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Simultaneous interpretation is available
同時通訳が利用可能です

Please select which language you
would like to listen, or the original
audio without translation.

お聞きになりたい言語を選ぶか、ま
たはオリジナル音声を選択(“オフ”を
選択)して下さい。

Please note that translation may not
be available with browser. Please use
Zoom app.

同時通訳機能は、ブラウザ上のZoom
では使えないことがあります。アプ
リ版のZoomをご利用下さい。

Questions are taken during the Panel Discussion
ご質問はパネルディスカッションでお受けします

Please post your questions to Chat
window, with the name of the panelist
you want to hear the answer from. You
may post questions during the
presentation.
You may also “Raise Hand” during the
panel session to ask questions. Please
wait for the moderator to acknowledge
you.

ご質問をチャットに書き込んで下さい。
その際、どのパネリストへのご質問か
も書いて下さい。なお講演中でも質問
を投稿して構いません。
パネルディスカッション中に手を上げ
て質問しても構いません。その際はモ
デレーターが指名するまでお待ちくだ
さい。

Gold Sponsors

ゴールドスポンサー

Silver Sponsors シルバースポンサー

Simultaneous translation provided by NHK Global Media Services, Inc.

CHORUS Forums ‒ Japan
⽇本における

フォーラム

•

2017 Japan Library Fair - MONITORING
OPEN ACCESS

•

2017 図書館総合展 ‒ オープンアクセス状
況の把握

•

2020 - CHORUS JST WORKSHOP FOR
INSTITUTIONS

•

2020 - CHORUS JSTによる機関向けワー
クショップ

•

2020 Japan Library Fair ‒ JST/CHORUS
WORKING TOGETHER TO MONITOR
OPEN SCIENCE

•

2020 図書館総合展 ‒ オープンサイエンス
フレームワークの広がりの可能性を探る

•

2021 JOSS ‒研究ワークフローにおける
FAIRデータ（ファンディングから論⽂出版

•
•

2021 JOSS - FAIR DATA FROM
FUNDING TO PUBLICATION
2022 JOSS - JST/CHORUS RESEARCH INTEGRITY

まで）

•

2022 JOSS - JST/CHORUS ‒研究の健全
性･公正性

For information about CHORUS please access https://www.chorusaccess.org

Scope ‒ 趣旨
• Integrity is fundamental to advancing trusted research. Research must be conducted in such a
way that allows researchers to have conﬁdence and trust in the methods and ﬁndings on which
others can build their research, and so that research results can be translated for societal
beneﬁt and advancement.
• 研究の健全性や公正性は、信頼性の⾼い研究を進めるための基本となるものです。研究は、その⽅
法論や結論に基づいて他の研究者が研究を積み上げることができるよう、⾼い信頼性を持たなけれ
ばならず、またその結果社会に裨益しその進歩に資するように⾏われなければなりません。
• While many eﬀorts have been made to secure research integrity, they have become evident in a
new form in the rise of Open Science movement.
• これまで、研究の健全性・公正性を担保するために様々な取組がなされてきましたが、近年のオー
プンサイエンス動向の⾼まりの中で、新しい形で問題が顕在化して来たとも⾔えます。
• Our panel of speakers will present their views and discuss how to manage research integrity
from their diﬀerent perspectives.
• このセッションでは、講演者から成るパネルにより、さまざまな観点からこの問題について議論し
ます。

Panelists ‒ 登壇者 (in order of appearance)
• Shigeo Koyasu, Executive Director, RIKEN
⼩安 重夫（国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所(RIKEN)理事）

“Towards Open Science at RIKEN”
• Akira Shinohara, Board Member, APRIN (The Association for the Promotion of Research Integrity);
Professor, Institute for Protein Research, Osaka University
篠原 彰（⼀般社団法⼈ 公正研究推進協会(APRIN)理事・⼤阪⼤学 教授）

“Encouraging High Values of Integrity in the Research Environment”
• Todd Carpenter, Executive Director, NISO (National Information Standards Organization)
トッド・カーペンター（⽶国情報標準化機構(NISO) エグゼクティブ・ディレクタ）

“Technical Approaches to Ensuring High Ethical Standards in the Published Records of Research”
• Patrick Franzen, Director, Publications and Platforms, SPIE (The International Society for Optics and
Photonics); Board Member, COPE(Committee on Publication Ethics
パトリック・フランツェン（国際光⼯学会(SPIE)出版・プラットフォーム部⾨ディレクタ）

“Ensuring Versions of Research Output and Research Integrity”
• Masaki Satoh, Chief Editor Journal of the Meteorological Society of Japan; Professor, The University of Tokyo
佐藤 正樹（⽇本気象学会誌「気象集誌(Journal of the Meteorological Society of Japan; JMSJ)」

編集⻑・東京⼤学 教授）

“How Preprints Aid the Dissemination of Research Results”
www.chorusaccess.org/events/jst-chorus-forum-research-integrity-at-joss-2022/

The Panelists will answer your questions!
パネリストがご質問にお答えします！

Please post your questions to Chat
window, with the name of the panelist
you want to hear the answer from.

ご質問をチャットに書き込んで下さい。
その際、どのパネリストへのご質問か
も書いて下さい。

You may also “Raise Hand” during the
panel session to ask questions. Please
wait for the moderator to acknowledge
you.

パネルディスカッション中に手を上げ
て質問しても構いません。その際はモ
デレーターが指名するまでお待ちくだ
さい。

Discussion
Topics
• Topic 1

• Topic 2

• Topic 3

Concluding Remarks
結びの⾔葉
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