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は じ め に

　科学技術振興機構（JST）は、国民の幸福で豊かな生活の実現

に向けて、新しい価値の創造に貢献し、国の未来を拓く科学技

術を振興することを使命としており、競争的資金等の様々な事

業を通じ、研究開発機関への資金の提供を行い、課題解決型基

礎研究の推進や産学連携・技術移転関連施策を推進しています。

　研究者のみなさまの取組により、多くの研究開発の実績が挙

がっていますが、一方では、日本や海外で研究活動における不

正行為がおき続けています。このたび、みなさまに、研究の倫

理や行動規範について改めて確認していただきたく、本パンフ

レットを作成しました。研究者のみなさまには、研究開発の推

進に当たり本パンフレットの内容に留意していただきたいと

思っております。
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科学者の行動規範

　平成 24 年版の科学技術白書では、科学技術に対する意識の変化について「こ

れまで国民は、科学技術に対して大きな期待と信頼を寄せていたが、科学者や技

術者に対する国民の信頼感は低下した」と述べられています。

　地震・津波や原子力発電所事故を踏まえた調査結果によるものですが、本パン

フレットの目的である研究不正行為の防止についても意識し、国民の科学者や技

術者に対する信頼について十分ご留意ください。

（科学者の基本的責任）

１　科学者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を

有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、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と

いう責任を有する。

（科学者の姿勢）

２　科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・

技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の正確さ

や正当性を科学的に示す最善の努力を払う。

　　　　　　　  〈出典〉
日本学術会議『声明　科学者の行動規範－改訂版－』 （平成 25年）

研究者のみなさまへ ～研究活動における不正行為の防止について～
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研究活動における不正行為とは

捏造（Fabrication）

改ざん（Falsification）

盗用（Plagiarism）

その他

　存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

　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。

　他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当
該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。

　同じ研究成果の重複発表、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップ
なども不正行為の代表例と考えることができます。

※二重投稿は、適切な引用がされていない場合、自己盗用とみなされることがあります。

文部科学省　科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会

『研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて』 （平成 18年）

〈出典〉

　研究活動における不正行為の処理の流れは、告発窓口へ事案の通報・申立が行われ、所属の機関

における調査委員会等により、告発内容に関する調査が行われることが一般的な手続きになります。

　その際、誠実な研究行為のなかで起きたミスや学術上の解釈の問題のように、故意によるもので

はないことが明らかにされたものは上記の不正行為には当たりません。

　各機関における告発の処理方法や調査方法の具体的な流れについては、各機関の例規・マニュア

ル等をご確認ください。

１

２

３

４
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研究者のみなさまへ ～研究活動における不正行為の防止について～

研究活動における不正行為

論文などの投稿時に不正行為とならないために気をつけること

捏造・改ざん・盗用（FFP）とその他の不正行為全体をまとめて「研究活動にお
ける不正行為」といいます。これらの不正行為に認定された場合、さまざまなペナル
ティ（７ページ参照。）が科されますのでご注意ください。

捏造・改ざん・盗用

その他の不正行為
（二重投稿、不適切なオーサーシップ等）

□　自分が所属する研究機関の倫理綱領の内容を確認していますか？

□　自分が所属する学協会の倫理綱領や論文投稿規定の内容を確認していますか？

□　再現性があることの確認をして発表していますか？

□　生データ、実験で扱った試料、実験ノートの保存・管理はできていますか？

□　共著者を含んだものについては、それぞれが寄与した部分を当事者間で確認し、その内容
に共同の責任を負うことに合意はとれていますか？

□　投稿誌の二重投稿規定に抵触していないことを確認していますか？

□　二重投稿や盗用とならないように、既に発表されている著作物の表現や内容については、
引用であることを示していますか？

　他にどのようなことに気をつける必要があるでしょうか？

　そして、正しい研究活動をするために、自分自身で日頃から心がけられることは他にどのような

ことがありますか？

　科学者のあるべき姿や、責任ある研究活動を意識して研究に取り組んでください。

正しい研究
活動とは！
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過去の事例

１ ジョン・ダーシー事件（1981年）

２ シェーン（ベル研）事件（1998年）

３ アルサブティ事件（1977年）

　才能豊かで将来を嘱望された研究者にして内科医のジョン・ダーシーが、結果をでっちあげ
たのが見つかった。捏造事件が一つ暴露されると、ダーシーが勤務していたハーバードなどで
行われた調査により、その不祥事が他でも起こったことが明らかになった。
　ダーシーによって集められたデータは、共同研究をした研究室の結果と矛盾していた。科学
における共同研究は、研究グループのメンバー全員が正直であるという相互的信用や信頼関係
に基盤を置くものである。十分練られた欺瞞というものに、常に誰もが不意打ちをくうであろう。

　若手ドイツ人研究者シェーンは、分子性有機物結晶を使った超伝導の発見、電子素子の開発
など、物性物理・化学関係者が期待していた重要な成果を次々にあげ、短期間にScience、
Natureなどに多くの論文を発表、さらに表紙も飾った。ノーベル賞を複数回受賞しうる成果と
の評判もあったが、重複データの存在、多すぎる論文数、追試による再現性の不能性などから
不正行為が発覚した。ノイズまで酷似した二つの全く異なる実験のデータは、捏造の動かせぬ
証拠となった。結局、論文のほぼすべてが撤回された。

　アメリカの研究機関の最先端で働いていたエリアス・A・K・アルサブティは、読者の少ない
雑誌に、盗用した論文を罰せられることなく発表していた。彼の目的は、他の多くの科学者同
様経歴を飾るための長々しい論文リストによって出世することだった。こうして彼は三年もの
間盗用を続けた。しかし、論文の一言一句まで無雑作に盗む彼の性急なやり方は、ついには彼
を破滅へと追いやったのである。これがもっと穏やかな方法であれば発覚しなかったことだろ
う。

アレクサンダー・コーン【著】、酒井シヅ・三浦雅弘【訳】
『過失と不正の科学史　科学の罠』工作舎（平成２年）

〈出典〉

日本学術会議　学術と社会常置委員会
『学術と社会常置委員会報告　科学における不正行為とその防止について』（平成15年）

ウイリアム・ブロード、ニコラス・ウェイド【著】、牧野賢治【訳】
『背信の科学者たち』講談社（平成18年）

〈出典〉

〈出典〉
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研究者のみなさまへ ～研究活動における不正行為の防止について～

捏造・改ざん・盗用と認定された場合の JSTにおける措置

【申請資格又は参加資格の制限期間】

⑴　被認定者に係る研究開発の全部又は一部の執行中止
⑵　申請課題の不採択
⑶　不正行為等に該当する研究開発費の全部又は一部の返還
⑷　機構の全部又は一部の事業への申請資格又は参加資格の制限
⑸　機構が雇用した場合の給与、謝金等の全部又は一部の返還
⑹　前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める処分 

上記⑷における資格制限期間は、次の表のとおりです。
認定された日以降で、その日の属する年度及び翌年度以降１年以上10年以内の間で不正行為への関
与による区分を勘案して相当と認められる期間

不正行為への関与による区分 不正行為の程度 相当と認め
られる期間

10年

５～7年

３～５年

２～３年

２～３年

２～３年

１～２年

1　研究の当初から不正行為を行うことを
意図していた場合など、特に悪質な者

３　１及び２を除く不正行為に関与した者

２　不正行為が
あった研究に係
る論文等の著者

当該論文等の責任
を負う著者（監修
責任者、代表執筆
者又はこれらのも
のと同等の責任を
負うものと認定さ
れたもの）

上記以外の著者

当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が大きく、又は行
為の悪質性が高いと判断される
もの

不正行為に関与していないものの、不正行為の
あった研究に係る論文等の責任を負う著者（監
修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の
責任を負うと認定された者）

当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が小さく、又は行
為の悪質性が低いと判断される
もの

当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が大きく、又は行
為の悪質性が高いと判断される
もの

当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が小さく、又は行
為の悪質性が低いと判断される
もの

－ 独立行政法人 科学技術振興機構
　　『不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則』（平成20年、改正平成24年12月） －

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者
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前　　　言

　科学技术振兴机构（JST）以开拓国家未来，实现国民幸福生活，

贡献于创造新价值，振兴科学技术为使命，通过向研究机关提供

竞争性资金等各种的研究基金，来支援解决问题型的基础研究，

并促进产学合作和技术转换的相关政策的实施。

　大多数的研究人员都是通过不懈努力，在众多的研究开发工作

获得了可贵的成果。但是在另一方面，日本国内外的研究活动中

舞弊行为至今仍然屡禁不止。为了请各位再次确认研究的伦理和

行动准则，我们制作了本小册子。希望各位研究人员在研究开发

工作中能留意其内容。
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科学工作者的行动准则

　在 2012 年版的科学技术白皮书中，关于科学技术意识的变化有下面的记述：“多

年来，国民对科学技术抱着极大的期待和信任。然而近年来国民对科学工作者和技

术人员的信任有了下降。”

　这个调查结果主要源于近期的地震，海啸和核电站事故。本小册子的目的是防止

研究活动中的舞弊行为。希望各位能充分认识和珍惜国民对科学工作者和研究人员

的信任。

（科学工作者的基本责任）

1  科学工作者要对自己创造出的专业知识和技术质量负责。此外，科

学工作者还要通过自己的专业知识，技术和经验，为人类的健康和福

利，社会的安全和安宁，以及维持地球环境可持续发展作出贡献，科

学工作者对上述工作负有责任。

（科学工作者的态度）

2  科学工作者在科研工作中必须认真，诚实，专心致力于维持和提高

自己的专业知识，能力和技能，并为确保科学研究成果的正确性和正

当性作出最大的努力。

　　　　　　　 《资料来源》

日本学术会议《声明  科学工作者的行动准则－改订版》（2013 年）
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什么是研究活动中的舞弊行为

捏造（Fabrication）

窜改（Falsification）

剽窃 （Plagiarism）

其他的舞弊行为

　捏造不存在的数据，研究成果等。

　通过修改研究资料 / 机器 / 实验过程，对数据及其他研究活动结果等进行加工，窜改为

非真实的结果。

　在没有获得该研究人员的同意或运用正确引用标识的情况下，挪用该研究人员的构思，

分析·剖析方法，数据，研究结果，论文或用语等。

　重复发表相同的研究成果，不写明论文作者等的著作权（没有著作权标识）等也有可能

被认定是舞弊行为的典型例子。

※没有正确引用标识的一稿两投，有时也会被认定是自我剽窃行为。

文部科学省  科学技术·学术审议会  关于研究活动中舞弊行为的特别委员会

《关于研究活动中的舞弊行为的应对指导方针》（2006年）

《资料来源》

　研究活动中的舞弊行为的一般的处理流程是：向告发窗口通报 / 申报案件，通过所属机关的调查委

员会等，对告发内容进行调查。

　与上相反，在正常的研发中发生的错误，或仅因学术上的解释，阐明的不同而引发的问题，是非故

意问题，不属于舞弊行为。

　关于各机关对告发的处理方法和调查方法的具体流程详情，请确认各机关的例规 /手册等。

１

２

３

４

16



　捏造，窜改，剽窃（FFP）以及其他的舞弊行为总称为“研究活动上的舞弊行为”。

如果被认定为上述的舞弊行为，将会受到各种的处罚（详情在第7页），敬请注意。

研究活动中的舞弊行为

捏造，窜改，剽窃

其他的舞弊行为
（一稿两投，不适当的著作权等）

论文投稿之前，必须充分注意下述情况，避免舞弊行为认定。

□　你是否确认了自己所属的研究机关的伦理纲领？

□　你是否确认了自己所属的学会 /协会的伦理纲领和论文投稿规定的内容？

□　你是否确认了结果的重现性后才发表？

□　你是否保存，管理好原始数据，实验使用过的试料和实验笔记本？

□　如果有共同作者，当事人之间是否已确认好各自作出贡献的部分，并以共同的责任对其内容
负责一事达成协议？

□　是否已确认没有抵触刊登杂志的一稿两投的规定？

□　对已发表的著作的表述和内容，是否已写明是引用，以免被认为是一稿两投或剽窃？

　是否有其他应该注意的事宜？

　为了正确地进行研究活动，自己平常是否还注意到其他的事宜？

　在进行研究活动时，请意识到科学工作者应有的作风态度，并对研究活动负责。

正确的研究
活动！
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过去的事例

１ John Darsee事件（1981年）

２ Schön（贝尔研究所）事件（1998年）

３ Alsabti事件（1977年）

　John Darsee 是一个极有才华的内科医生，人们认为他的前途无可限量。但是他被发现捏

造了结果。在一个捏造事件发现后，他曾所属的哈佛大学和其他工作单位都进行了调查，发现

他还曾有其他各种舞弊行为。

    Darsee的舞弊行为源于他搜集的数据与研究室共同研究的结果出现的矛盾。科学上的共同

研究是以研究集团全体成员必须正直，互相信用，互相信任为基础的。对准备周到的欺诈行为，

任何人都会觉得防不胜防。

　Jan Hendrik Schön是一位年轻的德国研究员。他使用分子性有机物质结晶发现了超导，并
参与了电子元件的开发等，并取得了物性物理，化学有关人士期待多年的重要成果。在极短期内，

他在Science，Nature等上发表了多篇论文，并当选封面人物。许多人评价他的成果已可获复

数次的诺贝尔奖。但是，之后重复的数据的存在，大量的论文，以及不能通过重试获得重现性

等原因，人们发现了他的舞弊行为。两个完全不同的实验数据竟然连噪音也极相似，这成了他

捏造数据的铁证。结果，他的所有论文都被撤稿。

　Elias A. K. Alsabti在美国研究机关的第一线工作。他在读者较少的杂志上发表了剽窃的论

文，但是没有被惩罚。他的目的和许多科学工作者一样，为了矫饰经历，他编造了很长的已发

表论文一览表，希望以此获得晋升。这样，他剽窃了三年。但是因为他性急，剽窃方法粗略明

显，完全作文抄公，最终被赶上了绝路。如果他采用较稳妥的办法，很可能就不会被发现。

Alexander Kohn【著】，酒井sizu / 三浦雅弘【译】

《过失和舞弊的科学史  科学的陷阱》工作舍（1989年）

《资料来源》

日本学术会议  学术和社会常置委员会

《学术和社会常置委员会报告   关于科学的舞弊行为及其防止》（2003年）

《资料来源》
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William Broad, Nicholas Wade【著】　牧野贤治【译】

《背信弃义的科学工作者》讲谈社（2006年）

《资料来源》



被认定为编造·窜改·剽窃时 JST采取的措施

【申请资格或参加资格的限制期间】

⑴　停止执行与被认定人有关的研究开发工作的全部或一部分
⑵　取消申请课题采用资格
⑶　返还该舞弊行为等的研究开发费的全部或一部分
⑷　限制对JST的全部或一部分的研究基金的申请资格或参加资格
⑸　如果是当事人是JST雇用 时，需返还工资，报酬等的全部或一部分。
⑹　除上述各项外，JST还有可能采取其他认为有必要的处分。 

上述⑷的资格限制期间如下表所示。
从被认定之日起，在该日所属的年度和第二年度以后，在1年以上10年以内的期间内，根据对舞弊行

为的参与程度进行分类，被认为相应的期间。

舞弊行为的分类 舞弊行为的程度 资格限制期间

10年

5～7年

3～5年

2～3年

2～3年

2～3年

1～2年

1　从一开始研究，就意图舞弊行为等，
性质极其恶劣的研究人员。

３　1和2以外的舞弊行为的人

２　与舞弊行为的
研究有关的论文
等的作者

应对论文等负责的
作者（监修负责人,
代表执笔者或被认
定为要负同等责任
的人）

上述以外的作者

被认为对该领域的研究发展有巨
大的影响，以及社会影响较大
时，或行为的性质极其恶劣时。

虽然没有参与舞弊行为，但对出现了舞弊行为的
研究的论文等负有责任的作者（监修负责人,代
表执笔人或被认定为负有与上述人士相同的责任
的人）

被认为对该领域的研究发展影响
较小，以及社会影响较小时，或
行为的性质恶劣性较低时。

被认为对该领域的研究发展有巨
大的影响，以及社会影响较大
时，或行为的性质极其恶劣时。

被认为对该领域的研究发展影响
较小，以及社会影响较小时，或
行为的性质恶劣性较低时。

－ 独立行政法人  科学技术振兴机构

　　《关于与舞弊行为等有关的告发等的处理和处分的规则》（2008年，修改2012年12月） －

参
与
舞
弊
行
为
的
人
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