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次年度に納品される物品などについて、
当年度中に支払うための請求書を取引
業者に準備させ、支払手続を行う行為で
す。事情により納品が遅れる場合は、
産業研究所事務室に相談してください。

預け金 Money deposit

品名替え Name change

期ずれ FY straddle

物品やサービスの購入は、本学のルールに従い、納品事実に基づいた処理を行うように注意
してください。予定外の事態が発生した時は、産業研究所事務室に相談してください。
Please make sure to follow the rules of the university when you purchase goods or services, 
and to process them based on the fact of delivery. If unexpected situations arise, please con-
sult with the the Institute for Industrial Research Office.

This is the act of generating excess re-
search budget and making vendors 
manage i t .  There are many cases 
where researchers make vendors issue 
invoices with inflated amounts when 
purchasing research goods or services, 
and make their institutions pay for the 
invoiced amount.

This is the act of having vendors pre-
pare invoices for goods to be delivered 
in the next fiscal year but to be paid in 
the current fiscal year, and processing 
the payment. If delivery is to be delayed 
for a reason, please consult with the 
Institute for Industrial Research Office.

This is the act of making vendors pre-
pare delivery notes or invoices for items 
different from the ones actually pur-
chased, and processing the payment. 
Please avoid purchasing items that are 
not allowed in the regulations of the uni-
versity or your fund.

研究費を余らせて、取引業者に管理させ
る行為です。研究用の物品やサービス
（役務）の購入時に、実際よりも高額な
請求を業者に行わさせて、研究機関から
費用を支払わせる事例が多く見られま
す。

実際の購入品とは異なる品名の納品書や
請求書を取引業者に準備させ、支払手続
を行う行為です。本学や補助金のルール
で認められていない物品をムリに購入
することは避けてください。

通報・相談窓口は裏面をご参照ください
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過去の不正を知っておく事は、不正を避けるために有効です。研究者が不正を起こす原因は
さまざまですが、必ずしも私欲によるものばかりでもありません。これからご紹介するのは、
勘違いがもとで不正を行ってしまった事案です。関東地方の国立大学に所属するA教授は、
研究時間の不足を常々感じており、着任時より分析・解析などの外注を利用していました。
これら外注費の原資であった民間企業からの寄附金は年々減少する状況下でありましたが、
分析の外注費を科学研究費補助金等で支払うのは難しいとA教授は誤認していました。そこ
で、A教授は分析を依頼する業者と相談し、「品名替え」の操作を行うことを考えたのです。
つまり業者は A教授の指示どおりに消耗品の納品明細を作成し、その消耗品を事務部門に
持参し検収を受け、その後、研究室に運び事務補佐員から受領印を受けた後に当該消耗品を
持ち帰ることにしました。このようにして、分析・解析費用を品名替えして支払うことが常態
化したのです。最終的に、この件は本人の申し出によって明らかになりました。本件において
A教授は不要な会計操作に腐心していたのです。これは、正しい知識を持つ
ことが、自身を守ることにつながる事が良く分かる事例です。

Knowing about past fraud cases can help you avoid fraudulent acts. Though there are various reasons 
that drive researchers toward fraud, it is not always selfishness that causes fraud. Here is a case of 
fraud that derived from misunderstanding. Professor A, who belonged to a national university in the 
Kanto region, had always felt that he did not have enough time for research, and had been using a 
subcontractor for analysis since taking up his position. While the private fund he used for the subcon-
tract fees had been decreasing year by year, Professor A mistakenly believed that it was not allowed 
to use the Grant-in-Aid for Scientific Research fund to pay for the subcontractor. Therefore, Professor 
A consulted with the subcontractor undertaking the analysis and came up with the idea of conducting 
"name change." In other words, the subcontractor prepared delivery details of consumables as 
instructed by Professor A, brought the consumables to the administrative department for receiving 

inspection, received a receipt stamp from the administrative assistant at Professor A’ s laboratory, 
and then took the consumables back. In this way, paying the subcontract fees for analysis under 

altered item names became a regular occurrence. In the end, this matter was discovered 
through selfreporting, as Professor A had been struggling with unnecessary manipulation 

of accounting. This is a good example of how having correct knowledge can help you 
protect yourself.

Actual case of fraud

実際の不正事案
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