
大学・科学相関ＷＰ２０-４ 

 

 - 1 - 

Research Integrity問題について 

小林信一 

2020年10月26日／2021年6月30日改訂 

 

１．はじめに 

 「Research Integrity」問題（「研究Integrity」、「研究インテグリティ」とも言われる）は、皆

さんの大学で最近になって、様々な影響が出てきている可能性のある問題ですが、分からない人に

は分からないし、分かる人には分かる問題です。今、水面下で非常に大きい問題になってきていま

す。 

 「Research Integrity」と言われる問題は、最近、日本学術会議に関していろいろ話題になって

いますが、実はそれとも関係がある問題です。私は、2020年の８月くらいから、「Research 

Integrity」について、少しずつ範囲を広げながら、説明、解説をしてきました。この問題は、意

外に難しいというか、複雑な問題なので分かりにくいかもしれませんが、大学関係者であれば知っ

ておいたほうがいいと思われることです。 

 まず、確認しておかなければならないのは、「Research Integrity」というのは研究公正とは

別物だということです。「Research Integrity」は確かに研究公正と日本語に訳されますが、これ

は、山崎茂明先生が20年くらい前に、米国のOffice of Research Integrityを研究公正局と訳した

ことに始まります。それ以来、日本では、研究公正はどちらかというと研究不正の対義語として使

われています。この研究公正の概念は、「Responsible Conduct of Research」と言われる概念に近

いニュアンスです。 

英語の「Research Integrity」は本来、「研究不正ではない状態」を超える、もっと広い概念に

なっています。研究としての「完全性」・「健全性」・「誠実性」・「高潔さ」・「研究というにふさわし

い研究であるということ」、そのような内容を示す概念です。「研究不正」は科学者コミュニティー

の中の問題ですが、「Research Integrity」というのは、社会との関係を持つ概念になっています。

最近は、さらに「安全保障」としての意味を持ちつつあります。これが水面下の動きで、本日の話

の焦点です。 

 

２．最近のきな臭いニュース 

2020年10月13日の日経新聞には、自民党にルール形成議連というのができ、甘利明氏が会長をさ

れていることが紹介され、「学術会議、政府から独立を」とか、「技術流出「管理に不備」」という

主張を見出しにした記事が出ました。 

さらに少し前の2020年9月29日には、やはり日経新聞に「外国からの資金協力 科研費にも開示

義務」という記事が出ていました。これは何の話かというと、経済安全保障という概念で議論され

ることが多いのですが、日本の知的財産権や研究成果などが海外に流出すること、すなわち広義の

技術流出が、経済安全保障上の危険性・リスクだという考え方を反映しています。科研費の研究成
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果は論文で公開されるので、技術流出と言えるかどうかは微妙ですが、近年の先端的研究の場合は、

経済活動や軍事技術への転用が可能なものが少なくないので、安易に海外に流出しないように、日

本政府の公的な研究費で研究をするのと同時に、外国政府や外国の研究機関から給与や研究費をも

らって研究する人については、それを開示させようという議論が進んでおり、それを科研費にも適

用したいのが政府で議論されている話です。これは、簡単な話ではないので、二転三転する可能性

があり、実際にそうなるかは分かりませんが、資金の種類によってはそのような方針が打ち出され

る可能性があります。 

ほかにも、少し前になりますが、「研究者らの秘密保持保証」という制度をつくる（日経新聞

2020年8月28日）、あるいは、「企業・大学内のスパイを抑止」（日経新聞2020年8月27日）、など中国

を想定し自民党が対策を提言しようとしている記事がありました。 

８月は非常に多くの記事がありましたが、例えば読売新聞（2020年8月26日）の、「ＮＡＳＡの先

生が捕まった」というニュースや、読売新聞（2020年8月10日）の「日本主導の新秩序構想」とい

う記事も関連する話題で、やはり甘利さんの主導している話です。さらに遡ると、読売新聞が2020

年6月24日に、「中国の学術スパイ警戒」、「外国研究資金 原則開示 助成申請時 政府、技術流出阻

止へ」などの記事を出しています。 

いずれにしても、このようなニュースが2020年の春あたりからたくさん出てきますが、一見した

ところどのニュースとどのニュースが関係しているのか、さらには何が問題なのか、分からない人

にはまったく分からず、見逃してしまうかもしれません。 

 

３．「統合イノベーション戦略2020」 

日本で最初に「Research Integrity」という言葉が、公の文書に出てきたのは、2020年7月17日

の「統合イノベーション戦略2020」（閣議決定）ですが、ここには、いろんなことが明快に書いて

あります。 

実はその前にも「Research Integrity」という言葉は出てはいましたが、何の説明もなく登場す

るので、研究公正と同じなのか違うのかも判然とせず、何のことか分からない状態でした。詳細な

説明が出てきたのは「統合イノベーション戦略2020」が最初です。 

実際に読んでいただくことが一番ですが、要点だけ紹介します。まず、本論に入る前の前提知識

として、これまでもあった「安全保障貿易（輸出）管理」という概念について簡単に説明します。

「安全保障貿易管理」は、日本に限った話ではなく、もともと核不拡散や昔のCOCOM規制の流れを

汲むもので、大量破壊兵器や通常兵器の開発や生産に使える技術や製品、部品などを、テロ支援国

家やそれと関連する研究機関、軍事産業等へ輸出することを防ぐための仕組みで、主要国は似た仕

組みを持っています。企業が主要な対象ですが、大学も対象になっています。技術系の分野だと、

先端的な研究で試作した部品などでも、海外の学会でデモをするために持ち出す場合には、許可を

得ることが必要です。また、理系の分野では、留学生を受け入れる際に、留学生が軍事研究をして

いる大学や研究機関の出身者ではないか、日本で研究する分野が軍事転用可能な技術に関係してい
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ないかなどを確認することが必要で、理工系の分野を持つ大学では、気を遣う仕事になっていま

す。 

ここまでは、従来と同じ問題なのですが、ここ数年新たに「技術流出問題」というものがアメリ

カで問題になってきました。最初は、中国で生産している電子機器が多いことから、重要な先端技

術が中国企業などに盗まれるとか、中国製の通信機器等により利用者情報が中国に筒抜けになる等

が報道されていましたが、実はそれだけでなく、基礎研究に近いレベルの技術情報も問題となって

いました。しばらく、大学等の研究活動にも関連する部分を適切に表現する概念がなかったのです

が、アメリカでは2019年末頃からResearch Integrityという概念が使われるようになってきまし

た。その影響で日本でも「研究インテグリティ」の観点から、「科学技術情報の流出対策」に取り

組むというような話が出てきていました。 

このような背景があって、日本でも「統合イノベーション戦略2020」で初めて「研究インテグリ

ティ」という言葉が明確に議論されるようになりました。そこには、「国際的な技術流出問題の顕

在化といった状況を踏まえ、我が国の技術的優越性の確保、維持といった観点や、研究開発成果の

大量破壊兵器等への転用防止、研究の健全性・公正性（「研究インテグリティ」）の自律的な確保と

いった観点から、科学技術情報の流出対策に取り組む。」と、「研究インテグリティ」に言及してい

ます。ただし、ここでもまだ、「研究インテグリティ」＝「研究の健全性・公正性」という扱いに

なっていて、よく理解できませんが、前後の文脈をみれば、「研究インテグリティ」は技術流出問

題の一部として位置づけられていることが推測されます。さらに、「諸外国の状況等を踏まえつつ、

イノベーション促進等の要請と安全保障との両立を図る」という、科学技術と安全保障がバランス

を取るという話になっています。また、「研究成果の公開・非公開の取扱い」についても、政府資

金が投入されているものについては技術管理を徹底するという趣旨が書かれています。 

 

４．米中対立の影響 

こうした動きの背後にはアメリカの影響があったわけですが、例えば、最近「米中新冷戦」と言

われる動きがあります。ファーウェイや、ＺＴＥなど、その他、最近広がっている、「中国製品を

アメリカから締め出す」という動きです。最近ではさらに「中国製品への部品供給停止」という法

律も追加されています。さらに、「米国技術を内包する製品・部品等を中国に輸出することも禁止」

されましたが、最近の技術は多数の特許を組み合わせて使うので、アメリカの特許を使用している

ケースが多く、現実的には部品などはほぼ輸出できないことになります。細かいことを言うと現地

生産をすれば輸出には該当しないので、それで回避しようという話もありますが。こうなると、影

響範囲が大きく、日本の企業も非常に困っています。 

もう１つは、ここ数年、「中国が軍民融合政策」という、いわゆるdual use技術開発の促進、つ

まり「民生技術を軍事転用」する政策を相当進めています。中国では従来から、軍事系の大学とい

うのが明確にありましたが、最近はそれ以外の大学でも、普通の研究の中で軍からお金をもらい、

dual use技術の研究を促進するという政策が進んできています。その結果、中国から米国へ来てい
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る研究者や留学生がアメリカの税金で研究開発した成果（知的財産）を盗んでいるのではないかと

いった心配をする人も出てきました。アメリカは非常に警戒しているわけです。こうしたことが行

われていると、従来の安全保障貿易管理ではカバーできない部分もあり、新しい対策を講じようと

いう話も出てきています。これはトランプ大統領の選挙対策だという説もありますが、必ずしも政

略だと言ってすまない状況も現実に現れてきています。 

 いわゆる中国の「千人計画」というものがここで議論に登場してきます。これで大学の問題とも

密接に関係してきます。アメリカの有名な研究者が千人計画で中国の大学などに転出したり、兼務

したりするケースが結構指摘されています。問題なのは、その研究者が、中国の大学に雇われてい

ることを情報開示しなかったことで、それが露見して騒ぎになりました。一番の問題点は「知的財

産の流出」です。中には「研究費を二重取り」し、アメリカと中国に全く同じラボをつくり、同じ

研究をさせていた事例もあったようです。そうするとアメリカの研究費でやった研究を中国で同時

にやるので、アメリカの政府から見れば、お金を出したのに、その成果、知的財産を中国にただで

渡すようなことになります。それが一番の問題ですが、形式上は「情報を開示しなかったこと」が

犯罪として問われることになります。つまり、中国の大学から給料や研究費をもらっているという

情報を開示していないという形式的な犯罪として米国で逮捕したり、所属組織が解雇したりという

事件が2019年から2020年にかけて急に現れてきました。 

こうしたことが起きていることもあり、アメリカは中国人研究者、中国人留学生のビザの発給を

かなり制限しているのが現実です。もちろん大学関係者からは、研究の国際交流は必要なことであ

りビザの制限はやりすぎだと、反対の意見が多くあります。一方で、現実として、明らかにそのよ

うな不正行為、不法行為をした人もいるので、問題があることは否定できません。 

政治側はこうした問題に特に強い関心を持っています。このことは日本も共通です。連邦議会の

様子を見ると、共和党、民主党ともに厳しい見方をしているので、多分バイデンが大統領になって

も、これは簡単に終わらないという問題だと思います。 

 

５．米国の動向を振り返る 

５．１．米国国防権限法2019とＮＩＨ、ＦＢＩの動き 

米国で、この議論がどのように進んできたかを簡単に紹介します。 

米国国防権限法2019（NDAA2019; National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019）

という2019年度の防衛予算を決める法律があります。1,000ページくらいある非常に分厚い法律で、 

2018年の８月に成立しました。 

 ファーウェイ、ＺＴＥを排除するという話はこの法律で出てきたものです。この２社がアメリカ

の個人情報や、色々な重要な情報を盗んでいるのではないかと警戒したことから取り上げられたの

ですが、実は、このような議論が行われていた裏では、既にハイテク摩擦だけではなく、大学の研

究者を通じて先端科学技術の情報が流出していることも問題になっていました。 

 ちょうどこの年（2018年）、ＮＩＨ（National Institutes of Health）、ＮＩＨは、日本語だと
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国立衛生研究院といいますか、とても大きい医学系の研究所ですが、ＮＩＨは資金援助している大

学の研究者の調査をし、中国からお金を受け取っていないか、中国人研究者が先端科学技術情報を

中国に持ち帰っていないかといったことについて調査を始めました。翌2019年には連邦議会の上院

でも調査が行われ、大学が関連する事件を中心に経緯が詳細に記載されています（Permanent Subc

ommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Uni

ted States Senate, Threats to the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Pl

ans - Staff Report, 2019.11.18 <https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-18%20

PSI%20Staff%20Report%20-%20China's%20Talent%20Recruitment%20Plans.pdf>）。 

 「中国の千人計画がアメリカの研究活動に及ぼす脅威と課題を分析」し、あわせて「政府の各機

関がどういう対応をしたか」を整理していますが、特に「ＦＢＩの対応が遅れた」ことを指摘して

いる点が目立ちます。実はＦＢＩは少なくとも2014年頃にはすでに、こうした問題があることを察

知していながら、放置していたと書かれています。2017年から問題が徐々に顕在化し、一部では騒

がれ始めたようです。2018年には法律もできたこともあり、先述のＮＩＨやＦＢＩが積極的に調査

を始め、その結果、2020年になると多数の研究者が摘発され、逮捕等につながりました。 

 初期の例としては、ナノテクノロジー分野で有名なハーバード大学のチャールズ・リーバー教授

が中国の千人計画に参加し、給与をもらっていましたが、そのことを申告していなかったことから、

逮捕、大学から解雇されるというニュースがあります（読売新聞「ハーバード大教授起訴 米司法

省中国の計画参加隠す」2020年1月29日、Universities Forge Ties with FBI amid Foreign-Influ

ence Crackdown、Nature, Vol 579, p.331, 19 March 2020など）。 

2019年の秋には、ＦＢＩも、「China：The Risk to Academia、2019」という簡単な冊子を出し、

その中でＦＢＩも大学と協力する姿勢を見せるようになりました。協力すると言う話ですが、どの

程度の強力なのかはよく分かりません。とはいえ、ＦＢＩは何十万人もスタッフを抱えており、多

分日本に比べれば高度な調査ができると思います。そういう体制を取りつつあるということです。 

 

５．２．地政学的リスクから研究インテグリティへ 

 2019年ころまではまだ研究インテグリティといった言葉は使われていませんでした。最初は、

「Nature」でも「Geopolitics（地政学）」や「地政学的リスク」という言い方で議論をしていまし

た（Chinese Americans uneasy as tensions disturb research, Nature, Vol 570, pp.13-4, 6 

June 2019）。日経新聞もその頃、やはり中国を取り上げた記事（「日本経済新聞「企業に迫る「技

術の地政学」」2018年7月27日」で、「技術の地政学」という概念を示しています。日本でも当初は

「地政学」「技術の地政学的リスク」などの概念で紹介されていました。なお、今でも「研究イン

テグリティ」と併用して地政学という言葉が使われることがあります。 

 「Research Integrity」という言葉が出てきたのはアメリカでも最近のことで、明確に出てきた

のは2020年６月です。大統領府のＯＳＴＰ（Office of Science and Technology Policy：科学技術

政策局）という科学技術政策の司令塔組織が、スライドショーのようなレポートを発表しました
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（OSTP, Enhancing the Security and Integrity of America’s Research Enterprise, 2020.6）。

このレポートは、実際には、その前の2019年の11月頃に開催した会議のまとめのはずですが、タイ

トルにあるように、このレポートで初めて「Security and Integrity of America’s Research 

Enterprise」という概念が提示され、「Research Integrity」と「Research Security」の問題を一

まとまりの問題として議論するようになりました。 

 従来、「インテグリティ」というと、個人や組織の研究のレベルの「Research Integrity」が問

題になってきたわけです。しかし、典型的には利益相反がそうであるように、国家のセキュリティ

ー問題ともつながる可能性があるわけで、「国家のセキュリティーの問題」を「国家にとってのイ

ンテグリティという問題」として扱うという形に変質しました。 

 当然ながら研究者というのは、「Research Integrity」は元来、研究活動で遵守すべきことなの

で、「Research Security」と言われると、それを否定しにくい面があります。国家レベルの

「Research Security」と言われてもピンときませんが、「Research Integrity」そのものは研究者

たちにとっては日頃馴染んでいる概念です。そういうこともあり、その後、アメリカでもそうです

し、日本にも影響を与え、「Research Integrity」という概念を用いて研究活動のセキュリティー

問題を安全保障問題の一部として扱うという動きが明確になってきました。つまり、科学技術活動

を「National Securityの一部」として位置づけるという感じです。アメリカの場合は日本と違い、

大学関係者も軍事研究に関して概して平気で、こう言われても驚かないということはあるのかもし

れません。 

 

５．３．アメリカ外への波及 

 他国の動向はどうかと言うと、米国と連携して問題に取り組みつつあるようです。「ファイブア

イズ」というものがあります。米国と英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの英語圏

の国が、各種の情報を分析する諜報活動等を共同で取組む仕組みをファイブ・アイズをと呼んでい

ます。これらの国は、米国と情報交換を行なっており、前述の地政学的問題、技術流出問題、

Research Integrity問題などを共有していると思われます。とくにオーストラリアが積極的に取り

組んでいます。ドイツはファイブ・アイズとの間でResearch Integrityなどの問題について調整し

たとみられます。日本は当初は、これらの国際ネットワークの対象外だった可能性がありますが、

2020年5、6月以降の日本での関連する動きをみると、水面下で圧力がかかっていたのではないかと

思っています。あくまで個人的な推測ですが。このような状況の下では、対中共同研究、研究者受

け入れ等で足並みを揃えないと、欧米主要国との共同研究などから締め出される可能性があるので、

大学としても無関心ではいられません。 

 

６．日本の動きを改めて見直す 

６．１．初期の動き 

 こうした米国等の動きが、前述の色々な新聞記事につながっているわけです。さきほど「研究者
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らの秘密保持保証」制度（日本経済新聞2020年8月28日）の記事を紹介しましたが、この制度は、

日本版セキュリティクリアランス制度とも言われており、この導入を目指して、当初は、自民党、

国家安全保障局、経済産業省、内閣府が協力して制度設計を進めていると報じられています。中心

はやはり国家安全保障局です。内閣府の科学技術・イノベーション政策担当部署はやや及び腰にな

った節がありますが、いずれにしても、このような話は、一般の人はもちろん大学関係者にとって

も、唐突感が否めませんでした。アメリカからの圧力を恐れた日本が、急に色々なことを始めたの

だろうと思います。ここまでくると、伝統的な科学技術政策、学術政策の域を超える問題になりま

す。ただし、当面は見通しに不透明さが残ると思います。 

 実は日本でも、2020年３月に科学技術・学術審議会の総合政策特別委員会（総政特）が出したレ

ポート（科学技術・学術審議会総合政策特別委員会「知識集約型の価値創造に向けた科学技術イノ

ベーション政策の展開―Society 5.0 の実現で世界をリードする国へ―（最終取りまとめ）」（2020

年3月26日）の中には、「地政学的」という言葉が出てきます。「米中の技術覇権争いが進む中で、

地理的・地政学的な観点も踏まえた科学技術イノベーション政策の検討と実施が求められる。」

(p.6)、「日本の持つ地理的・地政学的状況も見定めた国家存立の基幹的な機能を確保・向上する。」

(p.51)といった具合です。その当時はまだ「研究インテグリティ」という表現はありませんでした。 

 2020年6月になってコロナ禍が少し落ち着き、総合科学技術・イノベーション会議で第６期の科

学技術・イノベーション基本計画の議論を始めたわけですが、その中で突然、「研究インテグリテ

ィ」という言葉が現れました（資料４「第6期科学技術基本計画の論点（案）」総合科学技術・イノ

ベーション会議基本計画専門調査会（第５回）2020.06.05）。しかし、説明はなく、何のことか訳

が分からないという状態でした。「地政学的変化に対応する我が国としての研究倫理」（p.3）など

と研究倫理と結びつけた表現も登場したので、かえって何のことかわからない。まだ、概念が整理

されていなかったということです。 

翌月初めの基本計画に関する会合の資料（資料1「科学技術・イノベーション基本計画の検討の

方向性（案）」総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会（第6回）2020.07.01）が出

てくると、そこでは「研究インテグリティ」の概念が現れ、一応説明されています。すなわち、

「注意すべき新たな問題が、新型コロナウイルス感染症を契機とする地政学的変化から生まれてい

る。それは、科学研究におけるオープン性や互恵性の原則が全ての国の科学技術研究で担保されて

いるのか、研究倫理も含めてどの国のアカデミアも本来遵守すべき原則が国によって異なっている

のではないか、加えて、そこに先端科学技術の不当な技術流失が関わっているのではないか、とい

う研究インテグリティ(Research Integrity) の間題である。」（p.7）というわけです。 

 正直言って、これもわかりにくい説明ですが、例えば、「科学研究におけるオープン性や互恵性

の原則が全ての国の科学技術研究で担保されているのか」というのは、アメリカでの議論と同じで、

中国がそういうことを適切にやってないということを暗に述べているのだと気づけば意味が理解で

きます。また、「研究倫理も含めて」と書いてありますが、残念ですが、中国は研究倫理や研究不

正への取組が遅れており、非常におざなりだというのは有名な話です。そのようなことも前提とし
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て、本来、遵守すべき原則が国によって異なっているのではないかということや、その延長線上に、

不当な技術流出があるのではないかということで、「研究インテグリティ」という概念で、一連の

問題を表すという事態が初めて出てくるわけです。ただし、この段階では問題の指摘に止まってい

ます。 

 

６．２．統合イノベーション戦略2020における展開 

 このような動きが先ほど紹介した「統合イノベーション戦略2020」に繋がり、詳細に議論が展開

されています。外国からの研究者の受入れ、留学生の受入れをかなり厳しくしていこうなど、この

ようなところが非常に詳細に記載されています。 

 具体的には、以下のようなことが指摘されています。 

 

• 国際的な技術流出問題の顕在化といった状況を踏まえ、我が国の技術的優越性の確保、維持といっ

た観点や、研究開発成果の大量破壊兵器等への転用防止、研究の健全性・公正性（「研究インテグ

リティ」）の自律的な確保といった観点から、科学技術情報の流出対策に取り組む。 

• 研究者が委縮することのないよう、研究成果の発信を促進するオープンサイエンスの理念、海外と

の共同研究の促進による科学技術の振興方針と整合させる。 

• 技術流出が生じて安全保障上の懸念につながることのないよう、諸外国の状況等を踏まえつつ、イ

ノベーション促進等の要請と安全保障との両立を図る。 

• 研究成果の公開・非公開の取扱いに関して、政府資金が投入されている成果については、納税者へ

の説明責任という観点から適切な技術管理を実施すべきである。 

• 研究コミュニティが、外国からの不当な影響による、我が国の卓越した研究活動や、開放性、透明

性といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念を認識した上で、研究の健全性・公正性

（「研究インテグリティ」）を自律的に確保していく。 

• 外国資金の受入について、その状況等の情報開示を研究資金申請時の要件とし、政府資金が投入さ

れる研究を対象に透明性と説明責任を求めるとともに、虚偽申告等が判明した際の資金配分決定を

取り消すなどの枠組みの具体策を検討。 

• 留学生・外国人研究者等の受入れに当たっても、大学・研究機関・企業等における機微な技術情報

へのアクセス管理や管理部門の充実など内部管理体制が一層強化されるよう、産学官による取組を

推進。 

• 「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン」（2019年度策定）の周知に取

り組むとともに、 …（中略）… 必要に応じ見直しを実施。 

• 関係府省庁の連携による出入国管理やビザ発給の在り方の検討を含め、留学生・研究者等の受入れ

の審査強化に取り組み。 

• （以上、「統合イノベーション戦略2020」（2020年7月17日閣議決定）より抜粋） 

 

 「留学生・研究者等の受入れの審査強化」という項目が最後にありますが、私が関係者から実際

に聞く限りでは、２０２０年７月頃から研究者や留学生の受入れに関し厳しくなってきたようです。

大学は外国人研究者や留学生を受け入れる際に、安全保障貿易管理という手続きで、彼らが軍事研

究に関連していないかどうかを判断しますが、グレーゾーンの人物や分野の場合、経産省にお伺い
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を立てる仕組みがあります。その判定が厳しくなってきたということです。 

 

６．３．自民党の動き 

 読売新聞の「日本主導の新秩序構想」（2020年8月10日）の記事によると、自民党は新国際秩序創

造戦略本部（本部長・岸田政調会長、座長・甘利税調会長）を設置し、その目指す方向」として、

「科学技術・イノベーションの創出」「大学改革による開発・研究力の向上」」を掲げていることを

新聞は紹介しています。ここで注目すべきことは、同時に「機微技術の管理、情報流出を防ぐため

の体制強化」「戦略的な国際ルール形成の主導」という項目がここに出ている点です。そして機微

技術の管理、情報流出を防ぐための体制強化に関して2020年９月には論点整理、年内に提言とりま

とめの予定としています。 

 さらに、日経新聞は「学術会議、政府から独立を 技術流出「管理に不備 甘利・自民ルール形

成議連会長」（2020年10月13日）によると、自民党に「ルール形成戦略議員連盟」ができたらし

く、活発に活動しているようです。この議員連盟の動きがどういうことになるかはまだ分かりませ

んが、一部の政治家は、日本の（科学）技術の流出と軍事転用に強い危機感を持っていることがわ

かります。甘利議員は「学術会議は姿勢が一貫していない。日本の防衛技術研究に参加しない声明

を出す一方、中国など海外の軍事研究につながる研究は制御していない。日本の国民を守る技術研

究に拒絶反応を示しつつ、リスクになるものには黙認していると受け止められても仕方がない」と

日本学術会議も批判の対象とします。 

 議員連盟には、名前を出しておくことで、議員連盟が世間の注目を集めた時やニュースになった

時に有利になるかもしれないと、お付き合い程度に参加している人もいるので、参加者全員が熱心

というわけではないと思いますが、中心人物は甘利さんだと思われます。甘利さんが、「技術流出

の問題」と「学術会議の問題」を結びつけて、色々な発言をする背景には、これまで述べてきたよ

うな流れがあるからです。 

 甘利議員は、学術会議が軍事研究反対1だと言いながら、「中国など海外の軍事研究につながる研

 
1 日本学術会議の声明に至る経緯は、必ずしも正確には理解されていない。2015年に防衛省が安全保障技術研究推

進制度を創設したことを契機として、学術会議が「軍事的安全保障研究に関する声明」（2017年3月）を出したと捉

えられることが多いが、2013年にはすでに国会で議論があった。すなわち、2013年の研究開発力強化法改正に際し

て「我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて

重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに

必要な資源の配分を行う」という目標を設定している。この改正に際しては、国会の議論では、軍事研究をしない

という決定をしている大学・学部等があることを問題視する発言もあった。大学における軍事研究実施の是非に関

する議論へとつながりうるチャンスであったが、このときは、アカデミアは関心なく、素通りしてしまう。しか

し、2015年に研究開発力強化法に促される形で安全保障技術研究推進制度がデュアルユース技術開発を目的とする

競争的資金制度として創設されるとアカデミアの注目も集めるようになる。第5期科学技術基本計画(2016年)でも、

科学技術・イノベーション政策が連携すべき相手に安全保障政策、国家安全保障会議(NSC)を加えるとともに、我が

国の安全保障の確保に資する技術の研究開発、安全保障の視点から、科学技術について動向把握することを科学技

術政策の中に明確に位置づけた。このような状況の中で、日本学術会議が議論を開始し、取りまとめたのが「軍事

的安全保障研究に関する声明」（2017）である。ただし、この提言は、「軍事的安全保障研究と見なされる可能性の

ある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査する制度を設ける」

ことを大学等に要請しているのであり、軍事研究や安全保障技術研究推進制度への参加の是非はいわば各機関の判

断に委ねている。全面的に否定しているわけではない。 
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究は制御していない。」などといった趣旨の発言をして、話題になったことがあります。この発言

には間違った認識と正しいことが混在していますが、こうした動きが一部の会員任命拒否に始まる

日本学術会議問題の裏のテーマになっていることも事実です。 

 

６．４．経済安全保障の観点の強化 

 以上みてきたように、「研究インテグリティ」という用語は、もともとは研究倫理に関連する概

念でありながら、安全保障の観点を研究活動にうまく持ち込もう、安全保障を投影しようとするレ

トリックです。 

 新聞は「研究インテグリティ」の問題に関して「経済安全保障」という表現をしますが、「経済

安全保障」は経済政策というよりは、あくまでも経済を通じた安全保障、または安全保障の一部だ

と考えたほうが適切です。「研究安全保障」や、「科学技術安全保障」と表現したほうが意図は伝わ

る気がします。例えば、アメリカでは冷戦後に安全保障の新しい枠組みを考えたとき、経済安全保

障をその一部として位置づけましたし、我が国の内閣官房に設置されている国家安全保障局に「経

済班」が2020年４月に設置されています。国家安全保障局は経済安全保障の立場で研究の国際交流

や技術流出問題を議論するという姿勢を示していると解釈できます。 

 日本でも、科学技術・イノベーション政策は、国家安全保障会議の影響下に置かれつつあると見

ることもできるかもしれません。しかし、かなり複雑、微妙なところがあります。経済安全保障の

立場で研究交流を制限し、技術の流出を警戒していこうとする立場と、研究インテグリティを確立

し、適切に統制しつつ研究の国際交流はしていこうという立場の人たちが綱引きをしているのでは

ないかと感じる面があります。例えば、総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会が

2020年8月28日付でとりまとめた「科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性（案）」とい

うペーパーがあります。そこでは「地政学」と「安全保障」という言葉は多数出てきますが、「研

究インテグリティ」という言葉は１か所しか出てきません。ほんのひと月ほど前の2020年7月17日

付の「統合イノベーション戦略2020」で「研究インテグリティ」が頻出したのとは対照的です。 

 水面下では、研究交流を制限し、技術の流出を警戒しようという経済安全保障を重視する立場が

強くなり、「経済安全保障」という言葉につられて、科学技術イノベーション政策の専門家ではな

く、経済安全保障の専門家に偏って意見を聞いていたのではないかと推測します。そのため、急激

に研究の国際交流を制限する方向に議論が傾いたのかもしれません。ただし、その後は総合科学技

術・イノベーション会議でも議論するようになり、確かに悪いことはしてはいけないので、「研究

インテグリティ」を確立し、適切に統制した上で研究交流はしていこうという議論も出ている印象

です。今は、経済安全保障と研究の国際交流のバランスをいかにとるかを、模索をしているのだろ

うと思います。 

 

６．５．大学へのさまざまな影響 

 こうした米中の対立やそれに連動した日本の経済安全保障、研究インテグリティなどは、すでに
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大学の現場にさまざまな影響をもたらしています。例えば、「中国でリモート会議ソフトの使用は

危険」だと言われており、アメリカでは大学に対し、Zoomで遠隔授業をする場合、学生を特定させ

ないようにしろ、録画させないようにしろ、などの指摘がされているケースがあります。日本の大

学でも、渡日できないで現地に止まっている外国人研究生に対するリモート指導というのは相当厄

介な問題になっています。「いつまで安定的にできるか分からない」ということだけでなく、ＶＰ

Ｎ接続が中国では禁止だということもあります。実際には日本の国内大学につなぐときにＶＰＮを

使用しますが、いつまで使えるか分かりません。 

 それから、「安全保障貿易管理」という仕組みがあり、研究者の交流や、留学生についてチェッ

クしますが、2020年の夏頃から中央官庁の中で体制が次第に拡充されてきたようで、厳しくなって

きており、研究者だけじゃなく、留学生についても厳しくなってきたと言われています 

 大学としてどのように対応していくべきか、いろいろ考えなくてはけませんが、余り細かなこと

を紹介しているととても時間がかかるくらい考えなくてはけないポイントはたくさんあります。過

剰反応をする必要はありませんし、扇情的な報道に踊らされるべきではありませんが、賢明な対応

や手遅れにならないように先回りしていくことも必要です。 

 一番よくないのは、議論を避けて、大学としての方針や態度をあえて不明確にしたままにしてお

くことでしょう。大学は透明性を重視し、説明責任を果たすことが原則です。例えば、安全保障貿

易管理の仕組は、国立大学などでは導入が進んでいますが、私立大学などでは未整備な大学が少な

くないですし、国立大学のあいだでも審査体制の充実や経験には差があります。今後は、とくにデ

ュアルユース技術分野に中国人留学生等を受け入れる際には、厳しく審査されることになると予想

されますし、大学では判断が困難なケースは経産省等との相談が必要になるケースも増えるでしょ

う。 

 安全保障技術研究推進制度が2015年度に創設され、それを受けて日本学術会議が軍事的安全保障

研究の可能性のある研究を大学等の中で実施しようとする際に審査する体制の整備・充実を要請し

ました。研究の資金源は国内外を問いません。この審査体制もまだすべての大学に整備されている

わけではなく、中には「自大学は軍事研究をしないと宣言しているから審査も必要ない」という大

学もあるようです。しかし、デュアルユース技術の時代には、軍事研究と民生研究の区別は困難で

あることが多く、審査体制の整備は必要です。逆に審査体制がないことで、軍事的安全保障研究が

実質的にフリーパスになる可能性もあります。 

 このこととも関連しますが、外国企業等の中には、実は軍事技術の開発をしている場合や、軍関

係の資金で研究開発をしているようなケースもあります。そのため、海外の企業と共同研究をする

場合には、契約等を慎重に進める必要があります。そこで、総合科学技術・イノベーション会議は

「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン」を出しています。そこでも大

学に対して各種の注意事項を指摘しています。 

 大学としては、こうしたことを通じて、外国（とくに中国）から何らかの形で財政支援を受けて

いる研究活動の実態把握を進めることが求められています。やっかいなことは、「中国と共同研究



大学・科学相関ＷＰ２０-４ 

 

 - 12 - 

等の実績があると、アメリカの大学との共同研究が禁止される可能性がある」ということです。こ

れは米国が言い出していることですが、中国の大学等との共同については、透明性が確保できない

とアメリカの大学との共同研究から弾き出される可能性が出ています。大学や日本政府の判断では

なく、アメリカの決めることなので、明確な見通しが立たないので、大学は難しい状況に直面する

可能性があり、気をつけなくてはならない点です。 

 なお、アメリカの大学の多くは、国防総省の提供する研究資金を使用していることが多いとい

うのが現実です。米国の場合、NSDD-189（National Security Decision Directive 189: National 

Policy on the Transfer of Scientific, Technical and Engineering Information,” September 

21, 1985）という大統領指令のようなものがありますが、これにより研究活動の公開可能性等のセ

キュリティー・レベルを管理していますので、研究活動の管理は日本よりもしっかりしています。

そのため、米国大学との共同研究については、それほど深刻になる必要はありません。ただし、最

近、アメリカでもNSDD-189を強化しようという議論も出ています。NSDD-189はよくできた仕組みな

ので変更の可能性は小さいと思いますが、不透明です。何らかの変更があれば、やはりアメリカの

大学との共同研究もかなり厳しくなってくる可能性はあります。 

 

７．おわりに 

 このように、研究インテグリティの問題は、多面的で、大学の活動に広く深く関わっています。

研究不正、研究公正の意味や対象範囲の見直し、当然ながら教育態勢も見直すことが必要になると

思われます。大学としては、利益相反などの事実関係を正確に把握していくことが必要ですが、そ

のためには、関係者のこうした問題に関する認識の向上が前提となります。安易に留学生や外国人

研究者を受け入れるのではなく、その際には手続きが必要だという基本的な事実の再認識が必要で

す。もちろん、大学でできる人物調査には限界がありますが、経験を積むことで調査方法やコツも

わかってくると思います。こうした取組は、研究インテグリティ・リスクへの対応として必要なだ

けでなく、結局は大学のレピュテーション・リスクに大きく影響します。今後、大学は研究インテ

グリティに対して取組んでいくことが求められることになるでしょう。 

 なお、研究インテグリティの問題は、確かに慎重に対応していくべき問題ですが、政治の動きや

国際関係とも深く関わっていますので、政治的動向にも留意することが必要です。アメリカでは政

治家が、民主党も共和党もともに熱心です。したがって、トランプ大統領後にも米国の議論が大き

く変わることはないと思われます。米国では、政治家の議論に対して、反対派、穏健派も存在して

います。とくに研究者、大学関係者には過激な反応は研究活動そのものを弱体化させるとして、慎

重な対応を求める勢力も存在しています。日本も政治家が主導している面があり、政治的圧力から

日本政府が前のめりになる可能性もあります。とくに、日本はインテリジェンスが弱いために、勘

違いや誤解による過剰反応の危険性もあります。また、米国のように慎重派が明確に存在している

わけではないので、国際共同研究で違法行為は避けなければならないことは当然ですが、国際協力

の良い面をなくすことのリスクもあります。政治の動きはニュースになりやすいですが、表面的な
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動きに振り回されずに、冷静かつ主体的に対応していくことが望まれます。 

 また、こうした動きは、科学技術が安全保障の下位活動と位置付けられる方向に進んでいると見

ることも可能です。そのような方向に政策が進む場合には、大学の自律性をいかに確保するか、と

いった問題に微妙な舵取りが必要になってくると思います。すでに、内閣府に検討会議（白石隆・

公立大学法人熊本県立大学理事長）を設置して検討を進めています。また、2020年10月1日付で内

閣府に「技術管理と経済安全保障」担当参事官が新規に任命されたとも言います。今後の動向を注

視したいところです。 
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・本稿は科研費（19H00621／19K21567）の成果の一部である。 
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