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   ［要約］本研究の目的は，国内における今後の研究倫理教育実践への示唆を導出するために，国内の研

究倫理教育の実践に関する先行研究を整理し，研究の動向や課題を明らかにすることである．そこで，

研究倫理教育に関する論文を収集し，教育の対象者・目的・内容・方法・評価に着目して分析した． 
その結果，研究倫理教育では，大学生を対象とした研究が多く，教育対象者が倫理的知識を得たり理

解したりすることを目的とし，特定不正行為やデータの収集・管理・処理を内容として扱うことが重視

されていること，一斉指導及び個別指導による教育方法が多いことや教育の評価を行っている研究が少

ないことなどが明らかとなった．これらのことから，初等中等教育における研究倫理教育の実践の必要

性や倫理的に判断したり行動したりする能力の育成を目的とすること，及び研究倫理教育における評価

などに課題があることなどが示された． 
  
［キーワード］研究倫理，研究倫理教育，研究不正  
 
Ⅰ．はじめに  
近年，研究不正行為や不誠実な研究活動が問題とな

っており，科学者の研究倫理の醸成が求められている

（科学技術振興機構，2017）．また，2014年に「研究活
動における不正行為への対応等に関するガイドライン

」（文部科学省，2014）が改訂され，研究倫理教育が国
の制度上に位置づけられた（松澤，2017）．この研究倫
理教育を実施する体制の整備状況について，2015年現
在で「既に体制を整備済み」または「平成27年度末ま
でに体制を整備する予定」である大学等の機関は約

87%あり（文部科学省，2016），研究倫理教育の体制は
整ってきているといえる．また，研究倫理教育の体制

や実践の調査（文部科学省，2018）もなされており，
研究倫理教育に関する研究が増えてきている．しかし

，研究不正はいまだ発覚しており1)，日本の論文撤回率

もワースト5となっている（黒木，2016）． 
以上のことから，国内の今後の研究倫理教育を充実

させるために，研究倫理教育をどのように実践すれば

よいのかを明らかにする必要がある．そのため，これ

までの国内における研究倫理教育実践をレビューし，

研究の動向と課題を把握することによって，今後の研

究倫理教育実践に向けての示唆を導出することが求め

られる．しかしながら，研究倫理教育の実践に関する

論文をレビューした研究は，管見の限りなかった． 
 
 

Ⅱ．研究の目的 

本研究では，国内における今後の研究倫理教育実践

への示唆を導出するために，国内の研究倫理教育の実

践に関する先行研究を整理し，研究の動向や課題を明

らかにすることを目的とする． 
             
Ⅲ．研究の方法  

1．分析対象となる論文の選定と検索基準  

  研究倫理教育に関する先行研究の選定にあたっては

2018年11月にオンラインデータベースである「CiNii」
を用いた．まず，論文を幅広く収集するために，「研究

倫理」，「科学者倫理」，「科学の倫理」，「研究者倫理」，

「研究不正」，「研究の倫理」，「研究者の倫理」，「科学

者の倫理」をキーワードに検索を行った．その結果，

論文の重複を含む1904件が検索された．次に，本研究
では研究倫理の教育に焦点を当てていることから，教

育に関連している論文を抽出した．そして，論文のタ

イトルや要約から「教育」，「実践」，「取り組み」など

の教育に関連していると考えられる論文を抽出した．

その結果，重複を除いた収集可能な 47 件の論文が抽
出されたため，これらの論文を分析対象とした．なお，

抽出された論文の中には，技術者倫理に関する論文も

含まれていたが，技術者倫理教育は研究倫理教育と内

容が重複することもあることから（小波，2016），分析
の対象に含めることとした． 
 



日本科学教育学会研究会研究報告　　Vol. 33　No. 4（2019）

― 124 ―

2．分析の方法 

 抽出された論文を整理するために，以下の手順で分

析の観点を設定した．まず，抽出された論文の内容に

おいて，研究倫理教育を実践している論文とそうでな

い論文に大別した．次に，研究倫理教育実践への示唆

を導出するために，5 つの分析の観点を設定した．設
定した観点は，「教育の対象者」，「教育の目的」，「教育

の内容」，「教育の方法」，「教育の評価」である．「教育

の対象者」以外の 4つの観点は，学校教育における授
業は「目標―内容―方法―評価」より捉えられること

から設定した（丸山，2016：114）．なお，「教育の評価」
は，教育プログラムの実施のしやすさといった評価や

教育対象者への教育効果などを含めることとする． 
 
Ⅳ．結果と考察  

1．研究倫理教育を実践している論文の件数 
まず，研究倫理教育を実践している論文とそうでな

い論文を大別した結果を表１に示す． 
 

 
表１のように，研究倫理教育を実践している論文は

16件（34.0%），実践していない論文は 31件（66.0%）
であった．この結果から，研究倫理教育の研究におい

て教育実践が行われている論文は比較的少ないことが

わかる．実践していない論文には，例えば土井ら（2008）
の研究が含まれている．土井ら（2008）は，ある短期
大学の看護研究における過去 5年間の論文集を分析し
た結果，どの論文にも倫理的な記述がなされていたこ

とを報告している．本研究では，教育実践をしている

16 の文献に着目し，各分析の観点から分析していく．
分析対象の文献は，論文末の資料に示す． 
 
2．各観点による分析結果 

a. 教育の対象者 

教育の対象者に関して分析した結果を表２に示す． 
表２のように，大学生を対象とした研究倫理教育が

8件（50.0%）と最も多いことがわかる．一方，高校生
や大学教員及び研究者，医者などの専門的職員を対象

とした研究倫理教育は相対的に少ないことがわかる． 

 
これは，研究倫理教育が研究者である教員だけでなく

学生にも行い，特に学部段階の学生に対しては研究倫

理に関する基礎的素養を身につけることが求められて

きたこと（文部科学省，2014）が反映されていると考
えられる．  
一方，初等教育における研究倫理教育はみられず，

中等教育においてもその数は少ない．研究倫理の基礎

的素養を身につけることを考えるのであれば，初等・

中等教育の段階から研究倫理教育の一部を扱っていく

ことを，今後検討していくことが求められる．大橋

（2018：17）は，高等学校において2022年から「理数
探究」が新設されることによって，「自ら手を動かして

考える習慣を身につけることは利点が大きい反面，適

切な研究倫理教育が実施されない場合，無自覚な研究

不正が蔓延することになりかねない」と，中等教育段

階から研究倫理教育を行っていく重要性を指摘してい

る．さらに，中学校・高等学校の生徒を指導する教員

向けの研究倫理に関する教材の不足も指摘されている

ため（向，2017），中等教育段階での研究倫理教育の検
討が喫緊の課題であるといえる． 
また，研究倫理は「将来，研究に携わる小中高校生

だけでなく，国民の研究・技術リテラシーのひとつと

して重要」（Spencer・母里・井上，2015：48）であるこ
とからも，義務教育を含めた初等・中等教育段階でも

検討すべきであるといえる． 
 
b. 教育の目的 

研究倫理教育では，研究倫理に関する「知識」だけ

でなく，新たな問題が発生したときに，適切に行動を

選択する能力（松澤，2017）や，知識を使いながら，
状況に応じて倫理的に判断すること（池田，2014）な
どが求められている．このことから，研究倫理に関す

る知識を得ることや理解すること（以下，倫理的知識・ 

表１ 大別した論文の件数と割合(N = 47) 

実践 件数 割合 
している 16 34.0 
していない 31 66.0 

表２ 実践の対象者別の論文件数と割合（N = 16） 

対象 件数 割合 
高校生 2 12.5 
大学生 8 50.0 
大学院生 5 31.3 
大学教員・研究者 3 18.8 
専門的職員 4 25.0 

注：1件の論文に複数の項目が該当する場合がある． 
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理解とする）を目的とした論文と倫理的に判断や行動

する能力を身に付けること（以下，倫理的能力とする）

を目的とした論文の 2つの視点で分類した．なお，実
践論文において教育の目的が明確に説明されている論

文が少なかったことから，目的だけでなく論文で記述

されている教育内容や方法も参考にして分類すること

とした．分類した結果を表３に示す． 
 表３のように，倫理的知識・理解を目的とした論文

は9件（56.3%）と比較的多いことがわかる．例えば松
岡（2016）は，研究者行動規範の理解や特定不正行為
における問題の重要性の認識を図るなどの目的に基づ

いた実践を行っている． 
一方，倫理的能力を育成することを目的とした研究

は5件（31.3%）と比較的少ないことがわかる．例えば
辻井（2016：874-875）は，「技術者として様々な倫理的
課題に直面した時に，どのように対処していけばよい

のか，自ら考え，仲間と話し合いながら判断するため

の方法を身につけること」という目的に基づいた実践

を行っている．さらに，この辻井（2016）を除いた 4
つの倫理的能力育成を目的とした論文は，同時に倫理

的知識・理解も目的にしているという特徴がみられた． 
前述の松澤（2017）や池田（2014）に加え，川畑（2015）
による指摘のように，倫理的な知識・理解及び倫理的

に判断したり行動したりする能力を目的とした研究倫

理教育を今後も検討していくことが求められる． 
 
c. 教育の内容 
教育の内容は，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）を参考に 2)，捏造，改ざ

ん，盗用などの特定不正行為，インフォームド・コン

セントや守秘義務，個人情報保護などの被験者保護，

研究費の使い方や利益相反などの研究費に関する事項，

実験計画や実験ノートの書き方を含むデータの収集・

管理・処理，ピア・レビュー，オーサーシップやサラ

ミ出版などの出版・発表倫理，実験における動物の扱 

 
い方などに関する生命倫理，科学技術を用いる方法や

責任，知的財産権などに関する技術者倫理の 8つの視
点で分類した．分類した結果を表４に示す． 
表４のように，捏造・改ざん・盗用といった特定不

正行為と，実験計画や実験ノートの書き方といったデ

ータの収集・管理・処理が 8件（50.0%）と最も多く教
育内容として扱われていることがわかる．次いで技術

者倫理が6件（37.5%）と多く，被験者保護，研究費，
ピア・レビュー，出版・発表倫理，生命倫理について

は1～3件（6.3%～18.8%）と比較的少ないことがわか
った． 特定不正行為は科学に対する信頼が失われてし
まうことから，科学者が決して行ってはならない行為

であるため（御園生，2007），教育内容として優先的に
扱われていると推測される．データの収集・管理・処

理はデータの信頼性を保証し（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），研究活動
の基盤となることから，教育内容として扱われている

ことが考えられる．例えば，松岡（2016）は，産業技
術総合研究所の職員に対して研究ノートの記録や保存，

管理の重要性を教育内容として挙げている．以上のこ

とから，教育内容として特定不正行為やデータの収集・

管理・処理を研究倫理教育で扱うことは重要であると

考えられていることが示唆される． 
また，技術者倫理は技術者にとって欠かすことので

きない資質・能力であることから（札野，2015），教育
内容として扱われていると考えられる．この技術者倫

理と研究倫理を組み合わせた実践研究として，例えば

江間（2015）は，技術者倫理という用語は用いていな
いものの，科学技術の制度や仕組みと研究倫理に関す

る講義を全15回，大学生に行っている．具体的には，

表３ 教育の目的別の件数と割合（N = 16） 

目的 件数 割合 
知識・理解 9 56.3 
能力 5 31.3 
その他 6 37.5 

注：1件の論文に複数の項目が該当する場合がある． 

表４ 教育の内容の件数と割合(N = 16) 

内容 件数 割合 
特定不正行為 8 50.0 
被験者保護 3 18.8 
研究費 1  6.3 
データの収集・管理・処理 8 50.0 
ピア・レビュー 1  6.3 
出版・発表倫理 1  6.3 
生命倫理 2 12.5 
技術者倫理 6 37.5 
その他 1  6.3 

注：1件の論文に複数の項目が該当する場合がある． 
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科学技術については科学技術や社会における実現可能

性や実現のための障害を視点にドラえもんの道具のよ

うな科学技術を検討したり，BSE事件を事例にピア・
レビューの効果とその課題を体感したりする授業を展

開している．また，研究倫理については紙ヒコーキを

より遠くに，もしくはより長く飛ばすことを課題とし，

それに対する仮説をたてた実験を行っている．この実

験の過程において，紙ヒコーキの飛んだ記録を捏造す

る可能性があることを教えたり，実験の再現性の確認

方法などの理解を促したりする授業を展開している．

今後は，このように技術者倫理と研究倫理の関係性を

検討し，研究倫理教育として技術者倫理を扱うか否か

を検討していく必要があると考えられる． 
今回抽出した論文の中には，中野（2011）による高
等学校の世界史における科学者の倫理，とりわけ科学

の軍事利用といった科学技術の問題に関する実践があ

った．一方，他教科における研究倫理教育は，初等・

中等教育実践における論文の件数が少なかったことも

あり，みられなかった．  
 
d. 教育の方法 

教育の方法は，宮坂（2002）を参考に，「一斉指導」，
「個別指導」，「グループ学習」の 3つの視点で分類し
た．例えば，「一斉指導」であれば講義などを含み，「個

別指導」では，個人で行う e - Learningなど，「グルー
プ学習」では，グループによる課題解決などが挙げら

れる．分類した結果を表５に示す．なお，分類におい

て，教育方法が明確に述べられていない論文について

は論文全体の内容から推察した． 
表５のように，一斉指導による教育方法を用いてい

る論文は 10件（62.5%）と最も多く，次いで個別指導
による教育方法を用いている論文が 9件（56.3%）であ
った．一斉指導の10件中，個別指導との併用が 5件あ
り，グループ学習との併用も 5件あった．また，個別
指導の中では特に，CITI Japanの e - Learning を用いた 
 

論文は 4 件とよく使われている．CITI Japan の e - 
Learning4)は，特定不正行為をなくすために重要な教育

方法であり（蔵田，2015），今後も研究倫理教育におけ
る使用が期待される． 
次に，グループ学習を用いている論文は6件（37.5%）
と比較的少ない．グループ学習の例として，大学生を

対象とした中西（2013）の論文が挙げられる．中西（2013）
は，主に技術者倫理を中心に，ワールドカフェ 3)方式

を取り入れた討論を行うことで，ワールドカフェ方式

の授業が学生の約75%から支持されたことを報告して
いる． 
このように，研究倫理を一斉指導で教授するだけで

なく，e - Learningによる個別指導（学習）やグループ
学習などの様々な方法で学べるように工夫がなされて

いる．科学では，「新たな発見によって得られる知識は，

科学者の集団による議論と検証を経て，はじめて「科

学的に正しい」ものとなる」（浅島，2007：18）ことか
ら，集団の中で他者と議論や検証を交えていくことが

重要である．特に，科学者の不正行為については個人

の問題だけでなく，不正行為を許さない科学者コミュ

ニティを作る必要があるため（佐藤，2007），研究倫理
教育において，一斉指導だけでなくグループ学習の方

法を検討していくことが求められる． 
 
e. 教育の評価 

教育の評価について，明確に述べられている論文が

少なかったため，まずは教育の評価の有無で集計した．

その結果を表６に示す． 
表６のように，研究倫理教育の効果を評価している

論文は5件（31.3%）であり，評価していない論文は11
件（68.8%）であった．この結果から，研究倫理教育の
効果を評価している論文は比較的少ないことがわかる． 
教育の効果を評価している論文の 5件の中には，例
えば江間（2015）は授業後に4コマ漫画とそれに関す
るコメントを書くレポート課題を実施することで，レ

ポートに記述することの難しさや捏造の誘惑があるこ

とを理解できた学生がいることを報告している論文が

あった．一方，他の論文では主観的に評価しているも

表５ 教育の方法の件数と割合(N = 16) 
方法 例 件数 割合 
一斉指導 講義など 10 62.5 
個別指導 e - Learningなど 9 56.3 
グループ学習 課題解決など 6 37.5 
その他  1 6.3 

注：1件の論文に複数の項目が該当する場合がある． 

表６ 教育の評価の有無と割合(N = 16) 

評価の有無 件数 割合 
評価している 5 31.3 
評価していない 11 68.8 
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あった．一方，他の論文では主観的に評価しているも
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表６ 教育の評価の有無と割合(N = 16) 

評価の有無 件数 割合 
評価している 5 31.3 
評価していない 11 68.8 

のや一部の学生による簡単な感想で評価しているもの

もあり，評価が十分とはいえない．研究倫理教育にお

いては，内容の理解度を評価することも必要である（川

畑，2015）．また，研究倫理教育の目的が倫理的に判断
したり行動したりする能力の育成であれば，それに応

じた評価方法も検討する必要がある．したがって，今

後の研究倫理教育では，教育対象者の研究倫理の内容

理解や能力の育成に関する評価を行い，教育実践によ

る効果を検証していくことが望まれる． 
 

Ⅴ．おわりに   
本研究は，国内における今後の研究倫理教育実践へ

の示唆を導出するために，国内の研究倫理教育の実践

に関する先行研究を整理し，研究の動向や課題を明ら

かにすることを目的としていた．その結果，研究倫理

教育では，大学生を対象とした研究が多く，教育対象

者が倫理的知識を得たり理解したりすることを目的と

し，特定不正行為やデータの収集・管理・処理を内容

として扱うことが重視されていること，一斉指導及び

個別指導による教育方法が多いことや教育の評価を行

っている研究が少ないことなどが明らかとなった．こ

れらのことから，初等中等教育における研究倫理教育

の実践の必要性や倫理的に判断したり行動したりする

能力の育成を目的とすること，及び研究倫理教育にお

ける評価などに課題があることなどが示された． 
今後，初等中等教育における研究倫理教育の実践を

するにあたり，教科の中でも例えば理科において行う

ことができると推察される．なぜなら，研究倫理教育

の内容において比較的件数の多かった捏造・改ざん・

盗用といった特定不正行為やデータの収集・管理・処

理は，子どもが直接実験データを収集する理科と関わ

るからである．理科では一般的に，「①問題の見いだし，

②仮説の設定，③観察・実験方法の立案，④観察・実

験の実行，⑤観察・実験結果の考察，⑥まとめ」とい

うプロセスの問題解決活動（角屋，2013：30）を行う．
捏造・改ざん・盗用及びデータの収集・管理・処理に

関する問題は，主にデータが関連する③観察・実験方

法の立案から⑥まとめまでのプロセスで発生すること

が考えられる．このことから，初等・中等教育で研究

倫理教育を扱うのであれば，理科において捏造・改ざ

ん・盗用及びデータの収集・管理・処理を扱うことが

できると示唆される． 
次に，本研究の限界について述べる． 

第1に，実際には研究倫理教育の目的を設定したり
評価を行ったりしている可能性があるが，明確に記載

されていない論文があったことである．特に，教育の

目的と評価に関しては明確に述べられている論文が少

なかったため，結果の解釈には留意する必要がある．

また，論文内で研究倫理の視点としては扱われていな

いが，研究倫理と関わりのある実験計画及びデータ収

集の方法，データの妥当性や信頼性，解釈の仕方など

に焦点をあてた教育実践の論文は，今回抽出した論文

には含まれていない．そのため，今後はこれらを含め

て研究倫理教育の考察をしていく必要がある． 
第2に，今回の分析ではすべての文献を網羅できて
いるわけではなく，結論の一般化には限界があること

である．  
 

注 

1)  例 え ば ， 産 経 新 聞 (2018.3.15 ，
https://www.sankei.com/west/news/180315/wst18031500
04-n1.html）による記事が挙げられる． 

2) 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）における各章の節の項目を参考と
した． 

3) ワールドカフェ方式は，数人でグループを作って
議論を行った後，一人以外は他のグループで議論を

行うことを繰り返し，最後は元のメンバーでまとめ

を行うという手順で行われる（中西，2013）． 
4) 現在は，CITI japanの e - Learningを一般財団法人公
正研究推進協会（APLIN）が引き継いでいる． 
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