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ＳＴＡＰ論文問題をきっかけに、日本発の研究の信頼は失われつつあるのではない

か。そんな問題意識から研究会が始まった。長らく科学者の研究不正問題を追い続け

てきた山崎茂明・愛知淑徳大教授を招き、ＳＴＡＰ問題をどうとらえたらよいのか、

座標軸を示してもらった。医学系研究はひとたびデータに間違いがあれば、患者の生

命にかかわる治療に結びつく診療ガイドラインに影響する。水質や食品の安全性をチ

ェックするのと同じように研究の質を監視する組織が日本にも必要だという。理化学

研究所が「ミスコンダクト」を「悪意のない不正行為」以外のものだと誤訳したこと

から混乱が始まったことを指摘、研究不正への認識が乏しい現状を問題視した。業績

のためや、仁義、なれあいで論文の共著者になる場合もある状況が、今回の論文の共

著者にも見られると指摘した。 
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司会：服部尚企画委員（朝日新聞編集委員） 

ＳＴＡＰ問題に端を発して日本の研究につい

ての信頼が揺らいでいるのではないかという

問題意識のもとに、新しく研究会を始めること

になりました。「日本発の研究は信頼回復でき

るか」ということで、今後、何人かの専門家の

方をお招きしてこのような会見形式の研究会

を開いていきたいと思っています。 

きょうは皮切りとして、愛知淑徳大学人間情

報学部教授の山崎茂明先生においでいただき

ました。ご存じの方も多いかとは思いますが、

ご専門は科学情報メディア論と科学コミュニ

ケーション、特にレフェリーシステム等々の分

野でご活躍をされていらっしゃいます。この間、

ＳＴＡＰ問題についても何度か新聞等々でコ

メントをごらんになられた方もおいでかと思

いますが、きょうは、ＳＴＡＰも含めて研究論

文の不正問題についてお話をいただきます 

それでは、山崎先生、よろしくお願いします。 

Textbook on scientific misconduct    を目指して 

山崎茂明・愛知淑徳大学教授 山崎と申しま

す。よろしくお願いします。 

きょうは、スライドを使って 1時間ほどでお

話をしようと思っております。座って話すこと

にあまり慣れてないので、立ち上がってお話を

したいと思います。 

最初に、少し個人的なお話をさせていただき

たいと思います。 

僕は 2002 年に『科学者の不正行為』（丸善）

という本を出しました。それから 12年たって、

こういったことに対してまた大きな関心が寄

せられるようになったわけですが、2002 年に

本を出したときは、これは 3社目の出版社でし

た。最初に別の出版社と、こういった企画で本

を出そうということで了解し合って原稿を出

したんですけれども、原稿を出版社の方がリラ

イトをされたんです。要は、おもしろく、スキ

ャンダラスで、読める内容にしようという意思

です。そのリライト文を読んだときに、これは

自分の本ではないなと率直に思いました。僕は、

スキャンダラスなアプローチでこの科学のミ

スコンダクトの問題を解決できるとは全く思

っておりませんでしたので、むしろ味気ない教

科書的なものをしっかりつくって、それをもと

にいろいろな人々に問題解決を検討してもら

えればいいのではないかと。スタンダードにな

るかどうかは別にしても、 Textbook on 

scientific misconduct というような本を目指

しておりました。そこで意見が不一致になりま

したので、非常に残念だったんですけれども、

原稿を引き揚げさせてもらいました。 

そして二つ目の本屋さんにお願いしたんで

すが、結構きちんとした本を出していらっしゃ

るところなんですが、教科書的で内容がおもし

ろくない、と、これも不採用になりました。そ

れで丸善さんに入ったわけです。そのときに、

こういった問題をスキャンダルとして取り上

げないとなかなか社会に受容されないのか、と

いうようなことを若干感じたりもしました。 

丸善さんに快くそのままの原稿で出してい

ただいたんですが、ひとつ問題がありまして、

この論題が暗いということ。最初、僕が提案し

たのはこのタイトルなんですが、本屋さんの書

店にこれが並んでいたときに、明るい気持ちで

この本を買えるかどうか。デザインもちょっと

暗い感じで、内容的に教科書的で楽しめないし、

みた感じがよくない、売れる要素が非常に少な

いと。ですが、自分としては、どういうものが

将来必要になるか、そういうアプローチでしか

この問題は検討できないと思っていましたの

で、書名についても営業のご意見とは違いまし

たけれども、当時の雰囲気は、日本においては

ミスコンダクト（misconduct 不正行為）はあ

まりないだろう、ヨーロッパとか、特にアメリ

カを中心とした研究競争の激しい世界でミス

コンダクトがあるのであって、日本の緩やかな、

儒教思想でもないですけれども、生活の中にも

きちんとした倫理観が根づいている社会の中

では少ないというのが科学界の認識でした。僕

はそうは思っておりませんでしたので、ストレ

ートな題で書くべきだと、あまり明るくないの

ですが、このタイトルで本をお願いしました。 
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巨視と狭視をあわせて科学をウオッチ 

そういういきさつがあってこの問題につき

合うようになったんですが、僕は科学の世界を

ウオッチするということをやってきたわけで

す。皆さんはプレスの方で、これは科学部の方

がウオッチしたのと同じ視線だと思うのです

が、ただ、科学の記者の方たちは、多分、証言

とか、インタビューとかを非常に大事にしてつ

くっていると思うのです。僕の姿勢というのは、

科学の世界というのは最終的に論文を生み出

します。当然のことですけれども、発表なくし

て科学研究活動は存在しないわけで、最後はペ

ーパーができるわけです。そのペーパーを一つ

一つ吟味するのは専門家ですが、それが一つの

大きなデータベースになって、その年次変化と

か、分野別にみた特性とか、文献データベース

を通して科学活動全体がみえるということも

事実なんですね。現在でしたらＰｕｂＭｅｄ（編

注：ＮＬＭ＝米国立医学図書館：National 

Library of Medicine が作成しているデータベ

ースで、世界の主要医学系雑誌等に掲載された

2400 万におよぶ文献を検索できる）が生命科

学領域では非常に簡便にアクセスできて非常

に優れたデータベースですが、そういうものを

アプローチするときの大事なツールとしても

っと活用していただきたいな――もっととい

うか、とにかくそういうものが使われるといい

と思っております。 

僕も 1994 年に「Ranking Japan’s life 

science research」という 2ページのネイチャ

ー誌に書いた論文がありまして、それでデータ

ベースを使って医学界を中心とした研究機関

のランキングをやったんです。そのときに理研

のこともちょっとあって、理研についての評価

は、大規模な組織ですので、論文の絶対量でみ

るといいランクに当然いくんですが、研究者 1

人当たりのパー・ヘッドという感じで標準化す

ると活性が非常に落ちる。つまり、大規模機関

ということで絶対数は多いけれども、中小規模

のほうがむしろ特定主題に絞っては優れた研

究をしているということが出たりして、理研の

方から一部質問というか、クレームがあったり

もしたことを思い出します。 

そういうふうに研究活動を定量的にウオッ

チする視点と、もう一つ、質的に深く入る視点

があるということに気づいたんです。それが倫

理ということで、逆な意味でミスコンダクトと

いうことになると思いますけれども、そういう

巨視的な見方と、非常に狭い視点とをあわせて

科学の世界をウオッチして、そして問題を明ら

かにして、問題が明らかになるということは対

策がとれるということですので。解決する人は、

もっとお金を持ったり、いろんなパワーを持っ

た方がやればいいと思うのですけれども、とり

あえず、１人の研究としてはそういう視点を提

示することでひとつ責任を果たすみたいな感

じがありました。 

そういうちょっと自分の個人的な関心を含

めてお話をさせていただきました。 

資料 1は、皆さん、内容をごらんになった方

がいらっしゃると思いますけれども、2006 年

にこれが出たときに、日本の論文のアウトプッ

ト（生産量）が中国に抜かれたというところで

す。それまで 10 年間、データベースによって

は 20 年間、日本はずっと 2 位の地位にあった

わけです。そういうものが中国に抜かれた。そ

の数年先にはイギリスやドイツにも抜かれま

して 5位になった。これは大変ドラスティカル

なことだったと思います。 

2009 年にはＧＤＰでも中国に抜かれ、日本

のいろいろな意味での下降というものがみえ

てきたわけです（資料 2）。 

資料１ 
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倫理のフィルターで健全度を上げていく 

今回の問題の立て方は、信頼性を回復できる

かというところなので、すごく大きな問題だな

と思ったんですけれども、まず、現時点の日本

の生命科学系を中心としたアウトプットの生

産の状況をみてみたいと思うのです。そういう

ことをみるのは、やはりデータベースの中から、

日本所属の著者が書いた英文論文というよう

な集合をつくって、そしてどういうジャーナル

に出しているかとか、そういったさまざまな分

析を通してみえてくるわけです。そういう全体

像をみてみようではないかというところです。 

日本の論文生産で、まずアウトプットの状況

を調べて、特徴を示して、そしてミスコンダク

トに基づく論文が混じってくるということで、

結局それは日本の研究の健全性とか、研究力の

低下につながっていく、それをどうやって直し

ていこうかというところの一つの視点として、

僕はオーサーシップ（authorship 論文著者）

をきちんと適用してもらうということがいい

のではないかと思っているわけです。 

ただ、同時に、研究者個人に対してこういっ

た視点を大事にしろというようなことを言う

だけではなくて、やはり研究の環境がこの 20

～30 年で随分変化しています。そういう環境

面の、特に研究資金をめぐる問題点を整理して、

環境と研究者個人への改善の方向性を示すと

いうことが目標になるというところになりま

す。これが僕の全体像です。 

表題に「Ethical filter」と書いているんで

すけれども、そういう倫理のフィルターをかけ

ることで生産された情報の健全度を上げてい

こうというアイデアになります。 

いくつか結果をみていきたいと思います（資

料 3）。これはＰｕｂＭｅｄを使って日本の英文

論文発表誌ランクをつくったわけです。筆頭著

者が日本所属の方――日本人とは限らないん

ですが、筆頭著者の所属アドレスが日本にある

方――のペーパーを日本論文として、そして英

文発表に限定して、ほとんどＰｕｂＭｅｄという

のは英文論文からのものなんですが、ランキン

グをつくってみました。皆さんはあまりなじみ

が な い タ イ ト ル か も し れ ま せ ん が 、

「 Biochemical and Biophysical Research 

Communications」は生命科学系の人にとっては、

ＢＢＲＣだけで通りますし、「J Biol Chem (The 

Journal of Biological Chemistry)」はＪＢＣ

で通りますし、4番目「J Am Chem Soc (Journal 

of the American Chemical Society)」はＪＡ

ＣＳで、というふうにバイオケミストリー（生

化学）の一流誌が並んでいます。 

ピンク色の字で書いているジャーナル（2、6、

8、9）は日本で出している英文誌です。10 年、

15 年前とかも調べてあるんですが、日本の英

文誌が英語の発表論文の場所としてすごく重

要な地位を占めている。英文誌の役割が増大し

ていることもわかるんですが、こういうたくさ

んの生化学系・分子生物学の一流誌に日本の人

たちが書いています。 

もう少しはっきりいうと、基礎医学領域は大

変きちんと最前線で仕事がされているという

印象を持ちました。 

資料１ 

資料 2 

資料 3 
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「臨床系は低調」傾向に修正のきざし 

一方で、臨床医学も専門分野それぞれ頑張っ

ているんですけれども、一つ問題がありまして、

そ れ は ５ 大 総 合 医 学 誌 、 Ann intern 

Med(Annals of Internal Medicine)、ＢＭＪ

(British Medical Journal)、ＪＡＭＡ(Journal 

of the American Medical Association)、The 

Lancet、N Engl J Med（New England Journal 

of Medicine）、こういう超一流総合医学雑誌

に日本の人がどのくらい発表しているかとい

うのをみると、これは大変少ない（資料 4､5）。

これはどういう問題があるか。10 年ぐらい前

にいろいろな発言があって、やはり日本から投

稿している人々の意識と海外の一流総合医学

雑誌の編集部が求めている内容によじれがあ

る、一致していないというところが指摘されて

いました。僕もそう思うのです。 

つまり、海外の一流誌(臨床系)は、ヒトを対

象とした大規模臨床試験、あるいはクリニカ

ル・トライアル、そういったものを要求してい

ます。日本のエビデンスの発表の場として使っ

てもらいたいし、英米は日本のエビデンスをみ

たいと思っている。ところが、日本の研究者は、

基礎的な実験動物を使って、それから臨床を目

指すような、何か基礎医学志向のものがバック

にあった論文でないと一流誌には出ないので

はないかと誤解しているというようなことが

わかりました。 

日本の英文論文の発表からみえてきたこと

は、基礎医学系は生化学を中心として活発な発

表行動が示された一方で、臨床系の総合医学雑

誌への発表は低調ということで、何が問題かと

いうようなことがみえてきたと思います。 

ですから、その当時から、あるいは 20 年前

もそうですけれども、日本は臨床系の論文、ク

リニカル・トライアルとか、そういったものが

非常に少ないということが指摘されて――僕

も指摘しているほうなんですが――いまして

研究の、別に不正があるわけではないんですけ

れども、そういう傾向の修正とか、適正化とい

うことにこういうデータが寄与する部分があ

ると思います。 

そういう観点を込めて資料 6 をつくったん

ですけれども、これはＰｕｂＭｅｄからですけれ

ども、日本論文の世界に占めるシェアと、日本

の臨床試験論文が世界のシェアの中でどのく

らいを占めるか。例えば、初期の時代は日本の

クリニカル・トライアルは１コンマちょっとで

す。全体が 4％に近いところです。それが、当

初は確かに差があったけれども、近年ここのパ

ーセンテージが一致してきた。つまり、日本の

臨床試験のペーパーがふえているということ

資料 4 

資料 6 

資料 5 
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が出てまいりました。これはそれなりのＥＢＭ

（Evidence-based Medicine 根拠に基づいた

医療）の進展もありますが、その中でこういっ

たスタディが臨床的にふえていることがみえ

てきた。これはいい話だと思っています。 

失った信頼をカバーするのは大変なこと 

そういう、ある意味正常な生産活動の分析が

できて、いろいろな修正をしたり、検討をする

ことができるようになったわけですけれども、

そういう中に、こういうミスコンダクトによる

論文が混じってくるということで、やはり日本

の科学の健全性が著しく損なわれる。そして、

一度失った信頼をカバーするのは大変なこと

だと思いますので、こういった問題の影響力は

いろいろな形で明らかにされるべきです。 

資料 7 は皆さんご存じのものが多いと思い

ますが、例えば東邦大学の藤井先生の事例です。

注目していただきたいのは、藤井先生は東邦大

学の助教授だった当時、ミスコンダクトが疑わ

れて、学内の調査委員会、さらに日本麻酔科学

会の調査委員会もできまして、明らかにされま

した。毎日新聞の記事で実際の概要はほぼわか

ります。1991 年から 2011 年までの約 20 年間

で、国内外で 212 本を対象に調べたところ、172

論文が実際に行われたことが証明できず、捏造

と判断された。こういうものが実際に医療の場

でどういう影響が考えられるのか。 

麻酔科学会では、「医薬品ガイドライン」と

いう形で、麻酔薬を中心にして、その安全性と

か評価を行って、そして臨床に使えるかどうか、

ガイドラインを出しているわけです。そういう

中に藤井先生の論文がいくつか引用されてい

ました。これは実際にそういう捏造論文が使わ

れて、そしてエビデンスのもとになっていると

いうことです。これはある意味このガイドライ

ンの存亡にかかわるようなところもあって、一

体大丈夫なのかと多くの方が感じられるとこ

ろになるかと思います（資料 8）。 

こういった、実際に影響をカウントできるも

のもあるし、理研の事件のように、論文として

は二つかもしれないし、複合的なミスコンダク

トがみられるかもしれないけれども、確かに数

としては少ないとみなすこともできるけれど

も、社会的なインパクトは大変大きかったので

はないかと思います。 

いずれにしても、信頼性が科学情報の世界で

棄損されるということは大きな問題になりま

すので、そういったことに対処法をとっていく

ことが私たちに求められていることになるか

と思います。 

そういう意味で、情報のフィルタリングとい

うことで考えると、レフェリーシステムを中心

にして量と質のフィルターをかけて行われた

わけですけれども、今後はこういう Ethical 

Filter というような視点で情報をフィルタリ

ングしていくということです。また、そういう

アイデアにのっとって、いろいろな投稿規定と

か、論文作法の教育とか、さまざま側面で

Ethical Filter 的なものを呼び覚ましていく

ことが大事だと思っております（資料 9）。 

資料 7 

資料 8 
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科学の質は日常生活の質に直結する 

発表論文数を中心にした全体の話は終わり

にしまして、ここからは、まずミスコンダクト

――先ほどから「ミスコンダクト」と呼んでい

ますが、科学の不正行為です――を考える基本

というもので 2枚スライドを用意しました。 

研究環境の変化ということで、産学連携を中

心にしてデータがありますので、おみせしたい

と思います。 

そういう環境面の変化を受けてかもしれま

せんが、いろいろな問題点が出て、そういう中

で、今回の理研事件。この話で僕がまず取り上

げたいのは、定義をめぐる混乱です。ミスコン

ダクトの定義をどうするか。特に悪意というこ

とをもっていろいろな話が出たと思いますが、

そういう定義をめぐる混乱。それから、オーサ

ーシップをめぐる混乱。そして、撤回をめぐる

混乱。この三つの混乱に絞ってお話をして、そ

して解決方法としてはオーサーシップの問題

とレフェリーシステムに触れながら問題解決

への道を探ってみたいと思います。 

資料 10 は Michael Farthing さんというＧｕｔ

（ＢＭＡ＝英国医師会の消化器専門誌）編集委

員長だった方が、1998 年にこう言っています。

「なぜミスコンダクトを放置できないか？ 一

般の人々を科学のミスコンダクトから守るこ

とは、ちょうど公衆衛生のひとつの側面である。 

水質や食品の安全性をチェックする機関と同

様に、知識や情報の質、そしてその安全性をチ

ェックするシステムが、つねに機能するよう組

織されていなければならない」。科学の世界は

日常生活とは関係ない遠くにあるのではない、

日常生活の質、クオリティー・オブ・ライフに

直結する問題なんだととらえているわけです。

そういう形で、ミスコンダクトへの一般の人々

の関心をふやすというか、一般の生活と関係が

あるということをきちんと述べた言葉だと思

います。これは大事なことだと思います。 

それから、ミスコンダクトとどのように向き

合うべきか。まずは存在を認めること。世の中

には存在を認めない人もいますので、まずは認

める。そして、これを病気として想定していま

す。つまり、健康な人が非常に劣悪な環境の中

にいれば風邪を引いたり、下痢をしたりすると

いうような感染症としてイメージしています。 

つまり、病気への対処ということで、確かに

薬物療法も個人へのものもありますけれども、

こういったミスコンダクトという病気には環

境へのアプローチが大切で、そういう意味では

公衆衛生学的なアプローチで対応する、つまり、

予防と教育がポイントだといったものになる

のではないかと思っております。 

資料 9 資料 10 

資料 11 

資料 11 



8 
 

米ではBayh-Dole法、日本では独法化から変化 

これら二つのミスコンダクトをめぐる基礎

的なことを踏まえて、研究資金の問題をお話し

したいと思います。 

1980 年にバイドール法(Bayh-Dole 法)がで

きました（資料 12）。バイドール法とは、米

国で 1980 年に制定された法律で、連邦政府の

資金で研究開発された発明であっても、その成

果に対して大学や研究者が特許権を取得する

ことを認めたものです。これが確かにアメリカ

の製造業をハイテク産業化して、製造業として

もう１回アメリカ国内を生き返らせるという

力を持ったと思いますが、研究世界でも大きな

影響があったと思います。 

資料 13 は National Science Foundation(Ｎ

ＳＦ)の統計データをもとにつくられたもので、

アメリカの大学で特許取得数が、1980 年以降、

急激にふえているということで、大学の市場化

が進んでいることを示した図になります。 

こういう変化は日本でも当然起こっていま

して、独法化が特に契機になっているかと思い

ます。特許出願件数とか、共同研究件数の変化

という形で、外部資金を導入するためのいろい

ろな施策が練られたわけです（資料 14）。 

資料 15 は大阪大学を例にして、2013 年の大

阪大学のプロフィールからコピーしました。大

阪大学は平成 25 年度収入が 1,535 億。主要な

お金は、交付金です。あと、自己収入。これは

大阪大学の附属病院の収入と学納金(学生の授

業料)になります。 

それから、研究費ですけれども、研究資金に

ついては二つあります。一つは文科省と厚労省

の資金で、これが 132 億ぐらいあります。それ

から、それより多い額として 221 億、これが産

学連携に関連する民間資金です。大阪大学は非

常に顕著なんですが、研究資金の多くを民間資

金からとっている状態になっていまして、日本

の研究大学はほぼこの傾向が続いています。 

資料 12 
資料 14 

資料 13 

資料 15 
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産学連携が大学を変えてしまう 

確かに資金が実質的に大学のマネジメント

の中で入ってくるということでいいことだと

思われるかもしれないし、こういった流れを否

定することは難しいということではあるんで

すけれども、ブルーメンタールさんという方が

1996 年にこういったことを言っています。 

「生物医学研究の産学連携プロジェクトで、

41％に一般の人々への情報伝達に制限を設定

し、29％に他大学の研究者への伝達を制限し、

同じ大学研究者へも 21％が制約を設けてい

た」（資料 16） 

これは、大学は知識を生み出したものをパブ

リック・ドメインとして開放していくというか、

それが大学の大きな役割だし、魅力だったと思

うのです。そういった大学の伝統的に持ってい

た価値というか、風土というか、そういったも

のに抵触する研究活動ということになるかと

思います。こういった秘守義務が伴うような産

学連携プロジェクトをせざるを得ないという

部分もあるかもしれないけれども、もしかした

ら、大学を本当に変えてしまって、魅力をなく

してしまう危険性があるということをもう少

し知っておくことが必要になってくるかと思

います。 

資料 17 は製薬企業の資金です。Financial 

anatomy of biomedical research、ＪＡＭＡとい

う総合医学雑誌に載ったもので、ここでおもし

ろいことがみえてきました。これは 1兆 8千万

ぐらいの資金規模なんですが、臨床試験研究へ

の支出が、1994 年で製薬研究資金の 3 分の 1

を占めていた。これが 2003 年には 52％と、半

分以上の比率にまで拡大した。つまり、製薬企

業が臨床試験に研究資金を集中して投与して

いるということがみえてきたわけです。 

これは明らかに、クリニカル・トライアルを

して、そして自社を中心とした薬の効き目を明

らかにして、診療ガイドラインの中に表現して

いく、そういう形で自社の製品を販売していく

という流れに持っていっているわけです。これ

はディオバンの不正事件とか、そういったこと

の根底にある構造になります。 

だから、日本の臨床試験論文は確かにふえて

いるんだけれども、企業に支援された、そして

若干医師の主導から外れたようなものも混入

するということは考えていいのかもしれない

と思いました（資料 18）。 

 

 

資料 16 

資料 17 

資料 18 
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不適切な訳語が招く誤解 

さて、３つの混乱についてお話をしてみたい

と思います（資料 19）。 

まず一つ目は、定義をめぐる混乱です。これ

はまだ続いていますし、どういうふうに決着す

るかわかりませんけれども、自分なりの意見を

言ってみたいと思っております。 

まず問題は、honest error を「悪意のない

間違い」と訳したことが混乱を呼んでいるので

はないかと思っています。 

理化学研究所では、2004 年にデータ改ざん

事件があり、それを契機に同年末に「基本的対

応方針」の策定を約束し、2005 年に制定しま

した。これは現在も生きているわけです。そこ

で「研究不正」を定義しています。そのときに、

「悪意のない間違い及び意見の相違は研究不

正に含まない」という言葉は、もう当時から使

っておりました（資料 20）。 

皆さんは「研究の提案」ということでどうい

ったことが思い浮かびますか。研究不正は捏

造・改ざん・盗用である、ＦＦＰであるというこ

とはわかるんですが、「研究の提案」という言

葉からどういったセッティングというか、場面

を想定されますか。 

これは助成金の申請の段階での盗用とかミ

スコンダクトを意味しています。どうでしょう

か、そういう助成金の場面での問題と気づいた

方はいらっしゃいますか。少数ですよね。 

「見直し」はどうでしょうか。「見直し」という

言葉は、非常に一般的ですよね。ここでいう「見

直し」の元の言葉は「review」です。学術雑誌の

editorial peer review を示していまして、論

文審査の段階で不適切なミスコンダクトが起

きていますし、それを防止するということが意

図されているものです。でも、「見直し」と訳さ

れたものを読んでそういうふうに考えられる

かというと、これは難しいと思います。 

こうした非常にシンプルな、間違いが起こり

ようがないような凝縮された情報の中で不適

切な訳があるということです。 

これが原題です（資料 21）。「Research 

misconduct means fabrication，falsification，

or plagiarism」、ＦＦＰ＝Fabrication 捏造、

Falsification 改ざん、Plagiarism 盗用＝が、

「in」以下にあるように、どういうセッティン

グの中で起こるかということを予想している

の で す 。 proposing は 助 成 金 の 申 請 、

performing は実験をしたりすることです。

reviewing research、これは論文審査を指して

います。そして reporting は発表ですね。 

資料 19 

資料 20 

資料 21 
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事件をうけて、僕は 2005～2006 年にこの文

章をネット上でみたときに、訳が明瞭でないな

と思ったんですよ。なぜ明瞭でないか。これは

ミスコンダクトの現状を知らない人が訳して

いる。字面で訳して、そしてきれいな文章にし

ている。ミスコンダクトを防止するために組織

は努力している、やっているぞということはみ

えるかもしれないけれども、本気かどうかとい

うのはわからないと思いました。僕はその訳を

みて愕然としまして――愕然とはちょっと言

い過ぎなんですけれども、少し落胆しました。 

もう一つ不思議だったのは、「2005 年連邦

規則集」と僕が書いていますように、理研さん

が規約をまとめる時点で、時間的には 2005 年

の改定版を読むチャンスは十分あったんです。

ところが、ミスコンダクトを連邦政府が最初に

定義した 2000 年 12 月、その古いものを上げて

いるんですよね。これを含めて、そしてそれが

改正もされずに現在もまだ残っているという

ことに、何か変だなというような感じを得てい

ます。このあたりは、ミスコンダクトについて

知識がなくてやっているということが如実に

示されたと思います。 

「悪意のない間違い」のほうが犯罪的 

論議になった「悪意のない間違い」ですけれ

ども、これは原本をみても、どこにも「悪意」

とかそういう文章は一切入っていません。オネ

スト・エラー（honest error）、誠実な誤り、

人間の世界ですから間違いはあるわけです。科

学の世界では、そういった普通の間違いはオネ

スト・エラーとして許されるし、そういうこと

はいっぱいあるわけです。それを「悪意のない

間違い」と訳したことで、ミスコンダクトには

悪意がつきものなんだ、悪意があってのミスコ

ンダクトというような感じが、確かに日本語を

読むとそう読み取れるんですよね。 

該当の小保方さんたち、ネイチャー論文筆頭

著者の方と弁護人は、「悪意のない不正行為は、

mistake であり、misconduct ではない」。

mistake は不正行為ではありません。この

「mistake であり」というのはほうっておいて

も、悪意がなければ不正行為であってもミスコ

ンダクトにならないというようなことを言っ

ているわけです。確かに読むとそう読めるかも

しれない。だけど僕は、何も意識しないで不正

行為をするほうが怖いのではないかと思いま

す。悪意もなしにミスコンダクトをする、そし

て全く無意識にしてしまう、そのほうがはるか

に犯罪的で怖いのではないかと思います。 

ミスコンダクトの定義をめぐっては、やはり

アメリカ連邦政府の定義に基づいて議論する

べきであって、誤った不適切な訳に基づいて検

討することは、全く法律論の文字解釈の問題に

すりかわっていまして、科学のミスコンダクト

をめぐるサイエンスの議論ではない。そういう

ものに加担する部分をみずからつくっている

という部分が問題だと思っております。 

オーサーシップをめぐる混乱。これは具体的

に笹井先生のお話になるかもしれません。 

まず、Corresponding author ということに

ついて知識を確認しておきたいと思います（資

料 23）。これは①投稿に当たって編集者と直

資料 22 

資料 23 
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接連絡をとってやりとりをしたり、②レフェリ

ーや編集者からのコメントを受けて、共著者を

代表して修正や反論を行う、また、③出版後に

はメディアへの対応や読者からの意見に答え

るということで、これは連絡調整の責任者で、

非常に重要なポジションになるわけです。同時

に、④内容への寄与と責任を社会へ広く公言し

たものであって、ミスコンダクトの問題も誠実

に対応するという役割が求められています。 

笹井氏の役割 

笹井先生のインタビューはメディアでも取

り上げられ、いろいろ記事も出ました。「自身

が加わったのは、最後の論文の書き直しから、

と主張した」と朝日新聞に書いてありました。

「論文執筆のアドバイザー」とみずからの役割

を説明している。自分はその程度だというよう

な言い方になるかと思います（資料 24）。 

実際のAuthor Contributorsという欄で文末

に寄与内容が書いてあります。主に研究とデザ

イン、実験、論文執筆、それから連絡責任著者

はだれか、ネイチャーの Author Contributors

欄からわかる。まず、レター論文ですが、笹井

先生がそれぞれの寄与の 2 番目に入っている

のがおわかりだと思います。黄色く示しました。

研究デザインは研究の初期段階です。実際の実

験、そして論文執筆、そして連絡責任著者とい

う形で非常に重要な位置を占めているという

ことをみずから論文の中で明記している。あの

発言はそれを覆すようなものになるわけです。 

それから、アーティクルの方も、確かに連絡

責任著者はバカンティとか小保方さんが入っ

ていますが、ほかの要素については全部笹井さ

んは入っています。論文の執筆、特に後半から

の直しに自分は強く関与したのだというとこ

ろは、こういった公式な発表内容記録、コント

リビューターシップからは、決してみえてきま

せん。このように非常に誠実さを欠いた、現状

とは違うお答えだったと思っております。 

そこで、僕はオーサーシップの問題が大きい

と思いましたので、それを中心にお話ししたい

と思います。まず、不適切なオーサーシップに

こういったことがあります（資料 26）。 

資料 27 はある大学の不正行為調査委員会で、

資料 24 

資料 26 

資料 27 資料 25 
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助教授の方の撤回があって、関連する共著者全

員に１人１人インタビューをした。そのときの

お答えです。 

主任教授の方は、「教室のトップとして、慣

例で著者になったにすぎない」と、自分は論文

を出したことも、発表したことも知らないとい

うことを言っておりました。教授の方は、「原

稿を読むことなく、いつものように儀礼的に著

者になった」。若手の方は、「著者に入れてく

れたのは、病棟で教えを受けた先輩医師からの

親切心と考えた」。全く論文のコラボレーショ

ンとは関係のない理由が挙がっています。 

オーサーシップのあるべき姿 

資料 28 は先ほども出た藤井先生の関係する

調査特別委員会報告の中で、藤井先生と論文共

著関係が 3番目に多い方が、インタビュー調査

で「藤井氏とは全く別に研究を行っており、研

究自体に協力したことはない。それにもかかわ

らず共著者となっているのは、お互いに業績を

ふやすために論文に名前を入れ合おうとする

約束」をしたんだと。何かやくざの仁義の世界

のようにみえてきますけれども、そういう形で

論文数をふやそうとしたことがわかります。 

資料 29 は「ＯＲＩ研究倫理入門」に出てき

た例で、研究室のいい論文のトップは私がなる

のよというローカルルールが蔓延していると。

グローバルスタンダードが確立していません。 

そういう中で、現在、生命科学系ではこれが

グローバルスタンダードになっていると思い

ますが、オーサーシップについてのガイドライ

ンです（資料 30）。この(1)(2)(3）を同時に

満たすことが要求されています。そして注意す

るのは、例えば(1)で「あるいは」という言葉で

続けられている。これは「or」です。ですから、

すべてを満たす必要はない。研究の着想とデザ

インに役割を果たして、あと、執筆への知的改

訂の重要な貢献をする、そして最終的に発表に

同意するということであれば著者になります。 

ただ、1985 年にガイドライン・オン・オー

サーシップというのがつくられたんですが、そ

のときはこの赤字で書いた「データの取得」と

いうのが入っていませんでした。「データの取

得」は実験そのものです。つまり、肉体労働よ

りも知的な貢献を重視したということがあっ

て、これは批判されて改訂されました。 

そして昨年、もう一歩改訂が加わりました。

これが資料 31 です。「研究のすべてに対して、

その正確さや公正さに関する疑問が適切に解

き明かされるように、すべての内容を説明でき

ることに同意する」。自分は研究のピースの一

つだけに寄与したのであって、という弁明は許

されない、スタディ全体に責任をとれというこ

資料 28 

資料 30 

資料 29 
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とを強調するものになっています。このあたり

がスタンダードとして広められるといいと思

っています。 

超一流誌でもオーナーシップの乱れ 

やっぱり寄与内容が不明瞭であるというこ

とは、それを示さないと何もやらない人が入る

ことを防止できない。そこで、コントリビュー

ターシップというアイデアが出ています。これ

は映画のクレジットと同じように、論文の寄与

内容をクレジットしようということです。 

資料 32 はＢＭＪです。Contributors 欄に、

イニシャルですが、どういったことに寄与した

かというのが書いてあります。こういう形で誤

ったものを外していこうということです。 

ゴーストオーサーシップといって、実際に隠

された著者がいることがよくあります。特に統

計専門家が統計データの分析などに強く関与

したにもかかわらず著者に入らないというこ

とが、企業で主導された臨床試験によくみられ

る。そういうゴーストの存在がどのくらいある

かということを調査したものが資料 33 です。

コレスポンディングオーサーに問われたもの

で、ＡＩＭ、ＪＡＭＡ、ＮＥＪＭといったは超一流誌

が対象です。その論文の 11％にゴーストがあ

った。それから、名誉、オナリーオーサーシッ

プが 19％。こういう一流誌でもこれだけ不適

切なオーサーシップの乱れがあるということ

が衝撃であった、そういった調査です。 

混乱するかもしれませんが、ゲストオーサー

シップというのがあります（資料 34）。これ

はゴーストオーサーシップの反対で、著者の資

格がないのに論文の著者として扱われる。特に

製薬企業に支援された臨床試験では、企業に雇

用された統計専門家がゴーストで入る一方で、

実際には寄与のない著名な研究者をゲストに

加え、みかけの信頼性を演出する事例が存在す

る。こういう逆のオーサーシップもあります。

だれと特定しないのですが、それらしい人は日

本にもいらっしゃるというのが、専門家に話を

うかがうと出てきます。やはり、日常的に適切

な寄与に基づいたオーサーシップの適用がな

されていないことが、ゲストを受け入れやすく

するということにつながっていると思います。 

資料 32 

資料 34 資料 33 
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「撤回」でも論文は消えない 

次に、３つ目の撤回をめぐる混乱についてお

話しします。 

まず、撤回というのはどういうものか、撤回

された論文がどのくらいあるのかということ

が関心事になりました。お茶の間でもこういっ

たことが取り上げられて、それはよかったかな、

と僕は思っている１人でもありますが、まず撤

回された論文がどのくらいあるか。これは先ほ

どのＰｕｂＭｅｄでは「Retracted Publication」

という言葉の中で検索できます。ただ、その言

葉を打てばいいわけではなくて、「Publication 

Type」いうタグの中で検索をするという、そう

いったフィールドを特定してあげないといけ

ないんですが、出てきます。 

それから、撤回された論文とともに、撤回を

通知するお知らせ文も区別されてタグがつけ

られて検索できます。 

その両方をプロットしてみたんですけれど

も（資料 35）、これからわかることは、初期

は通知なしに論文の撤回だけが行われたとい

う傾向があるように思いました。近年は通知が

しっかりされているのかなということがみて

取れます。こういう形で、物理的なものの世界

として考えることができるかと思います。 

資料 36 が、実際に撤回された論文につけら

れた赤い袈裟がけみたいな印です。 

撤回された論文はデータベースとか、電子ジ

ャーナルから消えると思っている方もいらっ

しゃったんですけれども、そうではありません。

誤りも含めてそういったものが存在するのが

現実です。消されることはない。「撤回された」

という形で残るのです。 

資料 37 は撤回の Retraction notice という

お知らせになります。「重複発表による」とい

うように理由が書かれてノーティスがされる。 

撤回のお知らせの際は、こういったことが表

現されるべきだといわれています（資料 38）。

こういった知識を、医学コミュニティも、ジャ

ーナリストもほとんど持っていなかったと思

います。 

これは国際医学雑誌編集者委員会（バンクー

バーグループ）がもう前からいっていることな

資料 35 

資料 36 資料 38 
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んですが、まず、撤回と明示して、雑誌の目立

つ場所（目次）などに取り上げてほしいと。読

者からの手紙欄などで簡単に取り上げるべき

ではない。それから、筆頭著者が撤回通知の著

者であるべきである。つまり、やった人間が責

任をもって撤回を表現する。でも、著者が撤回

に受諾しないケースもあるわけですけれども、

なぜ撤回するのか理由が示されるべきである。

ミスコンダクトによるものなのか、オネスト・

エラーなのか、そういったことが書かれるべき

である、といったことがいわれています。こう

いったことを知っているかどうかでジャーナ

ルの編集とかがかなり変わってきます。 

撤回は一流誌で起きている 

資料 39 は撤回された論文の理由です。Wager 

& Williams が調査して、これはＰｕｂＭｅｄから

選択的にデータを集めた調査です。オネスト・

エラーが 39％で多いということに気づきます。

それから盗用とか、重複発表、これは剽窃ツー

ルでチェックできる、そういったミスコンダク

トが多いということがわかりました。 

それから、日本の論文を対象に、これは僕が

やったんですけれども、理由を調べてみました

（資料 40）。捏造・改ざんが結構多いという

傾向がみえてまいりました。撤回への関心をも

とにミスコンダクトの内容へのアプローチが

できるというおもしろい例だと思います。 

ミスコンダクトではなくて、撤回がこういう

一流誌の中で起きている。1位のＪＢＣ、プロナ

ス、サイエンス、ネイチャー、一流どころが出

ます。決して二、三流誌で起きているのではな

い。それから、麻酔科学のジャーナルが 4番目

とか 7番目に入っていますが、これは藤井先生

一個人の影響が出ているものです。 

こういったミスコンダクトの問題が出たの

で、既存の評価システムも再構築が必要だと。

そこで、いろいろアイデアが出ています（資料

41）。その一つをご紹介したいと思います。 

Open Peer Review というアイデアです（資

料 42）。これは Editorial misconduct といっ

て編集段階の盗用などが起こると、レフェリー

システムという非常に大事なシステム全体の

資料 40 

資料 41 

資料 42 

資料 39 
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信頼が崩れていくことになります。ですから、

件数は少ないんだけれどもきちんと対応する

必要がある。そのための一つの方法として、レ

フェリー名をオープンにして査読をしようで

はないか、それによって不適切なミスコンダク

トから離脱することができる、匿名性を排する

ことで対応しようというアイデアです。 

大切なのは大学への信頼を保持すること 

もう一つは、やはり既存のフィルタリングを

どこか強化する必要があるということ。一つに

は、著者、共同研究者が集まってお互いに原デ

ータをチェックしたり、きちんと話し合って、

協力関係のもとで出していくことが必要です

し、それから、レフェリーシステムだけに質の

コントロールを任せるのではなくて、発表後の

コレスポンデンス欄を中心としたやりとり機

能を強化する。具体的には、電子的なコレスポ

ンデンス欄、これはいろいろ出てきましたので、

そういうものが機能するし、それから社会が、

今回の理研事件でわかったように、いろいろな

指摘とか、それが合意として形成されていくと

いう過程でブログが非常に重要な役割を果た

しております。こういったことをバックにしな

がら公正な研究世界の流れに持っていけたら

いいなと思っています。 

資料 44 はひとつのまとめなんですけれども、

「大学(Academic research)は、外部資金に依

存し産学連携を強め、大学の市場化が進行して

いる。その環境変化のなかで、研究の不正行為

も出現するようになった。しかし、“大切なの

は、大学の心臓である公正さと大学に対する社

会からの信頼を保持すること”である。それだ

けに、公正な科学研究を発展させることに大学

は強い関心を持つべきである」というような言

葉がありました。こういったことを含めて、ミ

スコンダクト全体に対していろいろな方面か

ら関心を持っていくことが必要かなと思って

おります。 

これで僕の発表にしたいと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

＜質疑応答＞ 

司会 山崎先生、ありがとうございました。

まず私から少し質問させていただいて、その後、

会場からの質問を受けたいと思います。 

確認的な意味なんですが、不適切なオーサー

シップのところでＡ大学での不正調査委員会

の話をご紹介されていました。ボスの教授が自

動的に入ったり、若手が温情で入れてもらった

り、仁義の世界があったというお話で、ついつ

い日本の医局制度なんかを思い浮かべてしま

うのですが、こういった慣例というのは、結構

日本で色が濃いのか、国内外でみてもこういっ

たことはあって、とりたてて日本だけが突出し

ている話ではないのか、その辺のことについて

少し補足してうかがえたらと思います。 

山崎 少しは差があると思っていますけれ

ども、基本的な構造はあり得ると思います。そ

して、ミスコンダクトの中は、いま、ＦＦＰに

規約などは限っておりますが、オーサーシップ

の不適切な適応というのは、これはミスコンダ

クトそのものです。 

資料 43 

資料 44 
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ただ、それをミスコンダクトの定義に入れて

しまうと、申し立ての件数がとてつもなく大き

な数になって、対処できなくなる。そこで大阪

大学は、ミスコンダクトとして不適切なオーサ

ーシップとか、不適切な引用とかを入れていま

すが、申し立ての対象としてはＦＦＰに限ると

しています。それだけ日常的に起きている大き

な問題で、予防、教育で正していくことが求め

られる最大のイシューになるかと思います。 

司会 反対に、ゲストのオーサーもあるとお

っしゃいましたが、日本の場合、ドラッグ・ラ

グの問題もあって、やっぱり企業主導のクリニ

カル・トライアルがふえていると思うのです。

そういうゲスト事例というのはやっぱりふえ

てきている可能性はあるとお考えでしょうか。 

山崎 例えばデータベースを使った調査で、

クリニカル・トライアルの中で日本のものを集

めて著者順リストをつくってみようというも

のがあります。ただ、著者順といっても同姓同

名の方とかがいるので注意深くカウントしな

いといけないのですが、頻出著者が出てきます。

その中に明らかにこういった領域の主要な人

物がいるということが特定はできます。その意

味で、ゲストという存在が実際にあるというこ

とは、関係者の間ではよく知られていることだ

と思うのですが、関係者だけが知っているだけ

ではなくて、全員が認識して、そういった問題

をそのまま見逃すことがないような知識を持

つというのがいいと思っております。 

「悪意のない」という訳が混乱のもと 

質問 「悪意のない間違い」という言葉につ

いてお聞きしたいのですが、ここでいう「悪意」

というのは何を指しているのでしょうか。一般

にわれわれが「悪意」という言葉を使う場合は、

悪い気持ちを持っているというふうに使いま

すね。一方、法律上の、特に民法で使う悪意・

善意というのは、一般的な用語とは少し違って、

悪意というのは知っていて何かすること、善意

は知らなかったということを意味するわけで

すが、ここでいう「悪意」は、法律上の意味な

のか、一般的に使われている悪意ということな

のか。これは英語の訳だからまたその辺がやや

こしいのでしょうが、どっちを指しているので

しょうか、あるいはどちらでもないのか。 

 

山崎 僕は、どちらでもないような気がして

います。軽重とか、どちらかというようなこと

もあるかもしれないけれども、何かどちらも違

うのではないかと。そもそも「悪意」というよ

うな特段の意味があるような言葉で「honest 

error」を訳し切ってしまったところが大きい

と思うのです。そこで混乱が起きているような

気がしています。 

ただ、僕は法的なことは疎いのですが、法律

家の方とか、多くの方に議論していただいて、

何とかこういった誤った訳にもとづいた議論

が終息することを希望して発言しています。 

 

質問 日本の科学研究というのは、先生もお

っしゃったように、成果主義にとらわれすぎて

いるのではないかという気が私もするんです

が、その観点からみますと、国立大学の独立法

人化というのがそもそも間違ったのではない

かと。先生の個人的な見解でいいので、独立法

人化についてのご見解があればお願いします。 

山崎 独立行政法人化で、確かに人減らしと

いうか、公務員の削減というのには成功したと

思いますが、それ以外で成功したかというのは

疑問に思うこともあります。特に、マネジメン

トを重視して競争的な環境の中で生きていく

ような大学をつくるという中で、地味できっち

り仕事をする人が評価されていた時代から、派

手にお金を集めて新しいことをやっていくよ

うな人が重視されるとか、何か価値観が随分い

ろいろ変わった。大学が持っていた昔の価値観

に変化が生じていることから、いろいろなマイ

ナスが出ているのではないか。もっとそのマイ

ナスについて議論して、学長のほとんどがマネ

ジメント志向で、お金を持ってくるのがうまい

人が学長になっていくというようなことだけ

でない価値に、もう一回復権してほしいと思っ

ている保守的な一人です。 
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質問 論文の不正の場合、著者はもちろん悪

いのですが、雑誌の編集者の責任についてはど

うお考えでしょうか。ネイチャーとか、サイエ

ンスも、藤井事件のときもぼんぼん論文を通し

て載せて、また今回も載せている。撤回という

のは、編集者側がだめなものは撤回する責任と

いうのがあるんだけれども、それを果たしてい

ないという面もあるのでしょうか。関連して、

資料に撤回の記事数とかが並んでいますが、こ

れは大部分、著者側がみずから撤回したものな

のでしょうか。それとも編集者が撤回したのと、

著者側が撤回したのと、混ざっているのか。 

山崎 まず、ネイチャーとか、サイエンスが

見逃している問題ですが、これは一つにはネイ

チャーが尊大なように聞こえるかもしれない

けれども、自分たちは警察ではない、だからミ

スコンダクトを見逃すこともあるんだ、という

のは真実であると僕は思っています。ただ、そ

れを尊大に感じさせる部分というのが当然あ

るので、これはどこか修正が必要かなと思うの

ですが、やはりネイチャー、サイエンスも、特

にネイチャーは、個人的な考えですけれども、

すごく商業主義的な要素が入っているような

気がして、おもしろい話題性のある論文を、ち

ょっと危険だけれどもとるという傾向もみら

れるような気がしてます。一流誌の中に撤回す

るものが多いということが出たりしたことで

わかるように、やはり危ない橋を渡っている危

険性はあるということを私たちは承知してお

く必要があると思いました。 

それから、撤回のご質問ですが、主に著者側

が撤回したものです。編集者が撤回する例は非

常に稀です。どちらかというと例外的なことで

すが、読者へのサービスとして、信頼できる情

報を提供するというのは雑誌の編集者にとっ

て重要ですので、編集者の判断で撤回すること

もあります。ただし、量的に多いのはやはり著

者側から撤回の申し立てが出るケースです。 

それから、必ずしも著者の全員が了解しない

ということはいっぱいありますので、それはや

はりコレスポンディングオーサーを中心にし

て、発表されたものはパブリックな情報なんだ、

個人のプライベートなものではないというこ

とを考えて、自分たちのことで間違いがあった

ら、それを伝えて撤回していくということが社

会的な責任として著者に生じると思います。そ

のあたりをしっかり判断すべきだと思います。 

 

質問 タイトルになさっている「日本発の研

究は信頼回復できるか」、資料にも日本論文は

捏造・改ざんが 42％と非常に多いのですが、

今回の問題で日本発の研究の信頼性に特に傷

がついたのか。それとも、こういう間違いはど

こにでもあるし、ネイチャー誌でも何十という

撤回がありますが、ＳＴＡＰ細胞の件で特に日

本発の研究そのものが非常に傷ついたのかど

うか。もう一つ、理研は一応これを撤回すべき

といったわけですが、片や笹井先生の責任は問

わないという。しかし、素人がみても「何で問

わないの？」と思うのですが、これについては

いかがでしょうか。 

山崎 まず笹井先生の問題は、先生の説明し

た文章と明らかに違っていますし、こういった

ことはもっと科学界の中から問題として指摘

されてほしいと思うし、それからオーサーシッ

プの問題は、実はあまりメディアが取り上げて

ないんですよね。ミスコンダクトみたいな目立

つもの、盗用とか、偽造とか目立つものについ

ては言及があるんですが、その背後にあるオー

サーシップの乱れを適切に指摘する方が少な

いと思います。その点について、科学部の記者

の方がそういうことについてちょっと不足し

ているというようなことで切り込み不足が出

るのではないか、というようなことは少し心配

しています。 

司会 補足しますと、実は「日本発の研究は

信頼回復できるか」というのは私たち（編注：

クラブ企画委員会）がつけたタイトルなんです

が、ご質問の趣旨としては、今回のＳＴＡＰ細

胞以前から日本の研究について何らか信頼を

失うような要素があったのか、ここにきてＳＴ

ＡＰの問題で大きく日本の研究の信頼性が問

題になっているのか、ということかと思います。 
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山崎 僕は処理の対応がまずいと思ってい

ます。こういった問題は起こるし、大なり小な

り存在するものなんだけれども、例えば法律家

がすぐ入っていったり、著者がお互いに電話と

か、メールとかしているのかもしれないけれど

も、公的な場で一緒に集まってそれぞれが意見

を述べていくというようなミスコンダクトの

後の対応処理がすごく不適切であって、それを

諸外国の人たちはみていると思います。僕は、

ミスコンダクトがあったり、その程度が国によ

って違うとかそういうのはいいんだけれども

――いいということはないのですが、その後の

対処の仕方、冷静にこういったものに対処でき

る社会システムを持っているかどうかが大切

だと思います。研究世界がそういうものをコン

トロールできていないということがすごく不

適切だと、特にアメリカのＯＲＩとか、研究世

界の中でのこういった問題へのいろいろな動

きがエディトリアルとかいろいろなニュース

で入ってきますけれども、それと日本は一線を

画している、それはやはり事後対応がうまくな

いということを一番感じています。 

 

質問 いまのお話にもありましたが、日本の

場合、2000 年代の初めに科学不正が多発して、

対応がいろいろな機関その他で行われました。

理化学研究所も 2004 年の事件を受けていち早

く研究所として対策をとったはずですね。一方、

アメリカは、80～90 年代にこういう問題が多

発して、国として世界のトップを切っていろい

ろな対策を講じて、ＯＲＩも設けたわけです。 

それでお聞きしたいのは、要するにこういう

問題に対する対策の効果についてどうなのか。

日本の場合は、2000 年代初めの対応をしても、

その後、統計的には知りませんけれども、みか

けはふえているわけですね。それに対して対策

は果たして効果があるのかどうか、先生のお考

えをちょっとお尋ねします。 

山崎 日本の対策は、理研の話が出ましたけ

れども、おざなりですよね。そういう言い方を

していいのかわからないのですけれども、その

場を何とか取り繕うということはしますが、ど

うしてそういったことが起こるのかというこ

とをしっかり調査するとか、そういうものもな

いし、それから、僕も含めて、こういった研究

を科学のコミュニケーションとか、科学情報の

世界でもっとやられるべきだとは思うんです

が、そういったものもやはり少なかったなと思

っています。そういう意味では、底上げが図れ

なかったという気もしています。 

いろいろな問題が多分そこにはあるのでは

ないかということで、先生（編注：質問者＝科

学ジャーナリスト・牧野賢治氏）のほうから何

か指摘してくれたほうがいいかもしれません。 

 

質問 日本にも、アメリカのＯＲＩとか、そ

ういうものをつくるべきかどうか。 

山崎 僕は 2002 年に本を書いたときに、Ｏ

ＲＩに行ったりして知っている人もいました

ので、つくるべきだというシナリオを書いてお

ります。ただ、いま議論をみていくと、ＯＲＩ

についての各人の像が大変違っていまして、あ

る方は強い警察機能を持ったものを想定して

おりますし、ある方はそれがあれば自分たちは

しないで済むということで考えている人もい

たりします。僕なんかですと、いろいろな事例

を集めたデータベースをつくったり、そういう

資料を集める情報センターも必要だし、そして

啓蒙するためのプログラムをつくったりとい

うさまざまな仕事があると思うのですけれど

も、どうも強い取り締まり権限を持ったＯＲＩ

があればいいみたいな乱暴な議論があるよう

な気がしています。ですので、最近は、どうし

てＯＲＩを必要とするか、その理由をうかがう

ということをして、そして皆さんに、警察とし

てのＯＲＩでない、幅広い活動が必要で、人的、

予算的なものが必要なんだということを認識

してもらったうえで、きちんとしたシステムが

つくられてほしいと思っています。 

 

司会 山崎先生、どうもありがとうございま

した。（拍手） 

（文責・編集部） 


