
 

 

 

 

 

 

 

※本資料は、2022 年 11 月 8 日（現地時間）にベルリンで発表したプレスリリースの抄訳です。 
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2022 年 11 月 28 日 

エルゼビア・ジャパン株式会社 

 

科学研究に対するコロナ禍の影響の初グローバル調査 

世間の関心は高まるも、理解は向上せず 

 

- エルゼビアの支援のもと、エコノミスト・インパクトが作成した新たな調査レポート「科学研究への信

頼 Confidence in Research：スポットライトを浴びる研究者たち」により、世界の科学研究の情勢に

対する研究者たちの見解が明らかに。偽情報・誤情報、オンライン上の誹謗中傷、不平等の拡大に懸念 

- 研究者たちは、科学研究に対する社会の関心が高まったことで生じる課題を懸念。自ら議論に参加し、

偽情報・誤情報に対抗することが、かつてないほど重要になっていると多くの研究者たちは感じている 

- 日本の回答者の 50%は、パンデミックにより研究テーマに対する資金提供者の影響力が増したと感じ

ていると回答 

 

研究出版と情報分析を牽引するグローバル企業であるエルゼビアは、グローバル調査レポート「科学

研究への信頼 Confidence in Research：スポットライトを浴びる研究者たち(英語)」を発表しまし

た。本調査に回答した人の約 3 分 2（63％）が、コロナ禍で研究に対する社会の注目度が高まった

と感じていることが明らかになりました。一方で、新型コロナウイルスによるパンデックのおかげで

研究に対する社会の理解が向上すると考えている人はわずか 38％にとどまりました。(i) 

 

エルゼビアの支援のもと、エコノミスト・インパクトが実施・まとめた本レポートは、日本も含めた

世界各地の 3,000 名を超える科学者、学者、研究者（以下、研究者）を対象に行った調査結果が収

録されています。コロナ禍で研究に対する社会の目が厳しくなる中、研究の実施や報告のあり方にど

https://www.elsevier.com/ja-jp
https://impact.economist.com/projects/confidence-in-research/
https://impact.economist.com/projects/confidence-in-research/
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のような影響が生じたのか調査しました。本レポートには、研究者や学術界のリーダー、科学研究機

関、政策決定者などを招集したグローバル・エキスパート・パネルによる解決案も収録されていま

す。 

 

グローバルの結果 

調査回答者の 74％が、研究の信頼性を決める最も重要な指標は査読付きジャーナルへの掲載と回答

しました。また過半数（52％）が、パンデミックによって研究結果を査読前の早い段階で公表する

ことの重要性が高まったと感じています。特に女性や若手研究者、グローバルサウスの国々の研究者

たちは、パンデミックによって自身の研究分野における資金源へのアクセスに関する不平等が拡大し

たと感じています。 

 

科学研究や研究実施方法に対して社会の関心が高まり、ソーシャルメディアで取り上げられることも

増える中、回答した研究者の過半数が、過度な単純化（52％）や研究の政治問題化（56％）に懸念

を示しました。その結果として多くの回答者が、ソーシャルメディアで自身の研究成果を適切に伝え

られる自信がないと答えました。ソーシャルメディアで研究成果を伝えることについて、「非常に自

信がある」と答えた人は 18％に達しませんでした。また、オンラインで研究を投稿した後に誹謗中

傷に遭ったことがある、あるいは親しい同僚が誹謗中傷に遭ったと答えた人は約 3 分の 1（32％）

にのぼります。 

 

回答者の半分（51％）が、オンラインにおける議論に参加する責任を感じていると答えました。ま

た 69％が、質の高い研究と偽情報・誤情報を分ける重要性がコロナ禍で高まったと考えています。

実際に、偽情報・誤情報は近年世界的な課題となっており、回答した研究者の 4 分の 1 近く

（23％）が、偽情報・誤情報を公の場で対処することは自分たちが社会で果たすべき主要な責任の

一つであると認識しています。パンデミック前は、この数値はわずか 16％でした。 

 

日本の結果 

日本の回答者の半数は、パンデミックによって研究テーマに対する資金提供者の影響力が増したと感

じていると回答。また、日本の研究者の 50%以上が、パンデミックにより研究全般に対する一般の

関心や注目度が高まったと感じており、38％の研究者が、パンデミックがきっかけで研究実施方法

に対する監視の目が厳しくなるだろうと考えています。さらに日本の回答者は、オンラインやソーシ
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ャルメディアを通じた研究議論は自分の評価を高める上でも重要だと考える一方で、20%がソーシ

ャルメディアでのコミュニケーションスキル不足を自覚しています。 

 

エルゼビアは、エコノミスト・インパクトによるグローバル調査の支援に加え、6 つの地域において

研究コミュニティーを牽引する団体(ii)と連携し、世界的に著名な有識者、学術界のリーダー、若手研

究者を含む多様なステークホルダーを招集し、パンデミックが研究者に及ぼした影響を分析するとと

もに、研究コミュニティーを支援し、研究に対する信頼を強化するために取り組むべき方策を提案し

ました。 

 

またエコノミスト・インパクトは、ステークホルダーとの対話から得た知見と、グローバル調査の結

果を統合し提言を取りまとめました。この提言は、グローバル調査レポート「科学研究への信頼 

Confidence in Research：スポットライトを浴びる研究者たち」に掲載されています。下記が、提

言の一部です。 

 

● 研究者が倫理的、効果的、かつ自信を持って研究成果を世に伝えられるよう、ツールやガイ

ダンスを利用したコミュニケーションに関するトレーニングを実施し、キャリア開発の一環

としてコミュニケーション能力の向上を促すこと 

● オンラインでの誹謗中傷を受けている研究者たちを支援するため、明確な行動規範を作成

し、オンラインでのやり取りの対応に関する指針を示すこと 

● 科学への信頼向上に対する研究者の貢献（特に教育、パブリックエンゲージメント、査読プ

ロセスへの参加）が正しく評価されるよう、適切なインセンティブを導入すること 

● 研究者たちがより大きなチームで協働し、量よりも質を重視した実験や研究を行うよう促す

金銭的インセンティブを提供することで、コラボレーションとインパクト創出を促進するこ

と 

● 最も研究資金が必要としている国や研究コミュニティーに研究資金を向け、公平性と多様性

を優先させること 

● 政策決定者や報道関係者、一般生活者が質の高い研究を識別し、より深く理解できるよう、

よりわかりやすい要約とユーザーフレンドリーなフォーマットを採用すること 

● 研究者たちが研究の実施、人員配置、インフラのニーズを的確に計画できるよう、研究開発

費の利用の一貫性を優先すること 
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エルゼビアの科学・技術・医学関連ジャーナル担当マネージングディレクターである Laura Hassink

は、次のように述べています。「世界的な課題に取り組み、社会の進歩を加速させるために、質の高

い研究がどれだけ重要であるかがコロナ禍で明らかになりました。科学は驚異的なスピードで進歩し

ています。一方で、有害な偽情報・誤情報への対処、社会に対するアカウンタビリティーへの対応、

研究成果の自信をもったコミュニケーションなど、研究者は新たなプレッシャーにも直面していま

す。研究に携わるすべてのステークホルダーが提言を実行に移すにあたり、エコノミスト・インパク

トの調査レポートは良いきっかけとなるでしょう。エルゼビアは、こうした課題に取り組む研究コミ

ュニティーの支援に尽力しています。この重要なコラボレーションに貴重な視点を提供してくれた有

識者の方々、数千人に及ぶ学術界のリーダー、科学者、研究者の皆さまに感謝申し上げます。」 

 

日本科学振興協会(JAAS)の代表理事で、東北大学名誉教授の原山優子氏は、次のように述べていま 

す。「今日、サイエンスはサイエンス・エコシス テムの中で展開されています。この環境の中、

個々の科学者はキープレーヤーとして存続し続けますが、活動の範囲は研究室に留まることなく、そ

の外の人々との交流、そして対話が必須となり、従来から重要視されてきた科学的公正性の改善に加

え、社会的な責任を果たすことがより強く求められています。これらの要請に、自信を持って応える

準備はできているでしょうか？この新しい慣習を試行し実践していく場を持っているでしょうか？本

プロジェクトの背景には、そのような問いがあり、それは JAAS の出発点でもあります。地域パート

ナーとして本プロジェクトに参加し、サイエンスをより元気にする一歩を共に踏み出すことを嬉しく

思います。」 

 

エコノミスト・インパクトの EMEA のポリシーリサーチ＆インサイト地域責任者である Jonathan 

Birdwell 氏は、次のように述べています。「研究コミュニティーには一丸となり国際的な課題を解決

する力があることが、コロナ禍で証明されました。その中で、研究コミュニティーに対する社会の注

目はかつてないほどに高まり、オープンサイエンスの機会や政策に影響を与えるチャンスが生まれる

一方で、量やスピードの課題や、シンプルな伝え方への需要拡大にまつわる課題も生じました。しか

しながら、研究者自身には、これまで以上に社会と向き合う役割を受け入れる自信があるでしょう

か。また、このような新しい状況下で、目的にかなう研究者への支援体制やインセンティブは整えら

れているでしょうか。私たちの調査では、多くの研究者が、社会課題の解決や、政策への影響、研究

に対する社会の理解向上を望んでいることが明らかになりました。しかし自信を持ってそれを実現す

るには、コミュニケーションに割く時間を増やし、オンラインで誹謗中傷に遭った場合へのサポート

を強化するとともに、社会と向き合う取り組みへの貢献を評価する仕組みの整備が必要です。」 
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注：調査に関する参考情報 

(i) エコノミスト・インパクトの調査は、2022 年 5 月から 8 月にかけて世界 100 カ国、数

十の分野にまたがる 3,144 人の現役研究者を対象に実施されました。ここで言う「現

役」とは、過去 3 年以内に論文を発表したことと定義しました。 

 

調査言語に関しては、英語で実施されました。日本の回答者も英語を話す方々が対象と

なっています。 

 

今回の定量的調査にあたっては、文献レビューのほか、さまざまな有識者やグローバ

ル・アドバイザリー・ボードとの定性的なインタビューをもとに情報の補完をしまし

た。 

 

(ii) 定量調査と有識者インタビューに加え、エルゼビアの地域パートナーが主導した 6 つの

地域ラウンドテーブルからもインサイトを得ました。パートナーは下記の通りです。 

• 日本科学振興協会（JAAS）（日本） 

• Chinese Association for Science of Science and Science & Technology Policy（中国） 

• Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen - Royal Holland Society of 

Sciences and Humanities（オランダ） 

• Körber Stiftung（ドイツ） 

• Research!America（アメリカ） 

• Sense about Science（イギリス） 

 

地域ラウンドテーブルを通じ、合計約 14 カ国、およそ 200 名の研究者の意見を集計し

ました。 

 

(iii) 調査結果や、定性的な詳細インタビューと地域別のラウンドテーブルで得られた知見

は、エルゼビアが招集したグローバル・エキスパート・パネルで議論され、その結果を

もとに、具体的な行動とさらなる検討のための提言が作成されました。これらの提言は

エコノミスト・インパクトによってまとめられ、調査レポートに収録されています。 

 

本調査の手法に関する詳細、ならびに有識者の一覧は、調査レポートを参照ください。 

https://impact.economist.com/projects/confidence-in-research/
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お問合せ先 (英語)  

エルゼビア グローバルコミュニケーションズ アジア・パシフィック  

ジェイソン・チャン（Jason Chan）  

j.chan@elsevier.com  

  

本リリースに関するお問い合わせ (日本語)  

APCO Worldwide 合同会社 （エルゼビア・ジャパン広報代行）  

杁山（イリヤマ）、藤嶋（フジシマ）  

elsevierjapan@apcoworldwide.com    

 

日本科学振興協会(JAAS)について 

日本科学振興協会（Japanese Association for the Advancement of Science ; JAAS）は、科学の

振興を目的として、2022 年に新しく設立された NPO 法人です。設立の背景には、日本の科学が現

在、危機に瀕しているという事実があります。日本の科学の凋落を食い止め、復活させ、明るい未来

の礎を築くために、JAAS は、分野、組織、職種・職階、国籍・民族、世代の垣根を超えた科学の振

興に意欲を持つすべての人が対話と協働を行う場を創り提供します。 

 

Economist Impact について 

Economist Impact（エコノミスト・インパクト）は、シンクタンクの厳格さとメディア・ブランド

の創造性を組み合わせて、世界的に影響力のあるオーディエンスを引き付け、関与させます。

Economist Impact は、根拠に基づく知見が議論をオープンにし、注力領域であるサスティナビリテ

ィ、ニューグローバリゼーション、ヘルスにおける視野を広げ、進歩を促進することができると信じ

ています。当社が提供するサービスは、以前は EIU Thought Leadership、EIU Public Policy、

Economist Events、EBrandConnect、SignalNoise などの個別のエンティティ（事業体）としてエ

コノミスト・グループ内に存在していました。 

 

Economist Impact の実績は 205 カ国にわたり 75 年に及んでいます。創造的なストーリーテリン

グ、イベント専門知識、デザイン思考ソリューション、市場を主導するメディア製品に加えて、フレ

ームワーク設計、ベンチマーク、経済的・社会的影響分析、予測、シナリオモデリングを作成し、

Economist Impact の製品を市場でユニークなものにします。詳細については、

www.economistimpact.com を参照ください。 

 

mailto:j.chan@elsevier.com
mailto:elsevierjapan@apcoworldwide.com
http://www.economistimpact.com/
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エルゼビアについて 

エルゼビアは情報分析を専門としたグローバル企業として、研究者や医療専門家を支援し、社会の利

益のため、科学や医療の進展を支えています。これは、世界の研究、ヘルスケアのエコシステムの顧

客に対し、知見の集積や重要な意思決定を支援することで実現されています。 

 

エルゼビアは、すべての出版物において最高水準の品質と完全性を維持しています。また、研究者、

医療従事者、研究機関、資金提供団体に向けた情報分析ソリューションにも同様の厳格さを適用して

います。 

 

エルゼビアは、全世界で 8,700 人の従業員を抱え、140 年以上にわたって、研究・医療分野におけ

るパートナーの活動を支援してきました。出版業をルーツとして、ユーザーに知識や価値ある分析を

提供し、新たな発見や社会的進歩を支援しています。ScienceDirect、 Scopus、SciVal、

ClinicalKey、Sherpath などのデジタルソリューションによって、戦略的な研究管理、研究開発のパ

フォーマンス、臨床的判断、およびヘルスケア教育を支援しています。エルゼビアが刊行する The 

Lancet、Cell を含む 2,700 誌以上の電子ジャーナル、43,000 タイトルを超える電子書籍、および

Gray’s Anatomy を始めとする数多くの代表的な参考文献は、世界の研究者や医療専門家に活用され

ています。エルゼビア・ファンデーションや、独立組織であるインクルージョン＆ダイバーシティ・

アドバイザリー・ボードの活動を通し、多様なステークホルダーと連携して、開発途上国を含む世界

中の医学、研究、医療分野における、インクルージョン＆ダイバーシティ（I&D）の改善に努めてい

ます。 

 

エルゼビアは、プロフェッショナルおよび企業向けの情報分析および意思決定ツールのグローバルプ

ロバイダーである RELX Group の一部です。www.elsevier.com 

https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scival
https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey
https://www.elsevier.com/solutions/sherpath
https://www.elsevier.com/research-intelligence
https://www.elsevier.com/rd-solutions
https://www.elsevier.com/rd-solutions
https://www.elsevier.com/clinical-solutions
https://www.elsevier.com/education
http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/
http://www.cell.com/
https://www.elsevier.com/books/grays-anatomy/standring/978-0-7020-5230-9
https://elsevierfoundation.org/
https://www.elsevier.com/about/inclusion-diversity-board
https://www.elsevier.com/about/inclusion-diversity-board
https://www.elsevier.com/about/inclusion-diversity-board
http://www.relx.com/
https://www.elsevier.com/
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