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はじめに

近年の日本の科学をめぐるホットトピックは，
科学における偽装と研究不正であるといっても
過言ではない．研究不正やモラルの低下に関す
る問題提起が繰り返しなされているが，改善へ
の動きは鈍い．分野をリードするような大学や
研究グループが，不正データを含む論文を出版
して巨額の公的研究費を詐取する．それを隠蔽
するためにさらなる不正を積み上げることで，
科学の発展にマイナスの貢献をする．当然のこ
とながら，このような組織は若手研究者・技術
者の養成機関としても機能不全に陥っている．
筆者は，このような現状に鑑み，個人の倫理
観や道徳意識に頼らない，新規の研究倫理教育
プログラムの構築を試みた．すなわち，研究不
正問題は社会構造上の問題から生じていること
を理解し，それに対抗するための知識と技術の
取得を目指す講義である．本稿では，筆者が所
属する滋賀県立大学環境科学部で大学院生を対
象とした研究倫理教育講義を立ち上げた経緯
と，2017年度の実施内容について述べる．特に，
様々な社会構造上の問題のうち，アカデミック
ハラスメントとの関連で，大学研究室内の利害

関係について取り上げた回を紹介する．

1　自主ゼミ　研究倫理教育セミナー
─パイロット版講義により見えてきた問題点

2016年 2月に，環境科学部教員を対象とす
る講演会に研究不正問題に関する研究で知られ
ている菊地重秋氏（JSA東京支部，JSA科学
者の権利問題委員会委員）を招聘した．菊地氏
は講演の結びに「ほとんどの教員は研究倫理を
学んだことがない．滋賀県立大学でも，大学院
生・学生向けに研究倫理の講義を設けてほしい」
という問題提起をされた．これを受けて，研究
不正，アカデミックハラスメント（アカハラ），
似非科学など科学の諸問題に関して問題意識を
持つ，筆者を含めた教員有志で「研究倫理教育
セミナー」を立ち上げた．

2016年度はパイロット版の講義として，全
7回の自主ゼミを実施した．研究不正が起こる
社会的構造を議論したり，研究不正の手法を調
査した公的報告書を読み解いたり，アカハラを
理解し，対抗するための手法を議論したりする
という本講義の原型のような形が構築された．
最終回の第 7回では，榎木英介氏（近畿大学医
学部）に特別講演をお願いした（生命科学では

研究不正とアカデミックハラスメントに
負けないための研究倫理教育
─滋賀県立大学新規開講科目
　環境研究倫理特論

原田英美子

重大な研究不正問題は社会構造上の問題から生じている．特に，トップダウン型の
研究不正はアカデミックハラスメント（アカハラ）と強い相関があり，それに対抗
するためには道徳心ではなくむしろ知識と技術の取得が重要である．2017 年度に
筆者らが滋賀県立大学・環境科学部で新規開講した大学院講義「環境研究倫理特論」
の実施概要と，今後の課題について述べる．
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研究不正とアカデミックハラスメントに負けないための研究倫理教育

なぜ研究不正が多発するのか～背景にある過度
な競争とアカデミックハラスメント：2017年
1月 19日実施）．榎木氏は学術研究をめぐる問
題に関して活発に情報発信されている論客であ
る 1）．
　「研究倫理教育セミナー」を実施する過程で，
以下のような問題点が見えてきた．
①講義の感想として「怖い」と書く学生が予
　想外に多い．
②自分には関係ないと認識している学生が多
　い．
③生命科学系など研究不正が多いとされてい
　る分野の学生ほど出席率が悪い．
できるだけ学生の意見を引き出し，和やかな
雰囲気で講義を進めるように努めた．しかし，
研究分野によっては，組織ぐるみの不正により
陥れられて人生を棒に振りかねない危険がある
こと，なおかつ，トップダウン型研究不正の明
確な解決策が現在のところ示されていないとい
う，ある意味では絶望的な状況にあることを講
義で取り上げざるをえない．その現状からあえ
て目をそらそうとしているのではないかと考え
られる学生も見受けられた．この結果，生態学
などあまり不正が問題になっていない分野の学
生が，いわば「高みの見物」で参加するという
傾向がみられた．
以上の点を踏まえて，2017年度から開始し
た「環境研究倫理特論」（以下，「特論」とする）
は，より身近な題材を取り上げる講義を取り入
れた．「怪しい広告」を利用して似非科学を題
材とした科学リテラシー教育を進めている教員
の参画を仰いだ．本講義を必修科目にするか選
択科目にするかは担当教員で議論したが，やは
り自主的に参加する意思がない学生には期待で
きる効果も乏しいだろうという結論に達し，選
択科目とした．
さらに，科学をめぐる法律や経済に関する話
がしばしば浮かび上がるが，専門的な知識を持
った教員がおらず，対応できないことも見えて
きた．そこで，国際特許商標事務所の代表弁理
士を務める楠本高義氏（滋賀県立大学客員教授）

の参画を仰いだ．企業と大学のデータの取り扱
いの相違や，特許に関する基本的なことを学ぶ
ことができたという声があり，学生からの反応
も上々であった．

2　2017 年度の「環境研究倫理特論」
　　実施概要

2017年度後期開講の「特論」実施実績を表
１に示す．環境動態学専攻の修士課程 1年生の
受講を想定したが，約 3分の 2の 11人が受講
した．シラバスに掲載した授業概要は以下のと
おりである．
「本講義は，環境科学研究に携わる者として，
その判断が社会に影響を与えることを理解し，
倫理的な資質・能力を向上させることを目的と
する．例えば，近年特に問題となっている研究
不正は，個人の倫理観や道徳だけではなく，社
会構造的な問題から派生している．知的財産に
関する基本的な知識が乏しいことから，トラブ
ルを誘発する可能性がある．組織的な科学的不
正にはアカデミックハラスメント・パワーハラ
スメントの範疇に含まれる手法が繁用されるこ
とから，その対応策についても取り扱う．科学
技術者の社会的責任について，疑似科学，科学
リテラシーの問題も含めて多方面から論じる．」

3　アクティブ・ラーニングの手法を用い
　　た研究倫理教育　─既存の知見と技術
　　を生かしてアカハラ研究室に対処する

トップダウン型研究不正の悪質さは，人事権
者が不正に手を染めるか職を失うかの二者択一
を高圧的に迫るところにあり，アカハラと強い
相関がある．しかし，その背景を理解しない周
囲からは「ただの」アカハラとみなされてその
深刻さが見過ごされることも少なくない．また，
実際にその手法は「普通の」アカハラと共通す
る面も多い．すなわち，アカハラへの一般的な
対応策が，直接の抑止力として研究不正防止に
効果を表すことが期待できる．
まず，アカハラへの対応策については，「特論」

の実施メンバーである浦部美佐子氏（環境科学



日本の科学者　Vol.53  No.10 October 2018

（572）44

部教授）が以下のようにまとめ，プログラムの
第 9回「ハラスメントに負けない」で取り上げた．
①自分の「権利」をしっかり認識しよう．
②客観的証拠が自分を守る．ハラスメントの
　証拠を集めよ．
③大学に相談するかどうかは内容による．法
　に抵触すること（犯罪行為，人権侵害や労
　働契約に関すること）ならば弁護士に相談
　した方がよい．
④被害者の孤立を防げ．仲間同士で助け合い
　を．
さらに，既存の問題解決技術を応用してアカ
ハラへの対応策を考案するため，本学の工学部
3回生の必須科目である「技術者倫理」で用い
られている「利害関係図」に着目した．教科書
は『オムニバス技術者倫理 第 2版』を利用し
た 2）．本来，利害関係図は企業の経営戦略のた
めに利害関係者を明確にするものであるが，関
係者同士の相関を可視化して理解するためにも
利用されている．利害関係図の書き方はこの本
に実例も含め詳しく示されている．以下のよう
な架空の研究室内トラブルの対処法を，原田担
当の第 11回「科学に携わる者の役割と責任」
で取り上げた．アクティブ・ラーニングの手法
を取り入れ，学生に議論させて主体的に参加さ
せる形式で実施した．

登場人物
Aさん（学生）
B教授
Cさん（研究室の秘書）
Dさん（同級生）
Eさん（大学の事務局）
Aさんは 3月 20日に大学の事務局 Eさんか

ら，下のような依頼を受けました．
　「秘書の Cさんは毎年，年度末に長期休暇を
とって海外旅行に行っている．研究室でとりま
とめて 3月 15日に提出してもらわなければな
らない書類の締め切りが過ぎてしまって困って
いる．Aさん，かわりに研究室の学生の書類を
集めてくれませんか」

Aさんは B教授および研究室のメンバー全員
に，事務局の Eさんに依頼されて，書類を集
めていることを伝えました．そして，書類をと
りまとめて Eさんに提出しました．ところが，
Aさんは，4月初めに休暇明けで大学に出てき
た秘書 Cさんから強い調子で抗議されました．
どうやら，B教授が，このようなことを言い
ふらしているようです．
　「Aさんは秘書の Cさんのことを快く思って
おらず，Cさんに嫌がらせをするために Cさ
んの仕事を横取りした」

Cさんは，B教授の言葉を真に受けており，
Aさんへの印象がすっかり悪くなっているよう
です．

Aさんは，B教授に抗議しました．
　「Cさんの仕事を横取りしたわけではなく，
事務局 Eさんの依頼によるものです」
「書類を集める前に B先生と研究室全員に報
告したはずです」
すると，B教授はこう言いました．「私は何
も報告は受けていない．Aさんが Cさんへの嫌
がらせ目的で全部勝手にやったくせに，嘘をつ
いているんだ．そうだろう Cさん，Dくん」

Cさんは研究室の秘書として勤務しています
が，１年ごとの契約を繰り返す不安定な立場に
あります．Dさんは，学生として教授の指導を
受ける立場にある上に，就職活動で B教授の
推薦状が必要です．Cさんも Dさんも，B教授
の言うことを否定できず，Aさんは嘘つきのト
ラブルメーカーということになってしまいまし
た．他の研究室にも悪い噂を広められ，Aさん
は孤立し，心を病んでいきました．

まず学生に自分一人で考えさせ，事情を整理
するとともに利害関係を図式化させた（一例を
図 1に示す）．また，モラル上の問題点を整理，
列挙させた．不足している情報は自分たちで適
宜補填して議論を進めるように指示した．
その後，4名から 5名のグループを作り，「利

害関係者たちが別な行動をとっていたらトラブ
ルは防げたか」という観点で，ディスカッショ
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ンさせた．さらに，この架空の研究室での今後
の「危機管理」についてまとめさせた．最後に
各グループからの意見を発表させるとともに，
レポートとして文章化させた．
参加した学生からは，以下のような意見が出
された．
○図式化することにより，誰に相談すべきか，
　どこに問題があったかが分かりやすくなっ
　た．
○B教授からAさんへのアカハラの意図があ
　ることが明確に見て取れる．
○秘書のCさんは年度末の忙しい時期に自己
　都合で引き継ぎもないまま長期休暇をとり，
　トラブルが起こると人のせいにしている．
　このようなことは社会人として許容される
　のだろうか．
アカハラを防ぐ 4つの鉄則を振り返ってか

ら，改めて利害関係図（図 1）を見てみると，
今回の B教授の目的が，ターゲットである学
生 A さんを周囲と対立させ，孤立させること
であると推察できる．今後の現実的な対応策と
しては，B教授と利害関係がない学内・学外の
人物に事情を説明して，支援を依頼することが
挙げられる．また，今後は類似の手法で B教
授から陥れられることを防ぐため，メールやボ
イスレコーダーを活用し，やりとりを記録が残
る形にすることも重要である．

利害関係図は，ハラスメント相談員に相談す
る際にも事情を整理して説明するのにも役立
つ．普段からできるだけ広い範囲に視野を広げ
て，研究室メンバーと直接利害関係がない人脈
を構築しておくことの重要性も理解できると考
えられる．
研究室内でのハラスメントは多くが密室内で

行われるため，外部からは手の施しようがない
と考えられているが，事務処理のシステムを改
善することで抑止できるものもある．複数の教
員による指導体制をつくっている大学院であれ
ば，その活用もハラスメント防止に役に立つで
あろう．このような利害関係図で状況を理解す
ることで，研究不正やアカハラを起こさない研
究環境をいかにして構築するかについて議論す
る端緒になることも期待できる．

4　「環境研究倫理特論」実施の過程で浮
　　上した課題
　
「特論」およびそのパイロット版自主ゼミの
実施および運営に際しては，研究分野や学部・
学科が異なるため普段あまり話をすることがな
い教員が一堂に会し，研究リテラシー一般に関
して議論するという稀有な機会が得られた．
研究のルールをきちんと知らないことが諸問

題の原因の一つなのはもちろんだが，それ以上
に分野によってルールが異なることが議論の過
程で明確になってきた．例えば，学会発表のプ
ロシーディングと正式な論文との線引きは研究
分野によって異なっている．このことはつまり，
何をもって二重投稿（当然，研究不正とみなさ
れる）とするかが非常に主観的であることを意
味している．学問領域をまたいだ研究が奨励さ
れている昨今の事情を考えると，看過しがたい
問題ではないかと感じた．実験データやノート
が誰に属するものかと，その取り扱い方も，研
究分野によって様々であった．このことは，今
後対象数を増やして詳しく調査したいと考えて
いる．
朝日新聞は，「危機感を募らせた大学の間で

は，学生たちが不正に手を染めないようにと，

図 1　利害関係図の一例

研究不正とアカデミックハラスメントに負けないための研究倫理教育
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独自の教育プログラムを取り入れる試みが広が
り始めている」として，本学の「特論」ととも
に，東京工業大学の研究倫理教育プログラムを
紹介した 3）．今後は，研究倫理問題を取り扱う
学問分野の構築が必要と考えられるが，その動
きは草の根的に広がりつつあると感じている．
また，研究不正の問題の法律的理解は今後不
可欠であり，その分野の専門家の参画が望まれ
る．特に，技術補佐員などの支援スタッフやポ
スドクの不安定な雇用との関連も議論すること
で，今後研究不正問題を労働問題として解決す
べきであると考えられる．

おわりに

本年度（2018年度）も同様の講義を実施し，
初年度はカバーできなかった軍学連携に関する
問題提起も行っていく予定である．このような

問題を放置したり無関心でいたりすることによ
って若手研究者を含むすべての研究者は日本の
科学力の低下に直接的・間接的に寄与すること
になる．科学リテラシーを取り扱う学問分野の
構築とともに，科学をめぐる諸問題について話
し合う場所を設けること，それ自体が重要では
ないだろうか．
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表 1　2017 年度環境研究倫理特論各回のタイトルおよび概要


