
公益財団法人　橋本財団　ソシエタス総合研究所　研究倫理指針

（目的）

第１条 本指針は、公益財団法人橋本財団　ソシエタス総合研究所（以下、研究所）の研究におい
て、個人の尊厳及び人権の尊重その他の倫理的観点ならびに科学的観点から、研究員が研究

現場において遵守すべき事項を定めたものである。研究活動について、社会の理解と協力を得

て適正に推進することを目的としている。

（遵守義務）

第２条 研究員は、本研究倫理指針に則り、研究活動において良識と知的誠実さ、倫理が要請さ
れることを自覚して行動しなければならない。

（人権の尊重）

第３条 研究員は、研究活動を行うにあたって、人権を尊重し、年齢、性別、人種、国籍、思想信
条、宗教、社会的地位、障がいの有無などにおいて差別的な取り扱いをしてはならない。

（個人情報の保護）

第４条 研究員は、研究活動を行うにあたり、研究および調査の対象者の個人情報が守られるよ
うに配慮しなければならない。

（研究目的、方法、結果の倫理性の確保）

第５条 研究員は、社会に対する責任と義務を自覚し、研究目的および研究方法、研究結果に倫
理性を確保しなければならない。

（研究者としての責務）

第６条 研究員は、常に最新の研究方法の探求ならびに先行業績の探索を通じて、自らの研究
水準の向上に努めなければならない。

（知的所有権の侵害の禁止）

第７条 研究員は、他者の知的所有権を侵害してはならない。

（説明と同意）

第８条 研究員は、原則として、研究および調査対象となる個人、団体・組織、地域等に対して研
究の趣旨等を十分に説明するとともに、研究の実施に同意を得なければならない。

（剽窃・捏造・改竄の禁止）

第９条 研究員は、研究活動の実施にあたり、他者の研究成果を剽窃すること、調査データなど
の偽造・捏造あるいは改竄する行為をしてはならない。



（研究資金の適正な活用）

第 10 条 研究員は、研究資金を用いて研究する場合、研究資金の供与機関の定める執行要領
等を遵守し、研究目的に合わせて適正に取り扱わなければならない。

（共同研究）

第 11 条 研究員は、共同研究の組織化およびその運営にあたっては、民主的かつ健全に取り組
まなければならない。

（研究成果の公表）

第 12 条 研究員は、研究によって得られた成果の公表にあたっては、その社会的意義および社
会的影響に十分配慮して、研究員としての責任を自覚して実施しなければならない。

（利益相反への対応）

第 13 条 研究員は、研究の公正性、信頼性を確保するため、利害関係が想定される団体等との
関わり（利益相反）について適正に対応しなければならない。

附則

本指針は、2021 年 10 月 1 日より施行する。



Hashimoto Foundation Societas Research Institute

Research Ethics Guidelines

(Purpose)

Article 1. The purpose of these Guidelines is to set forth matters to be observed by the
researchers of the Hashimoto Foundation Societas Research Institute (hereinafter referred
to as the Institute) during fieldwork from ethical and scientific perspectives, including respect
for personal dignity and human rights. The purpose of this document is to promote
appropriate research activities with the understanding and cooperation of society.

(Obligation to comply).

Article 2. In accordance with these ethical guidelines for research, all research staff must act
with the awareness that good sense, intellectual integrity, and ethics are required in the
conduct of research.

(Respect for human rights)

Article 3. In conducting research, researchers shall respect human rights and shall not
discriminate on the basis of age, gender, race, nationality, ideological beliefs, religion, social
status, or disability.

(Protection of personal information)

Article 4. In conducting research activities, researchers shall take care to protect the
personal information of research participants.

(Ensuring the ethics of research objectives, methods, and results)

Article 5. Researchers shall be aware of their responsibilities and obligations to society, and
shall ensure ethics in research objectives, methods, and results.

(Responsibilities as a researcher)

Article 6. Researchers shall strive to improve their own research standards by constantly
searching for the latest research methods and prior research or literature.

(Prohibition of infringement of intellectual property rights)

Article 7. A researcher shall not infringe on the intellectual property rights of others.

(Explanation and consent)

Article 8. In principle, researchers must fully explain the purpose of their research to
individuals, groups, organizations, and communities to be studied and surveyed, and must
obtain their consent to conduct the research.



(Prohibition of plagiarism, fabrication, and falsification)

Article 9. In conducting research activities, researchers shall not plagiarize the research
results of others, or falsify, fabricate, or alter survey data.

(Appropriate use of research funds)

Article 10. When conducting research using research funds, research staff shall comply with
the execution guidelines, etc., set forth by the organization providing the research funds, and
handle the funds appropriately in accordance with the research purpose.

(Joint research)

Article 11. In organizing and managing joint research,  researchers shall do so in a
democratic and sound manner.

(Publication of research results)

Article 12. When publishing the results of research, the researcher shall give due
consideration to the social significance and impact of the research, and shall do so with an
awareness of their responsibility as a researcher.

(Response to conflicts of interest)

Article 13. In order to ensure the fairness and credibility of the research, the researcher shall
appropriately handle any relationship with organizations, etc., in which the researcher may
have a conflict of interests.

Supplementary Provisions

These Guidelines shall come into effect on October 1, 2021.


