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発表趣旨
• 研究倫理や研究公正の問題について、近年では不正防止を目的としたものか
ら、各機関での意識や体制（研究風土）を向上させる目的へと考え方が移って
いる。 

• 本発表はAMED研究公正高度化モデル開発支援事業「研究機関の研究支援ガイ
ドラインの構築に関する国際調査研究」（研究代表：野内玲）の調査研究の一
環として実施したアンケートの基礎集計結果を報告する。 

• 日本の研究者・支援者の意識、研究機関の体制やその自己評価から、研究倫理・
研究公正に関する現状把握と問題点を提示し、参加者と議論したい。



背景



研究風土 Research Climate 

研究機関のメンバー*が 
公正な研究活動に関して行う組織的行為で形成

*研究者、執行部、アドミニストレーター、事務職員、研究推進部
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https://ethicscenter.csl.illinois.edu/source/ （2021.5.28閲覧） 5

研究機関の研究風土は、研究活動に
影響を与える 

SOURCE：組織内の研究風土を評
価する指標 → 組織の構成員が主観
的に評価した内容を総合して評価 

参考：回答者個人の倫理観を評価す
る指標もある。これらを活用した研
究が多数有 
- EDM: Ethical Decision Making 
Measures 
- PDR: Professional Decision 
Making in Research



荒木寛幸「URAの仕事と求められる能力の多様性」、2017年6月29日 講演会「博士人材のキャリアパスの多様化に向けたURAの可能性」 p. 19 の表に加筆  
https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/20170629_araki.pdf （2021.5.28閲覧）

研究支援者の例：URAの業務と研究公正・研究倫理
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Web調査の背景、趣旨
• 2019年度：基礎調査 

• 研究室メンバーの互恵的な関係性、研究支援者と研究者の適切な距離が研究風土の構築に重要で
あるという成果を得た。これを仮説として調査票を作成。 

• 2020年度：アンケートの実施 

1. 研究支援者調査：研究室レベル・個人レベルの実態を調査し、研究支援者・研究者が機関の研究
風土形成のためにどのような活動・考え方を行なっているのかを明らかにする。 

2. 科長調査：組織レベルの意向や方針を研究室レベルないし個人レベルにつなげる役割を果たす人
間として、研究機関の長の役割や認識を明らかにする。 

研究風土の形成：組織レベル、研究室レベル、個人レベルの総合的な活動の中で構築 

• 目的：1は「ボトム」に関する把握、2は「トップ-ミドル」に関する把握



【研究の意義および目的】
［アンケート同意文書より抜粋］ 

• この調査は、研究倫理・研究公正に関して、研究支援者（Research Administratorや研究倫理実務担当
者）が研究機関・研究室（あるいは指導教員と学生関係）における研究風土や構成員の行動様式に与え
る影響について探ることを目的としています。日常的な研究活動と指導の場における研究倫理・研究公正
に対する理解や姿勢の形成プロセスと特徴、課題、さらにはこれらを取り巻く環境に着目することで、
研究機関における研究倫理の教育や取り組みに関する議論に新たな知見を提供できると考えています。 

1. 研究支援者調査の対象者：研究機関において研究倫理・研究公正の取り組みを支援する立場にある者
（研究者、事務職員、URAなど）、学会発表・研究会等での案内＆ 楽天インサイトへ依頼 

（回答400件、2021年2月実施） 

2. 科長調査の対象者：大学院の研究科長（『全国大学一覧』より作成）、約1,900件へ郵送にて案内 

（回答約430件、2021年2月～3月実施）



1. 研究支援者調査 
基礎集計結果

（楽天インサイトへ依頼）







理念と現実の確認 
実施中の支援策上位を強調



ほとんどが研究者による研究室内での対応（ゼミ、ラボミーティング等）だと考えられる





所属

Q11-1. 研究機関には多様な専門分野の研究者が所属しています。組織全体もしくは専門分野別に見た場合、研究倫理・研究公正への取り組みに関する、あなたの評価を教えてください。

互恵的な意識について 
積極的な同意が少ない





2. 科長調査 
基礎集計結果

2021年2月～3月実施 
郵送で1900件送付、回答約430件 

（リマインダー2回）



所属する部局の専門分野 現在の所属機関での勤続年数



自身の活動時間として多かった割合（％） 自分自身が研究倫理や研究公正（責任ある研究行為）、ELSI（倫理的・法的・
社会的課題）といった概念やこれらに関する規程等について、 
どの程度の知識や関連業務の経験を持っていると考えてるか
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大学全体について 研究科について



貴学における組織のトップ層（全学レベルの管理職）をどのように評価されますか。 自身の研究科長としての活動について、どのように評価されますか。



貴学における研究倫理・研究公正に関し、どのように評価しますか。
所属する研究科における研究倫理・研究公正に関し、どのように評価しますか。



貴部局では、以下に該当するよう
な研究室・教員や院生はどの程度
いると認識していますか。



あなたの所属部門で、構成員に向けて行うことのできる研究倫理・研究公正に関する支援策として、以下の
項目の重要性を評価してください。また、それらの実施状況をご回答ください。

そうした定期的訪問の機会がどのようにして生まれたのかを教えてください。



所属する研究機関の研究倫理・研究公正に関する取り組み状況について、あなたの評価を教えてく
ださい

所属機関の研究活動の実態について、あなたの評価を教えてください。

所属機関において主たる意思決定の場はどこにありますか。（複数選択可）所属機関の全体としての志向性・雰囲気・文化について、あなたの評価を教えてください。 
所属機関の本部が主として重視しているのはどれか。

組織全体もしくは専門分野別に見た場合、研究倫理・研究公正への取り組みに関する、あなたの評
価を教えてください。該当する研究者がいない・部局がない場合、回答は不要です。

→次ページ



未来工学研究所、令和2年度 文部科学省 科学技術調査資料作成委託事業  
我が国の研究倫理教育等に関する実態調査・分析業務〈報告書概要〉2021年3月、p. 7より  
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1418732_00002.htm

研究機関内部に専門家を置くことは少ない 
育成する意識すらない機関も多い



3. その他、文献調査等の結果



これまでのその他の調査結果

•組織風土に関する先行研究の調査とプレインタビュー【講座、研究室といったローカルな研究風土とアドミニストレーターとの関連性の調査】 
•組織風土の先行研究：組織構成員間の互助的な関係、良質な指導者の存在とそれを生み出す環境等に着目 
•複数分野で予備的ヒアリングの実施：専門分野間で研究活動や研究室の慣習に違いがあり、それらに起因して倫理違反の発生に多様性があ
る。その結果、各分野の研究活動の固有性・特殊性を踏まえた研究倫理講習の内容調整が必要。 

•国内大学の授業シラバス、講演情報の調査：研究機関が研究公正にどれくらい・どの程度のレベルで重要性を認識しているかを確認（網羅的
ではない。シラバスやIRにて確認できる大学のみ） 

•アドミニストレーターや大学運営者等が参加する国際学会での研究公正に関する取り組みを調査【研究支援者と研究公正活動の関連度合い】 
•年度大会の発表資料をリスト 
•その他、Society of Research Administrators International 会長を訪問調査しSRAIの教育プログラムを入手。 
•これらから、RAの多様な業務の中でも研究公正に関わる役割の重要性について一定の認識があることが認められた。 

•国内外のRA向けトレーニングプログラムでの調査【同上】 
•多能工型研究支援人材育成コンソーシアムの講座を通した意識調査、国内大学URAへのヒアリング、海外大学運営者・研究支援者・研究者・
海外在住の日本の大学の海外拠点長（JUNBA、JANET）を約30名を対象としたプレ調査・協力依頼を実施。 

•立場や職務経験年数によって研究公正に対する意識や、運用に関する考え方の違いが見られた。
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シラバス調査

理工学系「技術者倫理」、生命医科学系「研究倫理」 
といった科目内で、研究公正についても学習するケースが多い 

JSPSのグリーンブックやeL CoRE、 
eAPRINの受講を組み合わせた構成も多い

これまでの調査結果2（一例）
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          研究機関の責任 
          アカデミア・学術誌の責任

責任ある研究行為 Responsible Conduct of Research 

コンプライアンス：輸出管理、公的研究費の取扱い、 
知的財産の管理、バイオセーフティ等 

研究公正 Research integrity 
研究の実施、成果発表に関する事項 

メンタリング　共同研究 
ピアレビュー　データの扱い 

研究不正（FFP）　オーサーシップ 
二重投稿　研究の再現性

研究倫理 Research Ethics 
研究対象への配慮 
利益相反　被検者保護 
研究者の社会的責任

これまでの調査結果　まとめ 
研究公正と研究倫理、支援者の関わり

分野固有の専門職倫理 Professional Ethics 
医療倫理、技術者倫理

URAは、事務と研究者の問に立つものとして、双方
の目線から研究活動の公正な実施を支える？

研究公正を個別の授業科目としては設定しにくいが、
各種の倫理との関連性から、既存の科目と連携。義
務として教材を受講するだけでなく、教育する側にな
ることで教員自体の見方や意識、研究室内での振る
舞い方が変わり、風土形成に繋がりうる？

組織・部局の長は構成員の自律を促す？ 
積極的に関与すべき？誰が決定権を持つ？

野内他「機関の研究風土に着目した研究公正推進体制
の構築」RA協議会第6回年次大会、2020年9月17日　 

発表資料p. 6より
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ガイドライン文書 
今年度、検討委員会を経て改訂予定



研究機関の取り組み例（１）
• 研究機関の長は、研究不正に関わる問題を自分達の部局には関係のないものだと考える傾向にある
という質的調査もある。当事者意識を持って対応を進めていくことが重要である(Degn 2020)。 

• 東北大学では研究公正の推進に際して、複数名の担当者が半数ごとに異動するシステムを構築して
いる。これにより適切な業務の引き継ぎを図れるともに、広く意識と経験を共有できる。 

• イギリスでは、協定（concordat）により、各研究機関に部局レベルで「研究公正チャンピオン」
を置き、相談窓口になってもらったり、部局の研究公正環境の向上に努めてもらうことを求めてい
る。チャンピオンには、研究者、特にシニアの研究者が任命される(PwC 2020)。 

• フィンランド研究公正評議会TENKは、研究公正アドバイザーのネットワークを構築した。2017年
以降、100人以上のアドバイザーを60以上の研究組織で養成してきた。この制度は、フィンランド
の国際的な研究コミュニティの間でRCRに対する意識を強化する必要性に基づいて創設された*。

Degn, L. Integrating Integrity: The Organizational Translation of Policies on Research Integrity. Sci Eng Ethics 26, 3167‒3182 (2020). https://doi.org/10.1007/s11948-020-00262-w 
PwCコンサルティング合同会社「研究公正の指導的専門員の育成方法に関する調査」 調査報告書令和2年3月 
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/__icsFiles/afieldfile/2019/07/16/1418732_01.pdf 
Finnish National Board on Research Integrity TENK, Research Integrity Advisers. https://tenk.fi/en/research-misconduct/research-integrity-advisers （2021年5月28日閲覧）



• 構成員が組織の決定を公正であるとみなすほど、その組織を信頼してその決定に従い、問題のある行動に従事しなくなる可能性が高い。そう
でない場合、研究者が、不適切な行為に従事する可能性が高まる(Haven et. al 2019)。ただし、SOURCEに関する研究例からは、研究機関
のサブユニットによってはスコアが大きく変わる可能性もあるため、組織全体の公正性が構成部局全体の公正性と直結するとは言い切れない
(Welles 2014) 

• 機関内で研究公正に携わり、相談できる人材を配置した例(The Royal Society and UKRIO 2018)： 

• グラスゴー大学：研究公正について、チャンピオン、アドバイザーという職業を設ける。 

• ハーバード大学：秘密の電話または匿名で質問を提出するオンラインフォームを介して、研究公正について質問可能。 

• シドニー大学：上級管理者は研究公正スタッフとアポイント不要で、定期的にランチミーティングで意見交換。 

• ブリストル大学：研究公正に焦点をおいた学部ミーティング、大学院ワークショップを行う。休日にも研究公正セッションを実施。 

• ヘルシンキ大学：研究公正アドバイザーシステムを立ち上げ、アドバイザーの養成を行なっている。正規の業務の一部としてであり、特別
に雇用しているわけではない（前ページTENKの活動）。以下の役割を演じる。 

• 高等教育機関・研究機関の研究者・職員への助言・支援、研究不正調査の実施に関するガイダンス、適切な担当部署への誘導、不正行
為の申し立ての書き方指南、責任ある研究活動と不正行為に関する事項について組織の上層部と連携、研究倫理・研究公正性に関す
る自身の能力改善、機関を超えた普及やネットワーク作り

Haven TL, Tijdink JK, Martinson BC, Bouter LM (2019) Perceptions of research integrity climate differ between academic ranks and disciplinary fields: Results from a survey among academic researchers in Amsterdam. PLoS ONE 14(1): e0210599. https://doi.org/
10.1371/journal. pone.0210599 
Wells JA, Thrush CR, Martinson BC, May TA, Stickler M, Callahan EC, Klomparens KL. Survey of organizational research climates in three research intensive, doctoral granting universities. J Empir Res Hum Res Ethics. 2014 Dec;9(5):72-88. doi: 
10.1177/1556264614552798. Epub 2014 Oct 2. PMID: 25747692. 
The Royal Society and UKRIO (2018) Integrity in Practice toolkit, pp. 3-4. https://ukrio.org/integrity-in-practice-toolkit/ （2021年5月28日閲覧）

研究機関の取り組み例（2）

https://ukrio.org/integrity-in-practice-toolkit/


研究機関による研究者の評価
• 研究評価における定量的指標の近視眼的な使用には批判がある。 

• ライデン声明（Hicks et al. 2015） 

• 研究評価に関するサンフランシスコ宣言* 

• 香港原則（Moher et al. 2020）（6th World Conference on Research Integrity） 

• ベルギーのゲント大学：研究者に対する書誌計量学的な評価を控え、質的・全体的評価に力点 

• ルーヴェン・カトリック大学：従来のCVに加えて、自伝的な略述を提出 

• テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター：論文数などの従来の基準だけでなく、メンターとしての能力、過去の貢献の価値
など、より広い基準に基づいて研究者を評価

Hicks D, Wouters P, Waltman L, de Rijcke S, Rafols I. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 2015 Apr 23;520(7548):429-31. doi: 10.1038/520429a. PMID: 25903611. 
San Francisco Declaration on Research Assessment, https://sfdora.org/read/ 
Moher D, Bouter L, Kleinert S, Glasziou P, Sham MH, Barbour V, et al. (2020) The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. PLoS Biol 18(7): e3000737. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737

https://sfdora.org/read/


1. 定量的評価は、専門家による定性的評定の支援に用いるべきである。 
定量的評価はピアレビュー（定性的評価）を強化するために用いる。 

2. 機関、グループ又は研究者の研究目的に照らして業績を測定せよ。 
学術知をきり広げる研究と、社会問題の解決を目指す研究など、固有の指標が望ましい。 

3. 優れた地域研究を保護せよ。 
英語（圏）の研究に限定しない評価の仕方が望ましい。 

4. データ収集と分析のプロセスをオープン、透明、かつ単純に保て。 

5. 被評価者がデータと分析過程を確認できるようにすべきである。 
データの品質を確かなものにするため、成果が正確にどう評価されているかを被評価者がチェックできるようにする。 

6. 分野により発表と引用の慣行は異なることに留意せよ。 
論文と著作（単著）など、分野によって重視される業績は異なる。また、分野によっても引用のされ方は異なる（IFの数字も異なる）。 
単一の指標に限定しない。 

7. 個々の研究者の評定は、そのポートフォリオの定性的判断に基づくべきである。 
h指数は分野やデータベースによって異なる。この数字に頼るのではなく、より多くの情報から研究者を評価するべき。 

8. 不適切な具体性や誤った精微性を避けよ。 
指標は曖昧で不確かになりがち。それを定量化できるのならばそうしたらよいが、IFの小数点を細かくするなどの精微性は避けるべき。 

9. 評定と指標のシステム全体への効果を認識せよ。 
単一の指標しかないと、指標の測定自体が目標になってしまう。一群の指標を用いるべき。 

10. 指標を定期的に吟味し、改善せよ。 
研究の目的や評定の目標、研究システムは共変化する。
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HISTORY Music inspired 
Newton to add more colours 
to the rainbow p.436

GEOLOGY Questions raised over 
proposed Anthropocene 
dates p.436

CONSERVATION Economics 
and environ mental 
catastrophe p.434

SUSTAINABILITY Data needed 
to drive UN development 
goals p.432

The Leiden Manifesto 
for research metrics

Use these ten principles to guide research evaluation, urge Diana Hicks, 
Paul Wouters and colleagues.

were introduced, such as InCites (using the 
Web of Science) and SciVal (using Scopus), 
as well as software to analyse individual cita-
tion profiles using Google Scholar (Publish or 
Perish, released in 2007). 

In 2005, Jorge Hirsch, a physicist at the 
University of California, San Diego, pro-
posed the h-index, popularizing citation 
counting for individual researchers. Inter-
est in the journal impact factor grew steadily 
after 1995 (see ‘Impact-factor obsession’). 

Lately, metrics related to social usage 

advice on, good practice and interpretation.
Before 2000, there was the Science Cita-

tion Index on CD-ROM from the Institute for 
Scientific Information (ISI), used by experts 
for specialist analyses. In 2002, Thomson 
Reuters launched an integrated web platform, 
making the Web of Science database widely 
accessible. Competing citation indices were 
created: Elsevier’s Scopus (released in 2004) 
and Google Scholar (beta version released 
in 2004). Web-based tools to easily compare 
institutional research productivity and impact 

Data are increasingly used to govern 
science. Research evaluations that 
were once bespoke and performed 

by peers are now routine and reliant on 
metrics1. The problem is that evaluation is 
now led by the data rather than by judge-
ment. Metrics have proliferated: usually 
well intentioned, not always well informed, 
often ill applied. We risk damaging the sys-
tem with the very tools designed to improve 
it, as evaluation is increasingly implemented 
by organizations without knowledge of, or 
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研究評価に関するライデン声明

Diana Hicks,Paul Wouters,Ludo Waltman,Sarah de Rijcke,Ismael Rafols (2015) Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics, Nature News, Springer Nature, Apr 22, 2015   https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-
manifesto-for-research-metrics-1.17351 
小野寺 夏生、伊神 正貫（2016）「研究計量に関するライデン声明について」、STI Horizon, Vol.2, No.4、文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)、2016.11.25　DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00050 p. 37-38より各原則を引用

イラストにある通り、本声明の趣旨は、 
論文の定量的な数値ではなく、研究（者）の中身を量ること

http://doi.org/10.15108/stih.00050


香港原則
• 原則1：責任ある研究活動を実践していることを評価しているか 
• Principle 1: Assess researchers on responsible practices 
from conception to delivery, including the development of 
the research idea, research design, methodology, execution, 
and effective dissemination 

• 原則2：結果によらず研究を完全に報告していることを評価しているか 
• Principle 2: Value the accurate and transparent reporting of 
all research, regardless of the results 

• 原則3：オープンサイエンスの実践を評価しているか 
• Principle 3: Value the practices of open science (open 
research)̶such as open methods, materials, and data 

• 原則4：研究の再現・イノベーションの追求といった研究実施を評価し
ているか 
• Principle 4: Value a broad range of research and scholarship, 
such as replication, innovation, translation, synthesis, and 
meta-research 

• 原則5：ピアレビュー・メンタリング等への貢献を把握しているか 
• Principle 5: Value a range of other contributions to 
responsible research and scholarly activity, such as peer 
review for grants and publications, mentoring, outreach, and 
knowledge exchange
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 - https://wcrif.org/guidance/hong-kong-principles 
 - Moher D, Bouter L, Kleinert S, Glasziou P, Sham MH, Barbour V, et al. (2020) The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. PLoS Biol 18(7): 
e3000737. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737　図1を引用

研究の実施段階から発表まで、 
研究公正の資する要素を段階ごとにチェック

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737


研究実施の透明性と客観性
•人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（2021年6月30日施行） 

• 第1 目的及び基本方針  

• この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研究に携わる全ての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が
守られ、研究の適正な推進が図られるようにすることを目的とする。全ての関係者は、次に掲げる事項を基本方針としてこの指針を遵守
し、研究を進めなければならない。  

1. 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること。 

2. 研究分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること。 

3. 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益を比較考量すること。 

4. 独立した公正な立場にある倫理審査委員会の審査を受けること。 

5. 研究対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること。 

6. 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮をすること。 

7. 研究に利用する個人情報等を適切に管理すること。 

8. 研究の質及び透明性を確保すること。 

研究倫理審査委員会は、データの透明性や客観性に関して、研究実施
の中身への意見をしても良い（青松他 2014）。 
結果として、研究対象者の保護にも成果発表の公正性にもつながる

https://www.mhlw.go.jp/content/000757566.pdf

青松棟吉、大谷尚、西城卓也 (2014)「座談会：医学教育研究における研究倫理」医学教育、45(4). 249-274



まとめ、今後の分析＆議論のポイント

• アンケートより、研究倫理・研究公正に関する一般的な講習（eラーニング等）は各機関で実施が
進んでいる。 

• それが「十分取り組んでいる」と理解しているものか。 

• 例えば、NIHではeラーニングは対面講習とセットにすることを要求 

• 回答者の研究者倫理に関する自己評価と回答内容への影響を検討することが必要 

• 合わせて、研究支援者等を機関に置くことの重要性やメリットを検討する必要がある。 

• 機関内における研究者の評価の方法など、実際的な取り組みを導入することはどの程度できそう
か。研究以外の活動時間を研究者自体の評価と結びつけることができれば、不正の要因を減らすこ
とになりうるか。

本研究はAMEDの課題番号21oa0310007、JSPS科研費 JP21K00029（一部のみ）の支援を受けた。


