
As a student at Sophia University, it is important to understand which activities are considered research misconduct and avoid 
carrying out or otherwise assisting such activities. Furthermore, it is vital to learn correct methods and rules for handling data and 
document sources, and to properly record and store data and other such information, in order to prevent your data, writing and 
other contributions from being suspected for misconduct.
We place great importance on academic freedom and respect your autonomy in research activities as well as your right to carry 
out research in pursuit of truth. However, be aware that you are held to high ethical standards and thus must carry out research 
activities in an honest and responsible manner.
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To All Sophia University Students

In Pursuit of Honest and Responsible Study 

and Research Activities

皆さんがこれまで学
んできたこと、そして

これから大学で学ぶ
ことは、多くの先人た

ちが、私たちを取り巻
く様々

な事象に関して、その
成り立ちや理由につ

いて真理を捉えて解
明したいという知的

な好奇心や探究心か
ら行っ

た活動（研究活動）
によってもたらされた

成果です。

この研究活動の成果
は、私たちの生活に

欠かせないものとな
っていますが、残念

ながら近年、この研
究活動

を行うにあたっての
根源的な価値観であ

る「真理の探究」をお
ろそかにするような

事例が多く発生して
います。

上智大学生の皆さん
は、研究活動の成果

を学ぶとともに、自ら
これを行っていく立

場でもあります。

このハンドブックの内
容をよく理解し、誠実

で責任ある学習・研
究活動を行ってくだ

さい。

Everything you have learned, and everything you will learn, throughout your university  studies can be 

attributed to our numerous predecessors. This knowledge results from their intellectual curiosity and spirit of 

inquiry, embodied in efforts to discover and elucidate truths behind formation processes, causalities and 

reasons pertaining to various phenomenon in our world—in short, their research activities.

While the findings of this research have proven invaluable in our daily lives, in recent years we have unfortu-

nately witnessed many cases where the pursuit of the truth, a core value in research endeavors, has been 

undermined.

As students at Sophia University, you are in a position to learn about the findings of past research activities 

while also pursuing your own. Therefore, we urge you to read and fully understand the contents of this hand-

book in order to facilitate honest and responsible study and research activities.

Published by Sophia University Center for Research Promotion and Support【発行】上智大学研究推進センター

　学生の皆さんにあっては、どういった行為が研究活動上の不正行為となるのかを理解し、行わない・加担しないことはもちろんですが、
不正行為とみなされないためのデータや文献の取扱い方法等について正しい知識を身に付けるとともに、データ等の適切な記録・保存を
心がけることが重要です。
学生の皆さんは学問の自由の下に研究活動における自主性が尊重され、真理を探究する権利を有しますが、同時に研究活動における高
い倫理性が求められていることを自覚し、誠実で責任ある研究活動を行うようにしてください。

Preventing research misconduct
研究活動上の不正行為を防ぐために

本学では、「上智大学学術研究倫理に関するガイドライン」を定め、
「研究者の責務」の一つとして次の通り規定しています。

University rules regarding
research ethics研究倫理に関する学内規程

４．研究者の責務
（1）学術研究における不正行為の防止
研究者は、研究活動のあらゆる局面において、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないこと、加担しないことはもとより、
研究、調査データの記録保存や適切な取扱いを徹底し、不正行為の発生を未然に防止するよう研究環境の整備に努める。
研究を指導する立場にある者は、不正行為が行われないよう、指揮下にある研究活動及び研究者等の管理、配慮を行う。

(Duties of Researchers)
Article 4  1.Prevention of misconduct in academic research
As a matter of course, Researchers shall not commit or be complicit in the committing of fabrication, falsi�cation or plagiarism in any aspect 
of research activities. Additionally, they shall be thorough in the recording, storage and proper handling of data obtained in their 
investigations. Researchers shall also strive to create a research environment that is conducive to the forestalling of misconduct.
�ose who are in the position of supervising research shall manage the research activities and attend to the Researchers under their 
supervision in order to prevent misconduct.

https://piloti.sophia.ac.jp/jpn/research/sunivrsc/kenkyurinri/
https://piloti.sophia.ac.jp/eng/research/research/ethics_r/
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上智大学学術研究倫理に
関するガイドライン

Sophia University Guidelines 
for Academic Research Ethics

上智大学における研究活動上の
不正行為の防止等に関するガイドライン

Sophia University Guidelines for 
Prevention of Misconduct in Research Activities

The university has established the Sophia University Guidelines for Academic Research Ethics,
which defines the following researcher duties:



The definition of "research"
「研究」の定義

　「研究」と聞くと、自分には縁遠いように感じ
る人がいるかもしれません。そのことを、「物事
を詳しく調べたり、深く考えたりして、事実や
真理などを明らかにすること（「デジタル大辞
泉」より）」に置き換えるとどうでしょう？たとえ
ば授業で出されるレポートに取り組むこと、あ
るいは授業で議論することは、まさしくこの「研
究」ではないでしょうか。
この冊子では、学習を含めて「研究」と表記し
ますが、皆さんにもかかわりの深いことなので、
是非、理解してください。

Many people feel that the concept of 
"research" has little relation to their own 
lives. According to the Digital Daijisen 
Japanese-language dictionary, research is 
defined as " detailed investigation into, and 
deep meditation on, ideas and concepts in 
order to elucidate facts, truth and so forth." 
This definition is useful—it can apply, for 
example, to reports written as part of 
classwork, and also to discussions held in 
the classroom.
In this handbook, the term "research" also 
includes learning activities. Because the 
concept has close connections with your 
activities, we hope you will make an effort to 
understand it fully.

Research Misconduct　
研究活動上の不正行為

　真実の探求を積み重ね、新たな知を創造し
ていく営みである研究は、その成果を客観的
で検証可能なかたちで公開し、吟味・批判を
受けることで健全に発展していきます。
研究活動における不正行為は、この一連の営
みを妨げる行為で、絶対に行ってはいけませ
ん。定期試験等でのいわゆるカンニングが不
正行為に当たることは、皆さんは十分理解して
いると思いますが、具体的には以下の行為が
研究活動上の不正行為に該当するということも
あわせてよく理解し、自身の行為がこれら研究
活動上の不正行為に該当するか疑問に思った
場合は、教員に相談するようにしてください。

実験、調査、インタビューなどを実施していないのに、データや記録を作り上げ、
レポートや論文に記載する。

論文を発表するにあたり、著者としての資格
がないにもかかわらず著者として掲載されてい
たり、逆に資格があるのに著者に加えられて
いなかったりすること

The results of research aimed at developing 
new knowledge through the continuous, 
sustained pursuit of truth and fact should, 
ideally, be publicized in a form that enables 
objective verification and then subjected to 
close examination and evaluation. 
Research misconduct is any action that 
inhibits this process, and therefore must be 
avoided at all costs. You are most likely 
aware that cheating on your final examina-
tions is a form of misconduct. It is also 
important to understand that the actions 
described below are considered forms of 
research misconduct. Make sure to monitor 
your own activities carefully, and if you feel 
that something you have done may fall into 
any of the following categories, please con-
sult with a faculty member.

Penalties
罰則

　レポート試験でこれらの不正行為が明らか
になった場合、定期試験での不正行為と同様
に厳しい処分が科されます。当該科目が「不合
格（F）」になるだけでなく、他の科目の成績に
も影響する可能性があります。
不正行為の状況により、退学、停学等の処分
となり、停学の場合には4年間（標準修業年限
内）で卒業できなくなります。また、奨学金の
採用取り消しや、交換留学等本学が主催する
プログラムの採用取り消しなどの罰則を受ける
とともに、不正行為を行ったことが学内に掲示
されます。また、学位論文で不正行為があっ
た場合には、学位が授与されません。さらに、
学術誌などへ投稿した論文で不正行為があっ
た場合には、社会的にも厳しい制裁を受ける
可能性があります。

If any misconduct is discovered in your 
reports or exams, you will be subjected to 
the same strict penalties as when caught 
cheating on a final examination. Not only will 
you receive a failing grade (F) in the relevant 
course, your grades in other courses may 
be affected as well.
Depending on the type of misconduct, you 
may be expelled or suspended; in the case 
of suspension, you will be unable to com-
plete your degree in four years (the standard 
degree course duration). Your scholarships 
may be canceled, and you may be disquali-
fied from programs sponsored by Sophia 
University including international student 
exchange programs. Furthermore, other 
members of the school may be notified of 
your misconduct. In the case of misconduct 
on a dissertation, you will be denied your 
degree.
If any misconduct is found relating to a 
paper you have submitted to an academic 
journal, you may also be subjected to 
severe social sanctions.

存在しないデータ又は
研究・実験結果等を作成すること

捏 造
Fabrication

NO!

Making up data or research/experiment results, etc.

Creating data and/or records despite never having carried out any related 
experiment, investigation, survey or interview, and using said data and/or 
records in a report or academic paper.

［例］
［Ex.］

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、
データ又は研究活動によって得られた結果等を
真正でないものに加工すること

NO!

改ざん
Falsification

証明しようとしている結論にあわせるため、得られた実験データを都合よく書き換える。
Arbitrarily rewriting experimental data in order to support or prove your own 
conclusion.

［例］
［Ex.］

盗 用
Plagiarism

Manipulating research materials, equipment , or processes  to 
change data or results obtained from research activities.

WEBサイトや書籍、あるいは先輩の作成したレポートなどに掲載されている文章を、
どこから引用したか明らかにせずそのまま使い（いわゆる「コピペ」）、レポートや論文を
作成する。
Using any section of a website, book, another student's/teacher's report, or similar 
(including copying and pasting) in your own report or academic paper without 
citing the source.

［例］

［Ex.］

他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、
研究結果、論文又は用語（当該研究者特有の用語に限る。）を
当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること

NO!

Appropriating the ideas, analyses, analytical methods, data, 
research results, research paper(s), or terminology (when the 
terminology is coined and used only by specific researcher), 
without obtaining the permission of the researchers or giving 
appropriate credit.

Please note that the misuse of 
research funds (deposit money, 
fraudulent official trips, fraudulent 
remuneration) is also a form of 
research misconduct.

When submitting an academic paper or 
document, listing oneself as an author 
despite lack of authorship status, or not 
listing oneself as an author despite 
having authorship status.

不適切な
オーサーシップ
Inappropriate authorship

既に発表済みあるいは投稿中の論文を、他
の学術誌などに投稿すること
Submitting a work that has already been 
published, or submitted and under consider-
ation by, another academic publication.

二重投稿 
 Duplicate submissionその他右記の行為も

研究活動上の不正行為
とみなされる可能性が
あります。
Be aware that the following 
actions may also be consid-
ered research misconduct.

研究活動を行うに
あたっての、研究費

の不正使用（預け金、カラ
出張、カラ謝金など）も
もちろん不正行為です。


