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令和 5年 3月 6日 

国立大学法人広島大学 

 

研究活動における不正行為（ねつ造）の認定について 

１．経緯・概要 

（１） 発覚の時期及び契機 

令和 2年 7月 20日 受付窓口に、告発者から通報 

令和 2年 9月 1日 事案の内容が明示され、不正とする科学的な合理性のある理由が

示されたため、告発を受理 

・告発の内容 

本学の元大学院生から顕名により、2015 年の研究発表（ポスター発表）において条件の異

なる複数の動物実験データを組み合わせることによって、統計的に有意な差があるものとして

図やグラフをねつ造している旨を内容とする告発があった。 

・被告発者 

告発対象の 2015年研究発表（ポスター発表）の著者  

大学院医系科学研究科 助教 A（2022 年 10 月 31 日付け退職、以下「A 元助教」という。）

大学院医系科学研究科 教授 B（以下「B教授」という。） 

・被告発論文等 

2015年の研究発表（ポスター発表） A元助教、B教授 外 

 

（２）調査に至った経緯等 

令和 2年 9月 3日 予備調査を開始 

令和 2年 9月 23日 予備調査結果をとりまとめ 

令和 2年 10月 14日 告発内容の合理性及び調査可能性が認められたため、本調査の実施

を決定 

令和 2年 10月 22日 告発者、被告発者へ本調査委員予定者を通知（異議申立て手続き） 

令和 2年 10月 28日 本調査委員が確定（本調査委員会設置） 

 

２．調査 

２－１．調査体制 

令和 2年 10月 28日～令和 3年 3月 31日 

氏  名 役   職   等 

委員長 楯 真一 広島大学理事・副学長(学術・社会連携担当) 内部委員 

委員  小澤 孝一郎 広島大学副学長(全学共通教育担当) 内部委員 

委員  小松澤 均 広島大学大学院医系科学研究科教授 内部委員 

委員  兼松 隆 九州大学大学院歯学研究院教授 外部委員 

委員  工藤 保誠 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 外部委員 

委員  山﨑 要一 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授 外部委員 

委員  藤川 和俊 藤川和俊法律事務所弁護士 外部委員 
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令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 28日 

氏  名 役   職   等 

委員長 安倍 学 広島大学理事・副学長(学術・社会連携担当) 内部委員 

委員  小澤 孝一郎 広島大学副学長(全学共通教育担当) 内部委員 

委員  小松澤 均 広島大学大学院医系科学研究科教授 内部委員 

委員  兼松 隆 九州大学大学院歯学研究院教授 外部委員 

委員  工藤 保誠 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 外部委員 

委員  山﨑 要一 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授 外部委員 

委員  藤川 和俊 藤川和俊法律事務所弁護士 外部委員 

 

２－２．調査期間等 

（１）調査期間 

令和 2年 11月 12日（木） ～ 令和 4年 3月 28日（月） 

    （この間、計 22回の調査委員会を開催） 

 

２－３．調査内容 

（１）調査対象 

①調査対象論文 

2015年の研究発表（ポスター発表・抄録） A元助教、B教授 外 

②調査対象者 

  ポスターの著者及び事情を知る関係者 

 

（２）調査方法・手順 

・告発内容の確認、予備調査結果の確認、本調査の実施方針の確認 

・調査対象ポスター、抄録、当該データ等の確認 

・調査対象者からの聞き取り調査 

 

３．調査結果 

（１）認定した不正行為の種別 

特定不正行為（ねつ造） 

 

（２）認定した論文等 

2015年の研究発表（ポスター発表・抄録） A元助教・B教授 外 

 

（３）不正行為に係る研究者 

  特定不正行為（ねつ造）に関与したと認定した研究者 

    大学院医系科学研究科 A元助教 



3 

 

  特定不正行為（ねつ造）に関与していないものの当該ポスター発表に責任を負う者として認定

した研究者 

    大学院医系科学研究科 B教授 

 

（４）不正行為が行われた経費・研究課題 

特定不正行為（ねつ造）に直接関係する支出（平成 27年度） 

・科学研究費助成事業・基盤研究（C） 

学会ポスター印刷費（8,400円） 

  A元助教の旅費（77,740円） 

・運営費交付金（教育研究基盤経費） 

  A元助教の学会参加費（10,000円） 

 

（５）不正行為の具体的内容、結論と判断理由 

告発者の告発内容は、次のとおりである。ポスターに使用された CT等組織画像及びグラ

フ 2点は、ポスター中に薬剤をマウスに 12週投与と明示しているにも関わらず、4週投与の

ものが掲載されており、あたかも 12週投与であるかのように装い、12週投与と 4週投与を

組み合わせることで統計的に有意な差があるように偽っており、実際の 12週投与のデータ

からは、抄録の「結果」や「考察」の記載を導くことはできない、これはねつ造に該当するとの

主張である。 

調査委員会は、被告発者、告発者及び関係者への事情聴取、関係資料の調査を下記の

とおり行った。 

 

〇A元助教の関与について 

被告発者（A 元助教）は、事情聴取において、CT 等組織画像及びグラフ 2 点の投与期間

は 4 週であり、誤ってポスターに掲載したことを証言した。また、A 元助教に PCR バンド図に

ついて確認を求めたところ、薬剤投与期間は 12週投与であり正しいものの、電気泳動による

デジタル画像の原図から一部の切り貼り等をして手を加え、自身が考える予想される結果を

表すために作製・保存した「イメージ図」（A 元助教の表現による）であり、本来外部に公表す

べきでないことを認識していたにもかかわらず、それを失念し、ポスター発表に使用したと証

言した。また、その発表方法について、この状態のポスターをそのまま発表したのか、何らか

の訂正を加えて発表したのか、それについて説明を求めたところ、当初はポスターに追記修

正・貼り紙を行ったとの説明、その後、関係者から提出のあったポスター発表の様子を写した

証拠写真（追記修正・貼り紙がない）を提示したところ、一転して正誤表による訂正をしたとの

説明へと変遷し、証言内容に一貫性がなかった。 

    調査委員会は A元助教のポスター作成方法について検証をし、これら CT等組織画像、グ

ラフ 2点及び PCRバンド図をポスターに使用する過程において、CT等組織画像及びグラフ

2点は薬剤投与期間が異なる都合の良いデータを掲載する行為が見受けられた。また、

PCRバンド図については、A元助教が電気泳動によるデジタル画像の原図を切り貼りして手

を加えた画像及びあたかも実在するかのように作製した画像の 2画像で構成されていること
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を確認した。これらからポスターを作成する段階で、A元助教は故意性をもって臨んでいたも

のと判断した。発表方法については、A元助教の証言の信憑性や正誤表を用いた訂正につ

いて証拠となるものの提出がないことから、そもそも訂正して発表したことを事実として認定

するには至らないと判断した。 

以上により A元助教は、抄録の記載にあわせる形で、薬剤投与期間の異なる都合のよい

データ（CT等組織画像及びグラフ 2点）を故意にポスターに挿入し、また実際には存在しな

い PCRバンド図を使用してポスターを作成（ねつ造）しており、更にその不適切なポスターを

発表の段階において追記修正・貼り紙又は正誤表により訂正することなく、故意性をもって印

刷時のまま発表していることを検証結果とした。 

 

〇B教授の関与について 

B教授はポスター発表の責任著者として学会発表に参画している。調査委員会は、B教授が

当該ポスター発表にいかに関わっていたかを事情聴取により調査し、検証した。 

   B教授及び A元助教への事情聴取において、A元助教はポスター発表の 4日前（学会の 2

日前）にポスターの誤りを認識していたと証言しており、それを受けて B教授に相談した（B教

授や他大学の教員の証言から確認できるのはポスター発表の前日）とのことである。ここで、B

教授がポスターの何の誤りを認識していたか、その誤りに対して責任著者としていかに対応し

たかが問題となる。調査委員会は B教授への事情聴取を重ね、以下の結論に至った。 

   

B教授は、ポスター発表前にポスターの誤りについて訂正対応をした記憶があり、薬剤投与

期間を含むポスターの誤りを認識していたとの説明をしており、他大学教員の証言もあることか

ら、調査委員会は、B教授はポスター発表当時、CT等組織画像及びグラフ 2点の薬剤投与期

間が 12週投与であるべきところ 4週投与のデータとなっていることを把握していたと判断した。

また、B教授は PCRバンド図については、バンドの提示の順番がずれた画像及び別途電気泳

動をした画像の 2つを配置したものと認識していたが、実際は、これらが A元助教によって切り

貼りをして手を加えた画像及びあたかも実在するかのように作製した画像を並べたものとの認

識はなかった。そして、B教授の証言によると、B教授はポスターの誤りへの対応を A元助教と

話し合い、正誤表を用いて訂正することは来訪者に訂正として理解されるものと考えた、しか

し、B教授は、A元助教が実際に正誤表を用いてポスターの訂正をしているかを現地にて確認

せず、ポスター発表当日の午後に別用務のため広島へ戻ったと説明している。これらから、ポ

スター発表の責任著者である B教授は、A元助教のねつ造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ポスター発表の責任を負う者であることを検証結果とした。 

 

〇抄録、ポスターに使用された画像等の考察 

①抄録の記載について 

（ア）抄録には薬剤投与期間の具体的な記載がない。 

（イ）A元助教から問題となったグラフ 2点について薬剤 4週投与のデータを用いて薬剤投

与による有意差に関する説明があり、同人が考える根拠が示された。抄録には投与期間

の具体的な記載がないことから、調査委員会は、CT等組織画像を含めて薬剤 4週投与で
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あっても、「結果」及び「考察」そのものに影響はないと考察した。しかし、調査委員会は、抄

録に薬剤投与期間が書かれていないとはいえ、抄録に記載された内容にあわせるように

薬剤投与期間の異なる都合の良いデータを混在させて発表していることは不適切であると

判断した。 

（ウ）「A元助教の関与について」のとおりポスターの PCRバンド図は A元助教が作製した

「イメージ図」であるため、これに関する記載については、あたかも実験から得られたデータ

に基づくものとの誤解を生む内容となっている。 

②ポスターに使用された CT等組織画像及びグラフ 2点について 

既述のとおり、調査委員会は、当該ポスター発表について修正の追記・貼り紙及び正誤

表による訂正は行われていなかったと判断した。すなわち、CT等組織画像及びグラフ 2点

は薬剤 4週投与のデータを基にしたものであるにも関わらず、薬剤 12週投与として発表さ

れたことになり、薬剤 12週投与を条件として構成した発表との間に齟齬が生じる。別の薬剤

投与期間のデータであることを認識していながらポスター発表したことは、いかに抄録の「結

果」及び「考察」に影響がないとはいえ薬剤投与期間を偽る行為であり、研究者倫理に反す

るものである。よって、調査委員会は、これら計 3点の画像・グラフの薬剤投与期間を偽って

ポスターに用いたことをねつ造と判断した。 

 ③ポスターに使用された図について 

    PCRバンド図は、A元助教の証言によると、PCRから得られた電気泳動のデジタル画像

の原図の一部を切り貼りし、自身の理解のために作製・保存した「イメージ図」であるとのこと

である。PCRバンド図は実在しない図であることから、これを作出し発表した行為は、ねつ造

にあたる。 

④不正行為のあった個所について 

    既述のことから、本学は、ポスターの次の個所において不正行為（故意によるねつ造）があ

ったものと認定した。 

（ア）CT等組織画像、グラフ 2点及び PCRバンド図 

（イ）抄録の【結果】における CT等組織画像、グラフ 2点及び PCRバンド図に関する記述 

 

４．研究機関が行った措置 

（１）勧告 

    不正行為認定者に対して、現在、公表されているポスター発表の抄録について、取り下げ

をするよう勧告した。 

（２）処分 

    ポスター発表に係る不正行為認定者である A元助教は 2022年 10月 31日付けで退職し

たため、懲戒に相当する量定として出勤停止 1日相当とした。 

また、B教授については、ポスター発表において特定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（ポスター発表）の責任を負う者であるが、他に認定さ

れた非違行為があるため、これらを総合的に判断して、出勤停止 5日として処分した。 
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５．不正行為の発生要因と再発防止策 

（１）不正行為の発生要因 

ポスター発表の不正行為認定者・A元助教は、ポスターの抄録の「結果」の記載に沿った

構成とするため、薬剤投与期間を都合よく変えた図やグラフを掲載し、また、PCRバンド図に

ついても抄録の「結果」の記載の根拠として明確に示すため、自身が考える結果を表すバン

ド図を作製し発表している。A元助教が主張するように、確かに薬剤投与期間が異なってい

たとしても同じ傾向を示すのかもしれないが、根拠データの条件を杜撰に扱っていることや結

果ありきの方法論を構築していることが窺われ、科学者としての研究姿勢そのものに問題が

あると言わざるを得ない。 

また、B教授は、不正行為に関与していないものの当該ポスター発表に責任を負う者であ

る。更にポスター発表の前日に自身が認識する範囲の誤りについて正誤表で対処することと

して A元助教と打ち合わせをしたと証言をしている。しかし、B教授は発表当日、訂正の確認

を怠っており、当該発表の責任著者として、ポスターの作成から発表に至る過程を監督し、発

表内容の科学的適切性を最終確認する義務を充分に果たしたとは言えない。 

一方、研究倫理教育の受講状況にあっては、A元助教及び B教授は所定の研究倫理教

育を受講し、確認テストを受験し合格している。 

知識と意識の観点から見たとき、A元助教及び B教授は不正行為に関して机上にて基本

的な理解はしているものの、実際の研究活動において、不正行為防止に向けて求められる

研究者としての倫理観に欠けていることは否めず、この乖離が本事案を惹起する要因となっ

ている。 

（２）再発防止策 

・ 全学会議において、総括責任者（理事・副学長（学術・社会連携担当））より、この事例の発

生要因とその影響、関係者の処分などを含めて解説する。また、各部局等の長に対して、

この事例を所属部局等の会議において、共有するよう申し入れる。 

・ 研究倫理教育の教材に当該事案の解説を追加し、大学院生から教員に至る研究者に対 

して、その影響の大きさを含めて理解を促し、徹底する。 

・ 令和 3年 4月に本学の学術・社会連携室に産学連携法務部門を設置した。当該部門は研

究倫理の啓発を所掌することから、部局等への説明資料の中に、この事案の概要説明及

び影響などを盛り込み、リスク回避のための事例として周知する。 

 

 


