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【不正に関する報道】抜粋（平成２８～２９年度）      H30．1．10 

No. 機関・時期 内容 

165 ○○大学 

平成 29.12.9 

研究費の不正使

用 

○○大学は、同大大学院△△系研究科の教授が、国

から補助された研究費など計約 2千万円を不正に使用し

ていたと発表した。同大は教授を停職 2か月の懲戒処分

にした。 

同大によると、不正にかかわったのは小児科学研究

室の教授と事務補佐員。教授らは過去 5年にわたり、厚

労省や日本学術振興会の科学研究費補助金、民間企業

からの受託研究費など計 2003万円について、県内の業

者に試薬やフラスコなどの物品を架空発注。大学が物品

費として支払った費用を、この業者から別の業者に振り

込ませる不正な手続きを取っていた。研究分析などの業

務委託費に充てる目的で、私的流用はなかったという。 

同大の調査では、教授は研究費などを業務委託に充

てられないと誤解し、業者に相談して架空発注を思いつ

いたという。この業者は実際に物品を運び入れ、その後

回収するなど納入を擬装していた。同大はこの業者を取

引停止処分とする。 

164 ○○教育大学 

平成 29.11.25 

論文盗用 ○○教育大は、研究論文に不正があったとして、大学

院△△研究科の准教授を停職 1か月の懲戒処分にした

と発表した。大学によると、大学の学術誌に掲載された論

文の一部が、他大学の研究者の論文の盗用ではないか

との指摘があった。学内の調査委員会は、他人の研究を

自らの成果のように記述したと判断し、盗用と認定したと

いう。准教授は不服申し立てをしなかった。大学は「個人

を特定される恐れがあるので、准教授の専門分野や論文

の内容などは明らかにしない」としている。 

163 ○○大学 

平成 29.11.16 

論文データ捏造 ○○大学は、元△学部教授（故人）が筆頭著者として

過去4年のうちに発表した14本の研究論文にデータ捏造

などの不正があったと発表した。 

元教授は臨床医学が専門で、不正論文を発表する前

年度までの 3年間同大△学部に在籍し、その後、▽▽県

内の病院副院長につくなどし、64歳で死去した。 

大学によると、教授の論文を載せた米国専門誌が論

文 3本を取り下げたことなどから問題が発覚した。その後

も論文 4本の取り下げや匿名のメールでの告発があった

ことから、大学が予備調査をした上で外部委員 3人の調

査委員会を設置。共著者ら 20人以上に書面調査やヒア

リングをした。 

調査対象となった教授の論文は計38本で、ビタミン製

剤が骨折予防にどう役立つかなどがテーマ。書面での予

備調査で、教授は○○大在籍中の論文 4本を含む 14本

について不正を認めたという。調査委はこのうち 13本に

症例数の水増しなどのデータ捏造と不適切な共著者の表

示があり、1本には二重投稿があったと認定。残る 24本

については不正の有無が確認できず、最終的に「判定留

保」とした。 
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162 ○○大学 

平成 29.11.7 

出張費の私的流

用 

○○大は、名誉教授が過去 4年のうち 23件、計 41

万 2788円分の出張費を不正に請求し、受け取っていたと

発表した。いずれも日本学術振興会から補助・助成され

たもので、大学が同会に全額返還し、本人に同額を請求

しているという。大学によると、名誉教授は△学部の教授

で、既に定年退職している。申請時に 1泊 2日だった出張

が日帰りに変更になったり、行先が岡山から福岡に変わ

ったりしたが、申請通り出張したと虚偽の報告をし、旅費

の差額を不正に受け取っていた。申請した宿泊先ではな

く実家に泊まったこともあり、大学側は私的流用だと判断

している。 

名誉教授は大学の調査委員会に対し「ホテル代が高

く、日帰りに変えたことがあった。変更の報告が面倒だっ

た」などと話し、不正を認めているという。 

在職中にも 10件の不正があり、大学は停職 2か月相

当と判断し、本人に通知。名誉教授の肩書を取り消すか

どうか検討している。 

161 ○○医科大学 

平成 29.10.28 

カラ出張 ○○医科大附属病院の副院長を務める教授が海外

の学会に行くと偽ったカラ出張で、大学から約 100万円を

受け取っていたことが、大学への取材でわかった。聞き取

り調査で事実関係を認め、大学は諭旨退職処分にするこ

とを決めた。副院長は「家族がパリのディズニーランドに

行った際の旅行費に充てた」と話した。 

大学によると、副院長は過去 2年において、米国と欧

州で開かれた学会に参加したと偽り、航空費や宿泊費を

大学に請求して現金を受け取っていた。外部から情報提

供があり大学は調査を開始。副院長は大学の聞き取り調

査に対し、「反省している。全額を返したい。（今回の約

100万円の）ほかにも出張費の水増しが約 80万円ある」

と話したという。 

副院長はカラ出張だったことを認め、「本当に申し訳

ない。（国などから支給される）公的な研究費ではなく、大

学内部のお金だと思って安易に考えてしまった」と話し

た。 

大学の慣例では、出張費を精算する際は領収書の提

出を求め、行先や期間、学会の内容などを記した出張報

告書も提出させている。副院長がいずれの書類も提出し

ていたため、大学は不正に気付かなかったが、調査の結

果、報告書は虚偽だったと判断したという。 

160 ○○大学 

平成 29.10.12 

論文データ改ざ

ん、中傷 

○○大学は、大学院△△学研究科の教授を懲戒解

雇したと発表した。処分理由は、ツイッターや著書などで

別名を使い、同大の教職員や学生を中傷したこと、4論文

の 8項目 12か所でデータ改ざんをしたことだという。 

発表によると、教授は過去 2年のうち免疫に関する論

文を発表していたが、不正があると翌々年に外部から指

摘があった。学内で調査し、「改ざんがある」との結論が

出たが、教授は論文の研究データを持ち去られたとして

大学を相手取り提訴。教授の訴えが棄却されたことを踏

まえ、学内で報告書を改めてまとめた。 

同大によれば、教授は「ツイッターに書き込んだのは

別人。論文のデータ改ざんを自分はしていない」と主張し

ているという。 



 - 3 - 

159 ○○大学 

平成 29.9.29 

研究費の私的利

用 

○○大学△学部の附属研究機関に所属していた教

授が交通費を大学の規則に反して請求するなどして、大

学や地方自治体が配分する研究費約61万円を不正に得

ていたことが分かった。教授は今年 3月末に自己都合で

退職。同大に対し、事実関係をおおむね認めているとい

う。 

同大によると、教授は▽▽センターのキャンパスに勤

務していた 4年うちの 5回、□□県などへの県外出張で、

学内の規則に反して車で移動した上で公共交通機関を

利用したと偽って、自身や同行した学生の交通費計約 59

万円を不正受給した。 

また、国内出張の際、学生がインターンシップで借り

た部屋に宿泊したのに、別のホテルに泊まったとして 2泊

分の宿泊代約 1万 6千円を請求。大学に対し、費用をこ

の学生との食事代に充てていたと説明したため、大学は

私的利用にあたると認定した。処分について懲戒審査委

員会で審査し、研究費の弁済も求めていく方針という。 

158 ○○市立大学 

平成 29.9.22 

論文盗用 ○○市立大学は、著作に 11か所の盗用があったとし

て、△△学部▽▽学科の准教授を停職 2か月の懲戒処

分としたと発表した。准教授は「学術書ではなく一般書な

ので問題ない」との認識を示しているという。 

同大学によると、准教授は政治学や日韓関係が専門

で、韓国で「○○・・・」という韓国語の本を出版。外部の研

究者から大学に「34か所の盗用がある」と指摘するメー

ルが届いた。 

大学が設けた研究不正問題協議会が調べたところ、

用語の使い方や論理の展開など、日韓の論文から 11か

所の盗用があると認定された。著作は大学に研究成果と

して報告され、その他の部分では専門的な引用がされて

いることなどから、学術書と判断。大学は准教授に、出版

社に対して著作の出版停止を求めるよう勧告した。 

157 ○○大学 

平成 29.8.2 

論文不正（画像

捏造等） 

○○大学は、△△学研究所の教授らが執筆し、国際

科学誌に掲載された論文 5本に、画像の捏造など研究不

正があったとする調査結果をまとめ、発表した。 

発表によると、不正をしたと認定されたのは教授と元

助教で、同大科学研究行動規範委員会は、教授らが執

筆した英科学誌ネイチャーなどに掲載された 5本の論文

で、グラフや画像の捏造が 6か所、改ざんが 10か所あっ

たとし、論文の撤回や修正を勧告する。 

米科学誌サイエンスに掲載された論文では、実験をし

ていないのにグラフを作成したとし、規範委は捏造と認

定。サイエンスの論文でも、顕微鏡画像を異なる条件で

処理しているように見せていたとし、捏造と認めた。不正

の背景には教授の強い指導体制があり、元助教につい

ては「犠牲者としての側面も有する」とした。 
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156 ○○大学 

平成 29.7.26 

カラ出張 ○○大は、架空の出張旅費や日当名目で大学側から

計約 1124万円を不正に受給したとして、同大△△研究所

の助教を懲戒解雇にしたと発表した。 

同大によると、助教は過去 9年のうち計 155回にわた

り、出張したとする虚偽の書類を提出し、旅費などを不正

に受け取っていたという。書類には他大の研究者名を挙

げ、打ち合わせや調査のためにあったとするうその説明

を記していた。助教は不正受給を認め「正式な手続きで

物品を購入する煩わしさを避けたかった」と説明したとい

うが、備品購入の領収書などは確認されておらず、同大

は私的流用があったと判断。助教を近く刑事告訴する方

針という。 

155 ○○大学 

平成 29.7.11 

共同研究をめぐ

る収賄と研究費

不正 

大学との共同研究に参加させた見返りに企業から賄

賂を受け取ったなどとして、収賄と背任の罪に問われた

○○大大学院△△研究科の元教授＝懲戒解雇＝の判

決があり、裁判長は懲役 3年執行猶予 5年、追徴金約

1288万円（求刑懲役 4年、追徴金同）の有罪判決を言い

渡した。 

判決によると、被告は4年間にわたり耐震工法に関す

る共同研究に参加させた見返りに、土木・建築分野の 4

社側から計約 1288万円の賄賂を受け取った。また、3社

側から共同研究の経費を受け取っていたのに、大学にも

研究経費計約 1570万円を負担させ、損害を与えた。 

判決は「建築耐震工学の第一人者が多額の賄賂を収

受したことで、大学教授の公正さに対する信頼は大きく損

なわれた」と指摘。一方、被告が起訴内容を認め反省の

態度を示していることや、研究分野での社会貢献を考慮

し刑の執行を猶予した。 

154 ○○大学 

平成 29.6.10 

論文の不正引用 ○○大の講師が、▲大大学院で取得した博士論文に

不正な引用があったとして▲大から学位を取り消され、今

年 5月に○○大を辞職したことが分かった。 

▲大によると、講師が学位を授与された論文に不適

切な部分があるとの指摘が外部からあった。調査の結

果、参照先の表示のない引用が複数見つかるなどしたた

め、学位取消を決めたという。 

○○大には前年から常勤講師として勤務していたが

依願退職した。不正引用があったかどうかについて、同

大は「調査中」としている。 

153 ○○大学 

平成 29.4.1 

実験データ改ざ

ん 

○○大は大学院△△研究院に努めていた外国籍の元

学術研究院が実験データを改ざんして論文 2本を書く不

正があった、と発表した。元研究員は光エネルギーの利

用を高効率化する材料を研究。論文はそれぞれ英米の

科学誌で公開された。元研究員は不正を認め、撤回に同

意したという。 

同大によると、元研究員は実験で効率化を示す測定結

果が得られなかったため、数値データを改ざんしたとい

う。 
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152 ○○大学 

平成 29.2.28 

研究費の私的流

用 

○○大学は同大△△学部の教授が独立行政法人日本

学術振興会の科学研究費補助金（科研費）を使った海外

出張中、私的な旅行を繰り返していたと発表した。教授は

不正を認め、辞職願を提出している。3回の海外出張で

計約 92万円を受け取っており、不正分の額を確定し、懲

戒処分を検討する。 

3回の海外出張のうち、約 20日は博物館を巡ったり、退

職した同大名誉教授らと一緒に行動したりと、研究目的と

は違う私的な旅行などだったという。 

151 ○○大学 

平成 28.12.28 

研究費の不適切

使用 

○○大学△△学部の□□センターが国からの補助金な

どを目的外使用した問題で、大学側が設置した調査委員

会は文部科学省に提出した最終報告書を公表した。 

最終報告書によると、○○分野の人材要請を目的とした

補助事業で、この事業のために雇用した教員や技術補佐

員ら 11人のうち、8人が別の事業や研究に関わった。関

わった時間の記録がないため、8人の人件費約 7,300万

円の全額を不適切とした。教員らの出張 349件のうち、48

件の約 300万円分が別の国の補助事業の出張を兼ねて

いて、区別できなくなっていた。 

再発防止策では、学内に補助金の不正使用を防止する

計画推進室を設置。教職員を対象としたセミナーなどを

実施する。 

150 ○○大学 

平成 28.11.20 

共同研究を巡る

贈収賄 

○○大と民間企業の共同研究を巡る汚職事件で、収賄

容疑で逮捕された同大△△研究科教授が、逮捕容疑の

約 210万円に加え、少なくとも数百万円を受領していたこ

とがわかった。 

同大の規定では、企業との共同研究は大学に申請する

必要があり、研究経費なども大学の法人口座に振り込ま

れる。逮捕容疑に関わる共同研究は大学に無断のもの

で、現金の振込先は、妻が代表取締役の株式会社の法

人口座と自分名義の口座で、法人口座への振込が多か

った。企業が振り込みやすいよう、法人口座を指示したと

みられる。 

また、教授は同時期に正式な共同研究も行っており、逮

捕容疑に関わる研究を学会で発表した論文も「△△（贈

賄側の民間企業）との共同研究」と記され、正式な研究と

変わらなかったことから、同じ研究室の准教授や学生らも

不正に気付かなかったとみている。 

149 

 

○○大学 

平成 28.10.28 

論文盗用 ○○大の△△学部所属だった元教授が、論文盗用や研

究費の不正使用をしていたとして懲戒解雇されていたこ

とが同大への取材でわかった。元教授側はこれらの不正

について否定する趣旨の説明を大学側にしているとい

う。 

同大によると、外部有識者も交えた調査などの結果、2

件の学会発表に他者の研究内容を許可を得ずに盗用し

ていたと認定。このほか、5つの論文と 4件の学会発表で

も二重投稿などの不正があり、実際には行っていない出

張費用など約 8万円を請求する不正もあったとしている。 
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148 ○○大学 

平成 28.10.22 

謝金支払いにお

ける不正経理 

 ○○大は定年退職した元准教授が野外調査に協力した

学生に謝礼として支払った科学研究費補助金など 129万

円に不正経理があったと発表した。私的な流用はなかっ

たという。 

 元准教授は、調査に協力した大学院生と学部生計 28

人に計 129万円の謝礼を私費で支払った。大学には、ど

の調査も 1人の学生だけが手伝ったと虚偽申告し、その

分の謝礼金を振り込ませ、私費での支払いの穴埋めをし

ていた。大学の調査に元准教授は「学生の知識や経験に

応じて、謝礼に差を付けたかった」と説明したという。 

147 ○○大学 

平成 28.8.6 

架空請求 ○○大は同大△△センターの元学術研究員が、架空請

求の手口で大学の研究費 403万円余を不正使用してい

たと発表した。 

同大によると、男性は研究に必要な実験器具など 115

品目を業者に納入させ、代金を支払うためにトナーなどを

納品させてすぐ持ち帰らせるという手口を繰り返すことで

320万円余を同大に架空請求し、業者に支払った。83万

円余は次年度に納入させたように装った。 

 


