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1 開催概要 

1.1 趣旨 

 2019 年度第 2 回 J-STAGE セミナーは、STM 国際出版社協会（STM International 

Association of Scientific, Technical and Medical Publishers: STM）日本支部との合同セミナ

ー『JST-STM ジョイントセミナー「学術出版における変革：研究公正と出版倫理」』の一部

として開催した。 

 JST-STM ジョイントセミナーは午前の部を STM、午後の部を JST が主催した。午前の

部では「研究公正」をテーマとし、利益相反、ゴーストライティング、ゲストオーサーシッ

プ、引用リング（citation ring）、査読における談合、オーサーシップ紛争、データの改ざん

や捏造、科学的詐欺、倫理に反する実験、盗用等の問題を取り上げた。午後の部は 2019 年

度第 2 回 J-STAGE セミナー「国際動向への対応：出版倫理」として出版倫理に焦点を当て

た。学術出版の業界を主導する出版倫理委員会（Committee on Publication Ethics: COPE）

および日本医学雑誌編集者会議（Japanese Association of Medical Journal Editors: JAMJE）

より、出版倫理の最新動向と見通しを紹介いただき、それぞれの団体が掲げるミッションと

戦略についてお話しいただいた。さらに、日本の学協会より、COPE と JAMJE が作成した

ガイドラインに関連する取組事例を紹介していただいた。 

 

1.2 開催日時、場所 

日時：2019 年 10 月 21 日（金） 10:00～16:45（開場 9:30） 

   （J-STAGE セミナー 14:00～16:45） 

場所：JST 東京本部別館（K’s 五番町）1 階ホール（東京都千代田区五番町 7） 

 

1.3 出席者の数および所属 

 当日は午前の受付人数が 96 人、午後からの受付人数が 11 人の合計 107 人が出席した。

出席者の所属は、会場アンケートに回答した 55 人について明らかになった。最も多かった

のは出版社・印刷会社の 20 人、次いで学協会事務局の 16 人であった。他の主な所属は、

出版社・印刷会社以外の企業が 9 人、大学教員・職員が 8 人、学協会役員と研究機関がそれ

ぞれ 5 人であった。 

 

1.4 Twitter 実況の取組みについて 

 セミナー当日は、プログラムの進行に合わせて J-STAGE 公式 Twitter アカウントによる

実況ツイートを行った。ハッシュタグを #JSTAGEseminar と定め、Twitter 上および会場

配付資料にて同ハッシュタグを用いた感想等の投稿を募った。 
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1.5 プログラム（時刻は計画時のもの） 

午前の部：STM セミナー 

10:00～10:05 開会挨拶 Antoine Bocquet 氏（Springer Nature） 

10:05～11:00 【Publishers & Research Integrity and Ethics】 

  Michael Mabe 氏（STM 国際出版社協会）※英日逐次通訳を実施 

11:00～11:45 【Journal crisis at a transitional phase of the STM publishing】 

  黒木 登志夫氏（日本学術振興会学術システム研究センター） 

11:45～12:00 コーヒーブレーク 

12:00～12:45 【Eliminating the Time Lag between International vs. Domestic Rules（国

際ルールと国内ルールの時間差をどう埋めるか）】 

  市川 家國氏（公正研究推進協会） 

午後の部： J-STAGE セミナー 

14:00～14:05 開会挨拶 松邑 勝治（JST） 

14:05～15:35 【COPE: Promoting integrity in research and its publication】 

 Trevor Lane 氏（エダンズグループ、出版倫理委員会）※英日逐次通訳を

実施 

15:35～15:45 休憩 

15:45～16:15 【研究倫理をどのように教育するか～日本医学雑誌編集者会議の概要～】 

  北村 聖氏（日本医学雑誌編集者会議） 

16:15～16:40 【日本産業衛生学会編集委員会の国際動向への対応 JAMJE 医学雑誌編

集ガイドラインへの対応事例】 

  堤 明純氏（日本産業衛生学会） 

16:40～16:45 閉会挨拶 
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2 講演概要 

2.1  

【COPE: Promoting integrity in research and its publication】 

 Trevor Lane 氏 

（エダンズグループ 教育・学術出版コンサルタント、 

出版倫理委員会（COPE） 評議員） 

 

 

 学術出版において、技術の進歩や政策の変化が今後も予想される中、出版倫理は常に考慮

しなければならない問題である。今回は、出版倫理を取り巻く問題について述べた上で、そ

の解決策と COPE の紹介を行う。 

 研究の提案から研究成果の出版に至るまでのあらゆる段階において、様々な「誤り」が発

生し得る。「誤り」の程度は、観察や分析における単純なミスから悪意を持って意図的に行

われるものまで様々である。研究記録の不誠実な保存や管理、学生への不誠実な研究指導等

は「疑わしい研究行為（Questionable Research Practices: QRP）」と呼ばれ、時に研究不正

に相当する行為となるため、多くのジャーナルは対処すべき問題として認識している（図

1）。一方、意図的に行われる特定の研究不正、すなわち「捏造、改ざん、盗用 （Fabrication 

/ Falsification / Plagiarism: FFP）」も重大な問題とされており、文部科学省も FFP について

定義し、ガイドラインを作成している。また、出版の段階においては「疑わしい出版行為

（Questionable Publication Practices: QPP）」というものもあり、そこには重複出版、サラ

ミ出版等が含まれる（図 2）。 

 昨今、学術コミュニケーションの形は多様化してきているが、論文の出版プロセスにおい
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ても変化が起こっている。ポータブル査読1やオーバーレイ学術誌2のような新しい出版の仕

組みや、プレプリントサーバで公開した論文の投稿を認めるジャーナルの増加がその例と

して挙げられる。このように出版プロセスの形が多様になりながらも、依然として研究者が

査読誌への投稿を続けるのは、査読誌が研究成果の評価や保存といった機能（図 3）を有し

ており、学術界における成果発信のシステムとして定着しているからである。一方で、

「Publish or Perish」といったフレーズに見受けられるように論文の出版を至上の目標と捉

えてしまうことが、研究不正を引き起こす要因となっている側面もある。 

 こうした研究不正の問題へ対処することを目的に、「研究評価に関するサンフランシスコ

宣言（DORA）」の公表や、文部科学省による「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」の策定が行われている。また、英国の独立機関である Nuffield Council 

on Bioethics は、研究における倫理上の問題に対処するためには、研究ガバナンス、資金助

成、研究成果の発信および評価、研究者のキャリア構築といったあらゆる段階において、す

べてのステークホルダーがそれぞれの問題に取り組まなければならないと述べている（図

4）。 

 学術出版の公正性を維持および促進するための非営利の国際会員組織として、COPE は

大きな役割を果たしている。COPE は少数の専属職員とボランティアによって運営されて

おり、12,000 を超える出版社や教育機関等がメンバーとして参加している。COPE の主な

活動は研究記録の公正性に関する教育プログラムの提供やフォーラムの開催であり、ルー

ルや罰則ではなく、原則やベストプラクティスを提供していることが特徴である。COPE の

定めたガイドライン等のリソースは web サイトに公開されており、誰もが無料で利用でき

る他、COPE メンバーに対してはさらに専門的なコンテンツを提供している（図 5）。 

 COPE の開催するフォーラムでは毎回様々なトピックを取り上げているが、20 年間で常

に多く話題に上っているのはオーサーシップに関するものである。また、最近ではハゲタカ

ジャーナルが問題になっていることもあり、COPE では研究機関に向けたハゲタカジャー

ナルに関する警告を含むガイダンスの発表を予定している。 

 COPE の重要性は学術出版における様々な機関が認めており、Scopus や MEDLINE、

Plan S 等から言及されている。また、論文投稿の際のチェックリストとして国際的に活用

されている Think Check Submit においても「投稿先のジャーナルは COPE のメンバーで

あるか」がチェック項目に含められている。COPE のメンバーとなるには、「COPE のコア

プラクティス」および COPE、DOAJ、OASPA（オープンアクセス学術出版社協会）、WAME

（世界医学雑誌編集者協会）が共同で制作した「学術出版における透明性の原則とベストプ

ラクティス」に従うことが必要条件となる。 

                                                      

1 あるジャーナル A で不掲載となった論文を別のジャーナル B に投稿する際に、A での査読結果を B へ

転送すること 

2 プレプリントサーバ等で既にオンライン公開され無料入手できる論文のキュレーションを行う学術誌 
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 COPE 元代表の Ginny Barbour 氏は、「倫理的行動がごく当たり前に出版文化の一部とな

るのを目指すべきで、外部から押し付けられるものではいけない」と述べている。研究公正

を推し進めるためには、あらゆるステークホルダーが協力する必要がある。 

 

図 1*  

 

図 2*  
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図 3*  

 

図 4*  
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図 5*  

 

質疑応答 

①COPE は剽窃だと見なす基準や剽窃チェックソフトウェアの品質基準を設けているのか。

（研究機関） 

→ジャーナル発行機関および出版社に向けて、適切な剽窃チェックソフトウェアを使うよ

うに呼びかけており、論文の投稿直後だけでなく改訂後にもチェックを行うことを推奨し

ている。COPE は中立な組織であるため、特定の商品の推奨はしていない。剽窃と見なす基

準については、一概に「何%以上一致すれば剽窃」と言うことはできない。一致度が高くて

も適切に引用している場合もあるため、編集者が丁寧に見ていく必要がある。（Lane 氏） 

 

②COPE では自己盗用について基準を設けているか。（研究機関） 

→以前に COPE が BioMed Central と共同で作成したリサイクルガイドラインはあるが、

改訂の必要があり現在見直している。COPE は、自己盗用についてはジャーナル毎に独自

の定義をして構わないという見解を示している。論文著者においても、言い換えをする、引

用であることを明示する等、自己盗用と間違われないような表現を行うことが望ましい。

（Lane 氏） 

 

 

 

* 図 1-5 について：©COPE これらの画像はクリエイティブ・コモンズ [表示-非営利-改変禁止 4.0 国際]

ライセンスの下に提供されています。 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja 
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2.2 

【研究倫理をどのように教育するか～日本医学雑誌編集者会議の概要～】 

北村 聖氏 

（日本医学雑誌編集者会議（JAMJE） 

日本医学雑誌編集者組織委員会委員長） 

 

 

 日本医学雑誌編集者会議（JAMJE）は、アジア太平洋医学雑誌編集者会議（APAME）の

日本におけるカウンターパートとして、医学雑誌と編集者の自由と権利の擁護、ならびに医

学雑誌の質の向上を目的に設立された日本医学会の下部組織の一つである。出版倫理への

意識を高めるための教育を主な活動とし、論文著者・編集委員会・査読者のそれぞれへ向け

た倫理規範の策定や、各種セミナー・シンポジウムの開催等を行っている。倫理規範の策定

においては、国際医学雑誌編集者委員会（ICMJE）や COPE のガイドラインを参考にして

いる。 

 JAMJE が行う教育活動では、実際に国内外で起こった過去の研究不正事例を取り上げて

いる。その中には、不正を行った本人や論文の共著者、不正の告発者が自殺した事例もある

ため、取扱いには慎重を期している。論文の不正が発覚して研究者としての信用を失ったと

しても、死ぬまでのことではない、絶対に死んではならないと教育の場でも強調している。 

 日本での研究不正に対する意識の向けられ方は特徴的である。各大学や研究機関で不正

が発覚するたびに、マスコミは問題を大きく取り上げ、当時の責任者は再発防止を誓うもの

の、同じ機関内で不正が繰り返される事態も珍しくない。一方で、研究不正は犯罪と異なり

明確に罰則が設けられないため、研究人生において過去の不正が一生つきまとうのも悩ま

しい問題である。また、日本の科学界は、論文の数を競うことはあっても、論文を丁寧に読

むことに対しては真摯でないという印象も感じている。かつて日本の研究者が 1 人で 172

もの捏造論文を出版した事例があったが、投稿された論文をきちんと読んで確認をしてい



2019 年度第 2 回 J-STAGE セミナー報告書 

 

10 

 

れば必ず捏造だと見抜けたはずである。さらに、研究機関以外においても倫理的な姿勢を問

うべきと言える事例も存在する。企業の利益のために論文が捏造された事件が過去に発生

したが、その際とある一般雑誌は、不正発覚前は研究成果の躍進を煽っておきながら、不正

が発覚すると途端に手のひらを返し企業を糾弾する報道を行い、ジャーナリズムのあり方

が問われる様相を呈した。このように、研究機関だけでなく、査読者・編集委員会、企業、

教育機関としての大学院、また不正を報道するマスコミ等、それぞれの立場で研究不正に対

する意識を変えていく必要がある。 

 そのために、教育活動として様々なセミナーを行っている。例えば、東京大学の大学院生

に向けたセミナーでは、学生が自ら考え議論するワークショップ形式を取った。実際の事例

を元にした論文不正のシナリオを学生に与え、当事者としてどのように対処するかを考え

るディスカッションを通じ、言わば「獲物を持たせてもらう」のではなく「獲物を捕る方法

を教わる」ような経験をしてもらうことが狙いである。しかし最後は、研究の楽しさ、面白

さを共有するという締め方で終えるようにしている。 

 JAMJE は、以上のような取組みを通じて、不正論文からは何も生み出されないという意

識を普及させ、日本における医学研究および医学雑誌の出版を発展させるために活動して

いる。今後も海外の医学雑誌編集者会議等と協力し、情報を得ながら、よりよい組織活動が

できるようにしていきたい。 

 

質疑応答 

①日本医学会に属する学会雑誌でオープンアクセス（OA）誌はどのくらいか。（研究機関） 

→正確にはわからないが、半分から 7 割くらいは OA への転向を行っているか、もしくは

現在検討している。創刊当初から OA であるジャーナルはほとんどない。（北村氏） 

 

②日本の臨床医学においては研究不正が多発しているが、何が問題だと考えるか。（研究機

関） 

→臨床現場の手技等で医師としてのスキルを測りにくい分野（内科学等）において、論文の

出版実績や投稿先のジャーナルインパクトファクター（JIF）をキャリアアップの直接的な

判断材料に用いてしまうことが要因の一つだと考えられる。（北村氏） 
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2.3 

【日本産業衛生学会編集委員会の国際動向への対応  

JAMJE 医学雑誌編集ガイドラインへの対応事例】 

堤 明純氏 

（日本産業衛生学会編集委員会委員長） 

 

 

 日本産業衛生学会の刊行する機関誌「Journal of Occupational Health（JOH）」は、産業衛

生学における英文専門誌として、日本・アジア諸国を中心に、世界の産業衛生学の優れた研

究成果の国際発信を行っている。 

 編集長に就任した 2014 年は、国際学術雑誌で OA ジャーナルが出てきたくらいの年代で

あった。その当時 JOH の JIF が落ちてきていたこともあり、数多くの OA ジャーナルに埋

もれないようにすべきという問題意識を持ちつつ、OA 化を目指した取組みを行ってきた

（図 6）。また、「国際情報発信強化」という形で科研費の申請を行い、2018 年に採択され

てからは、JAMJE 医学雑誌編集ガイドラインの項目へ対応するため 5 年計画を設定して取

組みを行っている（図 7）。 

 まずは DOAJ への収載や COPE への加入等、インフラ整備に着手した。出版倫理および

利益相反に関する専門家の招聘は 2020 年の実施事項として計画していたが、早い段階で行

うべきとの学会内の声を受け、学術総会に合わせて 2019 年に行った。 

 次いで、編集体制の強化を目的に、編集委員会にフィールド制を導入した。フィールド制

では、投稿される論文の専門領域の担当者がその論文の編集責任者となり、当該分野の専門

編集委員に論文を割り当て、外部の査読者を選出する（図 8）。 

 また、査読遅延論文への対策強化も行った。「査読遅延は編集委員会の責任」という意思

を統一し、定期的なリマインドを行うと共に、ある編集レベルで止まっている場合にはその

上位の編集委員が介入し指導するようなシステムを作った。まだ改善途中ではあるが、査読
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者の最終決定までにかかる時間を平均で 8 週間以内にまで短縮できている（図 9）。 

 そして 2019 年 9 月、JOH のカスケード誌「Environmental and Occupational Health 

Practice（EOH-P）」を創刊した。実務上の知見や発展途上国の労働環境の課題等、引用さ

れにくいが重要な論文を JOH 関連誌として切り分けて出版することで、実務を含めた研究

成果の包括的な国際発信力向上を目指している。 

 その他に行った取組みとしては、APC（Article Processing Charge, 論文処理費用）の設

定や出版倫理に関する各種ガイドラインの整備がある。APC は、学会収益を追及しない方

針で検討し、通常 8 万円、学会員は 6 万円と比較的安価な価格に設定した。出版倫理につ

いては、JOH が COPE のメンバーであることを明示し、著者向けにはワイリーの定める「出

版倫理の基本 10 ヶ条」を、編集委員向けには出版倫理ガイドラインを案内している。また、

査読者向けの簡易版ガイドラインを独自に策定している。論文出版に関して問題が起こっ

た場合の対処についても、COPE の対応フローを参考に定めている。 

 産業保健は、公害・労働災害等訴訟・企業利益に関わる情報等が扱われる領域である。利

益相反については特に著者と所属組織との関わりについて整理し、最新の動向に留意しな

がら利益相反指針について議論を重ねている。今後は DOAJ 加入に向けて体制の整備を強

化していくと共に、編集委員および査読者へのポリシーの浸透を含め、実効面を継続的にモ

ニターしていく必要がある。 

 

図 6  
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図 7  

 

図 8  
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図 9  

 

質疑応答 

①出版倫理や利益相反の専門家招聘については、どのような立場の方からどのような話を

聞いたのか。（JST） 

→今年は出版社の方から現場に近い部分の話を聞いた。今後も大学の研究者等様々なチャ

ネルから情報収集を行っていく予定である。一回だけのレクチャーではなかなか浸透しな

いと考えており、継続的に行う必要があると考えている。（堤氏） 

 

②JOH の DOAJ への申請は、現在どの部分でリジェクトされているのか。（研究機関） 

→査読がきちんと行われているかの証明はクリアした。今はジャーナルホームページに記

載している編集委員の所属等について裏付けを取るように求められている。（堤氏） 

→査読がきちんと行われていることの証明はどのように行うのか。（研究機関） 

→編集委員会の体制や査読プロセス等について記述を求められる。（堤氏） 

 

③スライド 14 枚目（図 9）において、査読者からの回答にかかる日数が最小で 0 となって

いるのはどういうことか。（研究機関） 

→編集委員に論文が割り振られた時点で不掲載の判断が下る場合を 0 とカウントしている

ため、正確には査読者からの回答ではない。（堤氏） 

→同じスライドで、査読日数が最大 600 日を超えた年もあったと示されているが、そうし

た編集委員会は機能していないのではないか。あまりにも査読に時間がかかると著者との

信頼関係が損なわれる可能性もある。（研究機関） 

→指摘のとおり、以前は編集委員会が正常に機能していない実態があった。現在は体制を見

直し、クリアランスや指導を経て正常化してきていることをこのスライドで示している。

（堤氏） 
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3 セミナー後の反響 

3.1 会場アンケート 

 当日配布・回収したアンケートでは、午後の部の講演について「知りたいことがわかった」

「知らないことを知れた」「知っている内容だった」「知りたいことと違っていた」「難しく

てわからなかった」「その他」の選択肢からの回答を求めた。全講演を通しての各回答の割

合は、「知りたいことがわかった」15%、「知らないことを知れた」62%、「知っている内容

だった」4%、「知りたいことと違っていた」2%、「難しくてわからなかった」1%、「その他」

4%、無回答 12%となった。 

 また、COPE に関する取組みを自分の組織で行っているかについても尋ねた。回答の割

合は、「既に COPE メンバーとして登録済み」3.6%、「メンバーではないがガイドラインや

フローチャートを活用中」20.0%、「COPE メンバーへ登録を検討中あるいは今後検討する

予定」16.4%、「COPE メンバー登録の予定なし」7.3%、「COPE について知らなかった」

29.1%、無回答 29.1%となった。 

 自由記述では「COPE の取り組みが知れて良かった。」「具体例が多くよく理解できた。

JAMJE のことを知りたいと思っていたので参考になった。」「他学会の取り組みについてな

かなか知ることができないので、大変参考になりました。」等の感想や、「発表いただく時間

が短かったように思います。」「東京だけでなく、各地方にも浸透させる意味でリモートで開

催、あるいは Webinar で開催も有りかと思います。」といった意見が寄せられた。 

 

3.2 Twitter 

 2019 年 11 月 29 日時点で、ハッシュタグ #JSTAGEseminar を付けて J-STAGE 公式ア

カウントから発信したツイート（モーメントおよび講演資料公開のお知らせツイートを含

む）に対し、92 件の RT、145 件の「いいね」があった。また、実況ツイートに対して「中

の人、ツイートありがとうございます。読んでます。」「お疲れ様です、出席叶いませんでし

たがツイートいただけ大変助かりました。地道な活動に感謝いたします。」との返信が寄せ

られた。 

 セミナー当日に行ったツイートは、下記 URL にまとめている。 

https://twitter.com/i/moments/1186199254424907776 

 

 

4 公開資料 

 本セミナーの当日配布資料を、下記 URL に掲載している。 

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#1911/13 
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