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第１章

事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

今なぜ，責任ある研究活動なのか？ はじめに

はじめに

第2章 研究をめぐる事例
レッスン１ 研究不正行為
レッスン２ オーサーシップの偽り
レッスン３ 不適切な発表方法
レッスン４ 著作物の利用方法

第3章 研究費の使用をめぐる不正事例
レッスン１ 研究費の適切な使用
ー 【事例１：架空発注（預け金）による不正事例】
ー 【事例２：架空人件費・謝金による不正事例】
ー 【事例３：架空旅費・交通費による不正事例】

第4章 科学の健全な発展のために，見過ごせない事例
レッスン１ 好ましくない研究行為(QRP)
レッスン２ 研究環境の安全への配慮
レッスン３ インフォームド・コンセントの必要性
レッスン４ 査読者の役割と責任
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レッスン１ 利益相反の定義と適切な対応
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レッスン３ 科学者と社会の対話

本コースで取り上げる事例

科学研究は，知的な好奇心や探究心からもたらされる活動です。その成果は私たちの社会生活に
欠かせないものとなっており，特に現代では，科学が社会に及ぼす影響は極めて大きいと言えます。
科学は，「信頼」を基盤として成り立っていますが，残念なことに，その信頼を損ねるような研究不
正行為や研究費の不正使用が生じています。報道でも大きくとりあげられていますね。
私たちはこうした状況を，「良心をなくした一部の科学者による特殊な事例」として看過してしまって
よいのでしょうか。
本eラーニング「事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―」は，研究に関わる
方々に，責任ある研究活動を行うために必要なポイントを確認していただくことを目的としています。
私たちの日々の研究活動には，不正行為につながりうる芽がたくさんあります。
もちろん，研究に対する熱意と高い倫理意識をお持ちのみなさんが，故意に不正を働くことはないで
しょう。
しかし，中にはちょっとした誤解や過失をきっかけに，とんでもない結果を招いてしまうことも十分にあ
り得るのです。
本eラーニングが，科学者が理解し身につけておくべき心得を，あらためて意識するきっかけになれば
と思います。
また，科学者を育てる立場の方々は，本eラーニングの内容の多くについて，すでにご承知のことと
思います。一般的にどのような問題が起きやすいのか再確認し，後進の科学者教育に活かしていただ
ければ幸いです。
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第２章

事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

研究をめぐる事例 まとめ

レッスン１ 研究不正行為

研究不正行為 【グリーンブック：第Ⅲ章第5節第1項】

・捏造（fabrication）
存在しないデータ，研究結果等を作成すること。

・改ざん（falsification）
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によって得られた結果等を
真正でないものに加工すること。

・盗用（plagiarism）
他の研究者のアイデア，分析・解析方法，データ，研究結果，論文又は用語を当該研究
者の了解又は適切な表示なく流用すること。

上記３つの研究不正行為は，しばしば，それぞれの頭文字をとって，FFPと呼ばれている。
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26日 文部科学大
臣決定）」では，投稿論文など発表された研究成果におけるFFPを「特定不正行為」と定義づけ，
特定不正行為への対応を定めている。
なお，国際的にはFFPのみが研究不正行為ではなく，さまざまな逸脱行動を問題にする傾向にある。
上記のガイドラインが通常の研究不正行為とは別に「特定不正行為」という概念を設けたのも，特定
不正行為以外でも研究不正行為となり得ることを前提としたものである。また，研究成果の発表・未
発表にかかわらず，研究プロセスで行われるFFPを研究不正行為とする国も多い。

捏造・改ざんの事例 【グリーンブック：第Ⅲ章第5節第2項】

「ディオバン事件」〔2012（平成24）年／日本〕
複数の大学病院等が参加して，高血圧症治療薬ディオバンに関する臨床研究をそれぞれ行った。
このとき，製薬会社に有利な結論を生むように，被験者の血圧の数値などのデータ操作や統計操作
が行われ，データ改ざんの事実が裁判で認定されている。不正の発覚後これらの論文は撤回されたが，
大きな社会問題となり，一部の関係者も処分された。

事例の概要

各国の経済政策の有効性を研究しているA教授は，自身が指導する博士課程学生B君

が研究室のセミナーで発表したユニークな分析法を自分の論文の草稿に盛り込んだ。

B君がA教授に対して盗用ではないかと指摘したが，A教授は，「あの分析法そのものは私

が以前から考えていたアイデアで，既に一年も前に研究会での発表も済ませているため，オリ

ジナリティは私にある」と，抗議をはねつけた。

納得のいかないB君が周囲に相談。結果，研究科の学生相談室のC教授が，本件が盗

用にはあたらないことを確認，B君も理解してくれた。

その後，C教授とA教授との間で話し合いが持たれ，このまま博士論文が公表された場合，

アイデアがＢ君のオリジナルなものであると誤認されるおそれがあるため，アイデアについてA教

授から示唆を受けたものであることについて注で言及することにした。これにより，A教授のオリ

ジナリティが担保されることとなった。
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盗用 【グリーンブック:第Ⅲ章第5節第3項】

他人の論文の多くの部分を適切な引用をせずに自分のものであるかのように転用するのは明らかな
盗用であるが，その他にも，例えば，大学の教授が大学院生の未公刊の論文を見せてもらい，その
アイデアを自分の論文として公表するというのもアイデアの盗用にあたる。
また，実験系の研究では，実験手法や使った資料（マテリアル・アンド・メソッド）を記載する際に，
既発表の論文から出典を明記せずに用いることも問題となる。
なお，元の記述をそのまま用いる場合だけでなく，記述に修正を加えて利用する場合にも，出典を
明記する必要がある。

出典の明示 【グリーンブック:第Ⅲ章第5節第4項】

他人の研究成果を利用するためには，出典先を明示し，読者がその出典先をあたれるようにしなけ
ればならない。出典を示すことなく，他人の研究成果を利用することは盗用にあたる。
出典を示すにあたっては，どの部分が著者によるもので，どの部分が他の科学者によるものか，明確
に示さなければならない。
また，文献の窃用だけが盗用ではない。論文の査読，研究費申請の審査などを通じて，特別に知
り得た他人のアイデアや技術を，いわばインサイダー取引のように利用することも盗用にあたる。
さらに，公開の講演会で演者が話したアイデアであっても，会場にいた者が断りなく使用すれば盗用
にあたる恐れがある。このような場合には，アイデアの出所がその講演者であることを明らかにしたり，講
演者の承諾を得ておくことも賢明な態度である。研究会の場での議論の中で，出てきた理論，アイデ
アを利用する場合にも，科学者の倫理としては，同じように考えるべきである。

レッスン２ オーサーシップの偽り

事例の概要

某基礎研究分野では第一人者と自他ともに認めるA教授。かつての教え子で，目下知名

度を高めつつあるB講師から，投稿済みの論文に共著者として先生の名前を入れており，事

後承諾して欲しいという相談を受け，快諾した。

論文の発表後， B講師の論文にネットで捏造疑惑が指摘され，B講師が所属する大学の

調査委員会により，共著者に名を連ねているA教授に対してもヒアリングがなされた結果，図

らずもA教授が名ばかりの著者であることが判明し，このような無責任なふるまいが問題となり

厳重注意処分となった。
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オーサーシップ(authorship) 【グリーンブック：第Ⅳ章第2節】

論文の著者として表示されること。オーサーシップはその研究を遂行した功績を示すとともに，その
内容に対する責任を伴う。

<参考>研究コミュニティにおけるオーサーシップの基準の例（米国国際医学雑誌編集者委員会）
1．研究の構想・デザインや，データの取得・分析・解釈に実質的に寄与していること
2．論文の草稿執筆や重要な専門的内容について重要な校閲を行っていること
3．出版原稿の最終版を承認していること
4．論文の任意の箇所の正確性や誠実さについて疑義が指摘された際，調査が適正に行われ疑義が
解決されることを保証するため，研究のあらゆる側面について説明できることに同意していること

［出典］International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), “Recommendations
for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals,” Updated December 2013.

著者リスト 【グリーンブック:第Ⅳ章第2節第5項】

論文には著者として複数の人物が名を連ねることが多くある。
その際，著者の果たした貢献が研究の一部に特定されたものであり，そこだけに責任を負う場合に
は，そのことを明示しなければならない。
そうでない限り，著者は発表された内容の全体に対して責任があるものとみなされ，自分が実際に
は行っていない部分にあった研究不正についても，責任を問われることがあり得る。

ギフト・オーサーシップ 【グリーンブック：第Ⅳ章3節第1項】

著者としての資格がないにもかかわらず，真の著者から好意的に論文の著者として表示されることを
ギフト・オーサーシップ（gift authorship）という。
研究について説明責任を負うのが著者であるため，実際には研究に貢献のなかった者を著者として
記載することは許されない 。
研究への協力などに感謝の意を表すとしても，著者に加えるのではなく，その旨を謝辞などの形で明
記することが必要である。

ゴースト・オーサーシップ 【グリーンブック：第Ⅳ章第3節2項】

ギフト・オーサーシップとは逆に，著者としての資格がありながら著者としてクレジットされていない場合
を，ゴースト・オーサーシップ(ghost authorship)という。

クレジット 【グリーンブック：第Ⅳ章第2節第2項】

科学者の研究への貢献を認めることをクレジット（credit）という。論文の著者に表示されるオーサー
シップや，他の著者の研究を「引用」すること，当該研究に貢献した科学者を「謝辞」の中で挙げるこ
ともクレジットを与える方法である。
学術雑誌に一番早く掲載された論文の著者は，最初の発明・発見者としてのクレジットを受ける。
著者としてクレジットを受けたことは，そうした科学者が研究の前進に寄与したことを意味する。
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二重投稿・二重出版 【グリーンブック：第Ⅳ章第4節第1項】

著者自身によってすでに公表されていることを開示することなく，同一の情報を投稿し，発表すること。
「二重投稿」には，「同じ論文を複数の学術誌に同時に投稿する」場合も含まれる。
研究論文を投稿する場合，もしその内容の重要な部分をすでにどこかに発表している場合は，その
ことを明示する必要がある。

▸ なぜ問題なのか
・業績の水増しになる。
・不必要な査読などにより他の科学者の時間と資源を無駄にさせることになる。
・特定の結果を示す論文が，それと異なる結果を示す論文より多数を占めていると，
これを重視してしまい，時には政策判断をミスリードしてしまう可能性がある。

サラミ出版（ボローニャ出版） 【グリーンブック：第Ⅳ章第4節第2項】

一つの研究を不必要に小研究に分割して細切れに出版すること。
オリジナリティのある一編の優れた研究論文は，不必要に分割されたばらばらの論文よりも格段
にインパクトがあり，科学の発展に貢献するものだということを忘れてはならない。

▸ なぜ問題なのか
・業績の水増しになる。
・全体としての研究意義の把握がしにくくなり，他の科学者に無用な手間暇をかけさせる。

レッスン３ 不適切な発表方法

事例の概要

科研費を申請したいと考えているA准教授。申請書には「研究業績」欄があり，関連するテーマについ

て過去の成果を記載しなくてはならない。A准教授がこれから着手しようと考えているテーマは，今まで

水面下で研究を行ってきたものの，論文として発表してきたものは多くない。どうしたものかと考えたA准

教授は，実績づくりのために，過去に国内で発表した論文をテーマ名だけ変えて英訳し，海外の

ジャーナルに再度投稿することにした。そして，業績リストにその論文を掲載し，科研費の申請書を仕

上げて提出した。 科研費の審査会において，A准教授は業績の水増しが確認され，結果として科研

費の審査に通ることができなかった上に，二重投稿として問題になり，論文も撤回することとなった。
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謝辞 【グリーンブック：第Ⅳ章第4節第4項】

研究論文の発表にあたって，さまざまな形で協力してもらった関係者や，支給された研究費について
は，謝辞などの形で明記することが必要である。
具体的には，研究費を獲得した人や研究室主宰者，研究代表者，アドバイスを行った人，草稿
執筆にあたって文章面・英文構成などで協力してくれた人などで，オーサーシップの条件を満たしていな
い人を謝辞の中に挙げる。
また，研究にあたって研究費の助成を受けた場合は，そのことを明示することも必要である。研究助
成元への説明責任を果たすものであるだけではなく，民間企業から助成を受けた場合などは，利益
相反の観点からも助成元を明記することが欠かせない。



著作権 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第1項】

著作権は著作物を創作した際，申請や登録といった手続を一切必要とせずに自動的に付与される
権利である。
著作物は小説，音楽，美術，映画，コンピュータプログラムなどが著作権法に例示されているが，
科学者が通常取り扱う論文，書籍中の文章・図・表・写真・イラスト，講演，新聞記事，雑誌記事
も著作物に含まれる。

著作者の権利

著作者の権利には，人格的利益 （精神的に「傷つけられない」こと）を保護するための「著作者人
格権」と，財産的利益 （経済的に「損をしない」こと） を保護する「著作権（財産権）」の二つがあ
る。
「著作者人格権」は，著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり，創作者として
の感情を守るためのものであることから，これを譲渡したり，相続したりすることはできないこととされてい
る （第59条）。
一方，財産的利益を守るための「著作権 （財産権）」は，その一部又は全部を譲渡したり相続
したりすることができる。 したがって，通常，著作物が創作された時点では，「著作者」（創作者）と
「著作権者」（「著作権（財産権）」を持つ人）は同一であるが，「著作権 （財産権）」が譲渡さ
れたり相続されたりすると，著作者と著作権者は異なることになる（第61条）。
なお，「著作権（財産権）」が譲渡されても，「著作者人格権」は引き続き「著作者」に残っている。
［出典］文化庁ホームページ「著作権Q&A～著作権なるほど質問箱～」
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

著作権（財産権）の譲渡 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第2項】

ジャーナルの掲載記事における著作権について，科学者や投稿者の署名入りの論文，投稿記事な
どの著作権は，一般的にそれぞれの著者にあると考えられるが，著者が「著作権を譲渡する」との契
約を出版社と交わした場合には，出版社に著作権が移転することになる。
したがって，この場合は，ジャーナルに掲載された論文，投稿記事などの全部又は相当部分を利用
するときは，著者であったとしても，原則として，出版社の許諾が必要である。
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レッスン４ 著作物の利用方法

事例の概要

長年の研究が実を結び，A講師の論文がジャーナルに掲載された。自身の論文を少しでも

多くの人に読んでもらいたいと考えたA講師。雑誌社に掲載の許諾を得た上で，誌面をそのま

まスキャンして自分のブログで公開した。

しかし，許諾を得たことを表示することを怠ったため，A講師の著作権法違反疑惑がイン

ターネット上に拡散し，「雑誌社より許諾を得て転載」とことわりを入れなかったことをブログで

謝罪することとになった。



他人の著作物を利用するには 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第2項】

他人の著作物をコピーしたり改変して二次的著作物を作成し利用する場合には，その著作物の著
作権者に了解を得ることが原則である。

著作権者の了解を得る必要がない二次利用 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第3項】

・「引用」する場合 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第3項第1】
引用とは，自分の著作物の中で，他の著作物の一部を掲載する行為である。
「公表された」著作物を「公正な慣行に合致」し，「報道，批評，研究その他の引用の目的上正
当な範囲内」で著作物の中に引用できる。

判例等を踏まえると，下記の要件を満たせば著作権者の了解を得ずに引用してよいと考えられる。
①引用する著作物がすでに公表されたものであること
②引用する必然性があること
③引用にあたる部分を明確に示してあること
④引用する著作物を許可なく改変しないこと
⑤自分の著作物が主たる部分で，引用部分は従たるものであること
⑥出典を明記すること
これらの要件を満たさずに他の著作物を利用した場合，著作権法違反になるだけでなく，研究不
正行為として盗用とみなされることがある。

・教育や試験のための著作物の二次利用について 【グリーンブック：第Ⅳ章第5節第3項第2】
学校その他の教育機関（塾などの営利を目的とする機関は対象外）で，授業において，必要
最低限の範囲での著作物の複製等の利用においては，出典を明示すれば，許可なく利用しても
違法にはならない。
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第３章

事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

研究費の使用をめぐる不正事例 まとめ

レッスン１ 研究費の適切な使用

研究費を適切に使用する 【グリーンブック:第Ⅵ章第1節】

科学研究を行っていく上で，「研究費」は不可欠なものであり，科学者にはこれを適切に使っていくこ
とが求められる。研究費の使用には，一定のルールがあり，これは，公的な研究費制度だけでなく，
民間財団からの助成金，民間企業からの寄付金や受託研究など，研究に使われるあらゆるお金につ
いていえることである。

公的研究費の使用に関するルールの理解 【グリーンブック:第Ⅵ章第2節第1項】

公的研究費を用いた研究を実施する場合は，研究費が適切に使用され，研究目的が達成される
よう，使途，事務手続き，管理方法等が規定されたルールがある。
助成機関や研究機関では，科学者が研究を実施するにあたり，最低限把握する必要がある内容
等について，説明会の開催やパンフレットの作成等を通じて公的研究費の使用に関するルールの周知
を図っている。科学者はこういった機会に積極的にかかわり，公的研究費の適切な使用に関するルー
ルを理解することが大切である。

ルールの中には，年々改正が行われるものもあるため，何年か前に一度学んだからよいというのでは
なく，定期的に説明会に参加したり，あらためて最新のパンフレットを読み直すことも必要である。ルー
ルの解釈や運用などについてよく分からない点がある場合は必ず研究機関の事務担当者に相談するこ
とが重要である。

不正な使用に係る公的研究費の返還【グリーンブック:第Ⅵ章第4節第1項】

助成機関は，研究機関において科学者による研究費の不正な使用があった場合は，研究機関か
ら最終報告書の提出を受け，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律や委託契約書等
に基づき，不正に使用された金額の返還を求める。返還については，不正とされた全額を自らが使用
したものではなく，例えば，研究室の学生の研究活動に使用していたといった事情があったとしても，
返還の責任は公的研究費の研究代表者にかかる。
また，たとえ使用目的自体には問題はなかったとしても，研究費の会計ルールなどから不正とされれ
ば，返還しなければならないことになる。

競争的資金制度における応募資格の制限【グリーンブック:第Ⅵ章第4節第2項】

競争的資金制度において不正な使用を行った科学者は，競争的資金制度への応募資格を一定
期間(1～10年)制限される。この措置は，競争的資金制度の所管府省において申し合わせをした
「競争的資金の適正な執行に関する指針」〔2005（平成17）年9月9日〕に基づく。

この措置は，例えば科研費における不正によるものであっても，科研費以外の競争的資金制度を
含め，他府省すべての競争的資金制度の応募資格に制限が適用されるものである。
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また，例えば研究費の配分を受けた科学者本人が不正な使用をしていなくても，研究の補助をして
いた者が研究費を不正に使用したような場合には，応募資格制限の対象とされることがある。

研究機関内における処分【グリーンブック:第Ⅵ章第4節第3項】

科学者が研究費の不正な使用を行った場合は，科学者が所属する機関の規程に基づき，科学者
に対して懲戒処分がなされることがある。不正事案が特に悪質な場合などは，研究機関が当該科学
者を刑事告発し，裁判で刑事罰が科せられることもある。
例えば，あたかも働いたようにみせかけて謝金や給与を受け取っていた場合，それが研究機関をだま
していたに等しいような悪質なケースとみなされれば，詐欺罪が適用されることもある。

さらに，研究機関によっては，規程に基づき，当該不正事案に関わった科学者の氏名等を公表す
る場合もある。

このように，研究費の不正な使用をした場合には，研究費の返還や応募制限のペナルティだけでな
く，研究機関においてもこのような処分を受ける可能性があることに留意する必要がある。

研究費についてのまとめ 【グリーンブック:第Ⅵ章第5節】

研究費の不正な使用は，研究面の不正と同様，科学研究への信頼や夢を傷つけるものであると
共に，科学研究予算の減にもつながりかねない。一部の科学者の行為であったり，また，不注意で
あったとしても，科学研究界全体にも大きな悪影響を与えてしまうということを認識し，研究費の適切
な使用を日頃から心がけることが重要である。

ルールは研究を縛るためにあるものではない。ルールには理由や背景があるものである。研究費のルー
ルについてやみくもに覚える必要はなく，また，財源等によって異なるものもあるので，事務担当者に
聞いたり，助成機関に尋ねたりして，きちんと理解すれば，研究をスムースに進めることができる。

また，研究活動がより効率的・効果的に行えるように，研究機関内で事務担当者を含めて相談し
たり，助成機関にルールの見直しを求めていく姿勢も大切である。平成29年3月24日付けで，文部
科学省から，「国立大学法人及び大学共同利用機関法人における研究費の管理・使用について」
が事務連絡された。
こうしたことも，科学者の責任の一つといえる。

事例の概要

日頃，物品購入の手続きを煩わしいと感じていたA教授。実験器具の販売業者B

氏から，架空の物品購入を行い，大学より支払われた研究費用を販売業者に預け

金としてプールすると，別の用途に使えると提案され，実行してしまった。

この不正は国税局の税務調査により発覚。A教授は大学の調査委員会の調査に

より，不正に関与した者として，さまざまなペナルティを科されることとなり，

さらに，調査結果として不正の内容とともにA教授の実名が公表され，大きく報

道された。

事例１ 架空発注（預け金）による不正事例
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架空発注（預け金）による不正事例 【グリーンブック:第Ⅵ章第3節】
架空発注により業者に預け金を行う行為は不正使用に該当する。

不正発生の要因分析
■使用用途，使用年度に関わらず，研究費を自由に使用したかった（動機）
■発注から納品までを研究者自ら行うシステム（機会）
■規則に対する遵守意識および公的資金であるという認識の欠如（正当化）
措置
■補助金の返還命令
■競争的資金への応募資格の制限
■関係業者に対して一定期間の取引停止
■懲戒処分等機関内での人事処分

事例２ 架空人件費・謝金による不正事例

架空人件費・謝金による不正事例【グリーンブック:第Ⅵ章第3節】
研究協力者に支払う給与について，実際より多い作業時間を出勤簿に記入して請求することは不正
使用に該当する。

不正発生の要因分析
■使用用途に関わらず，研究費を自由に使用したかった（動機）
■勤怠管理が研究室任せで，事務部門が勤務実態を把握していない（機会）
■規則に対する遵守意識および公的資金であるという認識の欠如（正当化）
措置
■補助金の返還命令
■競争的資金への応募資格の制限
■懲戒処分等機関内での人事処分

事例の概要

A教授は，研究室でアルバイトをしている学生Bさんの勤務時間を実態よりも多く記録させ，

その賃金の上乗せ分を回収し，Bさんの学会参加の旅費にあてた。良心の呵責に苛まれたB

さんが大学に相談し本件が発覚。A教授は，私的流用はなく，学生のために使うのだから不

正ではないのではと主張したが認められず，厳しい措置を受けることになった。

10
Copyright © 2016 JSPS All Rights Reserved. 



事例３ 架空旅費・交通費による不正事例

架空旅費・交通費による不正事例 【グリーンブック:第Ⅵ章第3節】
実際に要した金額以上の経費の申請は水増し請求であり不正使用に該当する。

不正発生の要因分析
■使用用途にかかわらず，研究費を自由に使用したかった（動機）
■出張が申請どおりに行われたかどうかのチェック体制の不備（機会）
■規則に対する遵守意識および公的資金であるという認識の欠如（正当化）
措置
■補助金の返還命令
■競争的資金への応募資格の制限
■懲戒処分等機関内での人事処分

事例の概要

1泊2日の出張申請をしたA准教授。直前に2日目の予定がキャンセルになったが，出張日

程の変更をしなかった。後日，内部監査があり，申請された出張日程と実態が一致しないこ

とが発覚した。

今回の件を重視した監査室は，監事に対し，窓口の設置やアンケートの実施等の取組を

通じて，研究者等が意見・要望等を出しやすい環境の整備が必要と報告。監事は学長に対

策の検討を要請。その結果，全ての部局を巻き込んで，検討作業が始まった。
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第４章

事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

科学の健全な発展のために，見過ごせない事例 まとめ

レッスン１ 好ましくない研究行為(QRP)

好ましくない研究行為の回避 【グリーンブック：第Ⅲ章第6項】

科学の進歩を妨げ，社会の発展を害する，意識的で不正な研究行為は，捏造，改ざんおよび盗
用だけではない。誠実な研究とこれらの研究不正との間にも，いわゆる「好ましくない研究行為
(QRP:Questionable Research Practice)」と呼ばれるものがあり，研究への信頼性を侵すものとして懸
念されている。

アメリカ科学アカデミーは，「好ましくない研究行為(QRP)」について，次のように指摘している。

「好ましくない研究行為とは，研究活動の伝統的な価値を侵害する行為で，研究プロセスに有害
な影響を与えうるものである。それらの行為は研究プロセスの誠実さへの信頼を損ない，科学のさまざ
まな伝統的慣習を脅かし，研究成果に影響を与え，時間・資源を浪費し，若い科学者たちの教育
を弱体化させる可能性がある」
［出典］National Academy of Sciences，"Responsible Science: Ensuring the Integrity of the Research
Process"，Vol.1，Washington，DC: National Academy Press，1992，p.28

好ましくない研究行為の具体例
・重要な研究データを，一定期間，保管しないこと
・研究記録の不適切な管理
・論文著者の記載における問題
・研究試料・研究データの提供拒絶
・不十分な研究指導，学生の搾取
・研究成果の不誠実な発表（特にメディアに対して）

データとその重要性 【グリーンブック：第Ⅲ章第4項】

データとは，「理性的な推論のために使われる，事実に基づくあらゆる種類の情報」である。
研究におけるデータの重要性は自明であり，データがなければ，研究は成立しない。
特殊な状況を除き，すべての科学研究の質は，現時点で可能な最高度の厳密さを持って獲得さ
れた「データ」に基づいていることを前提に議論されるので，科学者は，研究活動のすべてのフェーズで，
誠実に「データ」を扱う必要がある。
「好ましくない研究行為の具体例」にも挙げられているとおり，研究が終了後も，重要な研究データ
については一定期間保管しなければならない。

事例の概要

新薬開発に関わる臨床研究に携わったA准教授。新薬発売後に副作用の問題が取りざた

されたため，臨床実験のデータの開示が求められたが，A准教授は研究室移転の際に誤って

データを破棄していた。

故意ではないと弁明したが，発売前に副作用の問題を隠ぺいするために不都合なデータを

破棄したのではないかという疑惑をかけられた。
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［参考］日本学術会議 回答 「科学研究における健全性の向上について」2015(平成27)年3月6日「２ 審
議依頼を受けた各事項に関する検討」「(2) 研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務，並びに実験データ
等の保管の期間及び方法」

レッスン２ 研究環境の安全への配慮

守るべきもの 【グリーンブック：第Ⅱ章第3項第1節】

研究の自由は，守るべきものを守る義務と責任を果たしてこそ保障されるものであることを忘れてはな
らない。
科学は，人類の健康と福祉，社会の安全と安寧，そして地球環境の持続性に貢献することが望ま
れており，研究ではこれらの価値を守ることが期待されている。社会の安全を脅かすような研究を計画
することは許されない。

例えば，科研費の申請においては，対策・措置をとるべき対象として次のものが挙げられている。
・人権の保護
・インフォームド・コンセント
・個人情報の守秘
・生命倫理に関連する法令などの遵守
・安全に関連する法令の遵守
・倫理審査委員会における承認

研究環境の安全への配慮 【グリーンブック：第Ⅱ章第3項第3節】

研究計画を策定するにあたっては，自分自身の安全はもちろんのこと，研究分担者や研究に協力
してくれる人々（学生を含む）の安全を守る配慮が必要である。安全に関して配慮すべき対象および
内容は，研究分野ごとに異なる。

研究を実施する上での安全上のリスクには，さまざまなものがあるが，特に，分野を越えた共同研
究を行う場合には，それまで自身では経験したことのないような材料や装置を扱うこともある。
研究計画を練る段階で，技術系の職員を含む経験のある人たちと，想定される安全上のリスクを
洗い出し，可能な限りの対応をする努力が必要である。

・化学物質を扱う研究
化学物質を安全に使用するためには，化学物質の危険性を十分理解し，関連する法令につい
て知識を得ておく必要がある。

化学物質の中でも，放射性物質の取扱いには，専門知識に基づいた十分な知識と注意が必要

事例の概要

A教授の指示で，研究室で管理している毒劇物試薬の在庫を調べることになったB助教。

各自がその都度記入している管理台帳に基づいて申告したが，環境委員会から記載の不整

合を指摘される。

管理台帳への誤記入が原因だとわかったが，試薬の管理状況が再確認され，毒劇物の管

理が徹底されることとなった。
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である。人体への影響や被ばく線量限界などについて理解した上で，放射線や放射性同位元素
を安全に取り扱うノウハウを身につけなければならない。

・ライフサイエンス研究
人体や環境に有害な生物体を扱う場合，生物体を実際に扱う研究室の関係者だけでなく，近
隣の研究室の関係者や大学の関係職員も知識を有しておく必要がある。

レッスン３ インフォームド・コンセントの必要性

インフォームド・コンセントの概念 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項1節】

文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」では, インフォームド・
コンセント(informed consent)について,「研究対象者又はその代諾者等が，実施又は継続されよ
うとする研究に関して，当該研究の目的及び意義並びに方法，研究対象者に生じる負担，予測さ
れる結果（リスク及び利益を含む。）等について十分な説明を受け，それらを理解した上で自由意
思に基づいて研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者に対し与える，当該研究（試料・情報
の取扱いを含む。）を実施又は継続されることに関する同意をいう」とされている。

インフォームド・コンセントを構成する要素と手続き 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項2節】

インフォームド・コンセントには，「十分な説明」と「自由意思」に基づく「同意」が不可欠である。

これは，ベルモント・レポートで述べられているインフォームド・コンセントの三要素，「情報
(information)」，「理解(comprehension)」，「自発性(voluntariness)」を基礎としている。
［出典］HHS，"The Belmont Report"，http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html

情報(information) 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項2節】

研究対象者が意思決定を行うことができるように十分な説明に必要な情報が開示されていなければ
ならない。

事例の概要

心理学の分野で，科研費に採択された研究を進めるA准教授。共同研究者であるY教授

とのスケジュール調整がうまくいかず，研究対象者150名を確保するために，自身の影響下

にある文学部の学生に声をかけた。

研究対象者に偏りがある点に加え，学生が実験への協力を断りにくい仕組みとなっている点

を，倫理審査委員会では問題視した。

A准教授の研究は研究開始直前に大幅な見直しを余儀なくされた。
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ここでの情報には，「研究の手順・手法，目的，リスクと予想される利益，(治療が伴う場合)他の
方法の可能性，研究対象者がいつでも質問をしたり，参加を取りやめることができることを明記する文
章」に加えて，研究対象者を選ぶ方法や研究の責任者に関する情報を含めることが望ましい。

理解(comprehension) 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項2節】

いくら十分な情報を提供していても，情報の提示の仕方が複雑で混乱していたり，矢継ぎ早に多く
のことを説明するなどその伝達の方法が不適切であると，研究対象者の候補者が情報を理解でき
ず，理性的な意思決定ができない。

候補者の知識レベル，年齢，さらには外国人を対象に含むような場合には文化背景，言語などを
も考慮して，分かりやすい説明の方法を考えるべきである。

科学者が普段の研究で使っている用語は，一般の人にとっては専門的で分かりにくいということを念
頭に置いておく必要がある。

これらの点に配慮したつもりでも，情報が理解されていないことに気がつかない場合が多いため，研
究対象者が説明を理解したかどうかを確認するためのテストを行うぐらいの配慮が必要である。

自発性(voluntariness) 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項2節】

インフォームド・コンセントは，研究対象者が自発的に研究への参加に合意したときにのみ成立する。

大学などの教育機関に所属する科学者は，安易に自分の影響下にある学生を研究対象者とする
ようなことはせずに，まずそのような人たち以外に研究対象者を求め，それが不可能な場合には，本
人の自由意思であることを確実な方法で確かめた上で，学生にアプローチする必要がある。

高額な謝金やその他の報酬を参加の対価として提示することも「自発性」を損なうことになる，まして
や成績評価や昇進などをちらつかせるような行為は倫理に反するものである。

その他心理学領域での留意点 【グリーンブック：第Ⅲ章第2項2節】

人を対象とする研究では，研究対象となる人への協力依頼が必要になる。

一方において心理学研究の場合，研究対象者に対して事前に情報をすべて公開することで研究参
加におけるバイアスにつながることがあるため，研究対象者に情報を与えなかったり誤った情報を伝えた
りするディセプション（欺瞞手続き）をとる必要があることがあり，特に協力依頼について綿密な倫理
的検討が必要になる。

この他にも，観察研究におけるインフォームド・コンセントを必要としない場合の手続きなどについて検
討しなくてはならないことがある。
さらに，インフォームド・コンセントを得た後も，状況の変化に合わせて，その都度，丁寧で適切な
説明をしながら，あらためて研究対象者のインフォームド・コンセントを得る必要がある。

［出典］
河原純一郎・坂上貴之(編著)『心理学の実験倫理－「被験者」実験の現状と展望－』勁草書房，2010(平成22)年
公益社団法人日本心理学会「社団法人日本心理学会倫理規程」
http://www.psych.or.jp/publication/inst/rinri_kitei.pdf
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査読者の役割と責任 【グリーンブック：第Ⅶ章第1項第3節】

査読者は大変重い責任を持っている。
科学編集者評議会(Council of Science Editors)は，査読のあり方として次の点を挙げている。

守秘義務
査読対象の論文の内容について第三者に開示しないこと。
また，査読終了後は投稿論文を保持せず，査読過程で得た情報を査読以外の目的で利用し
ないこと。

建設的批判
査読対象の論文のすぐれた点を評価すると共に，問題点についても建設的な立場から指摘し，
改善方法などを示すこと。

適格性
査読対象の論文について適切に評価できる専門的能力を持ち合わせている場合のみ査読を引き
受けること。

公平性・誠実性
偏見や先入観を排除し，客観的で公平な観点から審査を行うこと。
科学的意義や新規性，論文の構成や学術誌の扱う分野などだけを判断の根拠とすること。

利益相反の開示
客観的な審査に影響を与えうる利益相反について，査読を依頼されたときに編集者等に開示し，
必要な場合は査読を辞退すること。

迅速な対応
査読依頼に対して迅速に対応し，査読結果の報告について期限を遵守すること。
期限を順守することが不可能な場合は査読を辞退するか，あらかじめ編集者等に相談すること。

［出典］CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications，2012 Update，2012.

事例の概要

エネルギー工学の専門家であるA教授。C教授の論文の査読依頼を受け，送られてきた論

文を一読後，自分の執筆中の論文と内容が競合していることが分かったため，自身の論文

の掲載が決まるまでは，査読の回答を控えることとした。

後日，国際的なジャーナルにA教授の論文が掲載され，その内容は大きな反響を得た。ち

なみに，C教授の論文が学会のジャーナルに掲載されたのは，A教授の論文掲載の２ヶ月後

であった。

両者の論文は結論部分がほぼ同じであったことから，A教授は盗用の嫌疑をかけられてしま

う。A教授は潔白を主張するが，査読を引き受けた際に，競合について申し出なかったことや

査読を留め置いたことで，学会の調査委員会で査読者倫理に反したと判定され，A教授へ

の査読依頼は一定期間控えられることとなった。

レッスン４ 査読者の役割と責任
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事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

第５章

事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―

社会の信頼を確立するために，見過ごせない事例 まとめ

レッスン１ 利益相反の定義と適切な対応

利益相反 【グリーンブック:第Ⅱ章第4節】

個人としての利益相反
利益相反（狭義）

利益相反（広義） 組織（大学）としての利益相反
責務相反

広義の利益相反は，「狭義の利益相反」と「責務相反」の双方を含み，「狹義の利益相反」は，
「個人としての利益相反」と「組織としての利益相反」の双方を含んでいる。
「個人としての利益相反」とは，具体的には，外部との経済的な利益関係等によって，公的研究
で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる，又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が
表明されかねない事態をいう。

公正かつ適正な判断が妨げられた状態としては，データの改ざん，特定企業の優遇，研究を中止
すべきであるのに継続する等の状態が考えられる。

「経済的な利益関係」とは，科学者が，所属機関以外の機関との間で給与等を受け取るなどの関
係を持つことをいう。「給与等」には，給与の他にサービス対価（コンサルタント料，謝金等），産学
連携活動に係る受入れ（研究助成金受入れ，受託研究技術研修，客員研究員・ポストドクトラル
フェローの受入れ，依頼試験・分析，機器の提供等），株式等（株式，株式買入れ選択権（ス
トックオプション）等），及び知的所有権（特許，著作権及び当該権利からのロイヤリティ等）を含
むが，それらに限定はされず，何らかの金銭的価値を持つものはこれに含まれる。

「組織としての利益相反」としては，例えば企業からの多額の寄附金を研究機関が受けている場合
や，未公開株，ロイヤリティなどのエクイティを研究機関が持っている場合などに，潜在的な利益相反
状態の発生が想定される。

責務相反とは，兼業活動により複数の職務遂行責任が存在することにより，本務における判断が
損なわれたり，本務を怠った状態になっている，又はそのような状態にあると第三者から懸念が表明さ
れかねない事態をいう。

［出典］厚生労働省，「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する
指針」2008(平成20)年3月31日科発第 0331001号厚生科学課長決定。文部科学省「２１世紀型産学
官連携手法の構築に係るモデルプログラム」，「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」2006(平
成18)年3月臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班

事例の概要

脳神経科学を専門とするA教授は，兼業として，あるゲーム機会社のコンサルタントを務め，

無償での機器の提供や，客員研究員を受け入れている。

A教授は，各会社のゲーム機の性能を比較する研究グループに参加することになったが，その

会社の製品も調査対象になっていた。

研究は大変有意義なものになり，注目を集めたが，A教授が兼業を開示せずに研究に加わっ

たことが不適切であり，研究論文の客観性が疑われてしまった。
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利益相反（狭義）への適正な対応 【グリーンブック:第Ⅱ章第4節】

研究を計画する際には，利益相反状態の有無をよく確認した上で，所属機関のルールや指針に従
い，その開示を行うなど適切に対応することが求められる。それは，論文の読者に十分な情報を与え，
その価値を適切に判断してもらうためである。

経済的な利害関係以外の利益相反 【グリーンブック:第Ⅱ章第4節】

ピア・レビュー（査読）を依頼された論文が，自らの研究と非常に近い競争関係にあるような内容で
あることが分かった場合には，査読を辞退すべきである。自分としては公正に評価したとしても，周囲
がどのようにみなすかについても考慮しなければならない。

また，自分が研究分担者や協力者として参画している研究申請の審査を依頼されるような場合に
も，利益相反があるとして審査を辞退すべきである。

こういった利益相反はそれ自体が悪いことなのではなく，また，科学が進歩する中で避けることができ
ない場合もある。例えば，該当する研究領域に査読者として適当な科学者が極めて数少ない場合，
適格者が査読を辞退すると，科学の発展にとって重要なピア・レビューの過程が損なわれてしまう。その
ような場合には，利益相反について開示して，編集者や研究費助成機関に判断を委ねるという対応
が必要となる。

レッスン２ 個人情報の適切な取扱い

「個人情報」の定義 【グリーンブック:第Ⅲ章第3節第1項】

「個人情報」は，次のとおり定義されている。
個人情報の保護に関する法律（2003（平成15）年5月30日法律第57号）（抄）
（定義）
第二条 この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関する情報であって，次の各号のいず
れかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等（文書，図画若しくは電磁的記録（電
磁的方式（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
次項第二号において同じ。）で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。）に記載され，
若しくは記録され，又は音声，動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を
除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合
することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
二 個人識別符号が含まれるもの

事例の概要

政治に対する意識に関する大規模なアンケート調査に携わったA准教授。学生の手を借りて

データの収集・集計作業を進めることにした。

学生は大量のデータを処理するために，収集したデータを自宅のパソコンに送って作業を行った。

後日，このアンケート調査のデータが流出していることが発覚。流出元は，コンピューターウィルス

に感染した学生のパソコンであることが判明した。幸いにも，匿名化されていたため，個人の特定

には至らなかった。
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「個人に関する情報」とは，氏名，住所，性別，生年月日，顔画像等個人を識別する情報に限
られず，個人の身体，財産，職種，肩書等の属性に関して，事実，判断，評価を表す全ての情
報であり，評価情報，公刊物等によって公にされている情報や，映像，音声による情報も含まれ，
暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。

死者に関する情報が，同時に，遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には，当該生存
する個人に関する情報に該当する。

法人その他の団体は「個人」に該当しないため，法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」
に該当しない（ただし，役員，従業員等に関する情報は個人情報に該当する。）。なお，「個人」
は日本国民に限らず，外国人も含まれる。

［出典］個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（2016（平成28）年11月個人情
報保護委員会）2 定義 2-1 個人情報（法第2条第1項関係）

匿名化について

一般に人を対象とする研究を行う場合，「匿名化」を行う。「人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針」では以下のように定義されている。

匿名化とは，特定の個人（死者を含む。以下同じ。）を識別することができることとなる記述等（個
人識別符号を含む。）の全部又は一部を削除すること（当該記述等の全部又は一部を当該個人と
関わりのない記述等に置き換えることを含む）をいう。
［出典］人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（2014（平成26）年12月22日文部科学省 厚生
労働省）第１章 第２ 用語の定義 （24）匿名化
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事例で「学ぶ／考える」研究倫理 ―誠実な科学者の心得―
レッスン３ 科学者と社会の対話

科学者と社会の対話 【グリーンブック:第Ⅷ章第2節】

科学者の社会への情報発信および社会との対話(コミュニケーション)は，「社会の中の科学，社会
のための科学」を実現する具体的な方法として欠かせない。日本学術会議は，東日本大震災後に改
訂した「科学者の行動規範」において，新たに設けた「Ⅲ 社会の中の科学」の中で以下のように述べ
ている。

(社会との対話)
11 科学者は，社会と科学者コミュニティとのより良い相互理解のために，市民との対話と交流に積
極的に参加する。また，社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために，政策立案・決定者
に対して政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際，科学者の合意に基づく助言を
目指し，意見の相違が存在するときはこれを解り易く説明する。
［出典］日本学術会議 声明「科学者の行動規範－改訂版－」2013(平成25)年1月25日

このように科学者は，科学者コミュニティの中でのコミュニケーションだけでなく，広く社会の人々とのコ
ミュニケーションに努める必要がある。これまで，こうした科学者の役割や責任はあまり強調されず，科
学者の養成において十分な配慮もされてこなかった。

しかし，科学が社会のさまざまな面で大きな影響を与えるようになった現代において，科学者には変
化が求められている。一方，科学技術が巨大複雑化する中，社会に対して，科学的な知識に内在
する不確かさや科学技術のもたらす便益とリスクを分かりやすく説明することは容易ではない。自らも社
会の一員として，社会と共に科学と社会の関係を学ぶ姿勢が求められている。社会の信託の得られる
コミュニケーションをどのように成立させるかは，科学者コミュニティにとっての重要な課題で，継続的な
研究も必要である。

事例の概要

遺伝子組換え作物の研究に携わるA講師。特定の害虫に対して耐性をもつ作物の開発に成功

し，生放送のテレビでインタビューを受けることになった。

遺伝子組換え作物については賛否両論あることについてコメントを求められた際，「今，私の研

究室では更に品種改良を行っており，寒冷に強い品種が出るのは，もう直ぐそこに来ています。こ

れでかなり農家の救済になると思います。」という持論をメディアでもはばかることなく公言。 A講師

の発言について，一部の視聴者からは，「研究費を集めようとして，実用化にあたっての課題を

軽視する極めて不適切な行為」，「生態系への影響を無視している」という批判が寄せられた。
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