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責任ある研究活動のために
Research Integrity

•研究者の責任
ØIndividual/Personal Integrity
Ø研究活動における研究者のとるべき責任
Ø研究者の関係する組織における公正性確保の責任

•組織の責任
ØInstitutional/Organizational Integrity
Ø研究組織としての機関・研究室等における責任
Ø研究不正の実行者に対する組織としての責任
Ø文部科学省、日本学術振興会等の「ガイドライ
ン」に規定
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大学改革支援・学位授与機構における
教育研究の不正防止の視点

• 機構における責任ある調査研究活動の遂行
Ø調査研究の実施に関する責任
Ø調査研究経費の適切な執行
Ø調査研究におけるデータの取扱い
Ø調査研究実施にあたっての倫理的配慮

• 大学評価・学位授与に関わる立場から
Ø大学等における研究者の活動状況の理解
Ø大学評価、学位授与の基盤としてのAcademic 
Integrityの確立に向けた行動のために
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機構の研究不正防止研修 ー
研究者の不正行為に関する課題の共有

• 研究者の健全な行動のために
• 「科学者をめざす君たちへ」

• 研究論文公表の場の課題
• “ハゲタカ出版”(Predatory Publishing)

• 研究論文不正の現状
• “研究不正大国日本”

• 研究者の研究不正行為
• セルカン事件(Serkan Anilir)

• 研究者による経歴・業績の誇称・虚偽記載
• 業績誇称による問題

• 研究論文査読の陥穽
• ピアレビューの課題
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研究者の健全な行動のために

1. 研究者の責任ある行動とは
2. よき助言者と指導者
3. 実験データの取り扱い方
4. 科学上の間違いと手抜き行為
5. 科学研究における不正行為
6. 規範違反の疑いがある場合にはどうすればよいか
7. 研究で人間や動物を使用するとき
8. 実験室の安全
9. 研究成果の共有
10. 著者名の表し方と業績分配
11. 知的財産の考え方
12. 利害・責任・価値観の衝突
13. 社会の中の研究者
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「科学者をめざす君たちへ」On Being a Scientist
（化学同人、2010）



研究論文公表の場の課題
• Beall’s List (Jeffrey Beall, University of Colorado)
• http://beallslist.weebly.com
• “ハゲタカ出版社”(Predatory Publisher)リストを公表
• 約1,200の論文誌名(Open-access Journal)を公表
• 研究者向けに論文投稿のオンラインガイド“Think-
Check-Submit”を提供（16カ国語）

• SCIRP (Scientific Research Publishing)
• 奥村曉 （名古屋大）による寄稿数の集計

• http://oxon.hatenablog.com (2015/12/08)
• 東大107, 九州大99, 東北大94, 北大90, 新潟大84, 京大78, 
…

• 米MIT 16, 英Cambridge 23, 英Oxford 15, 米Harvard 40, 
米Stanford 28, 中 精華大学57
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Beall’s List
http://beallslist.weebly.com
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約1,200誌
名を公表

出版社名を
公表



研究論文不正の現状
• 論文撤回情報サイト(Retraction Watch サイト)
1. 藤井喜隆（元東邦大准教授）183編撤回（2012)
7. 加藤茂明（元東大分生研教授）39編撤回（2013)

• 東大調査委員会報告（2014）
• 43件の論文撤回が妥当
• 「研究室内での指示が常態化してデータ捏造などが横行」

• 研究者個人の不正
• 藤井喜隆 (2012)
• 小保方晴子 (2014)

• 研究室ぐるみの不正（東大分子生物学研究所）
• 加藤茂明（2014)
• 渡邊嘉典（2017）

• 研究論文不正に関わる訴訟等
• 論文の疑義に付随する処分等に関わる訴訟
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研究論文の不正には
研究費の弁済が伴う
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http://retractionwatch.com

渡邊嘉典氏
の論文撤回記事
(2017/09/05)



Retraction Watch
サイトより
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大阪大学（医）

日本の
研究者

“自己査読”

論文撤回後にも引用



研究者(Serkan Anilir)の研究不正行為
• 大学院入学前経歴(1973-)の誇称・詐称 [1999]

• 外国における学歴・職歴の詐称
• 学位取得 [2003]（工学系研究科建築学専攻）
• 博士論文のFFP不正（約40%が盗用）

• 捏造 (Fabrication)
• 改ざん (Falsification)
• 盗用（剽窃）(Plagiarism)

• 助手（助教）就任[2005]・非常勤講師等
• 経歴詐称

• 科研費取得 [2006]
• 研究費の不適切使用

• 学位授与取消 [2010/03/02]
• 学位審査主査の懲戒処分
• 学位審査体制の見直し

• 懲戒解雇相当処分 [2010/03/31]
• 処分前に退職
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あらゆる論文不正
の手法が・・・

教員採用の人事の問題

研究費執行上の問題



海外向けの自己紹介に
対する外部からの指摘
により表現を改訂

研究者による経歴・業績の誇称・虚偽記載
• 非公認大学(Degree Mill)の“学位”

• 2007年文科省による調査「真正な学位と紛らわしい
呼称等についての大学における状況に係る実態調査」
• 「認定リストに掲載のない機関が供与した呼称」が採用・昇
進の重要な判断となった事例：国立１、私立３の４名

• 大学案内の教員紹介にニセ学位の表示：
• 国立10、公立４、私立28、私立短大4の46校48名

• 業績誇称
• 論文発表の水増し

• サラミ出版(Salami Publication)
• ギフトオーサーシップ(Gift Authorship)

• 組織の長の「研究業績」誇大表示
• “… having been publishing more than 1,000 scientific 
papers and books. ” → “… having been publishing 
more than 1,000 scientific works, including about 100 
refereed papers, 540 other papers, 35 books and 330 
presentation materials”
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研究論文査読の陥穽
• ソーカル事件 (1995)

• 「『知』の欺瞞ーポストモダン思想における科学の濫
用」(翻訳版 岩波書店, 2000、岩波現代文庫, 2012)

• “自己査読”による不正
• Hyung-In Moon (2012) 35編の論文で不正
• Peter Chen (2014) 60編の論文で不正

• Retraction Watchでは５位43編の撤回
• 共著者 Chiang Wei-Ling が教育大臣を辞職

• “論文生成器”による不正
• SCIgen- An Automatic CS Paper Generator (2002)

• “Our aim here is to maximize amusement, rather than 
coherence”

• 2005年の国際会議に２編を投稿。1編は“non-reviewed 
paper”として受理、もう１編は不受理。

• Springer-IEEE 120編の会議論文を削除 (2014)
• SCIgenで生成された論文を検出する“SCIgen Detector”に
よる指摘。
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自らが査読して論文採録
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ties (Oct. 2002).

[26] Wirth, N. Evaluation of massive multiplayer
online role-playing games. In Proceedings of
OOPSLA (June 2005).

[27] Zheng, T., Brown, H., Sutherland, I.,
and McCarthy, J. Distributed models for I/O
automata. In Proceedings of the Conference on
Autonomous, Pseudorandom Symmetries (Dec.
2002).

[28] Zhou, H. Comparing XML and cache coher-
ence. In Proceedings of POPL (Aug. 1993).

6

SCIgen
https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/

On the Deployment of Hash Tables

Masato Takeichi

Abstract

Highly-available algorithms and the transis-
tor have garnered improbable interest from
both cryptographers and cyberneticists in the
last several years. Here, we verify the emu-
lation of the partition table, which embod-
ies the important principles of robotics. We
construct a “smart” tool for exploring cache
coherence, which we call Well.

1 Introduction

Recent advances in replicated configurations
and scalable epistemologies are based entirely
on the assumption that I/O automata and su-
perpages [21] are not in conflict with SMPs.
The usual methods for the visualization of
systems do not apply in this area. Given the
current status of optimal models, statisticians
daringly desire the construction of robots.
Clearly, interactive models and the visualiza-
tion of operating systems are usually at odds
with the investigation of neural networks.
To our knowledge, our work in this work

marks the first methodology harnessed specif-
ically for the study of IPv6. Two properties
make this solution optimal: our application
emulates the exploration of e-business, and

also our heuristic runs in Ω(n) time. Existing
perfect and Bayesian heuristics use hierarchi-
cal databases to analyze XML [22, 18]. The
shortcoming of this type of method, however,
is that web browsers can be made signed, per-
vasive, and compact. Thusly, we prove that
architecture and digital-to-analog converters
can interfere to achieve this objective.

We introduce an analysis of the location-
identity split, which we call Well. Our solu-
tion evaluates real-time communication. On
a similar note, existing random and cer-
tifiable heuristics use access points to ob-
serve modular configurations. In the opinion
of physicists, although conventional wisdom
states that this riddle is regularly answered
by the synthesis of sensor networks, we be-
lieve that a different approach is necessary.
Although similar heuristics measure the emu-
lation of extreme programming, we fulfill this
purpose without studying the visualization of
linked lists.

In this position paper, we make two main
contributions. Primarily, we construct an
analysis of Markov models (Well), which we
use to show that local-area networks and red-
black trees are generally incompatible [14].
Next, we better understand how Markov
models can be applied to the refinement of

1

I/O automata.

The roadmap of the paper is as follows. We
motivate the need for flip-flop gates [6]. Next,
we place our work in context with the previ-
ous work in this area. We place our work in
context with the existing work in this area.
Ultimately, we conclude.

2 Related Work

Several multimodal and probabilistic appli-
cations have been proposed in the literature.
This work follows a long line of related algo-
rithms, all of which have failed [17]. Next,
Kumar [15, 12, 26] and Kumar and Sun [24]
described the first known instance of stochas-
tic technology [16]. In this position paper, we
fixed all of the issues inherent in the existing
work. A litany of previous work supports our
use of Web services [20]. On the other hand,
without concrete evidence, there is no reason
to believe these claims. We plan to adopt
many of the ideas from this existing work in
future versions of Well.

Our approach is broadly related to work
in the field of machine learning by Brown
and Martin, but we view it from a new per-
spective: cacheable technology [11]. Li and
Suzuki developed a similar framework, con-
trarily we disconfirmed that our algorithm is
recursively enumerable [22]. Similarly, a re-
cent unpublished undergraduate dissertation
presented a similar idea for IPv7. Finally,
note that Well requests the location-identity
split; obviously, our algorithm is in Co-NP
[12].

DMA

Trap
handler

Heap

GPU

L3
cache

Figure 1: A diagram depicting the relationship
between Well and DNS.

3 Well Synthesis

In this section, we describe a model for study-
ing massive multiplayer online role-playing
games. Any technical refinement of event-
driven archetypes will clearly require that B-
trees and write-back caches are never incom-
patible; Well is no different. Any significant
refinement of robots [27, 9] will clearly re-
quire that superpages and 16 bit architec-
tures are never incompatible; Well is no dif-
ferent [27, 7, 2, 13]. Obviously, the archi-
tecture that Well uses is solidly grounded in
reality.
Reality aside, we would like to study an ar-

chitecture for how our solution might behave
in theory. Similarly, we hypothesize that the
infamous modular algorithm for the simula-
tion of flip-flop gates by White and Nehru

2

2017/09/26 研究活動の不正防止等に関する研修 14

著者名を
入力



SCIgen Detection Site (Grenoble, 2014)
http://scigendetection.imag.fr/main.php

English / 日本語

カレントアウェアネス・ポータルは、図書館界、図書館情報学に関する最新の情報をお知らせする、国立国会図書館のサイトです。

ホーム

Posted 2014年2月25日

2014年2月24日付けのNature誌の記事で、SpringerとIEEEの商用プラットフォームに収録されている会議録論文の
中に、機械生成されたでたらめな論文120本以上が含まれていたことが報じられています。現在はこれらの論文は削
除されているとのことです。

これらの論文はコンピュータサイエンス分野の、文法等は正しいものの中身はでたらめな論文を作成するソフト、
SCIgenによって作成されたものでした。SCIgenにより作られた論文を発見する技術を開発したフランスの研究
者、Cyril Labbé氏の指摘により、今回の問題は発覚したとのことです。

Labbé氏はNatureの取材に答え、なぜSCIgenで作成された論文が投稿されたのかはわからないとしています。
SCIgenによる論文が掲載されていたものの多くは中国で開催された会議の会議録で、著者の所属も中国の機関であ
るものが多かったとのことです。

なお、Labbé氏はある論文がSCIgenで作成されたものかどうかをチェックできるツールも公開しています。

Publishers withdraw more than 120 gibberish papers（Nature News、2014/2/24付け）
http://www.nature.com/news/publishers-withdraw-more-than-120-gibberish-papers-1.14763

SCIgen detection website
http://scigendetection.imag.fr/main.php

参考：
「査読なんか怖くない？」　Science誌にオープンアクセス雑誌の査読に関する実験報告
Posted 2013年10月8日
http://current.ndl.go.jp/node/24548

わざと投稿された無意味な論文を受理してしまったOA誌の編集長辞任
Posted 2009年6月16日
http://current.ndl.go.jp/node/13264

カレントアウェアネス-R, 学術情報流通
参照(6066)  印刷用ページ
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Tweet いいね！ 10  

類似の記事
CA1829- 査読をめぐる新たな問題 / 佐藤　翔
Springer、同社の会議録に自動論文生成ソフトSCIgenで作成されたペーパーが含まれていたことについての報
告書を公開
Springerらが自動生成論文を検出するオープンソースソフトウェアSciDetectを開発
英国工学技術学会（IET）、IEEE、Elsevierが共同で会議録掲載論文の質に関する提言（ドラフト版）を公開
ウィキペディアの編集をモニタリングしてニュース速報を発見する“Wikipedia Live Monitor”

SpringerとIEEE、機械生成されたでたらめな論文120本以上を
プラットフォームから削除

東日本大震災　関連情報
「災害」に関する当サイトの記事

調査研究リポート「東日本大震災と図書館」

国立国会図書館　東日本大震災復興支援ページ

地震・災害 関連情報（レファレンス協同データベー
ス）

各地の図書館等の被災情報等について（外部リンク）
saveMLAK

Twitterでの情報提供を行っています。
http://twitter.com/ca_tweet

メニュー
このサイトについて
検索の方法
サイトの更新履歴

「カレントアウェアネス-R」新着記事
英国図書館情報専門家協会、暴風雨による被害を受
けた世界中の図書館・情報労働者と連帯し支援する
旨のメッセージを発表 - 2017-09-15

米国政府印刷局、連邦政府刊行物寄託図書館制度の
ウェブサイトに、同局の政府情報保存プログラムに
関するページを開設 - 2017-09-15

北米研究図書館協会、著作権に関する問題について
のイシューブリーフを公開：インターネット上の政
府情報の保存とメタデータの著作権 - 2017-09-15

米国博物館・図書館サービス機構、公共図書館の統
計・概況調査の2014年度版のレポート及び2015年
度版のデータを公開 - 2017-09-15

2019年に京都市で開催される第25回世界博物館大
会のウェブサイトが公開 - 2017-09-15

国際科学会議世界科学データシステム（ICSU-
WDS）とData Seal of Approval（DSA）、データ
リポジトリの認証機関“CoreTrustSeal”を設立 -
2017-09-15

米国国立医学図書館、MeSH RDFを製品版
（production version） に移行 - 2017-09-14

米・図書館情報資源振興財団、大学図書館の学習や
教育への貢献について調査した報告書を公開 -
2017-09-14

【イベント】大阪府子ども文庫連絡会児童文化講座
「本・こども・・おとな」公開講座　学校図書館を
学ぶ「学校図書館ってなんですか？中高生と共に」
（10/10・大阪） - 2017-09-14

宇都宮市立図書館（栃木県）、「宇都宮市立図書館
デジタルアーカイブ」を公開  - 2017-09-14

続きを見る

「カレントアウェアネス-R」用のRSS：

 検索

ＣＡ－Ｒ ＣＡ－Ｅ 　ＣＡ　 調査研究

HOME

PRESENTATION

APPLICATION

LIG WEBSITE

RELATED PAPER

(SCIENTOMETRICS

2013)

11395

Please upload a zip file containing pdf files. 
Each pdf file will be compared to known SCIgen papers. 
A pdf file is caracterize as "SCIgen Generated" if it is too close to a known SCIgen paper.

Known Issues 
- Do not use the following string in a file name: ".pdf.pdf" 
- Do not use any of the following characters in a file name: #,:$* 

Any feedback is welcome: Cyril . Labbe at imag . fr

UMR 5217 - Laboratoire LIG - Maison Jean Kuntzmann - 110 av. de la Chimie - Domaine Universitaire de Saint-Martin-d’Hères - BP 53 - 38041 Grenoble cedex 9 - France 
Tél. : +33 (0)4 76 51 43 61 - Fax : +33 (0)4 76 51 49 85 

    

Filename: ファイル未選択ファイルを選択

Send File

HOME

PRESENTATION

APPLICATION

LIG WEBSITE

RELATED PAPER

(SCIENTOMETRICS

2013)

11391

Uploaded file: scimakelatex.16491.Masato+Takeichi.pdf.zip...
Unziping scimakelatex.16491.Masato+Takeichi.pdf.zip...
Unzip successful : 0

Your archive contains 1 files:
  :  scimakelatex.16491.Masato+Takeichi.pdf 

File Name Type Nearest Neighbor (NN) Distance to NN

scimakelatex.16491.Masato+Takeichi SCIgen Paper Fakex69 0.400838

Dendrogramme (pdf) 

Legend:
- black: your files
- red: SCIgen files
- blue: others (in the field of Computer Science)

UMR 5217 - Laboratoire LIG - Maison Jean Kuntzmann - 110 av. de la Chimie - Domaine Universitaire de Saint-Martin-d’Hères - BP 53 - 38041 Grenoble cedex 9 - France 
Tél. : +33 (0)4 76 51 43 61 - Fax : +33 (0)4 76 51 49 85 
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ファイル
名を入力

論文を削除



（参考）研究倫理研修サイト
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ORI	The	Lab
https://ori.hhs.gov/thelab

CITI	Japan
https://edu.citiprogram.jp/japan/moduletext.asp?language=japanese


