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要約 
 最近、STAP 細胞論文など、研究倫理問題が話題になっているが、それは科学技術分野の

みならず社会科学分野においても重要な問題である。そして、日本 NPO 学会にとっても決

して他人事ではない。だが、一般に研究倫理にかかる概念整理と理解は途上段階にあると

いえよう。そこで、欧州科学財団や OECD の議論をベースにその意味概念の基本を記した

が、当学会員と共有したいと考えた。 
研究倫理上問題ある行為は、大きく反倫理行為（misconduct）と不正行為（misbehaviour）

に分けることができる。不正行為とは、刑罰によって処せられる類の行為で、研究費の不

正受給、不適切な使用、学生や助手へのハラスメントなどをさす。反倫理的行為は刑罰に

処せられる類のものではないが、研究コミュニティにおいて厳しく律せられるべき事柄で

ある。そして、反倫理行為は、中核の反倫理行為とその他の反倫理行為に区分される。中

核のそれは、偽造・ねつ造（Fabrication）、虚偽・曲解（Falsification）、盗作（Plagiarism）

である。その他の反倫理行為には、データ管理や調査手続き、編集などにかかるものが挙

げられる。そして、ここでは、研究者倫理の good practice として、データ、調査手続き、

研究者としての責任、出版、編集の 5 つの項目を挙げた。例えば、データは安全に管理さ

れねばならないが、同時に第三者がアクセスできるものでなければならない。 
ここで掲げられた反倫理行為や good practice に関する記述は、マニュアルではなく、あ

くまでも考え方を示したものである。したがって、学問分野や研究コミュニティの特性に

応じて解釈や実践方法を工夫してゆかねばならないが、まずはそれが何であるのかを理解

することが肝要である。 
 
 
1. 研究倫理は理系だけでなく文系も取り組むべき課題 
研究倫理に関する議論が急浮上している。だが、研究倫理については理系だけでなく、

文系の研究分野でも重要な課題である。しかし、その内容や実際については明確に共有さ

れていないのが現状である。私自身、この問題についての理解が不足していることを認識

しているが、同時に、他人事ではなく、また日本ＮＰＯ学会会員の皆様と共有すべき課題

であると考えた。そこで、欧州、米国、OECD などの議論をレビューしてみたが、 
中でも、わかりやすかったのは、欧州科学財団（http://www.esf.org/home.html）による「研

究倫理に関する行動基準」（”The European Code of Conduct for Research Integrity”(2011)）

http://www.esf.org/home.html


やOECD主催のグローバル科学フォーラムの報告書（ "Best Practices for Ensuring 
Scientific Integrity and Preventing Misconduct"(2007)） 
(http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/40188303.pdf)であった。そこで、

これらを基に私の解釈を加えて、研究倫理問題について記したい。 
 
2. 研究倫理の基本方針 
 研究倫理とは、次のような研究者の行動規範をさしている。 
 
・コミュニケーションにおいて誠実であること 
・調査の実施において信頼性が担保されていること 
・客観的であること 
・独立性が担保されていること 
・公開性があり、第三者が情報にアクセスできること 
・配慮（被験者、実験動物、環境、文化、社会・経済など）の義務 
・参考文献や引用においてフェアであること 
・未来の研究者や科学者のために責任を持つこと（European Science Foundation 2011:5） 
 
 すなわち、第１の「コミュニケーションにおいて誠実」については、研究者間、あるいは

対社会的なコミュニケーションにおいて調査結果について真実を真摯な姿勢で述べること

が求められる。第 2 の「調査の実施における信頼性」は、調査の方法、分析、説明におい

て常に客観性が求められることである。第 3 の「独立性」は、研究者は資金提供者や権力

などから独立した立場で調査に臨むことをさす。第４の「公開性」については、調査の手

続き、データ、調査結果については公開性が担保され、そのデータは第三者がアクセスで

きるかたちで管理されねばならないことをさす。また、第 5 の「配慮」については、研究

対象への配慮をさすが、被験者に対するインフォームドコンセント（ここでは医療研究の

みをさすのではなく、社会科学調査も予め調査で用いることを説明しなければならないと

いう意味）を順守されていることや、動物や環境などへの配慮、あるいは文化的配慮など

をさしている。第６の「フェア」については、論文執筆の際に他者の研究成果を引用、参

考にする場合に明確にクレジットを記さねばならないこと、第７の「未来への責任」は、

研究者には、若手の研究者に対して研究倫理など基本的な事項について、助言や指導をす

る責任があることをさしている。 
 
3. 反倫理的行為とは何か 
上記のような倫理規定が議論されるようになった背景には、反倫理的と思われる行為が

増加傾向にあり、それを是正する必要があったことが挙げられる。では、どのようなもの

が反倫理的な行為なのか。 

http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/40188303.pdf


以下に、反倫理的行為について、欧州科学財団の説明をもとに述べるが、財団自身が述

べているようにそれがユニバーサルなものでも、統一された定義ではない。だが、他方で、

OECD 他の報告書と比較してもた大きな乖離がない。 
 
反倫理行為は「misconduct」と記されている。興味深いのは、それが「misbehaviour」

とは区分して説明されている点である(European Science Foundation 2011:6)。ここでは、

「misbehaviour」を不正行為と訳すが、それは研究費の不正受給、不正支出、学生や助手

への脅迫や虐待などをさし、これらは法的に明確に罰せられる。他方、研究上の反倫理行

為は刑罰で処せられる類のものでないものが多いことから、同財団では概念上の区分をし

たのだろう。 
 
（1）主たる反倫理行為～FFP～ 
 同財団は反倫理行為（misconduct）を主たるものとその周辺に分けて説明している。主

たる反倫理行為は以下の 3 つであるとする(European Science Foundation 2011:6)。 
 

偽造・ねつ造（Fabrication）： 
研究結果をねつ造したり、あたかもそれが現実のものであるように記すことをさす。 
 
虚偽・曲解（Falsification）： 
調査方法の改ざんや不都合なデータの排除などをさす。 

 
盗作（Plagiarism）： 
他者の材料や資料を適切なクレジットを入れずに盗用することをさす。 

 
ちなみに、この説明は他の機関のものとも共通しており、偽造・ねつ造（Fabrication）、虚

偽・曲解（Falsification）、虚偽・曲解（Falsification）をあわせて、FFP と呼ばれること

がある。 
 
（2）周辺の反倫理行為 

FFP に対して、その他の反倫理行為（other misconduct）として説明されているものが

ある。注意したいのは、これらも反倫理行為（misconduct）の一種のであるという点だ。 
では、それは、どのようなものなのか。同財団が示した内容を、大きく、調査手続きに

関するもの、データに関するもの、出版に関するものに分けて捉えてみる。例えば、調査

の手続きにかかわるものとして、不適切な調査方法や手続きを用いることや、調査計画や

その設計が不充分であること、被験者（人間、動物、環境、文化など）への説明やケアが

不十分であったり、説明が不充分なまま実験がされること、さらには被験者の守秘義務が



遵守されていないことなどが挙げられている。 
 データに関するものは、オリジナルデータ保管されていない、保管されていても第三者

がアクセスできないような状態になっていること、記録が適正かつ十分になされていない

ことなどが挙げられる。出版に関するものは、著者としての資格がないのに著者として名

前を列挙することを要求すること、あるいはその逆に記載されるべき著者をオミットする

こと、さらには、同じ論文で複数回投稿したり、協力者や資金提供者に謝辞を示していな

いことなどが挙げられている。 
 
ちなみに、OECD 科学フォーラム（2007）の報告書は表１のように整理している。欧州

科学財団は、研究費にかかる不正やハラスメントは不正行為「misbehaviour」として、反

倫理行為「misconduct」と区別しているのに対し、OECD はこれらも含めて大くくりで

「misconduct」としている。 
 
表１ 「反倫理的行為の種類」 
中核の反倫理行為 
・偽造・ねつ造（Fabrication） 
・虚偽・曲解（Falsification） 
・盗作（Plagiarism） 
（詳述については略。上記説明を参照） 

調査に関連した反倫理的行為 
・不適切な調査方法（被験者、環境などに危

害を及ぼす） 
・被験者、実験対象者への虐待 
・調査方法が不十分 
・実験方法、分析にミスがある 
 

データに関連した反倫理的行為 
・一次データを保存していない 
・データの管理がずさんである 
・データを研究者コミュニティに示さない 

出版に関連した反倫理的行為 
・執筆者としての資格がないのに執筆者とし

て名を連ねることを要求する。 
・調査研究、論文作成に貢献したにもかかわ

らず著者から外す。 
・ひとつの論文から、微細な点を変えて、複

数の論文を作成しようとする（ salami 
slicing） 
・論文記録を正確に記さない 

個人にかかる反倫理行為 
・ハラスメントなど 
・不十分なリーダーシップ、学生への助言、

指導不足 
・社会的な常識や文化への配慮の欠如 

金銭的、その他の反倫理行為 
・査読の際に、ライバルの出版を意味もなく

遅延させようとする等 
・論文業績を偽る 
・研究資金の不正受給、不正使途 
・根拠のないがないのに反倫理行為として申



し立てること 
出 典 ： OECD”Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing 
Misconduct"(2007)p3 より筆者翻訳 
 
 
 また、反倫理行為「misconduct」が意図的であるのか、否かによって、その対処方法が

変わる。つまり、中核の反倫理行為である FFP にせよ、周辺の反倫理的行為（misconduct）
にせよ、それが作為的に行われたのか、知っていたけれど見過ごしてしまったのか、気づ

いていなかったのかによって、反倫理行為の深刻さの度合いが異なるゆえ、その対処方法

も異なるということだろう。 
 以上は、研究の反倫理行為の説明の一旦であるが、これだけでも、様々な種類があるだ

けでなく、問題の深刻にも濃淡があることがわかる。 
 
4. 研究者倫理に即した望ましい行動（good practice）とは何か  
 前述のように、まず、研究の反倫理的行為の種類について説明したが、それは、何が反

倫理的であるのかを理解することで、研究者倫理として何をすべきかの理解がより深まる

と考えたからである。では、研究者倫理に即した望ましい行動（good practice）とはどの

ようなものなのか。欧州科学財団は、・データ、・調査手続き、・研究者としての責任、出版、・

編集と査読の５点について述べているが、社会科学分野の調査研究ともほぼ共通する点が

多いことから、同財団の文書を参照し、そこに若干の補足を加えて以下に説明する。 
 

① データ 
全てのオリジナルおよびセカンドデータは安全かつ第三者がアクセスできるよう

に保管されねばならない。また、調査文書は一定期間保管されなければならない。

なお、それらは第三者の同僚が処理できる場所に保管されねばならない。研究者

が他の者と共に働き、話し合う自由は保障されねばならない(European Science 
Foundation 2011:6)。 

 
 これらは科学技術など理系分野のデータ管理を想定しているため、より厳格に記されて

いるようにみえる。しかし、社会科学分野においてもアンケート調査結果等のデータは、

一定期間、第三者が処理できるかたちで保管されることが求められる。他方で、個人情報

保護などの守秘義務への配慮、工夫も求められる。 
 

②手続き 
すべての調査は手続きにおいて、不注意、結果を急ぎすぎる行為、怠慢を回避し

なければならない。研究者は、資金提供の際に交わした契約条項を遵守しなけれ



ばならない。研究者は、環境への影響を最小限に留め、資源を効率的に使わねば

ならない。スポンサーは、研究者の法的、倫理的義務と出版の重要性について理

解しなければならない。法的に求められている場合、研究者は守秘義務を順守し

なければならない。研究者は受けた研究資金に対して責任を持たねばならない

(European Science Foundation 2011:6)。 
 
業績や資金の圧力から無理に結論を急がせて、検証が不十分なままに外部に発表すること

を戒めている文章である。また、研究資金を公明正大に、かつ効率的に、そして社会的な

影響を十分に考慮して使うことが求められる。また、その責任は研究者のみならず、資金

提供者にもあることが示されている。 
 

③ 研究者としての社会（被験者、動物、環境など）責任 
全ての被験者（人間、動物、生物）は尊敬の念を持ってケアされねばならない。

コミュニティや協力者の福祉、安全、健康が害されてはならない。研究者は被験

者に対して敏感でなければならない。人間の被験者にかかる調査手続きに不正が

あってはいけない。動物実験は、代替の方法が不充分であることが明らかになっ

た時のみ行うべきであろう。調査によって得られる成果や効果はそれによって犠

牲になった動物のダメージよりも大きいものでなければならない(European 
Science Foundation 2011:7)。 

 
研究者の社会的責任として示されている文章であるが、特に、調査研究対象との関係に

ついて述べている。社会科学系の場合、動物や生物実験は多くないが、人を対象にした調

査は頻繁に実施されている。例えば、観察、ヒアリング、アンケート調査、フォーカス・

グループなどである。また、当初、調査として意図せずに集められた個人や団体に関する

データを調査の対象にすることもあるだろう。いずれにおいても、調査対象となった人々

には、調査目的やその使途について何らかのかたちで説明し、同意を得ることが基本とな

る（インフォームドコンセント）。また、一部の調査対象となった人々を意図的に隔離して、

他と異なる状況下に置いて、隔離されなかった人々と比較するような調査手法もあるが（コ

ントロールグループとトリートメントグループ）、道義的、倫理的問題がないか、細心の注

意を払う必要がある。 
 

④出版 
調査結果は、知的所有権上の理由からその遅延が正統であると認められない限り、

オープンで透明性があり、正確なかたちで、できるだけ早く出版されねばならな

い。実際には論文作成に貢献していない者が著者として名前を掲載したり、その

逆に、貢献しているのに著者として名前が記載されないことは許されない。著者



の順番は全員で合意されていなければならず、できれば研究プロジェクトの始め

の段階で合意されているのが望ましい。協力者やアシスタントの貢献については、

きちんと謝辞で述べられなければならない。他者の知的成果を活用した場合には、

謝辞もしくは引用で明示されねばならない。著名なメディアとの対話において、

正確で誠実に話さねばならない。資金提供者に対して謝辞で述べられねばならな

い(European Science Foundation 2011:7)。 
 
論文や書籍の執筆にかかるルールが記されている。科学技術分野では、共著者数が多い

ため、著者の資格要件や順番について明記されている。しかし、社会科学分野においても、

共著者がいる場合には上記について順守されなければならない。また、日本では協力者や

資金提供者への謝辞の記載について、比較的緩やかに扱われていたが、今後はより厳格に

記すことが求められるだろう。 
 

⑤編集上の責任 
利益相反の可能性のあるエディターと査読者は査読や出版から退出するか、利益

相反の関係を解消しなければならない。査読者は正確で客観的で、論文の論旨に

基づいた、正当な査読をしなければならない。査読者は許可がない限り、査読対

象なっている原稿の資料を使用してはならない。研究資金を求める、あるいは昇

格や職を求めている査読者も同一のガイドラインを遵守しなければならない

(European Science Foundation 2011:7)。 
  

編集委員と査読者の倫理規定に関する説明である。この点も社会科学分野に通じる説明

であると思われる。まず、編集委員と査読者は、自らに利害のある研究や研究者の査読を

行うことは利益相反の視点から避けなければならない。また、査読者は、論旨に基づき客

観的に査読しなければならないだけでなく、査読中のデータや文章を許可なく利用できな

い。さらに、本文では、査読者自身が自ら論文を投稿し業績を上げてゆかねばならない立

場にあることも想定して記されているが、そのような状況下でも、査読者として客観的な

立場を貫き論旨に沿って査読しなければならないと記されている。 
 
また、ここでは、詳述しないが、不服申し立てについても議論されている。つまり、反

倫理的な行為であると判断された研究者が、異議申し立てをする権利と、それを受けた組

織がいかに適正に対処するかについて詳細かつ具体的に述べられている。 
 

 以上、研究上の倫理、反倫理的行為に関して、欧州科学財団や OECD の報告書を参考に

ここに紹介した。これらの内容は科学者を想定して記されたものであるが、社会科学分野

に従事する研究者にとっても共通する課題、参考にすべき点が少なくない。また、こうし



た議論が近年、活発になっている背景には、反倫理的な行為の増加が挙げられるが、社会

科学分野においても同様の問題を抱えている。そして、日本 NPO 学会も決して他人事とし

て捉えることなく、真剣に検討しなければならない課題である。 
 こうした中で、研究倫理や反倫理行為について体系立てて議論し整理された情報は、当

学会にとっても大変有益であり、今後の私たちの議論に資するものである。したがって、

当学会の会員の皆様と共有したくここに掲げたが、是非、ご一読いただければ幸いである。 


