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はじめに

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（現、国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構）が平成26年3月28日に公表した不適正な経理処理事案にかか

る調査報告書（中間報告）を受けて、独立行政法人農業生物資源研究所（現、国立研

究開発法人農業生物資源研究所。以下「生物研」という。）においてもDNA合成製品

等の契約に際して適正な経理処理がなされているかどうかについて調査を行うことと

した。

その後、調査の過程で、預け金等の不適正な経理処理が行われていたことが疑われ

る事案が判明した。

これを受け、生物研は、平成26年8月22日付けで外部専門家３名（弁護士１名、公

認会計士２名）、内部委員１名の計４名による調査委員会を立ち上げ、全容解明に向

けて調査を実施し、その結果については、平成26年12月19日に中間報告として公表し

たところである。

平成26年12月の中間報告以降も全容解明に向け調査を継続してきたところである

が、今般、調査が終了し、その全容がまとまったので報告する。
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Ⅰ 調査結果

平成26年12月の中間報告以降も、引き続き生物研の契約データと取引業者の証憑

書類との突合並びに研究職員、経理担当職員及び取引業者への聞き取り調査を実施

した。

その結果、不適正な経理処理として確認された事実は以下のとおりであった。

（単位：人、円）

平成２６年１２月 平成２６年１２月中間報告以降 平成２７年１２月

態 様 判明した不適正な経理処理額の増減 最終報告 うち、不正使用
中間報告

増 減 不適正な経理処理 金額 関与人数

プリペイド方式 169,974,031 6,732,583 △29,130,311 147,576,303 315,000 1

ポストペイド方式 16,924,846 - △16,924,846 - - -

預け金 208,517,346 14,498,438 △90,588,014 132,427,770 117,337,616 40

一括払 62,526,962 96,751,784 - 159,278,746 155,325,967 32

差替え 1,804,950 1,332,786 - 3,137,736 1,294,986 4

翌年度納入 - 5,098,275 - 5,098,275 - -

前年度納入 - 5,121,995 - 5,121,995 - -

先払い - 7,867,167 - 7,867,167 - -

契約前納入 - 111,104,271 - 111,104,271 - -

延べ人数
計 459,748,135 248,507,299 △136,643,171 571,612,263 274,273,569 77

実人数
48

※１ 中間報告において、ポストペイド方式として計上していたものは、会計検査院の決算検査報

告に掲記された例に従い、前年度納入又は契約前納入として整理した。

※２ 不正使用：故意若しくは重大な過失により対象資金の他の用途への使用又は対象資金の交付

の内容やこれに附した条件に違反した使用

生物研の会計規程等に違反する「不適正な経理処理」に該当すると認められる契

約は、571,612,263円であったことが確認された。

このうち「不正使用」※に該当する契約は、274,273,569円であり、関与した職

員は48名であったことが確認された。

１．プリペイド方式

①平成26年12月中間報告 169,974,031円

②中間報告以降の調査により新たに確認された事実 6,732,583円

③態様の分類変更等に伴う減 △29,130,311円

④不適正な経理処理合計（①＋②＋③） 147,576,303円

⑤うち故意又は重過失が認められ不正使用に該当するもの 315,000円
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（関与した職員 1人）

２．ポストペイド方式

①平成26年12月中間報告 16,924,846円

②態様の分類変更等に伴う減 △16,924,846円

③不適正な経理処理合計（①＋②） 0円

３．預け金

①平成26年12月中間報告 208,517,346円

②中間報告以降の調査により新たに確認された事実 14,498,438円

③態様の分類変更等に伴う減 △90,588,014円

④不適正な経理処理合計（①＋②＋③） 132,427,770円

⑤うち故意又は重過失が認められ不正使用に該当するもの 117,337,616円

（関与した職員40人）

４．一括払

①平成26年12月中間報告 62,526,962円

②中間報告以降の調査により新たに確認された事実 8,316,307円

③態様の分類変更等に伴う増 88,435,477円

④不適正な経理処理合計（①＋②＋③） 159,278,746円

⑤うち故意又は重過失が認められ不正使用に該当するもの 155,325,967円

（関与した職員32人）

５．差替え

①平成26年12月中間報告 1,804,950円

②中間報告以降の調査により新たに確認された事実 781,536円

③態様の分類変更等に伴う増 551,250円

④不適正な経理処理合計（①＋②＋③） 3,137,736円

⑤うち故意又は重過失が認められ不正使用に該当するもの 1,294,986円

（関与した職員 4人）

６．翌年度納入

中間報告以降の調査により新たに確認された事実 5,098,275円

７．前年度納入

①中間報告以降の調査により新たに確認された事実 864,697円

②分類変更等に伴う増 4,257,298円

③不適正な経理処理合計（①＋②） 5,121,995円

８．先払い

中間報告以降の調査により新たに確認された事実 7,867,167円
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９．契約前納入

①中間報告以降の調査により新たに確認された事実 68,935,385円

②分類変更等に伴う増 42,168,886円

③不適正な経理処理合計（①＋②） 111,104,271円

プリペイド方式：DNA合成製品の購入に当たり、研究員名等を製造メーカーに登録してDNA合成

製品の購入に用いるポイントを保有するための口座を開設し、DNA合成製品の購入

代金を販売代理店を通して製造メーカーに前払して、その口座にDNA合成製品の購

入可能量に応じたポイントを保有しておき、研究員が研究等の進捗に応じて必要

なDNA合成製品を製造メーカーに連絡するとDNA合成製品が納入されて口座から納

入に応じたポイントが引き落とされる方式

預け金 ： 研究員が販売代理店に架空の取引を指示するなどして、契約した研究用物品が納

入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成させることな

どにより法人に代金を支払わせ、当該代金を同代理店に預け金として保有させて、

後日、これを利用して契約した研究用物品とは異なる物品を納入させるなどして

いた事態

一括払 ： 研究員が、契約依頼票の提出等の正規の会計経理を行わないまま、随時、販売代

理店に物品を納入させた上で、後日、納入された物品とは異なる研究用物品の納

品書等を提出させて、これらの研究用物品が納入されたとする虚偽の内容の関係

書類を作成させることなどにより、法人に代金を一括して支払わせるなどしてい

た事態

差替え ： 研究員が、販売代理店に虚偽の納品書等を提出させて、契約した研究用物品が納

入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成させることな

どにより法人に代金を支払わせ、実際には契約した研究用物品とは異なる物品に

差し替えさせるなどしていた事態

翌年度納入：研究用物品が翌年度に納入されていたのに、研究員又は納品検査を行う職員（以

下「検査職員」という。）が、関係書類に実際の納品日より前の日付を検査日と

して記載する事などにより、研究用物品が現年度に納入されたこととして法人に

代金を支払わせた事態

前年度納入：研究用物品が前年度に納入されていたのに、研究員又は検査職員が、関係書類に

実際の納品日より後の日付を検査日として記載することなどにより、研究用物品

が現年度に納入されたこととして法人に代金を支払わせていた事態

先払い ： 研究用物品は年度内に納入されていたが、研究員又は検査職員が、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などにより、実際に研究用

物品が納入されるよりも先に法人に代金を支払わせた事態

契約前納入：研究用物品は年度内に納入されていたが、契約手続きが行われないまま納入され

ていたのに、研究員又は検査職員が関係書類に実際の納品日より後の日付を検査

日として記載するなどにより、研究用物品が、契約締結後に納入されたこととし

て法人に代金を支払わせていた事態

10．生物研が取引業者に振り込んだ契約代金は研究用物品等として費消されている。

併せて、当該物品等について研究用以外での使用の事実はなかった。
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Ⅱ 要因分析

１．取引業者と研究職員の直接的な接触

DNA合成製品の購入の場合、その塩基配列は個々に異なり、オーダーメイド的な

色彩が強く、研究職員等が業者と直接情報交換することもやむを得ない等、研究上

の便宜を図ることを優先するとの意識があった。また、機器の修理については、依

頼の都合上まず業者に現場に来てもらって機器の状態を確認したのちに契約依頼を

行う必要があった。

このため、取引業者と研究職員が日常的に接触する中で、取引に関する交渉を直

接行うようになった。

２．契約・検収部門の対応

（１）契約部門

① 契約部門の体制不十分

多くの研究職員が、通常の契約取引では研究の進捗状況に応じて必要な異な

る塩基配列のDNA合成製品が迅速に発注・納入される体制が十分でないとの意

識を持っている中で、DNA合成製品の特性や研究職員の意識に対応できるよう

な契約方式や適正なチェック機能が働く体制がとられてこなかった。

また、内部牽制の有効性を機能させるために契約担当職員と検収担当職員を

分けていたが、そのデメリットとして、契約担当職員が納品の際に検収に関わ

っておらず、納品された現物を確認する機会を逸していた。

② 最新の研究用物品等に対する認識不足

契約部門では、プリペイド方式等については、例えば「DNA合成キット」と

いう名称から、一件の契約で、一つの物品が一回納入される通常の適切な取引

であると解して、会計規程上認められていない前払いに該当するものではない

と判断する等、最新の研究に対応した物品等に対する認識が不足していた。

（２）検収部門

① 検収部門の体制不十分

検収部門においては、DNA合成製品等について、研究職員のサイン等による

納入確認によって検収を行ったと解する等、物品等の特性、納入形態の差異に

応じて、検収担当職員が全ての取引の検収を行う体制となっていなかった。

また、年々管理部門の担当者が削減される中で検収業務を専任ではなく、他

の業務の傍ら行わざるを得なかったことも要因の一つである。

さらに、研究職員と契約担当職員、検収担当職員間、あるいは、契約担当職

員と検収担当職員間の意思の疎通が十分になされていなかったことも、結果と

して、プリペイド方式による取引が生物研の規程等に反することを漫然と見過

ごしてしまう要因となったのではないかと思われる。

② 事後チェック体制の不存在

預け金等の場合、取引業者は、検収終了後に当該物品を持ち帰ってしまうな

どの行為を行っていたが、このような事態を検収後にチェックできる体制が整

っていなかった。

③ 最新の研究用物品等に対する認識不足
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「DNA合成キット」のプリペイド方式による取引について、実際には納品の確

認をせず、検収していないのに、取引業者の言われるままに納品書を確認する

ことのみにより検収を行ったことにしていたなど、検収業務に対する認識が極

めて不十分であった。このように、確実に現物の確認を行うといった本来の検

収業務の職務を全うしていたとは言えない状態であった。

３．研究職員等の公的研究費に対する認識

プリペイド方式等や預け金等は、研究用に必要な物品の購入や役務に使用されて

おり、研究用以外の使用は確認されていないことから、研究費は研究目的にのみ使

用するという意識は生物研内で共有されていたと考えられる。

他方で、研究職員は、正規の発注手続では納入までに時間がかかる、思うような

研究活動ができない、必要な時にいつでも使える予算が欲しい等と考え、研究上の

便宜を図ることを優先する面があった。研修は行われていたものの、研究職員の意

識を変えるには不十分であった。

国民の税金を原資とする公的研究費については、使途のみならず執行方法につい

ても適正性・透明性を確保することが必要であるという意識の欠如が、今回の不適

正な経理につながったといえる。

４．会計システムのＩＤ、パスワードの管理の不徹底

本来、会計システムのＩＤ、パスワードは、予算を管理する権限を有する者が責

任を持って管理すべきものである。しかし、研究者が研究活動の傍ら予算管理の責

任をも負うこととなり、予算を管理する自らのＩＤを保有する者が、同じ研究室の

研究職員、あるいは、同じプロジェクトを担当している研究職員、場合によっては

契約職員に、その情報を安易に伝え、会計システムからの購入依頼を行わせていた

事例が一部見受けられた。その結果として、予算を管理する者が知らないところで

預け金をプールするなどの行為が行われる結果となっていた。

これに対し、生物研として、他人にＩＤ、パスワードを教えて使用させた場合の

処分等の規程が整備されていなかった。
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Ⅲ 今後の対応

平成26年12月の中間報告の際に報告した再発防止策に取り組んできたところであ
るが、その後の調査結果等を踏まえ、追加で以下のとおり取り組む。

１．検収の徹底
平成27年2月に専任の検収担当部署を設置し、検収の一元化を図るとともに、

検収を行った物品が取引業者に回収されて使い回されることが無いよう、目印を
付す等の対策を行ってきたが、さらに検収が確実に実施されたことを確認できる
仕組みとして、検収物品の写真を撮るなど現物を伴わない検収にならないような
体制を構築するとともに、検収の徹底状況を確認するため、随時、取引業者、研
究職員及び経理担当職員に対して実地検査を実施する。検収物品について撮った
写真を研究室等への抜き打ち監査等の事後チェックにも活用する。

２．職員の意識改革に向けた研修の実施
経理担当職員は、会計処理に際して、実際に納品された日を納品日として処理

することを徹底し、例えば、翌年度の納品になることが明らかになった際には一
旦契約を解除し、翌年度において改めて契約を行うなど実態に即した経理処理を
行う。

３．会計システムのＩＤ、パスワードの厳重管理
会計システムのＩＤ、パスワードについては、他人に教え使わせてはいけない

ことをしっかりと周知徹底する。特に、ＩＤ、パスワードを持たない契約職員が、
他人のＩＤ、パスワードを使って発注することがないように指導する。それがで
きない研究室については、一定期間契約職員を雇用できないとした厳しい対応を
取るとともに、ＩＤ、パスワードを使わせた者に全責任を取らせる仕組みを明確
にする。
そして、パスワードは定期的に変更し、安易に契約職員によるＩＤ、パスワー

ドの使い回しが起きないようにする。

４．業務分担の適正化の検討
上記３により、研究者が予算管理の責任を負うことによって研究活動に負荷が

生じるあまり、現場において会計ルールに則らない便宜的な対応がとられること
のないよう、以下のことを実施する。
(１) 業務の実態を把握し、適切な業務分担ができるように、業務分担の見直し

を適時に行う。
(２) 業務分担の見直しに併せて、システム上の権限割当の見直しも適時に行う。
(３) 発注部門において、「発注依頼」と「依頼内容の承認」を分担して実施す
る場合には、承認が形式的な作業にならないよう、チェックが有効に実施で
きる仕組みを構築する。

５．生物研全体の取組みとして、適切な業務遂行の障害となっている事項を把握し改
善策を講ずる仕組みの構築を検討する。

以上について、生物研は職員への意識改革を図るべく、ルールの徹底や教育研修
を徹底する。
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（参考）

○ 調査委員会の構成

委員長 吉岡 隆久（弁護士）

委 員 小林 保弘（公認会計士）

委 員 坂本 祐輝（公認会計士）

委 員 村上 堅治（生物研審議監）（H27.4.30まで）

○ 調査委員会の開催状況

第１回 平成26年 8月26日 調査方針・スケジュール等について

第２回 10月10日 調査の進捗状況について

第３回 11月21日 調査の結果、再発防止策等について

第４回 12月 3日 中間報告書（案）について

第５回 12月15日

～16日（持ち回り）中間報告書の決定について

第６回 平成27年 3月20日 再発防止策（中間報告）の対応状況について

第７回 7月31日 追加及び新規案件に係る調査経過報告並びに今後

の対応について

第８回 10月 9日 会計検査院の実地検査による新たな事案への対応

について

第９回 11月24日 第2次調査報告書の構成について

第10回 11月30日 第2次調査報告書（案）について

第11回 12月10日

～11日（持ち回り）第2次調査報告書の決定について


