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菅沼純一
○Scientific Misconduct 研究不正 : 捏造・改竄・盗用
○”nature”
○2005.6

“Science”

“Cell”

Scientific Integrity 研究公正

Citation Index が高い

”nature” が米国バイオ関連研究者 3000 名を調査

過去 3 年間で軽微な研究不正に関係したのは 3 分の１に上る
○2005 日本学術会議が所属する 838 学会を対象に調査
過去 5 年以内(1999~2003)で不正行為が話題に上がったのは 113 学会。
研究不正に対処する組織、手続きがあるのは 148 学会
●１．ボルチモア、イマニシ・カリ、オトゥール
1986.4

“Cell”

著者 5 名、 遺伝子操作されたマウスを使った分子免疫学

ボルチモア（David Baltimore）

1975 年ノーベル賞

後にロックフェラー大・学長

（1990.7．1~1991.12.2） カルテク・学長
イマニシ・カリ（Tereza Imanisi-Kari）ブラジル移民の日系人家庭の生まれ
サンパウロ大、京大、ボルチモアのいるタフツ大学
オトゥール（Margot O’Toole）

イマニシ・カリ研究室のポスドク

論文のデータと実験データとの食い違い、再現できない、データねつ造と告発
ボルチモアが教授だった MIT とタフツ大学とがそれぞれの学内で調査
「論文にマイナーな誤りはあったが、不正行為の証拠は見だせない」
。
1986.10 NIH が公開捜査することを発表
1987.5

NIH が 3 人の委員による調査を開始

1988.4

ディンゲル下院議員(J. Dingell) 下院の公聴会

オトゥーの側に立つ

NIH 調査委員会の 3 委員のうち 2 人がボルチモアの同僚・友人と指摘
後に 2 名の差し替え
1988.7

ディンゲルがシークレット・サービスの専門家にイマニシ・カリ研究室の実
験ノートの分析と実験結果の捏造について調査を依頼

ボルチモアは、「学問に対する政治の不当な介入、第二のガリレオ事件」と主張
Ｒ．ポラック（コロンビア大学長・生物者）
「科学の世界では誤り不正ではない」
1989.1

NIH 調査委員会 「データ改竄、不正などの証拠は見つからなかった」。

1989.5

第 2 回公聴会

1991.3

NIH の科学公正局（OSI、1989.5 設立）報告書
後にボルチモアは論文撤回を宣言、

1992.5
1994

OSI と保健福祉省（HHS）の一部局（OSIR）が統合され研究公正局(ORI)に。
研究公正局が「不正があった、イマニシに 10 年間研究助成しない」と裁定
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1996 （告発の 10 年後）HHS の上訴委員会が再調査、
「不正の証拠はない」としてす
べての処分を取り消した。
・この間、告発者のオトゥール（Margot O’Toole）は研究室を去ることになったが、そ
の倫理的な行動に対し American Institute of Chemists はじめ数々の組織から賞を授
与された。一時事務所を務め、1990 年遺伝子工学企業に転身。
・米国科学アカデミー会長のフランク・プレスは事態を憂慮、
“ON BEING A SCIENTIST” (1989 年 by National Academy Scientist)
『科学者をめざす君たちへ』（1996 化学同人）の出版。
2 年間約 200 件の告発、30〜40 件が調査の対象になり、10〜15 件が不正行為

・ORI

と判断される。ホイッスルブローアーの人権を守る任務。
●２．エイズウィルス（最初の発見者は？米仏間の特許権争い、国家首脳間の会談）
1983

モンテニエ（Luc Montagnier ）仏・パストゥール研
サンプル 2 個を研究用に限定という条件で、 NIH のギャロ（R.Gallo）へ送る

1984

ギャロらはエイズ患者から分離した新種のウィルスを発見と発表

1985

仏・パストゥール研、
「最初の発見者は仏チーム、米政府がエイズ検査法の特許
を勝手に取得し収益を得ているのは違法」とワシントンの損害賠償裁判所に提訴。

1987

レーガン米大統領とシラク仏首相による政治的決着
治療薬の発売を遅らせないため、多数の患者の利益を優先との名目、
両者の発見とする

1989

特許権をシェアすることに

Ｊ.クルードソン（シカゴ・トリビューン）

ギャロに問題あり、

『エイズ疑惑―「世紀の大発見」の内実』
1991

ギャロ「自分たちが発見したものは仏のウィルスが混入したものだった」
（”nature”）ことを認める

2008

モンテニエらノーベル賞受賞

●３．常温核融合フィーバー
1989

英国Ｍ. フライッシュマン(電気化学で実績）
、米ユタ大・Ｓ. ポンス
Nature に論文出す予定を取りやめ、レフリーのないマイナーな科学雑誌に発表。
ユタ大は新技術の秘密が漏れることを怖れた、
新しい研究所をつくり利益を確保を目指す
Peer Review よりメディア発表を先行
特許取得のためデータを十分公開しない

●４．ヤン・ヘンドリック・シェーン（ベル研・1998〜2002）
2000.4

”nature”に最初の発表

有機物室温超伝導

フラーレン上に酸化アルミニウム薄膜、ほかの有機物にも応用化、汎用性
2000.7

バートラム・バトログ（ベル研・固体物理学部門ヘッド）超伝導で著名
2

クリスティアン・クロック(有機物の結晶つくり専門)
2001

・117K を記録
・1 分子程度の薄膜有機物がトランジスター作動
2 年半で nature に 7 本

Science に 9 本など、63 本の論文

次々と、画期的な研究成果

科学賞を受賞 ベル研のスター

ノーベル賞確実

2001.9

内部告発、内部調査するが疑惑なしと判定される。告発取り下げ

2002.5

ベル研・調査委員会(外部委員による)
実験はベル研ではなく、出身大学（コンスタンツ大学）で行っていた
生データはコンピュータから消去

2002.9

実験サンプルは廃棄か破損

調査委員会が報告書
実験データを数値モデルに合わせて加工、組み合わせて再利用
ベル研は即刻解雇

後に、出身大学の博士号剥奪
参考；NHK 放送『史上空前の論文捏造』2004.10、
2005 年科学技術映像祭・文部科学大臣賞ほか海外の映像の賞受賞
●５．1999

ローレンス・バークレー国立研究所、116 番元素、118 番元素

“Physical Review Letters”に発表
2002

ヴィクター・ニノフの捏造が判明、共同研究者のチェックなし、論文撤回

●６．韓国 ES 細胞捏造事件

ソウル大・黄（ファン・ウ・ソク）教授

「罷免後、現在は、その才能を惜しんで研究のスポンサーが付き、研究所を主宰」？
●７．STAP 細胞

理研 CDB

2014.1

小保方晴子

“nature”

笹井芳樹

若山照彦

丹羽仁史（それぞれ PI）

C.バカンティ(ハーバード大)
論文のミスから不正まで、内部告発

Internet 論文撤回

実験サンプルのすり替え（誰が？意図的か？）
小保方・若手有望研究者として採用の特例、STAP 細胞研究・内部討論なし、
STAP 仮説

笹井芳樹の自殺

理研「科学者の自由な楽園」
理研だけ、なぜ優遇されるのか
Spring-8、ゲノム、脳科学、発生再生科学（CDB）光科学(仙台)／地震、防災
●８. ミスコンダクトの現場
著者（科学者）

：倫理観

研究室

：PI の責任、透明性

研究所

：倫理規則

学会

：倫理規則
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学会誌

：レビューア、査読

権威ある研究所、著名な研究者が共同著者、
見事な実験結果、
専門の細分化 (医学、分子生物学、物性物理、有機物、薄膜、超伝導、半導体――−)
再現性の困難さ（特に医学生理学、分子生物学）
追試が成功しない、自分たちの実験装置の性能が不十分、技術が未熟のため
何か怪しいと感じても、間違いと言い切ることは困難、
信頼関係の維持が必要、
内部通報（告発）なしでは不正を見つけるのは困難
調査委員会

(内部調査、外部委員を入れた調査)

不正の立証の困難さ(立証責任を負った側の負担大きい)
米国でも物理学の分野には ORI に相当するものがない
○参考：ワトソン『二重らせん』

スポーツ化

サイモン・シン『フェルマーの最終定理―ワイルズ』

秘密裏に進行

●９．科学・技術外的な力①
富を生む科学・技術

破壊力を生む科学・技術（dual use グレ−ゾーンの拡大）

研究を支えるシステム（大学 研究所
ポスト

career pass

特許

科学者社会）

peer review と研究資金の配分

産業化

科学者社会の市民社会化を加速

「勝利は我が物、敗北は他人のもの」

●１０．科学・技術外的な力➁
・科学技術政策のスローガン

科学技術立国

資源小国

大学が産学共同へ

「今後 50 年で日本の科学者３0 人にノーベル賞を」スウェーデンに事務所？
・国家予算（パイ）の均等配分から効率重視へ
1981 年

創造科学技術推進制度（ERATO）

1986 年

理研のフロンティア研究システム

1987 年

ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（ＨＦＳＰ）

研究交流促進法

・市民（納税者）への説明責任 accountability

国研へのテコ入れ

成果主義（競争重視）

2003〜 独立行政法人化 (理研 産総研 JST etc.)
2004〜 国立大学法人
組織の近代化効率化

ガバナンス

研究所運営

PI と研究室運営

＜科学者の自由な楽園＞からかい離
資本主義の高度化

科学・技術が富を生む科学・技術社会

その中で夢を追う研究者の前途は？

■
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