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【研究不正に関する報道（抜粋）】（2018～2019年度）     2019年 12月 

No. 機関・時期 内容 

197 ○○大学 

2019年11月21

日 

【情報漏洩】 

個人情報流出 

＜患者情報を保存、ＰＣ盗難 ○○大病院医師、ギリシャで＞ 

 ○○大学病院は２０日、産婦人科の４０代の男性医師が、患者の

個人情報を入れた私用のノートパソコンなどを海外出張先で盗まれ

たと発表した。パスワードを入力しなければ起動できず、現時点で

情報の外部流出や不正使用は確認されていないという。大学は１８

日、該当する患者に謝罪の手紙を送った。 

 ○○大によると、パソコンには、産科婦人科学分野研究室や男性

医師が作成した、患者計３１４３人分の氏名、年齢、性別、病名、病

歴、住所などのデータが入っていた。私用のパソコンに個人情報を

含むデータを保存することは禁止されているが、男性医師は「患者

の緊急対応と研究に使う目的だった」と話しているという。 

 男性医師は今月、学会出席のためギリシャ・アテネを訪問。１日

午後８時（現地時間）ごろ、市中心部で男２人にノートパソコンや携

帯電話などを入れたかばんを奪われたという。大学は男性医師の

処分を検討している。 

 

196 ○○大学 

2019年11月07

日 

【不正行為】 

論文盗用 

＜○○大学院生、論文盗用で停学２カ月＞ 

 ○○大学は６日、論文に文献を盗用したとして、大学院教育学研

究科博士課程後期の大学院生を同日付で停学２カ月の処分にし、

発表した。 

 大学によると、院生が２０１７、１８年、所属講座の紀要（論文集）

に投稿した計２本の論文に、文献からの引き写しなど計６７カ所の

盗用があったという。大学は「論文作成の作法の理解が足らず、独

自解釈をしていた」などとしている。院生は反省の弁を口にしている

という。大学には１８年７月、不正行為を疑うメールが寄せられ、同

年１０月に調査委員会を発足させていた。 

 

195 ○○大学 

2019年11月06

日 

【不正使用】 

預け金 

＜元○大教授に賠償命令＞ 

 研究費を不正にプールしていたとして、○○大が同大大学院薬学

研究科のＴ・元教授に約１億５千万円の損害賠償を求めた訴訟の

判決が５日、○○地裁であった。裁判長は「研究費に使われた資金

があったとしても、違法ではないと評価するのには無理がある」と判

断し、請求通り全額の支払いを命じた。 

 判決によると、元教授は国などから大学を通じて支給される研究
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費について、物品を購入したように見せかけて「預け金」としてプー

ルしていた。 

 

194 ○○大学 

2019年10月03

日 

【不正使用】 

カラ給与 

＜元○大准教授が不正利用＞ 

 ○○大学は１日、同大教育学研究院の男性元准教授（３９）が非

常勤職員の雇用をめぐり研究費約２９万円を不正利用していたと発

表した。元准教授は不正発覚前に退職しており、同大は今後、返還

を求める方針。 

 同大によると、元准教授は学生３人を研究補助の短期支援員とし

て雇用。労働の実態がないのに給与として２０１６年度に研究費約

２９万円を不正に支給させた。元准教授はこのうち学生２人から約

１８万円を回収していたという。昨年９月に内部から通報があり、大

学が調査委員会を設置して調べていた。 

 

193 ○○大学 

○○大学 

○○機構 

2019年09月14

日 

【不正使用】 

旅費二重請求 

＜出張旅費、不正に１０００万円 ○大元教授が二重申請＞ 

 ○○大元教授の４０代男性が出張旅費を共同研究先などに二重

に申請し、計約１千万円を不正に受け取っていたことが明らかにな

った。○○大は１３日、元教授が調査結果を認め、「一身上の都合」

を理由に１０日付で退職したと発表した。○○大によると、元教授は

○○大大学院の准教授だった２０１１年度から１８年８月までに、○

○大と○○大に対し、本人と指導していた学生の分の出張旅費を

二重に申請。○○大から約４５０万円を不正に受領。ほかに○○大

から約４２０万円、○○機構からも約１３０万円を受け取ったという。

私的流用は認められなかったとしている。 

 

192 ○○大学 

2019年08月10

日 

【不正使用】 

カラ出張 

旅費水増し請

求 

＜２８０万円不正受給、准教授懲戒処分 ○○大＞ 

 ○○大学は９日、カラ出張や旅費の水増し請求で研究費約２８０

万円を不正に受給していたとして、地域資源創成学部のＭ准教授

（４９）を同日付で停職３カ月の懲戒処分にした。Ｍ准教授は不正を

認め、５日までに全額を弁済したという。同大が記者会見をして明

らかにした。 

 説明によると、Ｍ准教授は、同大准教授に着任した２０１５年１０

月～昨年１１月、主に航空券の領収書を偽造する手口で、カラ出張

や虚偽の出張期間を４１回申告し、２７８万８千円余を不正に受け

取っていた。昨年１２月の旅費請求３件に疑義が生じ、大学が調査

委員会をつくって調べていた。 

 Ｍ准教授の専門はデザイン学。不正受給した研究費は、木製食
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器などの試作品を業者に発注する費用に充てていたという。 

 Ｉ学長は「真摯（しんし）に受け止め、再発防止のために全学をあ

げて取り組む」などとする談話を出した。 

 

191 ○○大学 

2019年06月29

日 

【不正行為】 

論文データ改

ざん 

＜○○大元助教が不正 論文１０本のデータ改ざん＞ 

 ○○大は２７日、薬学部の３０代の助教が２０１７年までに発表し

た論文１０本で、データの改ざんがあったとする調査結果を公表し

た。助教は不正行為を認めており、すでに退職している。調査委員

会は改ざんがあった論文の取り下げを勧告した。 

 調査報告書によると、１８年５月に学生から、データの改ざんの疑

いを指摘する相談が薬学部長にあり、論文２４本について調査委

が不正の有無を調べた。その結果、０９～１７年の論文１０本で、デ

ータの数値を操作する改ざんが見つかった。マウスに薬を投与した

際に血中の物質がどう変化するかといった実験などで、論文の主

張に沿うようにデータが操作されていた。 

 聞き取りに対し、助教は「研究成果を出さないといけなかった」と

精神的にも追い詰められていたことに加え、夜遅くまで帰れないと

いう雰囲気が研究室内にあり、家庭との両立ができないことに悩ん

でいたなどと説明したという。助教は昨年７月末に退職した。 

 また、調査委は論文の責任著者の教授（５８）についても、改ざん

には関わっていないものの元データを確認するという注意義務を怠

ったと認定した。大学は処分を検討している。 

 

190 ○○大学 

2019年06月28

日 

【不正使用】 

無許可の共同

研究 

公印偽造 

兼業違反 

＜不正に金銭受領、教授を諭旨解雇 ○○大＞ 

 ○○大は２７日、学長の許可なく企業と共同研究し、企業から約１

７０万円を不正に受けとっていたなどとして、繊維学系のＨ教授（６

３）を同日付で諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。Ｈ氏は同日

までに辞表を提出し、３０日付で退職するという。 

 大学によると、Ｈ氏は複合材料工学などが専門。共同研究をした

企業３社から、２０１３、１４年に設備使用料や指導料などの名目で

計１７０万７１１０円を受け取った。１社に対しては、自らの役職であ

った○○教育研究センター長の印鑑を公印ではないにもかかわら

ず勝手に作製して使用。０９～１６年には大学に申請せず講演など

の兼業もしていたという。 

 昨年７月に外部からの指摘で発覚。大学が調査していた。金銭は

研究業務に使われ、私的流用は確認されなかった。 
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189 ○○大学 

2019年05月22

日 

【不正使用】 

カラ給与 

プール金 

＜研究費１４３万円不正 ○大、５０代教授を停職処分＞ 

 ○○大学は２１日、国などからの研究費を不正に受け取り、研究

室の歓迎会費などに流用したとして、農学部の５０代男性教授を停

職５日の懲戒処分にしたと発表した。不正に使用された研究費は、

教授に弁済を求めるという。 

 ○大によると、教授は２０１１～１７年度、学生アルバイトの架空の

勤務実績を報告。文部科学省から受けた補助金など計約１４３万

円を、人件費の名目で不正に受給した。虚偽の内容を記載した出

勤簿や学生からの受領書などを提出していたという。 

 この手口で捻出した金はプールされ、研究室内の旅行や歓迎会

費用などに流用されていた。文科省からの補助金約５８万円はすで

に○大から同省に返還したという。○大は昨年２月、内部からの情

報提供を受け、調査委員会を設置。会計書類の調査や学生らへの

聞き取りなどを実施していた。 

 ○大は「補助金・助成金の目的に対する認識不足や、長年の不

正による規範順守の意識の希薄化などがあった」として、教員への

研修や出勤簿のチェックなど対策を行うとしている。 

 

188 ○○大学 

2019年05月15

日 

【不正行為】 

論文盗用 

＜○○大教授が論文盗用、退職＞ 

 ○○大学は１４日、４月まで経営学部に在籍した元教授が、著書

に他の研究者の論文を盗用していたと発表した。４月２２日の常任

理事会で依願退職を認めた。懲戒処分はしていない。大学による

と、元教授は引用元を明記せずに２９カ所で計４４８行を他の論文

から転載しており、大学は盗用と判断した。他にも引用元の論文と

構成などがほぼ同じ部分があった。大学の調査に対して元教授は

盗用を認めた。 

 

187 ○○学院大学 

2019年05月11

日 

【不正行為】 

論文捏造・盗

用 

＜「でっちあげ」学院長を非難 架空の神学者・論文＞ 

 ○○学院のトップが懲戒解雇された。著作に引用するため、架空

の神学者や論文を捏造（ねつぞう）し、研究者や学内の調査委員会

に対する説明も二転三転させた。 

 

 ■立証妨害も認定 

 「でっちあげ」。１０日に同学院が開いた会見では、調査委員長の

Ｓ・○○学院大学副学長がＦ氏の不正行為について厳しい言葉で

指弾した。 

 「実在しない人物や論文及び借用書から捏造」「根拠なく結論が



別紙 

 5 / 9 

 

導き出された」――。人文系の研究不正では異例の捏造行為につ

いて、調査結果でも「極めて悪質」と切り捨てた。 

 問題となった「（著書名）」は、近代ドイツの神学を政治や社会との

関係から描いた本。そこで引用した論文とその著者について、調査

委はその双方が存在することを示す資料を求めた。しかしＦ氏は、

どちらも裏付ける資料を出せなかった。 

 また調査委はＦ氏の「立証妨害」も認定した。Ｆ氏の説明は揺れ動

き、そのたびに確認に追われたという。雑誌「図書」に掲載された論

考は、神学者の家の借用書や領収書とされる資料に基づくとされて

いた。ところが、Ｆ氏が提出した８枚の資料を調べると、別の神学者

が書いた議事録と判明した。 

 学院の外にも波紋が広がっている。「（著書名）」の版元のＩ書店は

すでに出荷を停止。「図書」での訂正・おわびの掲載については「報

告書を精査してから対応したい」としている。 

 Ｆ氏は、今回の調査対象とは別の著書で、昨年、○○賞を受賞し

ている。主催する○○新聞グループ本社広報部は「今後、外部有

識者らによる選考委員会で受賞の取り扱いを検討します」とコメント

を出した。 

 

 ■説明変転「レーフラー」３人 

 ５カ月間にわたった調査委の聞き取りは、「（Ｆ氏に尋ねるたびに）

振り回された」（Ｓ委員長）。実際、Ｆ氏の説明は二転三転した。 

 疑惑の発端は昨年９月、○○大のＯ准教授が学会誌で出した公

開質問状だ。焦点の一つが、先行する神学者の保守的な論理を厳

しく批判した「カール・レーフラー」が実在するかどうかだった。 

 Ｆ氏は公開質問状に対し、「Ｃａｒｌ Ｌｏｅｖｌｅｒ」というつづりは誤り

で、「Ｃａｒｌ Ｆｒｉｔｚ Ｌｏｆｆｌｅｒ」だったと回答。また、レーフラーの論文が

掲載された雑誌も、別の図録だったと訂正した。 

 Ｏ氏と○○新聞が図録を確認すると、よく似た「Ｆｒｉｔｚ Ｌｏｆｆｌｅｒ」名

は存在したが、ドイツの神学に関する記述は見当たらなかった。改

めてＦ氏に確認すると、「この図録ではありませんでした。お詫（わ）

びします」と回答があった。 

 調査委もレーフラーについて調べた。Ｆ氏は著書で引用したレー

フラーは「Ｆｒｉｔｚ Ｌｏｆｆｌｅｒ」だと主張したが、調査委は無関係の人物

と結論付けた。ところがＦ氏は「Ｆｒｉｔｚ Ｌｏｆｆｌｅｒには会ったことがあ

る」などと主張したという。 

 さらに、Ｆ氏は公開質問状に、「Ｒｏｌａｎｄ Ｌｏｆｆｌｅｒ」氏の業績からも

引用したとして、３人目のレーフラーを挙げていた。３月、○○新聞
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が実在する本人にメールで問い合わせると、「（Ｆ氏が言うようなヴ

ァイマール期と第三帝国時代のドイツの神学についての）研究をし

たことはない」と回答が返ってきた。 

 

186 ○○大学 

2019年04月20

日 

【情報漏洩】 

個人情報流出 

＜○○大の教授、患者データ紛失 １１９人分、海外出張中に＞ 

 ○○大は１９日、５０代の男性教授が欧州に出張中に１１９人分

の患者データを記録したメモリーなどを紛失したと発表した。データ

は、教授が診療していた○○市医療センターの透析センター外科

などや、○○県○○市の○○クリニックの患者のもので、氏名や生

年月日、手術の記録が含まれている。 

 大学によると、教授は１０日夕（日本時間１１日未明）、学会のた

めベルギーからオランダに列車で向かっていた際、患者の個人情

報を記録したＵＳＢメモリーやハードディスクが入ったかばんを紛失

したという。教授はオランダの警察に盗難届を出し、今のところ、被

害や不正利用の情報はないという。 

 大学の内規は個人情報の無許可での持ち出しを禁止している

が、教授は「移動時間などに記録の整理をするつもりだった。深く反

省している」と釈明しているという。大学は、対象者に文書で説明や

謝罪を行う。 Ｙ理事は会見で「今後再発防止に努めます。大変申

し訳ありませんでした」と謝罪し、教職員への研修を強化する考え

を示した。 

 

185 ○○大学 

2019年03月30

日 

【不正使用】 

旅費不正受給 

＜○○大院の教授、旅費不正受給か ９０００万円分、本人は反論

＞ 

 ○○大は２９日、大学院高等司法研究科の６０代の男性教授が

旅費の虚偽請求などで約９千万円を不正に得ていたとの調査結果

を発表した。大学は大半について返還を求める方針だ。 

 ○大によると、教授は２００４年の採用以来、○○県内の自宅から

通っているとして通勤・住居手当計約１４００万円を得た。だが○○

に自宅の実態はなく、年間の半分以上は東京都内に泊まり、自宅

は都内と判断。東京への出張として請求した交通費などが虚偽に

あたると認定した。また、国内外の出張を繰り返していたが成果が

ほとんど確認できず旅費の私的使用が約７千万円に上るとしてい

る。 

 教授の代理人弁護士は「出張は虚偽の用務ではない。大学側に

手続きを確認した上で処理をしていた」と反論している。 
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184 ○○大学 

2019年03月28

日 

【不正使用】 

旅費二重請求 

カラ出張 

兼業違反 

 

研究費の私的

流用 

納品検収の未

実施 

＜出張費を不正受給 ○○大、前学部長を停職＞ 

 ○○大学は２６日、出張費を不正に受け取っていた前福祉健康

科学部長を停職１０カ月の懲戒処分（２０日付）に、すでに退職して

いる医学部元教授を、寄付金を私的流用して高級家具を購入して

いたとして「停職処分相当」にしたと発表した。 

 大学によると、前学部長のＫ教授（５２）は２０１３年６月から１８年

１２月にかけ、出張先の学会や地方公共団体で講演して謝金と旅

費を受け取りながら、大学にも旅費を請求。不正請求は架空請求２

回を含め計３０回あり、約１１０万円を受け取っていた。また、講演も

無届けで、兼業手続き違反にもあたるとした。 

 昨年１２月に内部告発で発覚し、Ｋ教授は学部長を辞任。事実関

係を認めて謝罪しているという。 

 また、医学部のＭ・元教授（６６）は、定年退職する約１カ月前の１

８年２月下旬、医局で使う名目でソファ、机、書棚など計約１６１万

円分の家具１１点を購入依頼。業者には大学ではなく、退職後の勤

務先の○○市内の民間病院に納品させていた。 

 大学には教育や研究の継続に必要な物品は無償譲渡を受け、新

たな職場に持ち出せる制度がある。元教授はこれが適用されると

誤認していたという。不正の認識があったことは否定しているが、大

学への寄付金から支払われていた代金は全額返金したという。 

 家具購入では非常勤職員２人が、退職直前と知らず手続きを進

めたり、医局に納入されたか確認せずに書類に印鑑を押したりして

いた。譲渡手続きは実際にはとられていなかった。大学側は「そも

そも家具は譲渡対象にならず、申請があっても認められるものでは

ない」とする。 

 だが、元教授が非常勤職員とのやりとりの中で誤認した可能性が

残るといい、「故意の認定が難しく、（退職金返還を求められる）懲

戒免職相当にはできなかった」としている。 

 大学は、退職後で処分はできないが、元教授を「停職処分相当」

と決定。家具を納めた業者についても、大学との誓約書などに基づ

き相談するべきだったとして、１月１６日から４月１５日まで３カ月間

の取引停止処分とした。 

 

183 ○○大学 

2019年03月27

日 

【不正行為】 

論文データの

改ざん・盗用 

＜○大教授、論文不正 熊本地震の図、改ざん・盗用＞ 

 ○○大学は２６日、理学研究科のＲ教授（地震地質学）が２０１６

年１０月に発表した熊本地震に関する論文に、改ざんや盗用があっ

たとの調査結果を発表した。論文は米科学誌サイエンスに掲載さ
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れ、四つの図についてデータの改ざんや盗用が認められたという。

○大はＲ教授に対して、論文を撤回するよう勧告した。今後、処分

を行う予定。 

 論文は、熊本地震を引き起こした断層のずれが、阿蘇山の直下

にあるマグマだまりによって妨げられた可能性があるとの内容。も

しマグマだまりがなければ被害がより広範囲になった恐れがあると

分析していた。 

 ○大によると、１７年８月、大学の通報窓口に「論文の図表には見

過ごすことのできない多数のミスが散見される」として、データの改

ざんを疑う内容の通報が寄せられた。その後、外部委員を含む調

査委員会を立ち上げ、調査を進めていた。 

 Ｒ教授は、○○研究所や○○大学の研究者が作製した断層の動

きを示した図などを、自らの主張を裏付けるデータとして使ってい

た。しかし、引用した図の向きを変える過程で、元の図を正しく反映

しないなどの改変があったと認定した。 

 Ｒ教授は調査委に対し、四つの図が間違っていることは認めた

が、「論文の結論は間違っていない」と話しているという。 

 一連の不正行為について調査委は「故意に行われたものかどう

かは判断できなかった」としている。また、論文の共著者について

は、不正行為への関与はなかったと認定した。 

 

182 ○○大学 

2019年03月16

日 

【不正行為】 

論文データの

捏造・改ざん 

＜熊本地震波の論文、不正認定 ○大元准教授の計５本 捏造や

改ざん＞ 

 ○○大は１５日、大学院工学研究科の元准教授が２０１６年４月

の熊本地震の際に地震計で観測したとして公表したデータについ

て、捏造（ねつぞう）があったとの調査結果を発表した。計５本の論

文について、データの捏造や改ざんを認定した。 

 不正を認定した論文の一つは、熊本地震の本震の地震波を観測

したとして、○○大や○○研究所の研究者と共同で発表した。ほか

の研究機関の観測データを転用するなどの手法がみられ、熊本地

震や東日本大震災に関する別の４本の論文でも捏造や改ざんを認

定した。○大はこれらの論文について、出版社や共著者に取り下

げの検討を求めたという。 

 当初の聞き取りに対して本人は不正を認めなかったが、観測した

とされる元データなどは示さなかったという。また、○大と○○研の

研究者は、捏造への関与はなかったとした。 

 ○大によると、元准教授が関わった計４４本の論文について不正
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を疑う指摘があった。不正を認定した５本以外に１７本の論文で不

正が強く疑われたが、元准教授はすでに亡くなっており確認できな

かったという。会見した○大のＹ理事は「不正は長期かつ多数にわ

たって行われ、悪質度は極めて高い。科学研究に対する社会全体

の信頼を損なった」と話した。熊本地震を受けて安全対策に関する

報告書をまとめた国土交通省の担当者は「修正は必要だが、結論

に変更はなく影響は限定的だ」としている。 

 

 

 


