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はじめに 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という。）は、６つの大学共同利用機

関を設置し、各機関において人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する基礎

的研究を進めるとともに、各機関の連携協力を通して、人間文化に関する総合的で多様な研究

を展開させ、学術文化の進展に寄与することを目指している。 

 今般、機構が設置する、国際日本文化研究センターにおいて、翌年度に納入されているにも

拘わらず、関係書類に実際の納品日より前の日付を検査日として記載することにより、現年度

に物品が納品されたこととして処理すること（以下、「翌年度納入」という。）による研究費の

不適切な経理が判明した。 

このため機構は、当該取引と同様の事案がないか調査するため、「大学共同利用機関法人人間

文化研究機構の研究活動における不正行為の防止等に関する規程」（以下「不正防止等規程」と

いう。）に基づき機構内に調査委員会を設置し、機構本部及び機構が設置する６機関における平

成19年度から平成25年度の経理について調査を行うことを決定した。また、調査委員会は、

不正防止等規程に基づき、調査委員会の下に本調査チームを設置し、調査委員会としての事実

関係の確認、認定を行うに必要な各種調査を担当させた。 

本報告書は、調査委員会が平成19年度から平成25年度の契約案件を対象として行った調査

結果をまとめたものであるが、公表に際しては関与した職員として認定した個人名等は削除し

ている。 
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調査委員会の結論 

国際日本文化研究センターにおいて、架空発注、預け金といった不正使用は認められない

が、運営費交付金を財源とする47件（29,943,011円）の図書購入取引については、「翌年度納

入」による不適切な経理処理が行われていたと認定される。 

なお、この不適切な経理処理に関与したのは、国際日本文化研究センターの職員19名（元職

員を含む。）であり、また関係した取引事業者は22社である。 
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１．調査委員会の概要 

（１）調査委員会設置の経緯 

文部科学省からの通知に基づき、機構本部は、機構所属職員及び取引事業者に対して調査を

実施したところ、取引事業者1社から国際日本文化研究センターとの図書購入取引に関して、

翌年度納入にあたる取引に関係した旨の申告があった。 

当該申告に基づいて、機構は、平成 26年 8月 13日に公的研究費等の不適切な経理の有無に

関する追加調査を実施した。 

機構長は、平成26年9月8日の役員会において、不正防止等規程に基づき機構内に調査委員

会を設置し、機構本部及び機構が設置する６機関における平成19年度から平成25年度の経理

について調査を行うことを決定した。 

 

（２）調査委員会の任務 

調査委員会は、不正防止等規程に基づき、①不正の有無及び不正の内容、②関与した者及びそ

の関与の程度、③不正使用の相当額の調査・認定及び④不正発生要因の把握・分析を行うことを

任務とする。 

また、本調査を行うために本調査チームを設置することとした。 

 

（３）調査委員会の委員の構成 

号 氏名 所属・職名 

一 

一 

二 

三 

三 

三 

三 

小長谷有紀◎ 

平川 南 

影山太郎○ 

竹内啓博 

溝内健介 

小池良高 

井深順二 

人間文化研究機構理事 

人間文化研究機構理事 

人間文化研究機構 国立国語研究所長 

公認会計士・税理士 竹内事務所代表 

清水法律事務所 弁護士 

人間文化研究機構 本部事務局長 

人間文化研究機構 国文学研究資料館管理部長 

◎委員長、○副委員長 

 

第一号 統括管理責任者 （不正防止等規程第10条第2項第一号） 

第二号 部局責任者のうち最高管理責任者が指名する者 若干名（不正防止等規程第 10条第 2

項第二号） 

第三号 その他最高管理責任者が指名する者 若干名（不正防止等規程第10条第2項第三号） 
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（４）調査委員会の開催 

平成26年10月16日  第1回調査委員会 

平成26年11月12日  第2回調査委員会 

平成27年 1月22日  第3回調査委員会 

 

２．本調査チームの概要 

 調査委員会では、以下の本調査メンバーを任命し、公的研究費等の不適切な経理処理に関する

調査を実施することを決定した。 

（１）本調査チームの構成 

氏名 所属・職名 

小長谷有紀 

平川 南 

五味田將 

太田伸広 

植田敏也 

松本順一 

竹田智彦 

理事 

理事 

企画課長 

企画課課長補佐 

財務課長 

監査室長 

監査室監査係長 

 

（２）調査方法 

第１回の調査委員会において、調査の基本方針が協議・決定された。その決定を踏まえ、本調

査チームは、不適切な経理に関する事実関係等の調査を行い、当該調査結果を調査委員会に報告

する。 

調査対象組織 調査範囲 調査内容 

国際日本文化研究センター ①取引事業者1社から申告の

あった翌年度納入事案に関す

る調査 

②同様の事案が無いか、過去

7年間分の確認調査 

①公的研究費等の不適切な

経理の有無に関する調査ア

ンケートの確認 

②関係者（職員及び取引事

業者）へのインタビュー 

③取引の証憑突合、異常性

分析、現物確認 

機構本部 

国立歴史民俗博物館 

国文学研究資料館 

国立国語研究所 

総合地球環境学研究所 

国立民族学博物館 

同様の事案が無いか、過去 7

年間分の確認調査 

①公的研究費等の不適切な

経理の有無に関する調査ア

ンケートの確認 

②関係者（職員及び取引事

業者）へのインタビュー 

③取引の証憑突合、異常性

分析、現物確認 
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３．調査内容 

本調査チームが行った、公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査アンケートの確認、

関係者（職員及び取引事業者）へのインタビュー、取引の証憑突合、異常性分析、現物確認の概

要は以下のとおり。 

 

（１）公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査アンケートの確認 

取引事業者に対して機構が実施した調査アンケートの内容を確認するとともに、全ての職員

からアンケートの回答を入手したことを確認した。 

 

（２）関係者（職員及び取引事業者）へのインタビュー 

機構職員： 70名（元職員含む。）  取引事業者：1社 

 

（３）取引の証憑突合、異常性分析、現物確認 

機関名 証憑突合等の実施 

国際日本文化研究センター ①平成 19年度から平成 25年度の証憑突合及び異常性

分析の実施 

②現物確認（①の結果を踏まえて、異常性があると想定

される取引について実施） 

③取引事業者から入手した売上に関する証憑及びデー

タ等の関連証憑の確認 （※1） 

④その他補助資料の確認（※2） 

国際日本文化研究センター

以外の機関 

①平成 19年度から平成 25年度の証憑突合及び異常性

分析の実施 

②現物確認（①の結果を踏まえて、異常性があると想定

される取引について実施） 

 

  （※1） 上記①の調査を実施して不適切な経理処理と疑われる取引について、その取引事

業者から提供のあった関連証憑を調査した。（対象取引事業者；29社、依頼に対応し

書類提出のあった取引事業者；24社） 

  （※2） インタビュー等により確認できた内部資料 
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４.調査結果 

国際日本文化研究センターにおける運営費交付金を財源とする図書購入取引において、47

件（29,943,011円）の翌年度納入による不適切な経理処理が行われていた。ただし、翌年度

納入で購入された全ての図書は、国際日本文化研究センターが研究活動を行う上で必要とす

る図書であった。 

なお、この不適切な経理処理に関与したのは、国際日本文化研究センターの職員19名（元

職員を含む。）であり、また関係した取引事業者は22社である。 

また、国際日本文化研究センター以外の機関（機構本部、国立歴史民俗博物館、国文学研究

資料館、国立国語研究所、総合地球環境学研究所及び国立民族学博物館）においては、不適切

な経理処理は無かった。 

国際日本文化研究センターで確認された不適切な経理処理の詳細は以下のとおりである。 

 

（国際日本文化研究センターで確認された不適切な経理処理案件） 

年度 件数 職員数 事業者数 金額 備考 

平成19年度 0件 0名 0社 0円 － 

平成20年度 1件 2名 1社 40,067円 ※1 

平成21年度 0件 0名 0社 0円 － 

平成22年度 0件 0名 0社 0円 － 

平成23年度 43件 15名 21社 29,326,486円 ※2 

平成24年度 2件 3名 2社 174,050円 ※3 

平成25年度 1件 2名 1社 402,408円 ※4 

 

合計 

 

47件 

 

22名 

 

25社 

 

29,943,011円 

職員数、事業者数の合計

は、年度間で同一の職員、

事業者があるため、実数

は19名、22社 

 

 ※1（平成20年度の内容）件数1件、職員数2名、事業者数1社、金額40,067円 

会計伝票及びその会計証憑（納品書等）は平成20年度の納品日付となっていたものの、

取引事業者から入手した資料（売上に関する証憑及びデータ等）は平成21年度の納品日

付となっていたものである。 

 

 【関与した職員】 

情報管理施設職員は①契約決裁権限者として支払手続きの際、当該年度納品分として

確認印を押印（承認）した。②検査職員として、実際の納品日と異なる日付の納品書に押

印（承認）した。 

 ※取引事業者に事実と異なる書類の作成を指示した者は特定できなかった。 



7 
 

 

   【関係事業者】 

    関係証憑の提出により、翌年度に納入し実際の納品日と異なる日付の納品書を作成し

たことが判明した。  

 

※2（平成23年度の内容）件数43件、職員数15名、事業者数21社、金額29,326,486

円 

当該年度末に運営費交付金財源に多額の予算未執行残額が発生し、当該予算を翌年度4

月に入ってから図書の購入に充てた旨の内部資料の存在が確認された。 

 

 【関与した職員】 

管理部職員は、平成 24年 4月に、平成 23年度の予算の執行状況を確認したところ、

多額の予算未執行残高が判明した。①この残額を執行するため、図書の翌年度納入によ

る取引を行うことを承認し、②情報管理施設への追加予算配分を行い、③翌年度納入に

なることを承知したうえで同施設に対して予算執行の要請を行った。 

情報管理施設職員は、平成 24年 4月に、管理部職員から平成23年度予算の追加配分

による図書の購入を要請された。不適切な経理処理であることは認識していたが、図書

の翌年度納入による取引を実行した。④その際、研究資料委員会（以下「委員会」という。）

の承認が必要な50万円以上の高額図書についても購入が必要と考え、委員会委員長に3

月に遡及して書面協議による委員会を開催することを提案し、承認を受け開催した。取

引事業者に対しては、実際の納品日と異なる日付の納品書を作成するよう指示した。 

⑤委員会委員長は、情報管理施設職員からの提案を受け 3月に遡及して書面協議によ

る委員会を開催することを承認し、4月開催にも拘わらず3月に遡る書面協議の審議議案

について承認を行った。 

⑥また、委員会委員（9名）は、4月開催にも拘わらず3月に遡る書面協議の審議議案

について承認を行った。 

⑦なお、情報管理施設職員は契約決裁権限者として支払手続きの際、当該年度納品分と

して確認印を押印（承認）するとともに、検査職員として、実際の納品日と異なる日付の

納品書に押印（承認）した。 

  

【関係事業者】 

  関係証憑の提出により、翌年度に納入し実際の納品日と異なる日付の納品書を作成し

たことが判明した。  
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※3（平成24年度の内容）件数2件、職員数3名、事業者数2社、金額174,050円 

会計伝票及びその会計証憑（納品書等）は平成24年度の納品日付となっていたものの、

取引事業者から入手した資料（売上に関する証憑及びデータ等）は平成25年度の納品日

付となっていたものである。 

  2件のうち1件は、取引事業者に対して実施した公的研究費等の不適切な経理の有無に

関する調査アンケートにより、不適切な経理処理が判明した取引である。 

 

【関与した職員】 

情報管理施設職員は①契約決裁権限者として、支払手続きの際、当該年度納品分として

確認印を押印（承認）した。②調査アンケートにより判明した1社との取引については、

翌年度納入になることを承知したうえで図書の発注を行い、実際の納品日と異なる日付

の納品書を作成するよう指示した。③検査職員として、実際の納品日と異なる日付の納

品書に押印（承認）した。  

※1社との取引については、取引事業者に事実と異なる書類の作成を指示した者は特定

できなかった。 

 

   【関係事業者】 

    インタビュー及び関係証憑の提出により、翌年度に納入し実際の納品日と異なる日付

の納品書を作成したことが判明した。  

 

   ※4（平成25年度の内容）件数1件、職員数2名、事業者数1社、金額402,408円 

会計伝票及びその会計証憑（納品書等）は平成25年度の納品日付となっていたものの、

取引事業者から入手した資料（売上に関する証憑及びデータ等）は平成26年度の納品日

付となっていたものである。 

 

【関与した職員】 

情報管理施設職員は、①翌年度納入になることを承知したうえで図書を発注し、②契約

決裁権限者として支払手続きの際、当該年度納品分として確認印を押印（承認）するとと

もに、検査職員として、実際の納品日と異なる日付の納品書に押印（承認）した。  

※取引事業者に事実と異なる書類の作成を指示した者は特定できなかった。 

  

【関係事業者】 

 関係証憑の提出により、翌年度に納入し実際の納品日と異なる日付の納品書を作成し

たことが判明した。 
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５．不適切な経理処理発生の背景と原因分析 

不適切な経理処理に関与した職員は、発生主義を理解し、各年3月31日までに納品が完了し

ない場合には翌年度取引として経理処理を行う必要があると認識していた。 

管理部職員は予算は残さず全て執行すべきとの意識があり、特に平成 23年度においては、3

月中の予算執行状況のモニタリングが不十分であったため、予算未執行残高が多額となり、次年

度予算の削減の可能性や図書等の資料の充実化を図る等の理由により、予算配分の承認組織で

ある所内会議の承認を得ずに、管理部職員から情報管理施設職員に図書の翌年度納入により予

算を執行することを要請したものであるといえる。 

情報管理施設職員は受注業者と事前に購入図書の品定めや品質チェックを行うため、正式な

発注前から綿密なコミュニケーションを図っており、発注後直ちに納品が可能であり、かつ、納

品書や請求書等の証憑書類の記載も融通が可能である等の取引上の慣習があった。そのため、図

書の購入により予算執行が行われることが慣習化されていたと考えられる。 

 

（１）職員の意識・慣習 

 以下のとおり、通常、実施すべき予算配分や執行、取引の発注や検査に関する統制を遵守すべ

きとの職員の意識が不十分であったといえる。 

l 各職員は予算の執行管理について、すべての予算を年度内に使い切らなければならないとの
意識があった。 

l 少額の図書購入取引は、管理者の発注承認が事後となることがあった。 
l 納品の事実を裏付ける納品書の日付は、取引事業者に対して、空欄若しくは担当職員が指定
した日付を指示し取引事業者がその指示に従うという慣習があった。 

l 納品書に記載する検査日付は、実際の検査日付ではなく、納品書に記載された日付とする慣
習があった。 

l 管理者は、検査行為について担当職員任せになっており、抜き打ちチェック等を実施してい
なかった。 

 

（２）事前発注承認体制について 

 「人間文化研究機構会計規程」及び「人間文化研究機構契約事務取扱規則」等では、契約責任

者は契約事務を適切に行うものとして、見積書の徴取、業者の選定及び業者への発注を行うこと

とされている。 

しかしながら、図書購入に係る事前発注承認体制について、管理者の承認が事後となることが

あった。 

l 図書購入取引について、事前に管理者の承認を得て発注されることが徹底されていなかっ
た。 
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（３）納品検査体制について 

 「人間文化研究機構会計規程」及び「人間文化研究機構契約事務取扱規則」等では、契約責任

者自ら又は他の職員に命じて、契約書その他関係書類に基づいて、その受ける給付の完了の確認

をするため必要な検査をしなければならないとされている。 

しかしながら、以下のとおり、図書購入に係る納品検査体制について、その規程等に基づかな

い体制が検出された。 

l 検査時に発注リストと現物の確認が行われていなかった。 
l 検査者は納品書に記載された日付を検査日として記入する慣習があった。 
l 納品書には担当職員 1名の検査印しかなく、他の職員によるダブルチェックが行われてい

なかった。 

l 管理者による抜き打ち検査チェック体制がなかった。 
 

（４）取引事業者に対する指導・監督 

 以下のとおり、取引事業者に対して、納品書日付の記載方針等に関する指導・監督について不

適切な取引が検出された。 

l 日付のみが手書きの納品書があった。 
l 担当職員の指定した任意の日付を納品書に記載しているものがあった。 
 

  



11 
 

６．国際日本文化研究センターにおける再発防止に向けての提言 

 本調査チームにおける調査の過程で得られた事実をもとに、調査委員会において以下のと

おり提言をとりまとめた。 

 

（１）職員の意識改革 

 ・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに即した教育研修 

研究費の不適切な経理は、機構に対する国民の信頼を損なう行為であり、ひいては機構にお

ける研究活動の実施を危うくする行為である。そのため、職員がそのことを理解し、不適切な

行為を抑制するため、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに即した研修

を実施する必要がある。 

 

（２）予算管理 

 ・予算の早期執行及び再配分 

  早期の予算執行を円滑に行うことができるようにするため、予算の適切なモニタリングに

対応するための体制を整備する必要がある。 

 

（３）発注管理 

 ・図書購入手続の透明化 

  管理者の承認印がない発注リストは取引事業者に提出できない体制を整備する必要がある。 

 

（４）検査管理 

 ・発注者から独立した検査者の配置等 

  従来、管理部及び情報管理施設の一部の課において、契約権限及び検査権限が同一課内の職

員に委任されており、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインにおいて求め

られている「第三者による実効性のあるチェック（牽制機能）」が現体制では十分に機能して

いない。そのため、今後は全ての物品購入契約において、両課から独立した検査者の配置、若

しくは管理者による抜き打ちチェックの体制等を整備する必要がある。 

 

（５）通報 

 ・通報窓口設置の周知 

機構本部に通報窓口が設置されている旨、機構内外へ改めて周知徹底する必要がある。 

 

（６）取引事業者への協力要請 

  取引事業者に対して、不適切な経理処理が発生しないよう、協力を要請する必要がある。 
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おわりに 

 平成26年8月5日に機構本部に届けられた申告を受け、平成19年度から平成25年度の契約

案件について調査した結果、架空発注、預け金といった不正使用は認められないが、47件

（29,943,011円）については、翌年度に納入されているにも拘わらず、関係書類に実際の納品

日より前の日付を検査日として記載することにより、現年度に物品が納品されたこととして処

理をする翌年度納入と分類される不適切な経理処理であると認められる。 

 この47件の不適切な経理処理には、職員19名（元職員を含む。）が関与し、関係した取引事

業者は22社であった。 

 今後、同様の事象が再発することを防ぐためには、本報告書の原因分析、提言を参考にし

て、職員に対する教育、現行の経理処理体制等の総点検、取引事業者に対する指導等について

具体策を整備する必要がある。機構として、多額の公的資金を使用する研究活動は、機構に対

する国民の皆様の信頼に支えられて初めて成り立つことを全職員が再度認識し、一丸となって

信頼回復に努めることが必要である。 


