行い、交付を受けていた。
平成27年3月31日（学振）
また、交付された科研費を補助事業以外の研
３，１０７万円
究に使用していた。
（ 返還命令総額 ７，０２９万円 ）
○応募資格の停止
５年：１１人（１１人）
２年： １人（ ０人 ））

戦略的創造研究推進事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１６年度～平成２２年度の大学への委託 ○委託費の返還命令
研究費において、架空請求と預け金、品名替え
平成27年3月12日（ＪＳＴ）
（会計書類の書き換え）により研究費の不適正
３１３万円
な使用を行っていた。また、ＪＳＴが直接執行
した平成１７年度～平成１９年度の研究費にお ○応募資格の停止
いても、架空請求と預け金による不適正な使用
４年： １人（ １人）
を行っていた。なお、預け金については、取引
３年： ３人（ ３人）
業者に管理させ、翌年度以降に他の研究用消耗
品等に充てていた。
○取引停止
Ａ社： ３ヶ月
Ｂ社： ３ヶ月

○国家課題対応型研究開発推進事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１７年度～平成１９年度及び平成２１年 ○委託費の返還命令
度の新興・再興感染症研究拠点形成プログラム
平成26年10月10日
並びに平成２２年度の感染症研究国際ネットワ
６００万円
ーク推進プログラムにおいて、架空発注により
消耗品費等を購入したように装い、同大学から ○応募資格の停止
研究費を支出させ、業者に預け金として管理さ
４年： ２人（ ２人）
せた上で、必要に応じて大学に保管された納品
伝票とは異なる研究用品等の購入に充ててい 【京都大学分 】（※４）
た。
○委託費の返還命令
また、平成１８年度及び平成２１年度の原子
平成26年8月1日
力システム研究開発事業において、業者に架空
２０４万円
の取引を指示し 、虚偽の請求書等を作成させて 、
同大学から研究費を支出させ、業者に預け金と
して管理させた上で、当該代金をもとに実際に
は請求書等の内容と異なる研究用物品等を納品
させたり、請求書の品名の書き換えを業者に指
示し、実際には異なる物品を納品させていた。

○科学技術振興調整費
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１８年度～平成２２年度の科学技術振興 ○返還命令
調整費において、架空取引により消耗品等を購
平成26年11月25日
入したように装い、預け金を行い業者に管理さ
平成27年 1月16日
せ、別の消耗品等の購入に充てていた。また、
平成27年 1月21日
虚偽の納品書と請求書により、消耗品等を購入
８８１万円
したように装い、研究に使用する機器等の購入
に充てていた。
○応募資格の停止
４年： ３人（ ３人）
３年： １人（ １人）
２年： １人（ １人）

○２１世紀ＣＯＥプログラム
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

京都大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１６年度～平成１８年度に交付された２ ○補助金の返還命令
１世紀ＣＯＥプログラムにおいて、業者に架空
平成26年9月1日
の発注を行い、預け金とし、業者に管理させて
９４万円
いた。
○応募資格の停止
３年： ３人（ ３人）
平成１７年度に交付された２１世紀ＣＯＥプ ○補助金の返還命令
ログラムにおいて、学生に実態を伴わない謝金
平成27年2月20日
を指示し、還流行為によりプールし使用してい
４４万円
た。
○応募資格の停止
３年： １人（ １人）

○地域イノベーション創出総合支援事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１７年度～平成２１年度の大学への委託 ○委託費の返還命令
研究費において、架空請求と預け金、品名替え
平成27年3月12日（ＪＳＴ）
（会計書類の書き換え）により研究費の不適正
５９１万円
な使用を行っていた。また、ＪＳＴが直接執行
した平成１７年度～平成１９年度の研究費にお ○応募資格の停止
いても、架空請求と預け金による不適正な使用
４年： ３人（ ３人）
を行っていた。なお、預け金については、取引
３年： ４人（ ４人）
業者に管理させ、翌年度以降に他の研究用消耗
２年： １人（ １人）
品等に充てていた。
○取引停止
Ａ社： ３ヶ月
Ｃ社： ２ヶ月

○重点地域研究開発推進事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１７年度の大学への委託研究費におい ○委託費の返還命令
て、架空請求と預け金、品名替え（会計書類の
平成27年3月12日（ＪＳＴ）
書き換え）により研究費の不適正な使用を行っ
１０５万円
ていた。なお、預け金については、取引業者に
管理させ、翌年度以降に他の研究用消耗品等に ○応募資格の停止
充てていた。
４年： １人（ １人）

○先端計測分析技術・機器開発事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

東京工業大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１６年度～平成１７年度の大学への委託 ○委託費の返還命令
研究費において、架空請求と預け金、品名替え
平成27年3月12日（ＪＳＴ）
（会計書類の書き換え）により研究費の不適正
４２１万円
な使用を行っていた 。なお、預け金については、
取引業者に管理させ、翌年度以降に他の研究用 ○応募資格の停止
消耗品等に充てていた。
４年： １人（ １人）
平成２０年度～平成２２年度の大学への委託 ○委託費の返還命令
研究費において、架空請求と預け金により研究
平成27年3月20日（ＪＳＴ）
費の不適正な使用を行っていた。
１５１万円
○応募資格の停止
５年： １人（

１人）

○産学官連携イノベーション創出事業
・平成２６年度
研究機関名
北海道大学

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成１６年度産学官連携イノベーション創出 ○補助金の返還命令
事業において、架空発注により消耗品等を購入
平成26年12月1日
したように装い 、同大学から補助金を支出させ 、
１９７万円
業者に預け金として管理させた上で、必要に応
じ大学に保管された納品伝票とは異なる研究用 ○応募資格の停止
物品等の購入に充てていた。また、請求書の品
４年： １人（ １人）
名の書き換えを業者に指示し、実際には異なる
物品を納品させていた。

○最先端・次世代研究開発支援プログラム
・平成２６年度
研究機関名
大阪府立大学

※１

不正な使用の概要
文部科学省等の対応
平成２２年度及び平成２３年度の最先端・次 ○補助金の返還命令
世代研究開発支援プログラムにおいて、業者に
平成27年1月26日
虚偽の書類を作成させ消耗品を購入したように
４９６万円
装い、実際には研究作業をさせるための経費に
充てていた。
○応募資格の停止
４年： １人（ １人）

各事案は返還命令を行った年度で整理している。また、各事案における制度名は不正使用が行
われた当時の制度名である。
※２ 返還命令の金額は、不正に使用された金額のみを記載しているため、不正に使用された直接経
費の３０％に相当する間接経費も合わせて返還を命じているなどの場合は実際の返還命令の金額
と一致しない。
※３ 「応募資格の停止」における括弧内の人数は、応募資格（申請等資格）制限の文部科学省及び
文部科学省所管の独立行政法人が配分する全ての競争的資金への一斉適用の対象人数を示す。ま
た、複数の制度において不正使用を行った場合は、各制度が決定した停止期間のうち最も長い停
止期間を適用している。
※４ 【 】内の研究機関は、不正使用が行われた研究機関ではない。当該研究機関は、不正使用が
行われた研究機関（「 研究機関名」欄に記載の研究機関）が分担機関（研究分担者の所属する研
究機関）となっている補助事業等の代表機関（研究代表者の所属する研究機関）であり、補助金
等の返還命令が代表機関（研究代表者 ）に対して行われたことから、上記のとおり表記している。

