一般社団法人日本体育学会

研究倫理綱領

〔策定の趣旨と目的〕
一般社団法人日本体育学会（以下：本学会）は、体育学の研究に関する「一般社団
法人日本体育学会研究倫理綱領」（以下：研究倫理綱領）を定め、公表する。
本研究倫理綱領は、本学会の全ての会員が遵守すべき倫理規範であり、会員は、本
研究倫理綱領に基づき得られた知的財産を適切に社会に還元し、体育学の研究を進展
させなければならない。体育学の研究は、
「個人情報保護法」や「人を対象とする医
学系研究に関する倫理指針」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
等に基づく研究対象者の人権尊重、社会的影響等について常に配慮すべきものでなけ
ればならない。
会員は、研究者としての社会的責任を自覚し、研究対象者の人権の尊重、研究対象
者のプライバシーの保護、研究対象者の不利益への配慮などに備えなければならない。
体育学研究の進展は、研究対象者の信頼および社会的理解の上にしか成り立たないこ
とを自覚しなければならない。
本学会は、会員に対し、体育学の研究における倫理的な課題への自覚と認識を強く
促し、ここに研究倫理綱領を定める。
第 1 条（倫理的妥当性）
会員は、体育学の研究に関する研究倫理綱領を遵守しなければならない。
第 2 条（人権の尊重）
会員は、体育学の研究にあたり、人権を最大限尊重するとともに、研究対象者への
インフォームド・コンセント、社会的弱者にあってはインフォームド・アセントの考
え方を遵守しなければならない。
第 3 条（プライバシーの保護）
会員は、体育学の研究にあたり、プライバシーの保護に最大限留意しなければなら
ない。
第 4 条（公正と信頼の確保）
会員は、体育学の研究にあたり、公正を維持し、社会の信頼を確保しなければなら
ない。

第 5 条（差別の禁止）
会員は、体育学の研究にあたり、年齢・障害の有無・人種・肌の色・性別・性的指
向・言語・宗教・政治的またはその他の意見・国あるいは社会的な出身・財産・出自
やその他の身分など、あらゆる形態の差別をしてはならない。
第 6 条（ハラスメントの禁止）
会員は、体育学の研究にあたり、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラ
スメントなど、いわゆるハラスメント行為をしてはならない。
第 7 条（研究資金の適正な取扱い）
会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。
第 8 条（著作権侵害等、不正行為の禁止）
会員は、著作権の侵害、剽窃・盗用・二重投稿等の不正行為をしてはならない。
第 9 条（利益相反マネジメント）
会員は、利益相反マネジメントの適切な開示に努めなければならない。
第 10 条（研究成果の公表）
会員は、定款に定められた事業を通して、研究成果の公表に努めなければならない。
第 11 条（相互批判・相互検証の場の確保）
会員は、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。
第 12 条（研究倫理綱領の周知）
本学会は、研究倫理綱領の周知の徹底に努めなければならない。
附則
本学会は、体育学の研究における倫理的な課題に応じるため、「研究倫理委員会」
を置く。
本研究倫理綱領は 2018 年 6 月 16 日より施行する。
本研究倫理綱領は、本学会総会の議を経て、変更することができる。

Japan Society of Physical Education, Health, and Sport Sciences:
Research Code of Ethics
[Aims and objectives]
The Japan Society of Physical Education, Health, and Sport Sciences
(hereinafter, the Society) announced the establishment of the “Japan Society of
Physical Education, Health, and Sport Sciences Research Code of Ethics”
(hereinafter, Research Code of Ethics) related to research.
This research ethics code is a code of ethics that must be observed by all
members of the Society, and based on this code they must return appropriately
any intellectual property they obtain to the Society and promote the development
of research. Research must always respect the human rights of research subjects,
the social impact of the “Personal Information Protection Law,” the “Ethics
Guidelines for Medical and Health Research Involving Human Subjects,” and the
“Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities.”
Members of the Society must be aware of their social responsibility as
researchers, and respect the human rights of research subjects, protect their
privacy, and consider their disadvantages. They must be aware that advances in
research are only possible with the trust and social understanding of the research
subjects.
The Society has strongly urged its members to recognize and realize the ethical
issues of research, and subsequently established the Research Code of Ethics.
Article 1 (Ethical validity)
Members must comply with the Research Code of Ethics for research.
Article 2 (Respect for human rights)
With respect to research, members must respect human rights to the greatest
possible extent, and must observe the codes of informed consent for research
subjects and informed assent in the case of socially vulnerable people.
Article 3 (Protection of privacy)
With respect to research, members must be mindful of the protection of privacy

to the greatest possible extent.
Article 4 (Guarantee of fairness and trust)
With respect to research, members must preserve fairness and guarantee the
confidence of society.
Article 5 (Prohibition of discrimination)
With respect to research, members may not discriminate on the grounds of age,
disability, race, skin color, gender, sexual orientation, language, religion, political
or other opinions, country, community of origin, property, background, or other
identities.
Article 6 (Prohibition of harassment)
With respect to research, members may not carry out any form of harassment
including sexual harassment and academic harassment.
Article 7 (Proper handling of research funds)
Members must handle research funds appropriately.
Article 8 (Prohibition of unfair practices such as copyright infringement)
Members may not carry out unfair practices such as copyright infringement,
plagiarism, theft, or duplicate publication.
Article 9 (Management of conflicts of interest)
Members must endeavor to disclose the management of conflicts of interest
properly.
Article 10 (Publication of research results)
Members must endeavor to publicize research results through the projects
stipulated in the company statutes.
Article 11 (Guarantee of a safe place for mutual criticism and corroboration)
Members must endeavor to guarantee a safe place for mutual criticism and
corroboration.

Article 12 (Publicization of the Research Code of Ethics)
The Society shall endeavor to publicize the Research Code of Ethics as widely as
possible.
Supplementary Provisions
In order to respond to ethical issues in research, the Society will establish a
“Research Ethics Committee.”
This Research Code of Ethics will come into force on June 16, 2018.
This Research Code of Ethics can be altered through a meeting of the General
Assembly of the Society.
Established: Jun 16, 2018

