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一１）

Ⅰ）事件の発端
2013年 9 月24日午後 1：29、パソコンにメールが入っ
た。ロンドンからである。
「2013 Global Conference on Environmental Dynamics, Science and Technology in London」と銘打った国
際学会の案内である（Photo 1）
。この学会がカバーする
研究領域は 20〜30 分野にも及び、11 月 25 から 5 日間ロ
ンドンの Bolton Palace Hotel で開催されるとある。

Photo 2 「1st ASIAN FOODS SAFETY
AND SECURITY ASSOCIATION」での特別講演

Ⅱ）口頭発表としての演題採用通知
日本は developing country ではないが、2011 年に東日
本大震災を経験しているのでアブストラクト（500 字）を
Photo 1

ロンドンで開催される国際学会案内メール

送ってみたところ採用するとの返事がきた。そして「学
会場である Bolton Palace Hotel へ宿泊予約するように」

前年の 2012 年 9 月に「第一回アジア

食の安心・安

。
との指示もあった（Sep 30th）

全学会」が大阪で発足した。その学会で「EarthquakeCaused Tsunami, Infection And Nuclear Plant Accident
。その
in Japan」の演題で特別講演をした 1 ）（Photo 2 ）
ときのレジュメが目に留まり今回の「詐欺学会」の案内

Dear Jin-Ichi Sasaki
2013年9月30日 17:54
Hirosaki University of Health Science, Japan.

がきたものと思われた。
本案内で、特別に関心を持ったのは次の文章である。

「Registration is free of charge for delegates from
developing countries. Also free flight tickets, travel
insurance, visa fees and pert diem will be provided for
all paper presenters and participating delegates」
１）弘前医療福祉大学

短期大学部

We have looked at your abstract titled: “Quake-Caused
Catastrophe and Post Fact Report from Japan-Tsunami,
Infection, and Radioactivity”
Your abstract is acceptable for oral presentation; send
in the full paper for review and inclusion in our final

救急救命学科
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program of event which will enable your presentation
at the Global Conference on Environmental Dynamics,
Science and Technology session slated for 25th – 29th
November, 2013 at the Bolton Palace Hotel. Also log
on www.gcedst2013.org.uk to complete the registration
and access grant application forms respectively to enable
the Global Conference on Environmental Dynamics,
Science and Technology Committee fund your air ticket,
visa fee, travel insurance and per diem.
To enable our sponsors approve and disburse your access
grant at the earliest, all delegates were instructed to
include the cost of their hotel reservations in per diem
for reimbursement during the disbursement of the access
grant. Send in your hotel reservation receipt issued by
Bolton Palace Hotel, the venue of the Global Conference
on Environmental Dynamics, Science and Technology to
enable the GCEDST 2013 Organizing Committee issue
your invitation letter and disburse your access grant
within two working days on receipt of your reservation
receipt. Email: Bolton Palace Hotel <reservations@
boltonpalacehotel.co.uk> to book your hotel reservation
immediately.
We look forward to meeting your delegation in London!
Congratulations!!
Regards,
Dr. Mike Lawrence,
Conference Chairman
241b, Hoe Street, Walthamstow,
London, E17 9PP, United Kingdom.
Ph: +44 7053828354
Fax: +44 8435241465
Email: conference@gcedst2013.org.uk

Photo 3

口頭発表の「Notiﬁcation of Acceptance」

Ⅲ） ホテルの予約手続き
学会まで 2 ヶ月を切っていたのでホテル予約の手続き
を始めた。ところが記載されているアドレスにつながら
。
ない。Mike に問い合わせをした（Oct 2 nd）

Dear Jin-Ichi Sasaki
2013年10月2日 2:52
Hirosaki University of Health Science, Japan.
What I sent to you was the hotel e-mail address not their
website, here is their website: www.boltonpalacehotel.
co.uk. Log on http://www.gcedst2013.org.uk/access.
htm to complete the access grant application form to
enable our sponsors fund your air ticket, visa fee, travel
insurance and per diem.
Meanwhile, all delegates were instructed to take care of
their hotel reservation fare and include the cost in per
diem for reimbursement during the disbursement of the
access grant by our sponsors.
We look forward to meeting your delegation in London!

学会長 Mike からのメールに三つの重要なことが書か

Congratulations!!
Regards,

れてあった。
1 ）口頭発表としてアクセプトするので Full Paper を

Dr. Mike Lawrence,
Conference Chairman

送って欲しい（Photo 3 ）
。
2 ）www.gcedst2013.org.uk で学会登録をしてグラント
Ａ：
「事務局の website に入れば air ticket, visa fee, trav-

をとるために書類を作成するように。
3 ）学会出席にかかる諸経費を全額支払うので、Bolton

eler insurance, per diem を受け取るための手続きが書い

Palace Hotel <reservations@boltonpalacehotel.

てあるので、事務局のアドレスを使って入ってください」
。

co.uk> に宿泊を予約し、予約金支払いの領収書を

Ａ：
「申請した参加費

送って欲しい。

ついてはホテルに予約金を支払いその領収書を送っても
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£1,842.00

が認められました。

らえれば、学会事務局（学会スポンサー）で支払い手続
きを始めます。旅行計画書を送ってもらえればフライト
チケット（Iwate//London Heathrow//Iwate）を準備し
ます」。
「早く手続きをすれば、あなたが見積もった参加
費をすぐに受け取ることができます」
（Oct 15th）。

Dear Dr. Jin-Ichi Sasaki
2013年10月15日 16:41
Ex-Professor, Hirosaki University,
Morioka, Iwate, JAPAN.
Participation Code : GCEDST-208764
Sequel to your online access grant application we wish
to inform your delegation that your application for
access grant to attend the 2nd Global Conference on
Environmental Dynamics, Science and Technology
session slated for 25th– 29th November, 2013 at the
Bolton Palace Hotel has been received, and also to notify
you that your participation cost for Air Ticket, Travel
Insurance and Per Diem to the tune of £1,842.00 had
been approved by our sponsors and will be funded from
the access grant.
Contact the Bolton Palace Hotel <reservations@
boltonpalacehotel.co.uk> to pay your hotel reservation
and send in your reservation receipt to enable our
bankers process and disburse your access grant of
£1,842.00 within two working days. This will also
enable the GCEDST Committee issue your invitation
letter Send in also your expected flight itinerary (Iwate//
London Heathrow//Iwate) to enable our ticketing Agent
process book and pay for your air ticket to London in
your favor and send same e-ticketing information online
to your email as soon as your access grant is disbursed.
Please note that hotel reservation receipts are added to
the confirmed list on a ʻfirst come, first servedʼ basis by
the bankers.
We look forward to seeing your delegation in London!
Best Regards,
GCEDST 2013 Access Grant Committee

ホテルの予約時に送られてきた部屋の写真と予約内容
の詳細である（Photo 4 ）
。さらに具体的な支払い方法
PAYMENT METHOD も記載されてあった。

Your Booking N°BPH-19660798
Booked in the name of : Dr. Jin-Ichi Sasaki
Country: Japan
Type of room: 1 Classic Room: 1 Adult only £99.00 per
night
Total number of guests: 1 Room number : 209
Check-in: Sunday, 24 November 2013 (from 15:00)
Check-out: Saturday, 30 November 2013 (until 12:00)
Telephone: 196436403
One Classic Room - Breakfast excluded £594.00
VAT (20%) included £118.80 Options
Options
Breakfast (1 person £10.00 x 6 nights) £60.00
Total Rate including VAT : £772.80
GCEDST 2013 15% Discount : £115.92
Total reservation payable : £656.88
PAYMENT METHOD : **Reservation payment through
foreign credit cards are not acceptable
for now because of credit card hackers. Visit any nearest
MoneyGram Office (www.moneygram.com) or Western
Union (www.westernunion.com) for fund transfer to the
Chief Accountant Mrs. Helen Jackson, 165A Borough
High St London SE1 1HR, United Kingdom.
CONFIRMATION : Forward the transfer details to enable
us confirm your booking and prepare your reservation
confirmation receipt at the earliest.
CHILDREN POLICY: Accommodation is free for 1 child
under 12 years sharing parentsʼ room, a 50% discount is
applied on breakfast.
CANCELLATION POLICY: We are holding the reservation on a guaranteed basis. If you wish to cancel,
you must cancel 48 Hours before the date of arrival. If
canceled up to 2 days before date of arrival, no fee will
be charged. If canceled later or in case of no-show, the
first night will be charged.
We look forward to welcoming you to Bolton Palace
Hotel and will do our utmost to ensure you have an
enjoyable stay with us.
Please do not hesitate to contact me if I can be of further
assistance.
Yours Sincerely,
Ms. Rebecca Leuan
Receptionist Department +447053828357
Bolton Palace Hotel
Address: 165A Borough High Street, London, SE1 1HR
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United Kingdom
Phone: +447053828357
Website: www.boltonpalacehotel.co.uk

slip which you will send to us via email for immediate
confirmation of your payment.
Agentʼs Locations and Phone Numbers
CALIMANESTI CACIULATA BCR IWATE
Address: CALEA LUI TRAIAN 790-792 CALIMANESTI
Phone: 547237 40250751165
..............................................
SC OPTIM EXCHANGE S R L CALIMANESTI IWATE
Address: CALEA LUI TRAIAN NR 692 CALIMANESTI
Phone: 245600 400788966889

Photo 4 送られてきたホテル宿泊予約書と
添付されていた部屋の写真

支払いで「MoneyGram Oﬃce か Western Union」を
使うようにとの指示であるが、ほかの方法での支払いは
。
駄目なのか問い合わせをした。返事である（Oct 19th）
Ａ：
「クレヂットカードでの支払いはハッカーがあるの

Working Days
Monday : 09:00 – 17:30
Tuesday : 09:00 – 17:30
Wednesday : 09:00 – 17:30
Thursday : 09:00 – 17:30
Friday : 09:00 – 17:30
Saturday : Closed
Sunday : Closed

で受け付けていません。MoneyGram Oﬃce か Western
Union で送金して下さい」。
Ｑ：
「なぜホテルの銀行口座を使用できないのですか？
国際学会では銀行口座への振込みが普通ですが、それが
何故できないのですか？」。

If you are unable to pay for your room reservation the
management will book the room to other delegate.
Please do not hesitate to contact me if I can be of further
assistance.

Ａ：
「当ホテルの口座は£3000 以上でなければ銀行口座

Yours Sincerely,
Ms. Rebecca Leuan
Receptionist Department +447053828357

は利用できないことになっております」。
Ｑ：
「フーム

？？？」。

Dear Dr. .Jin-Ichi Sasaki,
2013年10月19日 20:12
Our hotel administrative only receive payment that
exceed £3,000.00 through bank account. Just log on
http://moneylocations.com/moneygram/japan/iwate
to read about the Money Gram Agent location in your
Country which is the fastest means of sending funds to
any Country in the world.

「Western Union」これは何なのか、その使用方法も
知らないので銀行に行った。分かったことは「これは個
人対個人の金銭のやり取りのときによく使われる方法で
す。例えば出稼ぎに行って家族にお金を送るときなどに
は、コンビニのようなところから送れるので便利です」
とのことだった。送金先としてホテルの Cashier に送金
するのではなく、誰か分からない Mrs. Helen Jackson

Visit any of the Agent in this link above to make your
payment, once you get to the Agentʼs office just collect
the application form, write your name as the Senderʼs
Name. Mrs. Helen Jackson is the Recipientʼs Name and
Address is 165A Borough High St London SE1 1HR,
United Kingdom. After filling the form you hand it over
to the Agent with the amount you want to send, the
Agent will send it in a minute and give you the transfer

個人にお金を送るようになっていたのである。

Ⅳ）学会場になる予定のホテルは存在しなかった
（？）
「おかしい」ことへの猜疑心をさらに増幅させたのは、
「国際学会の会場となるホテル」の存在についてである。
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国際学会の会場となる「Bolton Palace Hotel」を書店

の旅行本で探したが、このホテルは見つからなかった。

昔ブルッセルに住んでいたが、研究所の休みを利用し

その本には「五ッ星のホテル」は幾つも掲載されている

て家内と初めてロンドンを訪ねた。当時のブルッセルは

のに国際学会が開催されるこのホテルが載っていないの

ＥＵ本部が建設中であったし、ユーロスターもブルッセ

である。問い合わせをした。

ルまできていなかった。
そのブルッセルには、世界で最も美しい広場といわれ

Ｑ：
「学会は本当にあるのですか？会場にあたるホテル

ている「グランプラス」がある。その広場にある市庁舎

が見つからないのです」

と対面するように建物があるが、その二階にビクトル

Ａ：
「我々の国際会議は間違いなくあります。Bolton

ユーゴが亡命期に住んでいたとされている（Photo 5 矢

Palace Hotel は今年の中ごろ新しく建てなおし、国の機

印）
。

関にも登録・認定されています。当日にホテルの自動車
。
がヒースロー空港までお迎えに行きます」
（Nov 4th）

イギリスを観るためにベルギーのオステンドからボー
トで海峡を渡ったが、イギリス側のドーバーのクリフは
白く「仏が浦」のそれと似ていると思った。

Dear Dr. Jin-Ichi Sasaki,
2013年11月4日 15:46
Hirosaki University of Health Science, Japan.

イギリスへの入国はとても厳しかった。税関をパスし
てドーバー駅から列車でロンドンに着いたが、迂闊にも

Our conference will hold surely. Bolton Palace Hotel
is a new hotel which was built middle of this year and
registered with the British Government. Contact them
via email they will respond to you. The hotel cars will
be at the Heathrow International Air Port, join any of the
cars to the hotel upon your arrival.We look forward to
meeting your delegation in London!

バス・トイレ付きを条件に入れないでホテル予約したこ
とに気がついたが後の祭りである。
翌日の市内観光は、ロンドン塔、テームズ川、ダブル
デッカーのバス、後部座席に向き合って座る黒塗りのタ
クシー、王宮などを回った。その途中に、路上で聴いた
ペルー人の奏でるうら寂しいケーナの音がいまも印象に
残っている。故郷を離れて恐らく仕送りをしているのだ

Congratulations!!
Regards,

ろうと勝手に想像したものである。またケーナの音色を
聞いて、数十年前に弘前大に留学していたペルー人の
ヤーバルのことを思い出した。

Dr. Mike Lawrence,
Conference Chairman
241b, Hoe Street, Walthamstow,
London, E17 9PP, United Kingdom.

今回の国際学会の会場はロンドン塔の近くなので、再
度訪れたい気持ちが強かったのがこの事件に巻き込まれ
る遠因となった。
学会場となっているホテルの所在を今度は住所を入れ
て google で検索した。驚いたことに画面に出てきたのは
弘前の「カクミ小路」のようなところであった（Photo 6 ）
。

Photo 5 広場の中心の市庁舎（左）
。
その対面の建物の二階にビクトリ・ユーゴが一時住んでいた（矢印）。
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2）

ビクトリ・ユーゴ（1883年）

Bolton Palace Hotel
Address: 165A Borough High Street London, SE1 1HR United Kingdom
Phone: +447053828357
Website: www.boltonpalacehotel.co.uk

Photo 6 左の写真の上がテームズ川で真ん中に見えるのがロンドン橋である。住所から探した
「Bolton Palace Hotel」が、右側の小路にあることになっていた。まさにロンドンの「カクミ小路」である

「Bolton Palace Hotel」 は 実 在 し な か っ た。 し か し
「Bolton Hotel」と「Palace Hotel」は別々に存在するこ
とが分かった（Photo 7 ）
。

Ⅴ）
「詐欺学会」を摘発する Site が見つかる
「GCEDST 2013国際学会」が詐欺であることを決定的

Dr. Mike Lawrence
This is critical important information on your conference
GCEDST 2013. I want to hear your view on this matter,
please.
You can get more details from the www.scamwarners.
com â€¢ View topic - GCEDST 2013
Jin-ichi Sasaki

にしたのはネットで見つけた「SCAM WARNERS」を
通してである。そこには、
「GCEDST 2013 学会は実在
しない学会である」とはっきりと書いてある（Photo 8 ）
。

「SCAM WARNERS」
に書かれてある全文を掲載する。
（この告発文は2015年12月15日現在も掲載になっている。

この告発文を Mike に送った。

関心のある方は参照されたし）
。
Ｑ；「Mike こ れ を ネ ッ ト で 見 つ け た。 詳 細 は www.
scamwarners.com â €¢ View topic - GCEDST 2013」3 ）
に書かれてあるのでそれを読んでくれ。これはきわめて

The 2nd Global Conference on Environmental Dynamics, Science and Technology (GCEDST 2013).

重要なことなので、この件について君の率直な意見を聞
きたい」。

Photo 7

This Conference Scam is the (NON-EXISTENT) Global

実在する「Bolton Hotel」
（左）と「Palace Hotel」
（右）
。だが「Bolton Palace Hotel」は存在しなかった

− 54 −

Photo 8 「SCAM WARNERS」が「GCEDST 2013」は詐欺学会であると告発

Conference on Environmental Dynamics, Science and
Technology (GCEDST 2013) being presented by the
NON-EXISTENT Environmental Dynamics Group at
the (NON-EXISTENT) Bolton Palace Hotel.

1990 年代「イカスミ」に強い抗腫瘍成分が含まれて
いることを、松江一（元）青森県立大教授グループとの
共同研究で発表したところ、国内外で話題となった。
イギリスの「New Scientist」からの電話インタビュー
があり、その内容が「New Scientist」4 ）に掲載になった。

This scam promises free conference fees and reimbursed
airline ticket fees in exchange for paying for a hotel room
at a hotel THAT DOES NOT EXIST. Victims pay money
and NEVER RECEIVE THE CONFERENCE FEES OR
ARLINE TICKET REIMBURSEMENT!!!

また現代用語「知恵蔵（朝日新聞）」にも掲載された。
さらに中南米、台湾、英国などから研究についての問い
合わせもあった。
もう一つは、オーストラリアの女性海洋研究者 Michael
からの国際電話である。30 分ほどの電話取材を受けた

This fake conference is “scheduled” to be held 25–29
November 2013 at the NON-EXISTENT Bolton Palace
Hotel 165A Borough High Street London SE1 1HR,
United Kingdom.

後に「いまのイカスミの話を含めて本を出す予定なので、
出版したら本を送ります」とのことで電話を終えた。
あれから 30 年、私はひたすらその本の届くのを鶴首
の思いで待っているのだが…本はまだ届いていない。

This scamʼs fake website (http://gcedst2013.org.
uk/index.htm) and the fake hotelʼs website (http://
boltonpalacehotel.co.uk/index-2.html) are in the process
of being suspended.

しかし彼女は、我々の研究成果を Website で紹介して
くれている。そのことには多いに感謝している（Photo
9 ）。

The fake conference claims the following contact
information:
Dr. Mike Lawrence
Conference Chair
241b, Hoe Street, Walthamstow, London, E17 9PP,
United Kingdom
Ph: +447053828354
Fax: +448435241465
Email: conference@gcedst2013.org.uk
Photo 9

質問に対し Mike は極めて早く反応する。一般的に、
外国人の場合はこのようにはいかない。その一例である。
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オーストラリアの Michael が紹介してくれた
我々の「イカスミの研究」

さて、
「国際学会詐欺」の記事を送った私へ Mike から
返事が届いた。

「Mike ありがとう。一ヶ月間楽しんだ。我々のゲーム
も終わった。またどこかで会おう。その時までバイ」。
こうして我々のゲームは終わった。

Ａ：「彼ら（ウクライナ人）が提出した演題が本学会で
不採用になった。それで我々を汚すために行ったもの

ロンドンまでの往復航空券予約のキャンセル料 3 万
円、このゲームで支払った代金である。

だ」との回答であった。
メールを送った数日後、Website から「GCEDST 2013

Dear Dr. Jin-Ichi Sasaki, Hirosaki University of Health
Science, Japan.
Someone from Ukraine wanted to tarnish the image of
our organization because his paper was not accepted.
Everything about our conference is 100% legal.
We look forward to meeting your delegation in London!
Congratulations!!
Regards,
Dr. Mike Lawrence,
Conference Chairman
241b, Hoe Street, Walthamstow,
London, E17 9PP, United Kingdom.
さらに、私の学会での「発表日時」、「セッション名」
、
「会場」などの再度問い合わせにも回答はなく、送って
くるのは既に受け取っている大枠のプログラムだけで
あった。

Ⅵ）「国際詐欺学会長

Mike」へ最後のメール

既に参加する意思がなくなった学会ではあったが、こ
のあたりで区切りをつける意味もあり、最後の挨拶メー
ル（？）を出すことにした。

Final Mail to Mike
Your mail did not definitely answer my questions
inquired in the last writings. I needed precise information
on the name of my podium section, presentation time
available and date, and the name of chairperson (s).
Mike, no more time left to continue correspondence
with you. I should say “Thank you” again. I have spent
really enjoyable time for a month to play the game with
you. Our game finally comes to the end.
See you again sometime and somewhere.

国際学会」のページは消えた。代わってデスプレイされ
ていたのは次の文であった。

The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable.
The Web site might be experiencing technical difficulties,
or you may need to adjust your browser settings. Please
try the following:
Click the Refresh button, or try again later. If you typed
the page address in the Address bar, make sure that it is
spelled correctly.
To check your connection settings, click the Tools menu,
and then click Internet Options. On the Connections tab,
click Settings. The settings should match those provided
by your local area network (LAN) administrator or
Internet service provider (ISP).
Some sites require 128-bit connection security. Click
the Help menu and then click About Internet Explorer
to determine what strength security you have installed.
If you are trying to reach a secure site, make sure your
Security settings can support it. Click the Tools menu,
and then click Internet Options. On the Advanced tab,
scroll to the Security section and check settings for SSL
2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Click the Back button to try another link.
502 - Cannot find server or DNS Error
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Until then, Bye.
Your best friend

Jin-Ichi Sasaki
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International Conference-Fraud Released from London
-Warning Message on Conference ScamJin-ichi Sasaki
Department of Emergency Medical Technology
Hirosaki University of Health and Welfare Junior College

Abstract
Particular attention should be paid by the researchers who will have intention to participate in the
International Conference organized by the international scam group. I herein presented my bitter
experience on the Conference Scam that was a well contrived device to collect money hoisting a financial
support by the well-known big companies, government approved organizations. Manner of the fraud
group was very tricky to collect money but very simple just saying to book the hotel, and pay booking
charges to the group designated hotel using the Western Union system (not by others such as Visa et al.).
Total expenses used by the conference attendance such as flight, visa, and insurance fees, and per diem
will be refunded via the conference committee after submission of receipt for the hotel booking charge,
they say. I nearly fell a victim to fraud, but could fortunately avoid the worst.
Key words : International conference-fraud, GCEDST 2013, money remittance manner, Western Union,
hotel booking
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