科学
と 社会

一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）
の発足とその活動
浅島 誠・市川家國・池田駿介・福嶋義光

APRINの組織・運営体制について記述する。

APRIN とは
一般財団法人公正研究推進協会（APRIN,
Association for the Promotion of Research

従 来、 文 部 科 学 省 の 補 助 事 業 と し てCITI

Integrity）は、日本の研究者、その途上の方、

Japan プロジェクト（信州大学（代表校）
、東

研究支援を行う立場の方への研究倫理教材や情

京医科歯科大学、福島県立医科大学、北里大

報提供、講師の派遣、研究機関の規範作り支援、

学、上智大学、沖縄科学技術大学院大学）によ

などの活動を通じて科学や技術の発展に伴うグ

るeラーニング教材作成・配信が行われていた

ローバルな視点に基づく研究倫理を啓発し、研

が、2017年4月からCITI Japan eラーニングの

究機関、各種学術団体、企業などの研究活動を

教材作成・配信事業を継承し、さらにコンテン

支援することを目的として、我が国の医生命科学

ツを充実・拡大してAPRIN eラーニングプログ

系・理工学系・人文社会学系などの分野を代表

ラム運用を開始している。この新たな運用では、

する研究者たちによって2016年4月に発足した。

特に使いやすさの向上、利用者拡大、セキュリ

以下に現在の事業内容及びそれらを支える
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ティーの強化、拡張性の確保を行っている。

池田駿介（いけだ

しゅんすけ）

▪日本学術会議連携会員
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現在、公開されている単元は65単元で、その

◦責任ある研究行為：基盤編（人文社会学系）

概要は以下の通りである。

4単元
◦人を対象とした研究：基盤編14単元

◦責任ある研究行為：基盤編（医生命科学

◦研究の安全性：11単元

系）12単元

◦実験動物の取り扱い：2単元

◦責任ある研究行為：基盤編（理工学系）

◦GCP ／治験：10単元

9単元

◦社会科学・行動科学：3単元

一般財団法人公正研究推進協会
e-learning教材作成のガバナンス
本協会の教材は、本協会の各委員会及び外部からの意見をもとに、下図に示すプロセスに沿って作成
する。すなわち、本協会の活動によって知り得た知見、委員からの提案、各分野の研究者・専門家・利用
者を含む、多方面からの「意見」と「批判」を得て、教材の質を担保する。

教育プログラム
調査委員会等、
外部評価委員会、
利用者の意見

教育教材作成委員会*1
作成・改訂教材の検討

*2 教材作成委員会の意見を踏
まえ、医生命科学系・理工系・人
文系分科会の委員が中心となり
、各領域の教材について作成・改
訂内容を検討する。また、査読者
を選定し、作成計画を立てる。改
訂の場合、程度によっては査読を
経ずに内容を決定する場合もある。

医生命科学系・理工系・人文系分科会＊２
（内容の検討、査読者の選定・作成計画、草稿作成）

単元別査読委員会＊3
有識者

研究者

研究者

研究者

*3 単元ごとに取りまとめ担当者・
査読者（原則として3名以上、
APRIN ア ソ シ エ イ ツ や 委 員 メ ン
バー等から選定）を決定し、単元
別査読委員会を結成する。各査
読者に内容への意見を提案して
いただき、その内容をもとにして合
議を開催。教材の内容を確定する。

（査読＋合議）

教育教材作成委員会*4
完成教材の確認

*4 教育教材作成委員会は単元
別査読委員会から提出された教
材を確認する。

企画運営委員会*5
完成教材の確認・承認

公正研究推進協会事務局＊6

解答

図1
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配信

質問

【左図の説明】
*1 教 材 作 成 委 員 会 を 中 心 に
APRINの他委員会・外部評価委員
会・利用者からの意見をもとに、
新規に作成する教材、既存教材
の改訂を検討・提案する。

・挿絵挿入
・校正作業
・web化
・広報
・窓口対応

対応

*5 企画運営委員会は教材作成
委員会から提出された教材を確
認し、内容を承認をする。
*6 公正研究推進協会事務局に
て、完成した教材テキストの文章
校正・イラストの挿入、webへアッ
プロードを行い、利用者へ配信す
る。同事務局は教材の利用につ
いて各機関へ広報するとともに利
用者からの問い合わせや質問に
対応する。また、教材内容に関す
る意見等を教材作成委員会へ報
告する。

e-learning 教材作成の手順（作成：野内玲 APRIN 研究員）
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コンテンツの充実では、以下の分野に新しい

登録者数（予定含む）

単元を追加あるいは改定予定である。

49

◦社会科学・行動科学系教材の公開（2017年7

47
35

月公開済み）
◦改正個人情報保護法に伴う人を対象とした研
究に関する教材改定（2017年12月公開済み）

維持機関会員数

663

◦責任ある研究行為（人文社会学系）英語版教
材の公開（2018年4月予定）

241

292

◦国際誌が求める再現性・客観性に関する教材
の公開（2018年4月予定）
◦技術者倫理・技術開発の倫理に関する教材の
公開（2018年8月頃予定）

図2

維持機関会員数および登録者数の推移

◦中等教育における研究倫理の教材作成開始
◦輸出管理に関する教材作成中

し、さらに成績管理者・受講者向けの新しい常

◦英語による輸出教材作成中

設アンケートフォームの開発を行っている。こ
れらは、公開されている単元内容の改善、新し

教材の作成に当たっては、内容の正確性・中

い単元の開発に役立てられている。

立性などを確保するために、ガバナンスを重視
している。教育教材作成委員会（委員長：市川
家國）において作成・改訂教材を検討し、その
後、図1のような手順に従って作成し、査読を
経て利用者に提供している。

配信を通じた教育活動
eラーニング教材配信は、APRIN維持機関会

APRINでは、教育研究機関や学協会などか
らの要請に応じて講演を行ったり、講師の紹介
などの支援活動を行っている。2017年4月から
2018年3月までの間、約30回の要請に対応した。

員（非営利、営利機関により構成）に所属する

また、公正研究の分野に関する国際活動の

登録者が利用できるが、維持機関会員数は図2

一環として、元米国研究公正局（ORI: Office

のようになっている。CITI Japanのeラーニン

of Research Integrity） 教 育 部 門 長 のZoë

グ教材配信は無料で行われていたが、その事業

Hammatt氏を迎え、
「グローバルに研究公正を

の継承のため、一般財団の発足により2017年4

推進すること」と題した講演会を主催した（2017

月から有料化がなされた。2018年2月の段階で

年11月21日、東京工業大学）
。

は登録者数はCITI Japanの無料時代とほぼ同数
になっている。
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教育研究機関等の
研究者倫理教育プログラム支援、
講演会等の主催・協力および情報提供

さらに、日本国内における研究公正の発信
源となるべく、2018年3月6日には、東京大学

コンテンツ改善のために、CITI Japanが事業

安田講堂において、
「2017年度公正研究推進連

期間中に行った4回分のアンケート結果を分析

絡会議」を開催した。吉川弘之氏（APRIN会
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長）
、市川家國氏（APRIN専務理事）
、P. Pearl

理工学系分科会（委員長：池田駿介）では、

O’Rourke氏（Harvard系大学病院研究倫理審

技術倫理、技術開発におけるリスクマネジメン

査委員会代表）
、Ivan Oransky氏（Retraction

ト、情報技術に関する倫理の3単元について教

Watch創始者）を迎え、講演会を実施するとと

材作成を進めるとともに、2018年度には技術情

もに、
「日本の研究成果とその発信力の向上に

報（特に、技術開発におけるデータ管理）につ

向けた取り組み」についてパネルディスカッ

いて教材開発を進める予定である。また、技術

ションを行った。また、APRINの医生命科学・

分野における事例研究を開始する。

理工学・人文社会学の各分科会（詳細は後述）

人文社会学系分科会（委員長：井野瀬久美惠）

が主導し、それぞれ講演と討議を行った。なお、

では、人文社会学分野において特有と考えられ

この連絡会議では、文部科学省科学技術・学術

る研究不正、研究倫理について事例などを中心

政策局人材政策課研究公正推進室の担当者を迎

に議論を進めている。

えて、
「研究活動における不正行為への対応等

中等教育における研究倫理の教材作成分科会

に関するガイドラインに基づく取り組みの徹底

（委員長：岩本光正）では、中等教育において

について」について説明をしていただき、参

研究を進める上での倫理の在り方に関する教材

加者に情報提供も行った。当日は、全国から約

作成について教材内容を検討しており、今後、

350名の参加者があった。

教材草稿を作成することになっている。

その他、国内関係機関と協調した取り組みも
行った。国立がん研究センターにおいて開催さ
れた「第3回研究倫理を語る会」
（2018年2月10日）

AMED（国立研究開発法人医療研究
開発機構）支援「国際誌プロジェクト」

の開催に協力した。また、国立研究開発法人科

このプロジェクトは、AMEDの「研究公正

学技術振興機構（JST）の研究公正推進事業「責

高度化モデル開発支援事業」の採択課題の一つ

任ある研究活動をめざして」の一環として実施

で、2016年～ 2018年の間、信州大学および大

された計4回の講習会に、APRIN研究員、委員

阪市立大学により実施され、
（研究開発代表者：

会委員、理事等を派遣した。

市川家國、研究開発分担者：新谷歩）
、APRIN

領域に特化した分科会活動
APRINのeラーニング教材作成、講師派遣、

はこの連携機関となっている。研究の計画・施
行・分析・発表に関わる研究者等が、代表的な
国際誌が強く求めている規程（再現性、客観性）

事例研究などについて、実質的な活動を行って

を理解し、国際環境の中で活躍することができ

いる領域に特化した四つの分科会活動がある。

る能力を身に付ける教育機会を提供することを

医生命科学系分科会（委員長：市川家國）では、

目的としている。その事業では、①eラーニン

研究不正審査標準化会議を開催し、研究不正審

グ教材の作成、②年2回、東西で生物統計に関

査における考課項目を検討している。この分科

するブートキャンプを開催、③海外における情

会が主導して、前述のIvan Oransky氏を迎えて

報収集および日本国内への情報展開、を行うこ

研究不正審査標準化会議（2018年3月7日）を開

ととしている。

催した。
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Integrity Investigation Reports: Peer Review

海外との連携

Standards」に参加し、米国の研究不正審査報

研究倫理・公正研究に関する検討、特に教材

告書のチェックリスト作成に協力した。その

作成については、国際標準を満たしていること

他、市川理事は、Asia Pacific Rim Research

が不可欠である。そのため、国際活動にも注力

Integrity（APRI）Network Meetingに参加し、

している。2017年度は以下のような活動を行った。

「Good Practices for Social Responsibilities」 と

APRINのeラ ー ニ ン グ 教 材 は、Biomedical

題した講演を行った。

Research Alliance of New York（BRANY）の

ガバナンス

CITI Program部門との連携により作成されて
いる。また、教材の英語版については、CITI

公正研究推進という重要な事業を行う組織と

Japan時代から一部の単元について作成してい

して、APRINではガバナンスに特に注意して

たが、留学生・外国人研究者などに配慮して、

いる。一般財団法人としての制度設計として、

さらに33単元の英訳を進めている。

意思決定機関である評議員会（評議員18名）が

国際会議については、第5回WCRI（World

あり、評議員会で選任された理事によって構成

Conferences on Research Integrity）において、

され、業務執行の意思決定を行う理事会（理事

札野順理事が講演を行った。また、2018年5

11名、理事長：浅島誠）が設置されており、理

月にメルボルンで開催されるWCRI準備会に

事の業務執行を監査する監事（2名）が選任さ

は、市川家國理事がプログラム委員として参加

れている（図3）
。

の予定である。同理事は、Retraction Watch/

理事会の下には、運営に携わる三つの委員会

NCPRIが 主 宰 し たCHICAGO会 議「Research

（企画運営委員会：委員長・浅島誠、組織のあ

評議員会
監事
理事会
顧問

理事長

事務局

企画運営委員会

会長

専務理事

組織のあり方委員会

財務委員会

外部評価委員会

各種委員会
各種セミナー委員会

医生命科学系分科会

図3
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教育教材作成委員会

教育プログラム調査委員会

研究倫理基盤委員会

国内連携委員会

国際交流委員会

広報委員会

理工学系分科会 人文社会学系分科会 中等教育における研究倫理の教材作成分科会

公正研究推進協会の組織・運営体制
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り方委員会：委員長・池田駿介、財務委員会：
委員長・福嶋義光）が設置されている。特に、
企画運営委員会は、理事会を補完する機能を持
ち、
毎月1回開催されている。外部評価委員会
（委
員長：永井良三）は外部有識者7名で構成され、
協会の運営・事業等について評価・アドバイス
を行っている。各種委員会は、研究公正に関わ
る実際の事業を行っており、特に、研究倫理基
盤委員会（委員長：羽田貴史）は、協会として
事業を展開するのみでなく、研究倫理について
協会のポテンシャルを高めるために設置されて
いる。
その他、運営上で注意している点は、APRIN
eラーニングプログラム受講者の個人情報を保
護することであり、プライバシーマークを取得
し、個人情報マネジメントシステムを運用する。

将来に向けて
今後は、eラーニングプログラムの充実・拡
大を通じて、機関会員の増加や専門職業務に従
事する実務者への取り組みを目指す。また、研
究倫理に関するジャーナルの創設や国際会議の
開催などに向けた検討を開始する。これらの
ことにより、国内はもとより国外においても、
APRINを研究倫理について我が国を代表する
機関として認識していただけるような活動を展
開する予定である。
な お、APRINに つ い て の 詳 細 は、http://
aprin.or.jp/ に掲載されている。
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