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研究成果の発表と研究倫理
〜STAP問題から考える〜

中村 征樹1
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1．科学技術の倫理をどう考えるか
　ご紹介いただきました大阪大学の中村です．本日はど
うぞよろしくお願いいたします．新田先生の講演では，「な
ぜ科学技術の倫理なのか」ということで，研究者・科学
技術者の倫理について，研究者と社会がどのようにかか
わっていくのかということも含めてお話しいただきまし
た．私の報告では研究成果の発表という観点から，研究
倫理をめぐる問題について考えてみたいと思います．

1.1 研究コミュニティと社会の信頼関係の基盤
　新田先生からお話しいただいたことは，私なりに非常
にシンプルにまとめさせていただくと図2のような構図
になっているかと思います．研究コミュニティーがあり，
社会がある．そこで，なんらかのかたちで両者が信頼関
係を結んでいく必要がある．それは対話だったり，社会
からの関与だったりします．新田先生の講演では研究コ
ミュニティと社会の関係をめぐる問題が扱われていたの
かと思います．
　この信頼関係の基盤となるのは何なのか．それが本日の
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図1　講演の様子
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図2　研究コミュニティと社会の構図
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講演で注目したい点です．研究者が，あるいは研究活動の成果が，社会から，あるいは市民から信頼
される．それはもちろん重要なことです．しかし強調したいのは，その前提として，研究成果がまず
は他の研究者から信頼される，研究者コミュニティから信頼されることが不可欠だということです．
研究者コミュニティから信頼されるような研究成果が生み出され，その上ではじめて社会との信頼関
係の構築ということが議論できる．そのような研究活動を行っていくことが重要なわけです．そして
この信頼の構図を妨げるものが，今般問題になっている研究不正行為ということになります．

1.2 研究不正行為
　それではここでいう研究不正とはなにか．代表的な研究不正と呼ばれるのが，捏造，改ざん，盗
用です．ごく簡単にいえば，実際に行っていない研究のデータをでっちあげる行為が捏造．既に行
われた，実際に行った研究の得られた成果に手を加える行為が改ざん．そして，他の研究者等の研
究やアイデアを盗用すること．日本の現在のガイドラインでは，捏造，改ざん，盗用について「特
定不正行為」と呼んでいます．これらの行為があったことが認定されると，競争的研究資金の申請
制限や所属機関による処分等，さまざまな措置の対象になります（文部科学省 2014, 20-21）．
　なお，このほかにも，二重投稿や不適切なオーサーシップ（論文著者の記載）など，特定不正行
為には入らない行為についても，最近では研究不正とみなされることが増えています（文部科学省 
2014, 4; Reich 2010; Dansih Committees for Scientific Dishonesty 2009, 1-2; 韓国科学技術部 2007）．
広い意味での研究不正は，捏造・改ざん・盗用に限定されるものではありません．ただしいずれに
せよ，捏造，改ざん，盗用を中心とした研究不正行為が，研究成果の信頼性を大きくそこなうもの
であることは，国際的にも共通了解になっています．

2．STAP細胞をめぐる問題
2.1 騒動の経緯
　さて，昨年の2014年，理化学研究所を舞台にSTAP細胞をめぐる問題がありました．1月30日の
ネイチャー論文発表（Obokata et al. 2014）に先立ち，1月28日に記者会見が行われました．画期的
な成果ということで非常に注目を集めたわけです．しかしその直後から，研究不正に関してさまざ
まな疑義が指摘されはじめました．2月半ばには研究不正の有無を調査するための調査委員会が設
置され，3月31日に最終報告書が出され，研究不正行為が認定されました（研究論文の疑義に関す
る調査委員会 2014）．その後，当初の調査では検討されなかった新たな疑義がいくつも指摘され，
再度，調査委員会が設置されることになり，12月26日に発表された最終報告書では新たな不正行
為の認定がなされることになったわけです（研究論文に関する調査委員会 2014）．
　そういう形で，STAP論文，ネイチャーに発表された論文について，捏造・改ざんが認定され，
それと並行する形で論文の撤回という事態に至った． STAP細胞は無かった．あるいは，STAP細
胞が作成できたという研究報告は，その根本から崩れていった．そういうことになるかと思います．
　STAP細胞をめぐる問題がクローズアップされた時期は，ちょうど国レベルで研究不正の問題に
対してあらたな動きが進んでいたタイミングでした．直接の契機になったのはSTAP問題ではあり
ません．それ以前にいくつもの深刻な研究不正の問題が発生していた（小林 2014, 31-33）．それを
うけ，研究不正に関する従来のガイドラインを見直し，あらたなガイドラインを策定する作業が文
部科学省で2013年から動き始め，大枠での議論が一定の収束をみせていました（「研究活動の不正
行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議 2014）．そのタイミング
でSTAP問題が発生したのです1）．
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　なお従来のガイドラインでは，研究不正の防止という点で，研究者個人の責任を重視していまし
た．これに対して新ガイドラインでは，研究者個人の責任を基本としながらも，研究機関が組織と
して研究不正を防止する，さらには責任ある研究活動の推進に取り組んでいく，そのための環境整
備等を行っていくことを求めるものになっています（文部科学省 2014）．従来のものよりも一歩進
んだ，一歩踏み込んだガイドラインとなっているわけです．新ガイドラインを受け，大学・研究機
関では今年度から研究倫理教育の実施等の対応が進んでいるところかと思います．

2.2 誇張された研究成果の意義
　ただ，本日お話しさせていただきたいのは，いわゆる研究不正の問題ではありません．STAP細
胞をめぐる問題は，そのような研究不正の問題に限定されないのではないか．今回は研究不正が認
定されたわけですが，仮に不正が認定されなかったとしたら問題はなかったのか．そうではなく，
仮に狭い意味での不正行為がなかったとしても，いろいろな点で問題をはらんでいたのではないか．
本日の講演ではそのような角度から，STAP細胞をめぐる問題について考えていきたいと思います．
　一点目ですが，論文発表時の記者会見の中で，今回の論文の中心になった研究者がこういうこと
を述べられています．「（研究が進展した場合の展望として，）従来想定できなかったような新規の医
療技術の開発に貢献できると思っています．例えば，これまでだと生体外で組織をつくり移植する
という方法が考えられておりますが，生体内での臓器再生能の獲得が将来的に可能になるかもしれ
ないし，がんの抑制技術にも結びつくかもしれない．一度分化した細胞が赤ちゃん細胞のように若
返ることを示しており，夢の若返りも目指していけるのではないかと考えております」（須田 2015, 
22）．STAP細胞研究の実用性，応用性について，かなり踏み込んだ発言をしているわけです2）．
　あるいは，後に撤回されたわけですけれども，iPS細胞と比較した時にSTAP細胞というものが
いかに優れたものであるのかについての資料が記者会見で配付され，京都大学の山中伸弥教授から
の批判をうけて撤回されるということもありました．資料では作製日数や効率などの面での優位が
強調されていたのですが，その時点ではiPS細胞の作製方法はすでに大幅に改善されていたわけで
して，そのように現状とはかなり異なるかたちで比較がなされていたことが批判されたわけです．
そのことに特徴的なように，記者会見では，研究成果の意義，インパクトについて，実際よりも過
度に強調されていた．そのような側面がいくつか見受けられたのではないかなと思います．メディ
アによるところはあるかと思うのですけれども，メディアとしては，研究成果を分かりやすく伝え
たい，一般の人々の関心に訴えかけたいということになるのかもしれませんが，ともかく研究のイ
ンパクトに過度に注目した報道が展開されていったわけです．
　記者会見，そして報道を通して，多くの人たちに対してSTAP細胞への過剰な期待をあおる，過
剰な期待を抱かせるような状況が生じていた．そのことが，STAP細胞をめぐって，あるいは研
究成果の発表をめぐって，もう一つ非常に大きな問題であったのではないか．これは，もし仮に
STAP細胞をめぐる論文に不正が無かったとしても，つまりネイチャー論文が仮に真正な論文だっ
たとしても，無視できない重要な問題なのではないかと思います．

2.3 問題の深刻さ
　さらにこの問題でもう一つ深刻だと思うのは，今回の舞台となったのが理研のCDB（発生・再生
科学総合研究センター（当時））であったということです．
　研究者が成果を発表するためにプレスリリースを書くとき，研究者によっては研究成果の意義，
インパクトを過度に強調してしまう衝動に駆られる場面は一般的にあるわけです．行き過ぎた研究
発表を広報がコントロールすることは，大学の広報ではあまりできていないのではないかと思いま
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すが，理研の広報は比較的そこをちゃんとコントロールし，適正なものにしようとすることを，今
までやってこられてきたと聞いています．そういうところですら問題が起きてしまった．そのこと
が問題の深刻さを表しているのではないかと思います．

3．研究不正から「責任ある研究活動」へ
　研究倫理，研究公正の分野では，近年，いわゆる研究不正行為には含まれない周縁的な問題が注
目されています．
　研究倫理というと，多くの場合，捏造，改ざん，盗用の問題と受け止められているのではないで
しょうか．研究倫理教育というときにも，研究不正を防ぐにはどうするのかといった観点から考え
られていることが多いように思います．

3.1 研究不正と「好ましくない研究行為」
　しかし研究倫理というのは，捏造，改ざん，盗用といった狭義の研究不正の問題だけではない．
そのような認識が，研究倫理，研究公正をめぐるこの間の取り組みの中で，国際的にも，あるいは
日本においても重視されてきました．

表1　研究行為の実態（Martinson et al.(2005)の図1をもとに作成）

　表1はネイチャーに2005年に発表されたコメンタリー記事から引いてきたものです（Martinson 
et al. 2005）．一部，順序など改変してあります．研究不正行為や「好ましくない研究行為」（Qes-
tionable research practices）について，過去3年間にみずからが関与したことがあるかどうかを，
NIHから研究費をもらった研究者に尋ねたものです．質問紙調査によるもので，回答は自己申告に
よります．
　この調査によると，改ざんを行ったという研究者が0.3%，盗用が1.4%です．これを多いと見る
か少ないと見るかは人によって違うかと思います．ただここから明らかになるのは，いわゆる研究
不正以外にさまざまな問題ある行為がかなり多く行われているらしいということです．
　「みずからの先行研究と矛盾するデータを開示しなかった」，「他人の不備のあるデータや懸念あ

過去3年間に以下の行為に関与したと回答した研究者の割合（％）（n=3,247）

改ざん，あるいは研究データに「手を加えた」 0.3

被験者保護に関する重大な不備 0.3

自らの研究に基づく製品の製造企業との関係を適切に開示しなかった 0.3

学生・被験者・依頼人とのあいだに問題あると解釈されうる関係をもった 1.4

他の研究者のアイディアを，本人の許可をえることなく，あるいは名前を言及せずに使用した 1.4

研究において秘匿すべき情報を許可なく利用した 1.7

同一のデータや研究成果を複数の論文で発表した 4.7

みずからの先行研究と矛盾するデータを開示しなかった 6.0

被験者保護に関する軽微な不備 7.6

不適切なかたちで論文著者を記載した 10.0

論文や研究計画書で実験方法の詳細を記載しなかった 10.8

他人の不備のあるデータや懸念あるデータ解釈を見過ごした 12.5

不適切・不十分な実験デザイン 13.5

不正確だという直感だけで，観察結果やデータを分析から除外した 15.3

研究資金源からのプレッシャーによって，研究のデザイン，方法，結果を変更した 15.5

研究プロジェクトに関する記録の不適切な管理 27.5
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るデータ解釈を見逃した」，「不適切な形で論文著者を記載した」がそれぞれ6.0%，12.5%，10.0%．
それから「不適切・不十分な実験デザイン」が13.5%です．これは自己申告ですので，他者から見
て不十分なものになっているということではなく，自分で不適切・不十分だと認識しているという
ことになります．そのほか，「不正確という直感だけで，観察結果やデータを分析から除外した」，

「研究資金源からのプレッシャーによって，研究のデザイン，方法，結果を変更した」はともに15%． 
「研究プロジェクトに関する記録の不適切な管理」については27.5%，4人に1人になります．
　これらの行為はいわゆる研究不正行為とは違いますが，しかし大きな問題があるのではないか．
研究活動に対して非常にネガティブな影響を与えているのではないか．研究成果の信頼性を大きく
損ない，研究活動の質を低下させているのではないか．さらに，捏造，改ざん，盗用に比べて頻度
がきわめて高いことを考えると，研究活動に対するネガティブなインパクトは非常に大きいのでは
ないか．だとすると，これらの行為にたいしてもなんらかの取り組みが求められてくるのではないか．
それが，研究倫理，研究公正をめぐる取り組みにおいて，これらの問題が関心を呼んでいる理由です．

3.2 「責任ある研究活動」と研究成果の発表
　研究不正を防ぐだけではなく，「好ましくない研究行為」にも対応していく．そのことを通して，
信頼できる質の高い研究成果を産み出していく．それが誠実な研究活動，「責任ある研究活動（Re-
sponsible conduct of research）」ということです．誠実な研究活動，「責任ある研究活動」を推進し
ていこうというのが，研究倫理，研究公正における基本的な考え方です．
　それでは「責任ある研究活動」は具体的にはどういうものなのか．今年2015年の3月に日本学術
振興会のイニシアティブで『科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―』という本が出版
されました（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会 2015）．研究倫理教育の実
施にあたって，研究倫理のスタンダードな教材として作成されたものです．「責任ある研究活動」の
イメージをつかんでいただくには，同書の構成（表2）をみていただければと思います．

表2　『科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―』構成

第１章　責任ある研究活動とは
　１．今なぜ，責任ある研究活動なのか？
　２．社会における研究行為の責務
　３．今，科学者に求められていること

第２章　研究計画を立てる
　１．研究の価値と責任
　２．研究の自由と守るべきもの
　３．利益相反への適正な反応
　４．安全保障への配慮
　５．法令及びルールの遵守

第３章　研究を進める
　１．インフォームドコンセント
　２．個人情報の保護
　３．データの収集・管理・処理
　４．研究不正行為とは何か
　５．好ましくない研究行為
　６．守秘義務
　７．中心となる科学者の責任

第４章　研究成果を発表する
　１．研究成果の発表
　２．オーサーシップ
　３．オーサーシップの偽り
　４．不適切な発表方法
　５．著作権

第５章　共同研究をどう進めるか
　１．共同研究の増加と背景
　２．国際共同研究での課題
　３．共同研究で配慮すべきこと
　４．大学院生と共同研究の位置

第６章　研究費を適切に使用する
　１．科学者の責務について
　２．公的研究費における不正使用の事例について
　３．公的研究費の不正使用に対する措置等について

第７章　科学研究の質の向上に寄与するために
　１．ピア・レビュー
　２．後進の指導
　３．研究不正防止に関する取組み
　４．研究倫理教育の重要性
　５．研究不正の防止と告発

第８章　社会の発展のために
　１．科学者の役割
　２．科学者と社会の対話
　３．科学者とプロフェッショナリズム
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　この第4章が「研究成果を発表する」という章になっています．研究成果の発表には，論文とし
て発表することもありますし，あるいはメディアなどを通して社会に対して発表することも，分量
としてはちょっと少ないのですけれども扱われています．
　研究活動を進めていく上で，どういうことに配慮して進めていくことが，信頼できる研究成果を
生み出すことにつながっていくのか．責任ある研究行為のあり方とは具体的にどういうことなのか．
それらについて，いまトータルに考えていく必要がある．その中で研究発表の倫理についても考え
ていく必要があると考えています．

4．研究発表の倫理
4.1 科学研究と「ハイプ」
　2.2章でSTAP細胞の報道発表にあたって，研究成果の持つ社会的な意義，インパクトがかなり
強調して伝えられたのではないかと述べました．ただこれは今回に限定された問題ではなく，むし
ろそのような現象はあちこちで起きています．
　ナノテクノロジーをめぐってもそのような問題がおきています．それを検証した『ナノ・ハイ
プ』（邦訳『ナノ・ハイプ狂騒―アメリカのナノテク戦略』）という本が出版されています（Berube 
2006=2009）．「ハイプ（hype）」というのは，誇大広告とか誇大表現という意味です．同書によると，
誇大表現が横行し，過剰な期待が煽られるということが，ナノテクをめぐっていろいろなところで
起きている．
　『ナノ・ハイプ』では，関係者のさまざまな発言が紹介されています．ナノテク企業であるザイベッ
クス社のトマス・セルッチは次のように言っています．「今日のナノテクノロジーは煽り立てられ

（hyped），煽り立てられすぎている（over-hyped）」（Berube 2006, 32=2009, 25）．また，ザイベック
ス社創始者のジェイムズ・フォン・エアの発言も紹介されています．「近頃はハイプが盛んだ．数
多くの約束が，主に資金提供者，資金提供機関，ベンチャーキャピタリスト，報道機関によってな
されている．数多くの人々が，前に進めるように資金を得るために言う必要のあることを言ってい
る」（Berube 2006, 37=2009, 31）．フォン・エアはそれをポジティブな意味で言っているのですが，
ともかく資金を得るため，あるいは研究を進めるために，ナノテクノロジーの社会的意義，インパ
クトが誇張されたかたちで語られているというわけです．そのような状況に対して，ヒューレット
パッカード研究所のR・スタンリー・ウィリアムズは言います．「こういったナノテクノロジーの前
進に対する最大の不安は，期待があまりに高く，あまりにも速く引き上げられて，結果としてこの
分野が信用を失い，われわれが長い間にわたって蓄えようとして努力してきた勢いの大半が失われ
てしまうということだ」（Berube 2006, 36=2009, 30）．
　ここで語られているような状況は，ナノテクにかぎらずさまざまな研究分野についても言えるこ
とではないかと思います．研究成果について，そのインパクトを過度に強調する形で発表を行うこ
とによって，社会からの期待が実態を超えて高められてしまう．それは短期的には研究資金の増加
などの利益をもたらすかもしれません．しかし，そこでの期待が過剰なものであるがゆえに，期待
が裏切られたときにはその研究分野に対する信頼が失われてしまいます．科学研究をめぐる「ハイ
プ」について考える必要があるのではないかと思います．
　特に昨今，科学研究においてもイノベーションが強調され，出口志向の研究が重視されています．
研究費をめぐっても競争が強化されています．そのなかで，研究者からすると，研究成果の応用的
価値を過大なかたちでアピールしようという衝動に駆られる，過剰なアピールが必要だと研究者が
感じてしまう．そのよう状況があるのではないかと思います．研究成果を社会に対して誠実に伝え
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ていくことを妨げうるような状況が生じているわけです．だからこそ研究発表の倫理について考え
る必要があるのではないでしょうか．

4.2 メディアが増幅するハイプ
　メディアの役割についても考える必要があります．
　研究発表があったとき，メディアとしても，一般の読者に対して分かりやすく伝えたい，あるい
は読者の興味をひく記事にしたいという思いがある．そのような思いのもとで，ときにメディアが
主導することによってハイプが増強されることも起こります．研究者とメディアの両者の関係のな
かでハイプが増幅されていき，それによって問題がより深刻化される．そのような状況が起きてい
ると言えるのではないかとも思います．今回のSTAP細胞をめぐる一連の騒動もそうだったと考え
られます．
　研究発表の倫理は，研究者の問題だけではなく，メディアの問題としても考える必要があるわけ
です．

4.3 論文のもつ不確実性をどう伝えるか
　最後にもう一点．STAP論文をめぐる報道で考えさせられるのは，研究成果を誰に向けてどの段
階でどのようなかたちで伝えるのかという問題です．今回，ネイチャーに掲載された論文では，論
文が掲載された段階で，研究成果が社会にたいして直接，大々的に伝えられました．もともと学術
論文というのは一般社会に向けて発表されるものではなく，専門家に向けて発表されるものです．
それが，論文掲載と同時に，社会に対して広く伝えられたわけです．そのような傾向は，最近，ど
んどん強まってきているのかなと思います．このことがどのような意味をもってくるのか．
　ブルノ・ラトゥールという科学技術社会論の研究者がいます．彼はDNAの二重らせん構造の発
見をめぐって，次のようなかたちで「DNAの二重らせん構造」の語られ方を整理しています（Latour 
1987=1999）．
　「DNAは二重らせん構造をしている」ことを提唱する論文を，ジェームズ・ワトソンとフランシス・
クリックがネイチャーに発表したことが出発点になります．ただし二重らせんモデルはこの段階で
は仮説の一つであり，確立した知識として受け止められたわけではありません．むしろ，科学者コ
ミュニティにおいて，議論の俎上にようやく登場した段階と言えるのではないかと思います．した
がって，論文として発表された段階での他の研究者の反応は，「ワトソンとクリックは『DNAは二
重らせん構造をしている』と言っているけど本当かな」というようなものだったり，あるいはより
肯定的なものであっても，「もしDNAが二重らせん構造をしているとしたら…」といった限定され
たものになります．論文で発表された段階というのは，科学研究においてある意味でスタート地点
にすぎないわけです．それが，その後，さまざまな議論や実験，研究などを経ることによって，一
定の時間が経過したのちにようやく，「ワトソンとクリックが『DNAは二重らせん構造をしている』
ことを示した」というような確定的なかたちで教科書などで記述されるようになります．その後，

「DNAは二重らせん構造をしている」ということはその後の科学研究にとっての前提，常識となり，
「DNAは二重らせん構造をしているので…」といったかたちで地の文として記述されるようになっ
ていくことになります．そのようなプロセスをへて「DNAの二重らせん構造」は科学的に確立した
知識になるわけです（Latour 1987, 14-15=1999, 25-26）．
　論文として発表された段階というのは，ある意味でまだ「生の研究成果」にすぎない．科学的に
は，まだかなり不確実性の高いフェーズにあるわけです．そのような不確実性をもった知識が，不
確実性をもっているということも含めて一般の人たちに伝わるのであればよいのですが，実際には
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メディアを通して伝わっていく過程で，その不確実性という側面が抜け落ちてしまう．そこに，研
究発表をめぐって誤解が招かれる一つの原因があるのではないかと思います．論文として発表され
た段階にある科学的知見のもつ不確実性をどう伝えていくのか．研究成果の発表を考えるとき，そ
のことも無視できないのではないのではないでしょうか．
　研究成果を誠実に発表していく，責任あるかたちで発表していくということは，どういうことな
のか．研究者としても，あるいはメディアとしても，あるいは研究機関の広報という立場としても
考えていくことが必要なのかなと考えています．以上です．ありがとうございました．

注
1） なお，筆者は文部科学省に設置された「「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用

改善等に関する協力者会議」の委員として，ガイドラインの見直し作業に携わっていた．またSTAP細
胞をめぐる問題では，理化学研究所の設置した「研究不正再発防止のための改革委員会」の委員として
一連の問題に関与したことも付記しておく．

2） これらの指摘は報道を踏まえたものである．なお，以上の指摘に対して，記者会見の現場にたちあった
理研CDBの南波直樹氏より，会見において発表者は応用面を語ることに慎重だったが，質疑応答のなか
で将来的な可能性について度々聞かれ，ある種のリップサービスとして「夢の若返りも目指せる」とい
う発言があったとの指摘があった．筆者には研究者と記者のどちらにどこまでの責任があったのかを判
断することはできないが，後述するように，研究発表の倫理は研究者だけではなく，メディアも含めた
ところで考える必要があるだろう．また，研究者にとっての研究発表の倫理，あるいは研究発表の作法は，
そのようなメディアの振る舞いを踏まえたうえで考えていくことが必要になってくるのであろう．
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