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ドイツにおけ る研 究倫理へ の取 り組 み (2)
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(平 成 26年 10月 2日 受理)

は じめに
2013年 8月 、相次 ぐ研究不 正行為 (Academic Misconduct)へ の対応 と して文部科学省 は「研

究におけ る不 正行為 研究費 の不正使用 に関す るタス クフォースJを 設置 し、同年 9月 26日 に
「中間取 りま とめJを 発表 した。そ こでは研究者や研究機関 にお け る自律 的な取 り組 みの支援
とい う基本方針 に加 えて、公的な第三者監視組織 として 「研究公 正局 (仮 )J設 置 の検討 につ
学術政策局 に設置 された協力者会議
にお いて 「研究活動 の不 正行為へ の対応 のガイ ドライ ンJの 見直 し及 び運用改善 について検討
が重ね られ、2014年 8月 新 たな ガイ ドライ ンが発表 されてい る。 同 ガイ ドライ ンは「研究活動
い て も提起 された。同 「取 りま とめ」 を受け、科学技術

にお ける不正行為へ の対応 は、研 究者 自らの規律 や研究機関、科学 コ ミュニテ イの自律 に基づ
く自浄作業 によるべ きものであ る」 とい う従来の提言 を踏襲 して、研究不 正行為 に対 しては引
き続 き研究 コ ミュニテイに よる 自律的かつ積極的 な取 り組みを求 めるとともに、研究機関に対
して共同で責任 を負 うことを明記 して対応 の強化 を促 した。2013年 の 「中間 と りまとめ」にお
いて言及 された「研究公正局」 の設置 については、2013年 の参議院 において 「質問主意書」が
出されるな ど関心が寄せ られたが、2014年 10月 の時点 で政府 か ら公式な方針 は示 されてい ない。
研究不正行為へ の対応 は各国の情勢 立場 に応 じてさまざまな仕組 みが採用 されてお り、そ
れ らは政府系機関、研究資金配分機関、学術団体、大学及 び研究機 関 といつた各 レベ ルの取 り
組み の総体 として特色づ けられるものである。近年 では一 国の研究公正 システム を総合的に捉
と
える枠組み として「国家研究公正 システム (National Research lntegity System:NRIS)」
い う概念が専 門家 らの間で用 い られてお り、各国のシステム比較 分析 が進め られてい る (松
澤、2014a)。 その さきが け となった 「HALレ ポ ー トJで は「国家研究公正 システムJを 以下
の三 タイプに類型化 した

1。

タイプ 1:調 査権限を有す る、国 として立法化 された集権 システム
タイプ 2:「 研究費配分機 関や個 々の機関 とは異 なる、監督 のための法律 によらない組織 J
か らなるシステム
タイプ 3:独 立 した研究公正監督組織 や コンプライア ンス機能がない システム
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一般的に研究公正 システムは研究機関に よる自律 的な取 り組 み と、国による監督 とい う二層
で構成 されてい る。 タイプ 1の システムは法的 な調査 権限を持 つ研究公正局が存在 し、研究機
関へ の能動的な働 きかけによつて不正行為 の抑制 をはかるところ に特徴 を持 つ。HALレ ポー
トはこれ を「ポ リス・パ トロール」型 システ

名付 けた。 これに対 して、研 究者 や研究機関

^と
ファイヤ ー・アラーム」型 システムを採用 して
か らの自主的な申告 によって調査 を開始する「
い るのが タイプ 2や タイプ 3で あ る。HALレ ポ ー トの類型 に従 えば、国際的に早 い段階か ら
研究不正行為へ の対策 を進めてきたアメ リカが タイプ 1に 分類 されるのに対 して、後発 の欧州
の主要国の多 くが タイプ 2お よびタイプ 3に 属 してい る ことが注 目される (松 澤、2014a)。 ま
たヽ 同 レポー トで 日本 はタイプ 3に 分類 されてい る。
本研究 の 目的は、 タイプ 2の 代表格 として知 られる ドイツの研究公正 シス テム を検討 し、 日
本 におけるこれか らの研究公正 システムの制度設計につい て示唆 を得 るところにある。 これま
で 日本の研究公正 シス テム は主 としてアメリカを参照 してお り、アメリカの取 り組みについて
は多 くの研究が蓄積 されてい る。その一方 で、 ドイツに関 しては情報が十分 に整理
てお らず、 まとまった研究 としては山崎

(2002)、

徳本

(2006)、

松澤

(2014b)、

紹介 され

藤井 (2014)

が挙 げ られるのみである。本論文 においては国内外 の先行研究 の知見 を整理 ・検討す るととも
に、近年 の ドイツ研究振興協会 (Deutsche Forschungsgeme
に関する考察

(藤 井

chaft,DFG)￨こ よる取 り組み

山本、2014)の 続編 として、 同協会が設置す る研究 オ ンブズマ ン制度に

注 目し、その特徴や機能について分析を行 う。分析 にあたっては、国内外 の関連文献 に加 えて、

DFGお よび「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」事務局 か ら提供 された資料、現地で のイ ンタ ビュー
調査記録 を基礎 資料 とした。

1

ドイツの研究公正 システム
ドイッ連邦共和国の憲法 であ る「基本法」 5条 3項 は「学問、研究お よび教授 の 自由」 を保

障 してお り、 ドイツの大学お よび各研究機関 は高 い 自主性お よび自律性 を保持 してい る。 また、
各州 には「文化高権」 (Kdturhoheit)と 呼 ばれる権限が与 えられてお り、教育制度 に関す る
法律 を州 レベ ルで独 自に定 めることが認 め られてい る。そのため連邦政府が研究者 や研究機関
の在 り方 について一元的なシステ ム を構築す ることはそ もそ も難 しい国情 にある。加 えて、 ド
イツの学術界 では長 きにわたつて「不正行為 は ドイツには存在 せず、 アメ リカに固有 の現象 で
2、
ある」 と信 じられて きた こともあ り 本格的な取 り組 みが ス ター トしたのは1990年 代後半 の
こととなる。
きつかけ となつたのが ドイツ研究界 の一大 スキ ャ ングル と言 われる「ヘ ルマ ン・ブラッハ事
件」 であ った。1997年 、細胞成長に関する基礎医学 の研究者ヘ ルマ ン (FHedhelm Herrmarm)
とその助手 プラッハ

(M面 on Brach)￨こ よる共同研究 にお い て数 々の実験事実 の不 正が明 ら

か となる。二人は1988年 か ら1996年 の間 に37の 論文 を発表 したのであるが、それ らすべ てにお
いてデー タの捏造、操作お よび偽造が繰 り返 されていた。同事件 を受けて、 ドイツ最大 のFJI究
資金配分機 関であるDFCは 、先行す るアメリカやデ ンマ ー クといった「 タイプ 1」 型お よび「 タ
イプ 2」 型 のイギ リスの国家研究公正システムを分析 し、独 自の研究公正 シス テムの設立 に着
手 した。1997年 、DFGの もとに「学術研究におけ るセルフ・コン トロール委員会」 が設置 され、

翌1998年 に は「 学 術 研 究 の 善 き実 践 の 確 保 」C電 瀬カカで z″rSめ
…
漑
″ 0お ,DFG提 言)と 題された16の 提言が発表 された。
・
"ω ―

裂

̀er
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DFGは 大学 、研究機 関、学術 アカデ ミー、学術 団体等 によつて構成 され る公益 組織 で あ り、
その財源は連邦 と16の 州 の公費か らほぼ等分 に拠出 されてい る。 ドイツには他 に自前の研究施
設 も有 す る マ ック ス ・ プ ラ ン ク協 会 (Max Planck‐ Geselschaft)、 フ ラ ウ ン ホ ー フ ァ協 会
(Fraュ血 ofer Geselschaft)、

ヘ ルムホル ツ協会 (Helr山 o■ z Gemein.schaft)、

ライプニ ッツ協

会 (Leipnレ Gemdnschaft)と い つた研究資金配分機関が あ るが、年間24kユ ーロ以上 を運用
す る予算規模 は突出 してお り、研究 コ ミュニテイの 自律性 を重視 したボ トム・ アップ型 の組織
として ヨーロ ッパ諸国のなかで も強力な影響力 と独 自の存在感 を示 してい る。2013年 に行 つた
イ ンタ ビュー にお い て DFGの 広報担当者 が研究不 正のガイ ドライ ンを示 した「DFG提 言」 に
つい て「 (ド イツにお いて)DFGが 最初 に公刊 した ことについ ては意義が見 い だされる。最初
に公干」す る とい うことは少 な くと も先行 したモ デ ル となるか らである」 (藤 井・ 山本、2014)
と回答 してい るように、現代 ドイツにおける国家研究公正 システムの構築 は これまで DFGが
中心的なエー ジェン トとなって推進 されてい るとい って よい。
16項 目か らなる「DFG提 言」 にお い ては、各研究機 関が学術研究 の善 き実践 に向けた規則
を制定 し、構成員 に周 知す るとともに、その義務 を負 うことを定 めてお り (提 言 2)、 同規則
を有す る研究機関にのみ助成が認 め られる ことが明記 されてい る (提 言 14)。 また、研究に用
い た一 次 デ ー タは10年 間保管す る こと も義務 づ け られてお り (提 言 7)、 研究不正行為 に対す
る手続 きの明確化 (提 言 8)、 名誉 オーサ ー シップの禁止 (提 言 11)も 盛 り込 まれてい る。そ
して研究不正行為 が疑 われる場合 に備 えて各研究機関 において予 め「相談員」 を決めてお くこ
とが定 め られてい る (提 言 5)。 2013年 に「DFG提 言」を部分改訂 した「補遺」においては「相
談員」は「相談員

(オ

ンプズマ ン)」 と加筆 され、その存在 が各研究機関 において「周知 される」

ことまで求め られてい る3。 少 し長 くな るが以下「補遺」 (2013年 )の 該当箇所 をその まま引
用 してお こ う (下 線部が新 たに加筆 された箇所 となる)。
提言 5

オ ンプズマ ン制度 の強化

大学 と研究施設 は、学術研究 の善 き実践 の問題や、予想 される逸脱行為 の問題 の渦中 にあ
るメ ンバ ーが相談 で きる、独立 した信頼 で きる人物や相談員 (オ ンプズマ ン)を 予 め決 めて
お くべ きで ある。大学 と研究施設 は、信頼 で きる人物や相談員

(オ

ンプズマ ン)が 施設 で周

知 されるよう配慮す る。
解説
学術研究 の善 き実践 の問題 では、中立的で資格 を有す る相談員 (あ るい は適切に配員 され
た委員会 )が 、大学 と研究施設 のメンバーに助言 を与 える。相談員はまた、逸脱行為 につい
ての不測 の非難 を内密 に受け付 け、必要 な場合 は責任あ るしかるべ き部署に引 き渡す責務が
あ る。 さらに、相談員 はその時 々の機関の研究者 グルー プの出身であるべ きであ る。
不 正行為 の回避 とい う意味 で も、本質的な機能 のために、実績あ る人格的 に清廉 潔白な人
物 を選び出 し、その任務 に応 じた独立性 を与 える ことが重要 であ る。それゆえ、その任務 に
は、利害衝突 を避けるために、学長代理や学部長 、 またはある施設で他 の管理職 にある人物
が就 くべ きではない。
地域の信頼 で きる人物や相談員

(オ

ンブズマ ン)は 、職務 を受任する際に大学や研究施設

か ら必要 な支援 を受けるべ きであ る。 これには、ホームペー ジや講義要網 においてオ ンプズ
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マ ンについ て告知す ることと並 んで、 オ ンブズマ ンの職務内容 に関す る支援や受け入 れ も数
ンブズマ ン

ンブ

ズマ ン)に 対す る負担軽減 の可能性 を考慮 すべ きである。利益相反 の可能性 を憂慮 して、信
頼 で きる人物や相談員

(オ

ンプズマ ン)の 代理 を常 に指名すべ きで ある。

大学あ るい は施設 の一員 は、 自分 たちの問題 を、通例他 よ り好 んで、面会 で きる程度 の距
離 にある、地域 の事情 を知 つて い る所轄部局 に 申 し立 て よ う とす る。 しか し、彼 らが もし直
接 (以 下提言 16に お い て提唱 される)地 域 を超 えた「 ドイツ研 究 オ ンプズマ ン」へ の相談 を

望むならば、 もちらんそれは認 め られ る

4。

ドイツの研究公正 システムにおいては二種類 のオンブズマ ンが存在 してい る。一つは各研究機
関に配置 されてい るオ ンブズマ ンであ り、通常 「ロー カル ・オ ンブズマ ン」あ るい は「オ ンブ
ズパ ー ソンJと 呼 ばれてい る。その総 数 は280名 程度 と推定 される

5。

これに対 して、相談者

にとって同 じ研究機関のオンブズマ ンに相談することが不都合 に感 じられる場合や、複数 の研
究機関 をまた ぐケ ースの場合 は DFGに よつて設置 された「 ドイツ研究 オ ンブズマ ン」が対応
「 ドイツ研究オ ンプズマ ンJは 人文・社会科学、生命科学、 自然科学 にお いて
す ることなる。
傑出 した業績 を有す る三名 の研究者か らな り、三年 の任期 をもって交替す る。現在任期中のオ
ンプズマンは「ウォルフガ ング・ レー ヴェル教授 :ボ ン大学・法学」 (Wolfgang Lower)、 「ブ
リジ ッ ト・ ヨク シ ュ教 授 :プ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァイ クエ 科 大 学・ 細 胞 生 物 学 」 (B五 」tte M
JOCkuSCh)、 「 カタ リー ナ ア ルシャマ リ教授 :オ ル デ ンブルク大学 ・化学」 (Katharma A}
Shalne町 )の 三名 であ る。以下 では「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」 の機能や役害1に ついて整理 し

てお く。

2

「 ドイツ研究オンブズマン」の機能 と役割
オ ンブズマ ン制度 は ドイツの研 究 公正 シス テ ムの 中核 を担 う ものであ り、1999年 5月 に

DFGの 「評議会」 (Senat Senate)に よつて設置 された。評議会 は39名 か ら構成 されてお り、
DFGの 学術面 にお け る施策決定機 関である。39名 の 内訳 は、36名 が会員総会 か ら選 出され、
残 りの 3名 は大学長会議議長 、学術アカデ ミー会議代表、 マ ックス ・プラ ンク協会総裁が 占め
る。DFGの も とに置 かれた オ ンプズマ ンは当初「DFGオ ンブズマ ン」 と呼 ばれてい たが、
2010年 にDFG内 部におかれてい る「不正 に関す る調査委員会J(Ausschuss zur Untersuchung

von ヽ
/or、 vtlrfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens: Committee of lnquiry on Allegations of
Sdentfc Misconduct)と の 区分 を明確 にするために「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」(Ombudsman

ir die Wissenscbt Cerman Research Ombudsman)へ と改称 された。
「不 正 に関す る調査委員会」 は「合 同委員会 Jの 分科会 として設置 され、調査機関 と しての
役害」を果 たす。 メンバー は合 同委員会 の中か ら人文科学、 自然科学、ライフサイエ ンス、工学
の領域 か ら一名ずつ選出 されてい る。
「 ドイツ研究 オ ンブズマ ン」 は、研究者 が研 究不 正行為
の嫌疑 に関す る申請 を行 つた場合 に、その助言者、支援者、 また仲介者 としての役割 を担 う。
3名 のオンプズマ ンの任命 は DFGの 評議会 によつて行 われてい るが、「 ドイツ研究オ ンブズマ
ン」 は DFcか ら独立 した組織 であ り、DFGに よる研究助成 の如何 にかか わ らず、あ らゆる研
究者 研究機関の相談業務 を請け負 うことがで きる。「 ドイツ研究 オ ンブズマ ン」 は秘匿性、
平等 、透明性 の理念に基づ き活動 してお り、審理 は非公開で行われる とと もに、すべ ての関係
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者 の 同意が得 られない 限 り関連す る文書 の公開 もしてい ない。 また、年間報告書 を作成す る こ
とが義務 づ け られてお り、報告書 には相談件 数、研究領域、相談 の概要等 について記載 され、
ホームペー ジで も公開されてい る。 ここ数年 の報告書 によれば年間の相談件数 は60件 前後 で推
移 してい る。
「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」、 の研究不 正 行為 に関す る申 し出は同組織 のホームペー ジにあ
る「 申請用紙」 を用 いて行 われる。「 申請用紙」 は所定 の形 式 に したが つて、所属や名前や具
体的 な状況 について書 き込むようになってお り、提 出後 の流れについては末尾 に以下のよ うに
記 されてい る。
提 出された書類 を審理 して「学術研究 の善 き実践」 の規則違反 の可能性があ ると思われる
場合、私 た ち「 ドイツ研究オ ンプズマ ンJは 影響 を うける人たちに対 して問い合 わせ を行 い
ますが、その場合 は申請者へ の 同意 をかならず取 り付 けます。
提 出され た書類 によって当該 のケース について十分 はつき りとした情報が得 られない場合
は、オ ンプズマ ン委員会 はさらなる説明 を求めた り、問題解決 を目指 して関係者 を招聘す る
場合 があ ります。審理 は修正 しうる「学術研究 の善 き実践」 の規則違反 と して結論付 け られ
るばか りでな く、
「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」 に付託 された権 限にお いて扱 い えない ような
事態 であ るとい う結論 に達す る可能性 があ ります。
原則 として、私 たち「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」 に送付 されたあ らゆる申請 は厳重 に秘匿
されます。 このことで 申請内容 に関わるあ らゆる人 々 を保護 します。そ してまた手続 きは事
実 の解明に向けて進め られます。私 たち「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」 は申請 されたケ ースに
直接的に関与 しない人たちを巻 き込む ことは しません し、事務局 での審議 の内容 をあ らゆる
第 三者 にも知 らせ ません。私たち「 ドイツ研究オ ンプズマ ン」 は手続 きの なかで当該ケ ース
に関わるすべ ての人たちの秘匿性 を保 ち、結論 に達 し次第、 申請が可能な限 り適正かつ十全
に進め られるようにします。
また、手続 きは原則 として予備調査 と本調査 の二段階方式 をとってい ることも特徴 の一 つで
「合 同委員会」 (Hauptausschus,
あ る。手続 きの流れは表 1の よ うにまとめ られる。表 1に ある
つ
。ht COm血 ttee)は DFGの 予算 を立案す る等の機能 を持 。73名 の構成員 の うち39名 は評議
」
会 メンバー と兼任 で、残 りの34名 は連邦政府 お よび各州政府 か ら16名 ずつ、 ドイツ学術振興寄
付連盟か ら2名 が入 る。合同委員会 における決定は研究者 である評議会 メ ンバーの意向が尊重
されてお り、政府 による影響力 の行使 は限定的・ 間接的な もの となってい る。 こ う した点にお
いて も研究 コ ミュニテイの自律性 を尊重す る姿勢が認め られる。併せて、 ドイツ研究オ ンブズ
マ ンは研究機関 にお ける研修や研究不正 を防止す る啓発活動 も行 っている。

3「 ドイッ研究オンプズマン」事務局でのインタピュー
ボ ン大学 に設置 されてい る「 ドイツ研究オ ンブズマ ン」事務局 でのイ ンタ ビュー調査 は2014
年 9月 ll日 (水 )に 実施 した。イ ンタビュイー は事務局 の専門職員 の A氏 とB氏 であ る。主た
る質問 とそれに対す る回答 の概要 をQA方 式 で記す。

Ql「 近年 の ドイツにおける研究不正行為 をめ ぐる状況 はどの ようなものか ?」
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ドイツにおける研究不正行為の手続き

研究者が「学術研究の善き実践」への違反を知り得た場合
申 し出

ロー カル
オンブズマン

博論で の盗用等

DFG助 成
研究の場合
ドイツ研 究
オンブズ マン

不 正に関 する
証拠 や見 解を
要求

不 正 に 関す る
証 拠 や見 解を
要求

見解 不 ―致 詢には

公式な
調査手続き

不 正に 関 する
調 査委 員会

公式 な
査手
続き
調

合同 委員 会

合 同委 員会

Al

Ｏι

ドイツにおける研究倫理への取 り組み (2)

「 ここ数年 の相談研修 は60件 前後 で推移 してい る。当初 は10件 前後 で あ つたので増 え
た とい うことにはなる。具体 的な内容 !ま ホームペー ジで公 開 してい る。近年 では論文
の盗用、デー タの改 ざんや捏造、著者性 に関す る問題 が多 い と感 じてい る。 また若 い
研究者へ の教育 も重要 な課題 として認識 してい るJ

Q2

「事務局 の業務 はどのような ものか」

A2

「DFGか ら任命 された 3名 のオ ンブズマ ンの仕事 を支援す る役割 を果た してい る。 こ
の組織 は研究 の 自治に根 ざした 自助組織 であ り、 タックスペ イヤ ーか らの信頼 を損 ね
ることがない よう研究不 正行為 に関す る報告書 を毎年作成 し、イ ンター ネ ッ トで公 開
してい る。
J

Q3 「昨年出された 『DFG提 言』 の部分改訂 で あ る 『補遺』 につい て どの よ うな影響や反
応があ ったか ?」

A3

「肯定的な狽1面 としては1998年 度 の提言 では対応 で きな くなって い た ところが補 われ、
よ り完全 な もの となった とい うことがある。否定的な面 としては規則 が増 えた ことに
よ り窮屈 な印象 を与 えた点である。研究 の世界 に窮屈 さはそ ぐわない。『補遺』 が発
表 されて 2、 3ケ 月間 は批判 もあ ったが今 はほ とん どない。 F補 遺』 に対す る反応 に
つい てはDFGの ほ うが神経 を使 つてお り、 自分 たちはこれ をどの よ うに運用、現実
の もの とす るかを課題 として捉 えてい る。」

Q4
A4

「研究不正行為 に対 して連邦政府や州政府 はどのように関与 してい るのか ?」
「そ もそ もDFGは 政府 の一部 ではない。 ドイツでは学問の 自治 が保証 されてい るので
研究不正行為 に対 して も政府は何 もする ことはで きない。学問や研究 の質 を守 るのは
研究機関 自体 の責務 である。州 の一部 にはバーデ ン=ヴ ュルテ ンベ ル クのよ うに州高
等教育法 で研究不正 に関する項 目を設けてい るところ もあるが、それ らは抽象的な記
述 に留 まってお り、具体的な内容 は含 まれてはい ない。」

Q5
A5

「『 ドイツ研究オ ンプズマ ン』 と大学 の 『ローカル・ オ ンブズマ ン』 の関係 は ?J
「 ボ ン大学 には ドイツ研究オ ンプズマ ンの一 人で あ るレー ヴェル教授が い る。 自分 た
ちはレー ヴェル教授 の もとで専 門職員 として実務 を担当 してい る。オ ンブズマ ンの仕
事 は名誉職 であ り、給与が支払 われてい る訳ではない。オ ンブズマ ンは極 めて優れ た
現役 の研究者がつ とめることが重要であ り、それが 自分 たち専 門職員 の仕事 の しやす
さに もつ なが って い る。ボ ン大学 には ロー カル・ オ ンブズマ ンと して法学者 のシユ
トゥッケ ンベル ク教授 もい るが、 日常的に同教授 とコンタク トを取 つた り、交流 をし
てい るわけではない。不正 の内容 によって ロー カル・ オ ンブズマ ンに相談が持 ち込 ま
れる場合 もあ る し、私たちの ところに持ち込 まれる場合 もある。それ は相談内容や 申
J
請者 の意向 によるところが大 きい。

Q6
A6

「他 の研究資金配分機関や他国の取 り組 みについて どのよ うに受け止めてい るか ?」
「他 の研究資金配分機 関や研究機 関 に対す る要請 を行 つたわ け ではない が、 多 くが
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『DFG提 言』 を参照 に してい る。提言 を採択す ることを強制す ることはで きないが、
研究不正行為 については DFGが オ ピニオ ン・リー ダー的存在 である ことは確 かである。
また、 ヨーロ ッパ 諸国に対 して もDFGは 強い影響力 を持 ってい る。他 国のシステム
についてはデ ンマー クがユ ニー クな取 り組みを進めている。研究不正 に対する社会的
関心 の高 い アメ リカで もデ ンヤー クと同 じようなシス テムが あ る。」

Q7「 内部告発や名誉 ォーサ ー シツプの問題 はどの ように考 えてい るか ?J
A7「 これ らは ドイッで長 く課題 となって きた問題 である。研究 コミュニテ イにおいては
名声や権威 は極めて重要であ るので、内部告発 については誤認 に基 づ くものであ つた
場合 を想 定 して、手続 きは内密に進め られる。 もちろんマス コ ミにも公 表 しない。名
誉 オーサ ーシップや著者性 の問題 については関係者 を集めて とアリングを行 うことが
重要だ。お互 い の利害が一致 し、不利益 を被 る人が い なければ問題 は解決す る」

Q8「 研究不 正行為 の防止お よび処罰 についての考 えを聞かせてほ しい」
A8「 基本的に処罰 よ りも防止策 のほ うが重要である と考 えてい る。処罰 につい ては不正
行為 の程度に よるが、故意に よる ものには厳 しく対処すべ きだ。 また、研究デー タが
捏造 されてい る場合 は具体的 な情報 を公 開す る場合 もある。
」
おわ りに
研究不正行為 に対 す る ドイッの要点 はそのガバ ナ ンス思想 に認 め られる。 ドイツは これ まで
研究者 と研究機関の 自律性 の尊重、研究 コ ミュニテイの 自浄能力へ の信頼 の もとでシス テム を
構築 して きた。法律 による規制を極力避け、司令塔役 を担 うような研究公正局 を設ける ことな
く、 もっば ら研究者お よび研究機関のセルフ コン トロールの向上 と「学術研究 の善 き実践J
の追求 を基本原理 としてい る。 こう して研究 コミュニ テイは研究活動の場 を不断の 自主努力 に
よって保守す るとい う学術風 土 を培 い、若 い研究者 に対 して も研究遂行能力 だけで な く、研究
姿勢や倫理観 を育 てる役割 を担 って きた。 また、システム運用 の なかで重視 されてい るのは研
究者 間、研究組織 間の対話や議論であ る。オンブズマ ン制度は不正行為が疑われる事案 に対 し
て正 式 な調査 の前段階 としての「 フィルター リング機能」 を果 たす だけでな く、当該関係者 と
の コ ミュニケーシ ョンを通 して具体的なデー タを集積 し、シス テム をアップデー トす るための
「 アラーム機能」 も備 えてい るとい え よう。
一方 で、研究不 正行為 に対 す る取 り組み はナ シ ヨナル なレベ ルに留 まらず、国際的な研究資
金配分機関 を中心 とす るグローバ ル な レベ ルヘ も展開をみせている。各国を代表す る研究資金
配分機関は国際的な会議 を積極的 に開催 し、お互 い に意見交換 を重ね、有機的なネ ッ トワー ク
を広げ る ことで国家 レベ ルをこえた国際共同研究へ の対応 を急 いでい る。本研究 の今後 の課題
となるのは ドイツの研究公正 システムが他 国に与 えてい る影響、お よび研究資金配分 機関に よ
る取 り組みの成果や展望 について分 析 を進めることであ る。 これ らの課題の解明 については他
日を期 したい。
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