
研究活動における不正行為の防止に向けて、指導的立場にある研究者の

留意点を取りまとめましたので、御理解、御協力をお願いします。

I 部科学 t~t•~~~x は措置に k ~ 

研究を実施する研究機関の長殿

3文科科第19 9号

令和3年8月20日

文部科学省科学技術・学術政策局長

千原由幸

研究活動における不正行為の防止の徹底について（通知）

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（平成 26年 8月 26日、文部科

学大臣決定）が適用された平成27年4月以降も、特定の研究者が長期間にわたり多くの論文等

において不正行為を行う事案が認められます。このような不正行為の要因は、責任著者など指導

的立場にある研究者が、研究の実施や論文等の執筆・投稿に当たり研究データ等の確認を行って

いないことや、当該研究者自身が不正行為を行っている文は研究室・研究グループ。ぐるみの不正

行為を主導していることが挙げられます。

これを受けて、文部科学省は、科学技術・学術政策局に設置した「公正な研究活動の宇鎚に関

する有識者会議」の助言を踏まえ、特定不正行為（担造、改ざん、盗用）が認定された場合に、

「競争的資金の適切な執行に関する齢十J（以下「櫛十Jという。）に基づき講じる、競制句研究

費の応募制限措置の考え方を、別添のとおり整理しました。特に、研究者の悪質な不正行為及び

責任について下記のとおり整理しましたので、ご留意願し、ます。

今後、文部科学省は、特定不正行為が認定された場合は、本通知の内容を踏まえ競争的研究費

の応募制限措置を講じます。

研究機関の長においては、所属する研究者に対して、本通知の内容を周知するとともに、特に

責任著者など指導的立場にある研究者※が下記の内容を十分に理解し、論文等の執筆・投稿に当

たり、適切な確認体制を構築すること等により、研究活動における不正行為の防止を徹底するよ

うお願いします。

なお、研究機関における本通知に関する周知・徹底の状況については、『「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」に基づく聯且状況に係るチェックリスト（令和4年度

版）』においてフォローアップρを行いますので、よろしくお願いします。

※論文等の責任著者や共著者となっている研究室・ゼミの主宰者などを想定
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別添「競制句研究費の応募制限措置の考え方Jのうち、責任著者など指導的立場にある研究者

に特に留意いただきたい点は以下のとおり

1. 「特に悪質な者Jに該当する者の考え方捌添4ページ赤宇都分）

( 1）指針別表2

「研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者」

(2）「など」の明確化

①競争的研究費の応募制限措置を受けた後、再度不正行為を行った場合

②指導的立場にある責任著者などによる不正行為で、あって、以下のいずれかに該当する場
,6、
口

・不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を執筆・樹高し

た場合又はこれらに相当する場合

－研究室・研究グルーフ。ぐるみの研究不正を主導し複数の論文等を執筆・樹高した場合

又はこれらに相当する場合

－研究活動を全く行わずに複数の論文等を執筆・投稿した場合又はこれらに相当する場

合（調査対象者が、根拠となる実験ノート・データ等を全く提出せず、研究実態が確認

できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適切な引用なく流用した場合を含む。）

など

2. 「不正行為には関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著

者」の責任の考え方伺lj添7ページ赤字部分）

(1）指針別表2

「不正行為には関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の童隼を負う

著者J

(2）「責任」の明確化

－責任著者など指導的立場にある研究者は、研究の実施や論文等の執筆・投稿に当たり、直

接的に必要な確認を行う、又は、他の研究者に必要な確認を行わせる体制を構築するなど、

管理責任を果たすことが求められる。
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【別添］「競斜句研究費の応募制限措置の考え方」

【参考回L】https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm

（担当）

科学闘守・学術政策局人材政策課研究公正推進室

研究公正推進係新井、中村

電話： 03-5253-4111（内線3873)

E-mail : kiban@mext. go. jp 
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文部科宇宙

競争的研究費の応募制限措置の考え方

2021年8月

文部科学省科学技術・学術政策局

人材政策課研究公正推進室

別添



． 
競争的研究費の応募制限措置（指針別表2)

文郎科学官

》特定不正行為が認定された場合、「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成17年9月9目、競争的資金に関する
関係府省連絡会申し合わせ）」に基づき、競争的研究費の応募制限措置を講じる。

競争的資金の適正な執行に関する指針（平成17年9月9目、競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表2

応募制限の対象者 不正行為の程度 応募制限期間

1.研究の当初から不正行為を行うことを意図し
10年

た場合など、 特に悪質な者
一

当該論文等の責任を負う著者
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が

5～7年
玄室三、又は行為の悪質性が董込］と判断されるもの

不正行為に 2.不正行為 （監修責任者、代表執筆者

関与した者 があった研究に 又はこれらの者と同等の責任を
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が係る論文等の 負うと認定された者） 3～5年

著者 坐三三、又は行為の悪質性力浬匙］と判断されるもの

上記以外の著者 一 2～3年

3. 1.及び2.を除く不正行為に関与した者 一 2～3年

当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が
2～3年

不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る 大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの

論文等の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれら

の者と同等の責任を負うと認定された者） 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が
1～2年

金三三、文は行為の悪質性が童匙］と判断されるもの

(h仕ps://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm) 
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競争的研究費の応募制限措置
－
aw 
文節科学官

競争的資金の適正な執行に関する指針（競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表2の考え方をP3～P7のとおり整理

1.不正行為に関与した者

不正行為の程度 （P4～6（こ考え方を示す）
応募制限期間応募制限の対象者

行為の悪質t性 影響

1.研究の当初から不正行為を行うことを意図した場合など、
10年

特に悪質な者（P4（こ「特！こ悪質jの考え方を示す）

『ーE司 lF 司 7年

『ー吉司 中
6年ーーーーーーーーーーーーーーーーー 」ーーー 明白 ーーーーーーーーーーーー

中 『ロE司

当該論文等の責任を負う著者
問J イ氏

ーーーーーーーーーーーー ーーーー ー」ーーーーーーー

不正行為に関 2.不正行為が （監修責任者、代表執筆者文はこれらの 中 中 5年
与した者 あった研究に係る 者と同等の責任を負うと認定された者） ーーーーーーーーーーーーーーーーー 』ーーーーーーー

論文等の著者 イ底 r= E司

中 イ底
4年一一一一 一一一一ー－ーーーーー ーー ーーーーーーーーーーーーーー一ー一

｛氏 中

イ底 イ底 3年

上記以外の著者 2～3年

3. 1.及び2.を除く不正行為に関与した者 2～3年

2.不正行為には関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

応募制限の対象者 不正行為の程度 （P7（こ考え方を示す） 応募制限期間

不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究！こイ系る論文等の重迂を
r= Z司 3年

負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定さ 中 2年
れた者） (P7に「責任jの考え方を示す）

｛底 1年
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． 
不正行為に関与した者

文郎劇学官

1.行為の悪質性

(1）基本的考え方

》指導的立場にある責任著者など（※ 1）が、不正行為を実施している場合、不正行為や不適切な行為を指示・指導している場合、研究を行わず複数の論文

等を作成している場合などは、「研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合jに相当する悪質性を有するものとし、「特に悪質J（こ該当するものとする。

》 「故意Jによる不正行為が認められる場合は、「特に悪質j～「中」とし、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことJによる不正行為の場合

は、「中J～「低Jとする。程度（特に悪質～低）の判断に当たっては、不正行為の常態化（不正論文等の数や不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶか

否か）等を考慮する。

》 「考え方（例） Jを踏まえ、不正行為の程度を判断することを原則とするが、「考え方（例） Jによることが合理的でない場合は、不正調査においてその判断理由

を示す必要がある。

》なお、不正調査においては、不正行為に関与した者の故意性の有無を認定した上で、故意性がないと認められる場合には、「研究者としてわきまえるべき基本的

な注意義務を著しく怠ったことJであるか否かを認定する必要がある。

程度

特！こ

悪質

= 
[i司

【※ 1：「などJは、研究室・ゼ、ミの主宰者やr1寺に悪質JIこ該当する行為を主導した研究者が著者になっている場合を想定】

「行為の悪質性Jの考え方（例）

O研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合

0応募制限措置を受けた後、再度不正行為を行った場合（ただし、次頁の（※2）の事由に該当する場合は、ただちに「特に悪質jとぜず、個別に

判断するものとする。）

O指導的立場にある責任著者などによる不正行為であって、以下のいずれかに該当するもの

・不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を執筆・投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度

に及ぶ場合、文は、これらに相当する場合

－研究室、研究グループぐるみの研究不正を主導し、複数の論文等を執筆・投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ

場合、又は、これらに相当する場合

－研究活動を全く行わずに、複数の論文等を執筆・投稿した場合、文は、これらに相当する場合（調査対象者が、根拠となる実験ノー卜・データ等

を全く提出せず、研究実態が確認できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適切な引用なく流用した場合を含む。）

【※赤字は、これまで「特に悪質Jに該当するものとして明記していなかった項目】

O指導的立場にある責任著者などによる不正行為であって、以下のいずれにも該当しないもの（上記の「特に悪質Jの要件に該当しないもの）

－不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を執筆・投稿した場合、若しくは、 不正論文等の掲載時期力t複数年度

に及ぶ場合、又は、これらに相当する場合

・研究室、研究グループぐるみの研究不正を主導し、複数の論文等を執筆・投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ

場合、文は、これらに相当する場合

・研究活動を全く行わずに、複数の論文等を執筆・投稿した場合、又は、これらに相当する場合（調査対象者が、根拠となる実験ノート・データ等

を全く提出せず、研究実態が確認できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適切な引用なく流用した場合を含む。）

O指導的立場にある責任著者などによる、指導した学生の論文等の不適切な流用
4 
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． 
不正行為に関与した者

支部制学官

制
一
蹴

＝ 『E司

「行為の悪質性Jの考え方（例）

or指導的立場にある責任著者などJ以外の著者の「故意Jによる不正行為が認められる場合で‘あって、以下のいずれかに該当するもの

－データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を

執筆・投稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合

中

or指導的立場にある責任著者などJ以外の著者の「故意Jによる不正行為が認められる場合であって、以下のいずれにも該当しないもの（上記の

「高」の要件に該当しないもの）
－データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と自己の研究成果を区別ぜず適切な引用を行わずに、多くの論文等を

執筆・投稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合

－不正行為力吋子われた箇所が、論文等の重要な部分である場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合

0「故意jによる不正行為ではなく、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことjによる不正行為と認められる場合であって、以

下のいずれかに該当するもの

・データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を

執筆・投稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合

イ底

0「故意Jによる不正行為ではなく、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことJによる不正行為と認められる場合であって、以

下のいずれにも該当しないもの（上記の「中Jの要件に該当しないもの）

－データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を

執筆・投稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合

－不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合

・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合

0指導的立場にある責任著者などによる不正な文は不適切な研究の指示、指導により、拒否することが困難な状況で不正行為を行った場合

（※2) 
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． 
不正行為に関与した者

文節科学官

2.研究の進展への影響・社会的影響

(1）基本的考え方

〉 「研究の進展への影響Jについては、学術的な新規性・価値、不正行為の内容の結論への影響等により判断する。

》 「社会的影響Jについては、不正論文等の流通範囲、被引用回数等により判断する。

〉 「考え方（例） Jを踏まえ、不正行為の程度を判断することを原則とするが、「考え方（例） Jによることが合理的でない場合は、不正調査においてその判断理由

を示す必要がある。

〉上記を踏まえて（ 2）により総合的な判断を行ラ。

程度 研究の進展への影響の考え方（例） 社会的影響の考え方（例）

次のいずれかに該当するもの

次のいずれかに該当するもの 0論文等の内容・結論が医療や安全性に関する基準など、直接社会

IロE司
0不正行為の行われた箇所が、論文等の結論に影響する場合 的・経済的な影響を生じうる場合

O公表された論文等の内容が真正であった場合！こ、学術的な新規性や 0不正行為が、学問への信頼を著しく損なう場合

価値が高いと認められるもの 0流通範囲が広い学術誌等に掲載された場合など社会的影響力i高し1と

認められるもの

中
O公表された論文等の内容が真正であった場合に、学術的な新規性や 0流通範囲が中程度以下の学術誌等に掲載された場合など社会的影

価値が中程度と認められるもの 響が中程度と認められるもの

O公表された論文等の内容が真正であった場合に、学術的な新規性や
0一部の関係者のみに頒布されているなど流通範囲が極めて限定されて

低
イ面｛直が低iし1と認められるもの

いる媒体に掲載されたもの又は学会等での口頭発表のみである場合

など社会的影響が低し1と認められるもの

(2）『研究の進展への影響』と「社会的影響』の総合的な判断の方法

程度 研究の進展への影響 社会的影響

『ーE司 田ー] 

r= Z司 『ーE司 中

中 r= E司

r= E司 イ底

中 中 中

｛氏 『司

中 ｛底

イ底 イ底 中

イ底 イ底 6 



． 
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

支部制学官

(1）基本的考え方

責任著者など指導的立場にある研究者においては、研究の実施や論文等の執筆・投稿に当たり、論文等の公正性の確保のために、直接的に必要な確認を行う、
文は、必要な確認体制・仕組みを構築し、他の研究者に確認を行わせるなど、管理責任を果たすことが求められる。
F このため、特定不正行為が認定された場合に、研究の実施や論文等の投稿に当たっての共著者間の確認体制が十分でない場合、文は、責任著者を含めた著者

が、本来果たすべき確認等を怠ったと判断される場合は、「不正に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者jとして認定する。
〉特に、不正行為に関与した者を指導・監督する立場にある責任著者等については、他の著者よりも、責任の「程度Jが重くなることに留意する。
〉「考え方（例） Jを踏まえ、不正行為の程度を判断することを原則とするが、「考え方（例） Jによることが合理的でない場合は、不正調査においてその判断理由を

示す必要がある。
》なお、著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を発見することが客観的に困難と考えられる場合は、「不正に関与していないものの、不正

行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者Jとして認定することは要しない。

程度
認定すべき「論文等の責任を負う著者Jの考え方（例）

不正行為に関与した者を指導・監督する立場にある責任著者等 左記以外の著者

－論文等の作成過程において、不正行為を防止する措置（実験ノート、 －論文等の作成過程において、不正行為を防止する措置（実験ノート、
生デー夕、史料等の確認）を、故意に行っていない場合 生デー夕、史料等の確認）を、故意に行っていない場合

一己 【不正行為に関与した者の措置年数が、 6年以上の場合】re:可
－責任著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、複数
の論文等において、不正行為を防止できなかった場合、文は、これらに
相当する場合

【不正行為に関与した者の措置年数が、 6年以上の場合】
－責任著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、 1編
の論文等において、不正行為を防止できなかった場合 －著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、複数の論

中 【不正行為に関与した者の措置年数が、 5年以下の場合】 文等において、不正行為を防止できなかった場合、又は、これらに相当
－責任著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、複数 する場合
の論文等において、不正行為を防止できなかった場合、又は、これらに
相当する場合

【不正行為に関与した者の措置年数が、 5年以下の場合］
－著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、 1編の論

イ底 －責任著者として本来果たすべき必要な確認等を怠ったことにより、 1編
の論文等において、不正行為を防止できなかった場合

文等において、不正行為を防止できなかった場合

なし
・著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を発見することが困難と考えられる場合（不正行為が常態化している場合を除
く。） 7 
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（参考 1）日本の研究者の論文等の撤回の状況

》 論文等の撤回数ランキングでは、論文等の撤回数の上位に日本人研究者が多くを占める特徴がある。
》 これらの日本人研究者は、全て医生命系の研究者である。

論文等の撤回数ランキング

順位 撤回された論文等の数

1 183 

2 1 5 6 

3 106 

4 82 

5 7 1 

6 58 

7 53 

8 48 

9 43 

1 0 4 1 

．．． 

1 3 40 

．．． 

20 31 

．．． 

国

日本

ドイツ

日本

日本

イラン

オランダ

日本

アメリカ

台湾

アメリ力

日本

日本

※順位及び撤回された論文等の数は、 TheRetraction Watch Leaderboard (2021年8月5日閲覧）による。ランキングは、日々更新される。

(https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/) 

S電h

文節科宇宙

8 



． 
（参考2）特定不正行為の認定・公表状況 （2021年7月末時点）

文節制字官

特定不正行為の件数

0文部科学省の予算の配分又は措置を受けた研究に関して、現行ガイドライン施行後（2015年4月～2021年7月）に認定・公表され

た不正事案（特定不正行為：担造、改ざん、盗用）は、 60事案。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 ～2021年7月 合計

医生命系 2イ牛 3イ牛 8イ牛 1件 3イ牛 5件 1件 23件

理工系 1件 2件 ー 2件 ー 1件 ー 6件

入社系 6件 4イ牛 7件 4件 6件 4件 ー 31件

ム三十
Eコロ 9イ午 9イ牛 15イ牛 アイ午 9イ午 10件； 1件 60件

医生命系 理工系 入社系

担造・改ざん・盗用11件 程造3件
改ざん・盗用1件 改ざん2イ牛

改ざん・盗用1件 （※）1事実に含まれる不正の翻悔 の分類 （※） 1事案に含まれる不正の種別毎の分類 （※） 1事案に含まれる不正の1重別毎の分類

9 



（参考3）特定不正行為に関与した者等の数 （2021年7月末時点） φ 
文部科学官

特定不正行為に関与した者等の数

0文部科学省の予算の配分又は措置を受けた研究に関して、現行ガイドライン施行後（2015年4月～2021年7月）に認定・公表され

た不正事案（特定不正行為：控造、改ざん、盗用）において、 「不正行為に関与した者j及び「不正行為に関与していないものの、

不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者Jとして認定された者の総数は、 78人。

教授 准教授 講師 助教 院生 その他 合計

医生命系 15人 8人 3人 5人 4人 5人 40人

理工系 2人 2人 ー 司 2人 6人

入社系 15人 9人 2人 1人 3人 2人 32人

合計 32人 19人 5人 6人 7人 9人 78人

※同一の者が複数の職位で特定不正行為を行った場合は、高い職位でカウント

医生命系 理工系

その他7入

院生4人 ｜ 

教授15人 その他2人 教授2人

系

人

士

2

4
4
E

h
出

人

釧そ
人『ベ

J注
人

酢

W

4よ教助

准教授8人 准教授2人

助
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