
新型コロナウイルス問題と小保方晴子氏のＳＴＡＰ細胞事件 

 

目下の最重要課題である新型コロナウイルスの問題であるが，発端は中国武漢市で発生した局地的な動物由

来のウイルス感染症事件であったものが，わが国においては，横浜に寄港したクルーズ船ダイヤモンドプリンセス

号の船内感染へと波及し，さらには全国レベルの二次感染へと拡大して現在に至っている．政府の初動対応のま

ずさを指摘する声が大きい中で，今後の効果的な対応方法をめぐっても，ＰＣＲ検査がなぜ速やかに実施できな

いのか，マスクの供給不足はなぜ解消できないのか，全国一律の小・中・高校の全校休校は是か非か，経済への

波及効果にどのように対処するべきか，等々の課題が噴出しており，政府の対応はどうみても後手，後手に回って

いるようにしか見えない． 

さらに，つい最近になってネット上で囁かれているのは，「ＰＣＲ検査の民間委託を妨害している国立感染研の

関係者がいて，動物由来感染症の防疫・創薬など生命科学分野の研究を独占するために，検査データを占有し

たいのではないか」との噂である．ことの真相は知る由もないが，ここで思い出されるのは数年前に話題になった，

小保方晴子氏をめぐるＳＴＡＰ細胞事件のことである．現在の新型コロナウイルスの事件とはまったく構図は異な

るものの，iPS 細胞の発見によって京都大学の山中伸弥氏が 2012 年にノーベル生理学・医学賞を受賞した直後

に，同じ生命科学分野で発生した大事件であったことから，マスメディアにも大いに注目された． 

当時(2014.1.30.)の新聞報道によれば 『新万能細胞「ＳＴＡＰ細胞」30 歳女性研究者が大発見!』 とのことで，

しかも，ｉＰＳ細胞より簡単に効率よく作れるとのメリットも大きかったことから，小保方氏と共に，同氏の所属する理

化学研究所も一躍脚光を浴びることとなった．ところが，わずか数ヶ月のうちに“STAP 細胞捏造説”が持ち上がり，

特に NHK と毎日新聞記者須田桃子氏の追及は執拗で，小保方氏には“捏造の科学者”の烙印が押されてしまっ

た．それから約１年後に，小保方氏は反論の書 『あの日』 を出版し，同氏を支援する団体が現れたりもしたが，

現在に至るまで真相は依然として闇の中にある．筆者が邪推しているのは，小保方氏は生命科学分野という巨

大な組織内の利害関係や覇権争いに巻き込まれて，潰されてしまったのではないかと云うことであるが，果たして

真実はどこにあるのであろうか．以下に筆者がこれまでに目にした幾つかの関連資料をファイルしておきたい． 
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小保方氏代理人が明かした NHK パパラッチ的取材の全貌 

楊井人文  | FIJ 事務局長・弁護士 2014/7/28(月) 4:18   

 

7 月 23 日夜、理化学研究所の発生・再生科学総合研究

センター（ＣＤＢ）で STAP 現象の再現実験に参加してい

る小保方晴子研究ユニットリーダーが帰る途中、NHK の

記者やカメラマンに追い回され、軽いけがを負う事件が発

生した。小保方氏の代理人、三木秀夫弁護士は NHK に

強く抗議。24 日午後、NHK の記者ら３人が三木弁護士を

訪れ「取材方法に行きすぎがあった」と認め謝罪したとい

う。この事件は主要各紙も取り上げたものの、扱いは小さ

かった。NHK 自身は全く報じていな

かった。NHK はこれまでも自身の不

祥事を NHK ニュースで取り上げてき

たことはあったが、今回のことは不祥

事と認識していないのだろうか。  

三木弁護士は日本報道検証機構の

取材に応じ、事件の全容をメールで

回答した（全文を後掲）。小保方氏

本人と付き人、当日取材した NHK

記者に聞いた内容をまとめたもの

だ。そこから浮かび上がったのは、パ

パラッチのごとき度を超えた執拗な

追跡行為であり、恐怖感を与える取

材方法であった。  

三木弁護士によると、NHK の取材

は、27 日放送の NHK スペシャル「調

査報告 STAP 細胞 不正の深層」に

関して、小保方氏本人にコメントを求めることが目的だったようだ。NHK は事前に三木弁護士にインタビューと質

問状を送っていたが、番組構成からして明らかに偏向した内容で、質問内容も敵意を感じたため、再現実験に集

中したいとの理由で回答を拒否していたという。たしかに、NHK スペシャルの番組予告では「日本を代表する研

究機関である理化学研究所で起きた史上空前と言われる論文の捏造」と小保方氏を断罪していた。ネイチャー

の論文が取下げられたとはいえ、現在、小保方氏は理研の検証実験に参加し、結論はまだ出ていないのにもか

かわらずだ。  

メディアが人の名誉に関わる報道をする際、対象者に直接取材し、コメントを得ようとすること自体は当然であり、

むしろ必要不可欠である。放送倫理・番組向上機構（BPO）も過去、「社会的な不正や悪を指摘する報道であっ

ても、報道対象者に報道の意図を明らかにして弁明を聞くことは報道の鉄則である」と指摘したことがある（2005

2014 年 4 月 9 日，大阪市内で記者会見に出た小保方晴子氏
（日本報道検証機構撮影） 

NHK スペシャル番組予告（NHK ホームページより） 



年 10 月、新喫茶店廃業報道事件）。今回、NHK の取材陣は事前にインタビューと質問状を送って取材を申し込

んだ結果、小保方氏側に明確に回答拒否されたのだから、番組でそう説明すればよかった。なのに、取材陣から

身を隠そうとする小保方氏をなぜ執拗に追い回したのか。小保方氏本人が何でもいいからコメントする様子の「絵」

になる素材がほしかったのだろうか。  

たしかに、取材にある種の執拗さはつきものである。熱心なジャーナリストほど執拗だといってもよい。取材を頑な

に拒否している相手にも、あきらめずに取材を重ねることで、心を開かせて語らせ、明らかになる真実もある。した

がって、取材拒否している相手に繰り返し取材を試みること自体は否定されるべきでない。  

だが、取材方法にも当然限度がある。（NHK も加盟している）日本新聞協会の集中的過熱取材に関する見解にも

「いやがる当事者や関係者を集団で強引に包囲した状態での取材は行うべきではない」と明記されている。これ

は今回のようないわば単独的過熱取材にも当てはまる。真実を明らかにする目的にとって合理的な方法ではない

し、取材相手の心身にダメージを与える危険性もあるからだ。三木弁護士が明らかにした一部始終によれば、

NHK 取材陣は 5 人かがりで 2 時間近くも小保方氏を逃げ場を塞ぐように追い回しており、この規範に抵触する度

を超えた取材行為だったといえる。報道では小保方氏が逃げる途中でけがを負ったことに焦点が当たっていたが、

小保方氏に与えた恐怖感も相当大きかったようだ。取材相手の心を頑なにさせても、メディアが求める真実は遠

のくばかりで何も得るところはないのに。  

NHK スペシャルは予定どおり放送されたが、番組中、疑惑に関する質問を小保方氏側に文書で送ったが、回答

はなかったと触れるのみ。今回の事件については一言もなかった。日本報道検証機構から NHK 側に事実関係の

確認と見解を求める文書（FAX）を送ったが、27 日夜の時点で回答はなかった。  

 

【追記】 

28 日午後、NHK 広報部から次のとおり回答が来た。  

 

(1)取材の経緯  

「今回の取材の経緯は以下の通りです。  

７月２３日、神戸市内のホテルで、午後８時ころから、ＮＨＫの記者やカメラマンが小保方氏に取材を試みようとし

ました。声をかけたのは午後９時過ぎ、ホテルのエスカレーター付近で、その際、数人で進路をふさぐような形に

なってしまいました。  

２４日に代理人の弁護士を通じて、小保方氏にお詫びをするとともに、代理人の弁護士の方にも、経緯を説明し、

お詫びしました。」  

 

(2)NHK の見解  

「ＮＨＫの取材で、小保方氏にご迷惑をかけ、お詫びいたします。今後、取材に当たっては、適切に対応に努めて

まいります。」  

 

■小保方晴子氏の代理人、三木秀夫弁護士がまとめた事件の全容 

７月２３日午後５時半ごろから、神戸理研の敷地外で、バイク隊みたいなのが控えているのを理研関係者が気付き、

小保方氏に連絡があった。このため、通常の付き人運転の乗用車ではなく、タクシーにて、午後７時半頃に理研

を出て、一旦、神戸市内のホテルに入って、タクシーから、本来の乗用車に乗り換えた。  



その後に、その車でホテルを出たところ、バイク隊に追い掛けられていることが分かって、その尾行を撒くために、

再度、ホテルに戻って、小保方氏は女子トイレに入った。  

午後９時ごろロビー階のトイレから出てきたところを、突然隠れていた人達が出てきて小保方晴子さんですねとい

われ（本当にびっくりして、怖かったという）、また NHK ですと言われ、囲まれた。無視して近くのくだりのエスカレー

ターに乗ったら本人の前後を取り囲み、２台のカメラを顔付近まで寄せられて、質問攻めにあった。付き人がやめ

てくださいと言ったが、やめなかった。  

逃げてロビーから下の階へ降りる下りのエスカレーターに乗った際に、小保方氏の背後（上方）と前方（下方）の両

方に挟まれてカメラを向けられた。小保方氏はエスカレーターの途中でこのまま下に着いたら、本当に取り囲まれ

てしまい、逃げられないと思い、エスカレーターを逆走してホテルのスタッフとかお客さんがいる、ロビー階に戻ろう

とした。この際、カメラマンたちと接触したり、エスカレーターにぶつかったりした。  

そのまま、ロビー階でも追いかけて、カメラを回し、質問を継続投げかけた。質問書を読みましたかとか、大きな声

をだしていた（ロビーゆえに他の人たちもいた）。なんとか、チェックインを終えた団体客が載って締まりかけのエレ

ベーターに乗り、一旦は逃れた。しかし、エレベーターで再度ロビー階で、記者が乗ってきたので、降りて、ロビー

階のトイレに逃げた。ところが、女性スタッフが追いかけてきて、小保方氏が隠れている状況を外に向かって連絡

していた。  

その後、付き人がホテルのスタッフに助けを求めた結果、ホテルスタッフが助けに来て、その誘導のもとで 従業

員通路から脱出するに至ったものである。  

午後１０時過ぎに、小保方氏から私（三木）の携帯メールに、ＮＨＫ記者に追い掛け回された趣旨のメールが入っ

た。驚いて、確認をしたところ、上記の概要が判明したため、三木から、いつも三木に取材にきていたＮＨＫ大阪

局記者の携帯に電話をして、こういった事件が発生したがと問い詰めると、その記者は、その場にいたと告げたの

で、厳重に抗議した。  

実は、その記者は、 ２７日に放送される「ＮＨＫスペシャル」のための取材を重ねてきていた 。同日放送分は「調

査報告 ＳＴＡＰ細胞 不正の深層」と題し、番組ホームページで「不正の実態が明らかになってきた」と予告して

おり、小保方氏に直接にインタビュー取材をしたいこと、無理ならば小保方氏に回答を求めたいということ、数日

前から質問状が届いていた。三木からは、番組構成からして、明らかに偏向した内容であること、質問内容も、敵

意を感じるものであったこと、そういったことに惑わされず再現実験に集中したいという理由で、２２日昼に、三木か

ら記者に電話をして、インタビューと書面回答を拒否した。２３日の強硬取材は、本人のコメントも肉声も取れなか

ったため、直撃取材に出たとのことであった。  

三木からその夜と、翌朝に厳重抗議をしたうえで、２４日１１時から、記者レクで、公表した。これを受けて、ＮＨＫ

大阪放送局報道部長、報道部取材統括、取材記者の３人が、三木の事務所を訪れて頭を下げ、報道部長が「取

材方法に行きすぎがあったことを深くおわびする」と謝罪した。当該記者に聞くと、「カメラマン含めて５名で囲みま

した」と答えた。また、その際に撮影した映像は使用しないことを告げた。その後に聞くと、ホテルにも謝罪に出向

いたとのことであった。  

小保方氏は、２４日朝に、三木が電話で聞いたところ、 「本当に怖かった、今でも思い出すと怖いです」と述べて

いた。また、 全身が痛いこと、特に右腕が痛いと言っていたが、 予定通り神戸理研に出勤した。しかし、心配をし

た理研職員に付き添われて、２４日午後４時から、 神戸市内の病院で診察を受けた。その結果、「頸椎捻挫」と

「右肘筋挫傷」で全治２週間のケガと診断された。その事実は、直ちに、ＮＨＫ側にメールで伝え、 午後５時半か

らの記者レクで公表した。  



その後にも、彼女は「本当に怖かった。今でも怖い。」と述べていた。  

なお、理研本部広報から、２４日 16 時に、理研として、文書（FAX）、電話にてＮＨＫに厳重に抗議を申し入れ、抗

議文の正本を郵送したとの報告を受けた。その宛先は、番組制作をしている大型企画開発センターExecutive 

Producer とのことであった。  

(*) 三木弁護士がまとめた事件の全容に、取り囲んだ人数についての情報を追記した。（2014/7/28 13:40）  

(**) 28 日午後、NHK からの回答が届いたので、追記した。（2014/7/28 17:35） 

 

楊井人文  

FIJ 事務局長・弁護士 
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NHK、STAP 問題検証番組で小保方氏捏造説を“捏造”か  
崩れた論拠で構成、法令違反も 

大宅健一郎／ジャーナリスト 2014.08.15 

 

8 月 5 日、理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター副セン

ター長の笹井芳樹氏が自殺した。 

 STAP 騒動で追い込まれた結果の悲劇だ。しかし、これは単なる悲

劇ではない。デマと妄想で膨れ上がった“狂気のバッシング”によって

“殺された”といっていい。8 月 12 日に笹井氏の代理人が公表した遺

書にも「マスコミなどからの不当なバッシング、理研やラボ（研究室）へ

の責任から疲れ切ってしまった」と書かれていた。 

 筆者はいわゆる STAP 問題（本記事では科学的な検証を STAP 問

題、それをめぐる一連の世間的な騒動を STAP 騒動と分けて表現する）を取材してきたが、およそ科学とは程遠

いゴシップ報道とヒステリックな科学者の反応が時を追うごとに大きくなり、理研の小保方晴子ユニットリーダーと

笹井氏を包囲し、追い込んでいく様子を目の当たりにしてきた。 

 小保方氏の代理人である三木秀夫弁護士が「集団リンチ」と形容したが、「集団リンチ」に加わったのはマスコミ

だけでなく、本来、科学の自律性を守るべき立場の科学者やサイエンス・ライター、一般人までがその輪に加わり、

バッシングを執拗に続けた。理研も小保方氏と笹井氏を守るには十分な対応もせず、小保方氏は NHK の暴力的

取材で怪我を負い、その直後に笹井氏は自殺を遂げた。 

 笹井氏の死後も、小保方氏に宛てた遺書に何が書かれていたか、というゴシップ報道が相変わらず続いている。

警察が保管してあったはずの遺書がマスコミにリークされ、日を追ってその内容が少しずつ開示されているという

この異常な状態が、STAP 騒動の狂気を物語っている。 

 STAP 現象が完全な捏造だという確たる証拠はいまだにない。一部報道によって小保方氏による捏造と信じてい

る人も多いが、7 月 27 日に放送されたテレビ番組、NHK スペシャル『調査報告 STAP 細胞 不正の深層』では、

信じがたいミスリードが行われていた。なんと小保方氏が若山照彦山梨大学教授の研究室にあった ES 細胞を盗

み、それを混入させた細胞を実験に使っていたかのような内容だったのだ。本番組には騒動の本質が詰まってい

るので、ここで番組の内容を検証してみたい。 

  

●異様な番組内容 

 まず指摘したいのが、この番組の最後にあるべきクレジット（制作に関わった人物名）が一切出なかった、という

点だ。NHK スペシャルでは毎回クレジットが流れるのだが、この放送回だけは流れなかった。匿名によるバッシン

グが公共放送で行われるという、異様さがさらに際立った結果となった。 

 また、番組タイトルで「不正」という文言が使用されていたが、一般社会で使用される「不正」には、自らの利益を

優先した悪意ある行為、という意合いがある。しかし、サイエンスの世界での「不正」とは、作法に間違いがあった、

手続きにミスがあった、という意味でも使用される。 

 

 科学論文の世界では「不正」すなわち「ミス」が見つかることは少なくなく、「不正」の指摘があれば「正し」、さらに

検証を受ける、という“手続き”の連続である。それが科学における検証のあるべき姿だ。その結果、再現性がな

ければ消えていく。科学は、そのような仮説と検証のせめぎ合いで発展してきた。 

4 月 9 日，会見を行う小保方晴子氏 

（撮影＝吉田尚弘） 



 むろん、今回の STAP 論文に画像の「不正」があったことは小保方氏も笹井氏も認めており、科学の手続きに則

りネイチャーの論文も取り下げた。しかも「不正」と認定されたのは「画像の加工」であり、捏造を行ったという事実

はどこにもない。現在、理研では論文を再検証するために再現実験が行われており、ルールに則ったプロセスに

ある。これまでも多くの学者の「不正」が指摘されているが、マスコミで大きく取り上げられることなく、ほとんど知ら

れることもなかった。 

 しかし同番組では、一般的な「不正」の意味、つまり「自らの利益を優先した悪意ある行為」という意味を含めて

おり、番組構成も科学的検証とは程遠い、事件の犯人を追うような構成となっていた。これまで質の高い科学番組

を制作していた NHK スペシャルとは思えないずさんな内容であった。その結果、小保方氏の「ES 細胞窃盗およ

び捏造説」を視聴者に印象づけた事実は大きい。 

 番組の冒頭部分で、このような場面があった。理化学研究所の発生・再生科学総合研究センターの見取り図が

CG で現れ、小保方氏が実験していた場所へと画面が展開していく。その時のナレーションを、そのまま以下に掲

載する。 

「2 人が共同で研究を進めたのは、C 棟 4 階にあった若山研究室。 

小保方氏がいつもいたのは、壁で仕切られた小部屋。 

奥まった場所だった。 

ここで、一人、作業をしていたという。 

どんな実験をしていたのか…」 

 低音で静かな女性のナレーション、建物の奥の小部屋へと CG 展開される構成は、さながら事件発生現場の再

現を彷彿とさせた。 

  

 心理学のテクニックには、相手に意図したイメージを想起させる方法がある。この場面では、多くの視聴者の頭

に、「小保方氏は、完全に死角になる場所で、誰にも知られることのない何かをしていた」というイメージを想起させ

たはずだ。小保方氏の研究場所を示すことに、何の意味があるのだろうか。 

 この段階で同番組は、すでに科学的検証番組ではないことがおわかりだろう。なんらかの意図を持って、この番

組は構成されていたとみてよい。 

●法令違反の疑い 

 さらに次の場面で、驚くべきものが映し出される。NHK が独自に入手したという小保方氏の実験ノートのコピーで

ある。視聴者には受けたかもしれないが、これは明らかな秘密保持に対する法令違反である。理研の職員は準公

務員であり罰則規定のある法律を順守しなくてはならない。参考までに、独立行政法人理化学研究所法の第十

四条、第二十三条を記載しておく。 

・第十四条  研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

・第二十三条  第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円

以下の罰金に処する。 

 

 さらに番組では、笹井氏と小保方氏が交わしたという私的なメールの文面まで公開され、しかも声優によるアフ

レコまで付けていた。笹井氏の時候の挨拶と小保方氏を励ます内容を読み上げる男性声優。小保方氏の返信メ

ールを元気よく読み上げる女性声優。これが「検証」となんの関係があるのだろうか。 



 私信であるメールを、声優の演出付きで明らかにした意図はなんだったのか。この場面が流れた瞬間のインター

ネット上のツイートを観察したが、多くの視聴者が、笹井氏と小保方氏は“ただならぬ関係”だったと推測していたこ

とがわかった。言うまでもないが、私信の公開は法令違反である。調査資料として秘匿すべき責務を負っている

調査委員会からリークされたのは間違いない。罰則規定のある法令違反を犯しても、STAP 論文の「不正」をゴシ

ップ的に報道する理由はなんなのか？  

 ここで、NHK スペシャルの決定的な「誤り」を取り上げる。小保方氏による「ES 細胞窃盗および捏造説」へとミスリ

ードした内容である。 

 番組では、論文執筆者の一人である若山氏が登場する。論文関係者では唯一インタビューに応じていた。そし

て、若山氏の 3 カ月に及ぶ STAP 細胞検証実験の様子が映し出され、タイミングの良いことに、カメラは「STAP 幹

細胞が若山氏の渡したマウス由来でない証拠」が見つかった瞬間を捉えていた。 

 さらに番組では、小保方氏の研究室の冷凍庫から容器が見つかった、と写真付きで解説し（この写真も内部か

らのリークである）、若山氏のもとにいた留学生の“証言”も放送された。留学生は ES 細胞を若山氏の研究室で作

製し、若山研究室が理研から山梨大学に移った際に持っていったはずだと言い、次のように証言した。 

「びっくりした。小保方氏に渡したことはない」 

 そして、ナレーションは次のように結んだ。 

「なぜ、この ES 細胞が、小保方氏が使う冷凍庫から見つかったのか。私たちは小保方氏に、こうした疑問に答え

てほしいと考えている」 

 NHK はこの質問の答えを求めて、ホテルで小保方氏をトイレまで追い詰めるという取材を行い、全治 2 週間の

怪我を負わせた。 

●論拠を失った「ES 細胞混入説」に基づき番組構成 

 ここから同番組の決定的な「誤り」の部分だ。放送された 7 月 27 日に先立つ 22 日、若山教授がこれまで主張し

てきた「STAP 幹細胞は若山研究室にないマウスに由来している」という解析結果が間違いだったと発表した（23

日付朝日新聞記事『STAP 細胞解析結果は誤り 若山氏、会見内容を訂正』より） 

 22 日の時点で、解析結果が間違っており、STAP 幹細胞が若山研究所のマウスに由来する可能性、つまり、小

保方氏が ES 細胞を混入したことを“否定”する可能性を示していたのにもかかわらず、同番組は「ES 細胞混入

説」で押し通したのだ。ちなみに 22 日の時点で番組の編集が終わっていた、という理屈は通じない。なぜなら、小

保方氏が NHK の執拗な取材で怪我を負ったのが 23 日だからだ。 

 

 NHK は、なぜ直前に論拠を失った「ES 細胞混入説」に基づき、番組を構成したのか。科学的な検証を行うなら

ば、必ず指摘しなくてはならない矛盾だったはずである。しかも、小保方氏が「あるはずのない ES 細胞」を冷蔵庫

に保管していた、という報道まで行って視聴者を捏造説へとミスリードした責任は大きい。 

 最後に、笹井氏について述べておきたい。笹井氏の死後、「ネイチャー」や「TIME」など、海外の有力紙がこぞっ

て「現代科学の偉人」の早すぎる死を悼んだ。世界中の科学者が、その死を悲しんでいる。STAP 問題も、本来な

ら科学の通常のルール通り「不正」を正して、改めて「検証」を淡々と進めればよかったことなのに、メディアや世間

からのバッシングにより人格さえ否定され、自殺に追い込まれていったのだ。 

 笹井氏は「不正」発覚後の４月の会見でも、STAP 細胞の存在を信じていた。STAP 細胞から生まれたキメラマウ

スにおいて、STAP 細胞が胎盤にまで分化していたことは、ES 細胞でも実現できないことだと当初から発言してい

た。笹井氏は再三「STAP 現象を前提にしないと容易に説明できないデータがある」と語っていたのだ。 



 ノーベル賞を獲ってもおかしくない世界トップの科学者が述べていることに重みがあると考えるのが当然だと思う

が、笹井氏は「嘘をついている」という前提が、いつの間にか出来上がっていた。 

 そしてそのバッシングの矛先が今、小保方氏一人に向いている。私たちは冷静な目でSTAP問題の検証を見守

ることが大事なのではないだろうか。欲望や嫉妬、個人的感情により正気を忘れた狂乱騒動で真実を見る目が曇

れば、日本における「科学」は崩壊し、科学者も育たなくなるだろう。 

（文＝大宅健一郎／ジャーナリスト）   

※小保方氏の研究仲間が立ち上げたサイト「STAP 問題を考える」は一連の流れをまとめてあり、参照していただ

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＳＴＡＰ細胞に群がった悪いヤツら 

小畑峰太郎著，新潮社，2014.11.25. 

 

世紀の大発見がアカデミズム史上最悪のスキャンダルへ転落してい

く裏で何が？巨額の国家予算を奪い合い、市場を使った錬金術を

目論んだ科学者、官僚、金融マン―、産官学、三つ巴の暗闘を描い

た衝撃のレポート。【「BOOK」データベースの商品解説】 

 

「小保方騒動」は目くらましに過ぎない。巨額の国家予算を奪い合

い、市場を使った錬金術を目論んだ科学者、官僚、金融マン…。彼

らの動きを検証し、その金脈、人脈の実態を告発する。『新潮４５』連

載を単行本化。【「TRC MARC」の商品解説】 

 

スタップ細胞報道に、飽々し、メディアの報道が、馬鹿馬鹿しく見え

ていたので、興味は有ったのだが、メジャー報道の情報を全く受け付

ける事が出来なかったが、時期が立てば、この手の著書が出るだろ

うなと、期待していました、あの騒動の真髄に興味のある方には、お

勧めです、私は、科学者では、無いのですが、科学や医療の社会

は、客観的に見ていると、一部の特殊な組織で、一般市民には非常に解りずらく、影響力のある人物が、正しと言

えば、例え間違った理論でも、世の中を動かす事が出来る、エピローグで武田靖氏にインタビューしている、工学

と理学の違いと、「もの作り」と「なぜ？」出きるのか？の科学の基本的な「なぜ？」の重要性を学んでいない、ここ

に１つのポイントを伺わせている、冷静に科学や医学の歴史を覗くと、錬金術にまみれた、それらは、胡散臭い物

が多い事に気が付く、それは、原発、薬剤医療、錬金術組織の捏造の代表だろう、そこに群がる、利権組織、そこ

には、真実の科学は望めないでしょう、理研は山中伸弥先生を、越える事は、出来ないでしょう、解体すべき、非

常に、良くまとめて要る著書です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



捏造の科学者 STAP 細胞事件 

須田桃子著，文藝春秋，2014.12.30. 

 

◆第 46 回大宅壮一ノンフィクション賞受賞◆ 

このままの幕引きは科学ジャーナリズムの敗北だ 

 

「須田さんの場合は絶対に来るべきです」 

はじまりは、生命科学の権威、笹井氏からの一通のメールだった。 

ノーベル賞を受賞した iPS 細胞を超える発見と喧伝する 

理研の記者会見に登壇したのは、若き女性科学者、小保方晴子。 

発見の興奮とフィーバーに酔っていた取材班に、 

疑問がひとつまたひとつ増えていく。 

「科学史に残るスキャンダルになる」 

STAP 細胞報道をリードし続けた毎日新聞科学環境部。 

その中心となった女性科学記者が、書き下ろす。 

誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか？ 

「科学史に残るスキャンダル」の深層 

 

【目次】 

■第一章 異例づくしの記者会見 

内容がまったく書かれていない奇妙な記者会見の案内が理研から届いた。笹井氏に問い合わせをすると「須田さ

んの場合は『絶対に来るべき』」とのメールが。山中教授の iPS 細胞を超える発見と強調する異例の会見。 

■第二章 疑義浮上 

発表から二週間でネット上には、論文へのさまざまな指摘がアップされた。理研幹部は楽観的だったが、私は、以

前森口尚史氏の嘘を見破った科学者の一言にドキリとする。「小保方さんは相当、何でもやってしまう人ですよ」 

■第三章 衝撃の撤回呼びかけ 

万能性の証明のかなめである「テラトーマ画像」と「TCR 再構成」。このふたつが崩れた。共著者たちは、次々と論

文撤回やむなしの判断に傾き、笹井氏も同意。しかしメールの取材には小保方氏をあくまで庇う発言を。 

■第四章 STAP 研究の原点 

植物のカルス細胞と同じように動物も体細胞から初期化できるはずと肉をバラバラにして放置するなど奇妙な実

験を繰り返していたハーバードの麻酔医バカンティ氏。STAP 細胞の原点は、彼が〇一年に発表した論文にあっ

た。 

■第五章 不正認定 

「科学史に残るスキャンダルになる」。デスクの言葉を裏付けるように、若山研の解析結果は、他細胞の混入・すり

替えの可能性を示唆するものだった。一方、調査委員会は、論文の「改ざん」と「捏造」を認定する。 

■第六章 小保方氏の反撃 

「STAP 細胞はあります」。小保方、笹井両氏が相次いで記者会見をした。こうした中、私は理研が公開しない残



存試料についての取材を進めていた。テラトーマの切片などの試料が残っていることが分かったが。 

■第七章 不正確定 

理研 CDB の自己点検検証の報告書案を、毎日新聞は入手する。そこには小保方氏採用の際、審査を一部省略

するなどの例外措置を容認していたことが書かれていた。そうした中「キメラマウス」の画像にも致命的な疑惑が。 

■第八章 存在を揺るがす解析 

公開されている STAP 細胞の遺伝子データを解析すると、八番染色体にトリソミーがみつかった。たかだか一週間

の培養でできる STAP 細胞にトリソミーが生じることはあり得ず、それは ES 細胞に特徴的なものだ。 

■第九章 ついに論文撤回 

改革委員会は CDB の「解体」を提言。こうした中、小保方氏立ち会いのもとでの再現実験が行われようとしていた。

しかし、論文が捏造ならそれは意味がないのでは？ 高まる批判の中、私たちは竹市センター長に会う。 

■第十章 軽視された過去の指摘 

過去にサイエンス、ネイチャーなどの一流科学誌に投稿され、不採択となった STAP 論文の査読資料を独自入手。

そこに「細胞生物学の歴史を愚弄している」との言葉はなく、ES 細胞混入の可能性も指摘されていた。 

■第十一章 笹井氏の死と CDB「解体」 

八月五日、笹井氏自殺のニュースが。思えば、私の STAP 細胞取材は笹井氏の一言で始まった。それ以降、笹

井氏から受け取ったメールは約四十通。最後のメールは査読資料に関する質問の回答で、自殺の約三週間前の

ものだ。 

■第十二章 STAP 細胞事件が残したもの 

〇二年に米国で発覚した超伝導をめぐる捏造事件「シェーン事件」。チェック機能を果たさないシニア研究者、科

学誌の陥穽、学生時代からの不正などの類似点があるが、彼我の最大の違いは不正が発覚した際の厳しさだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あの日 

小保方晴子，講談社，2016.1.28. 

 

【小保方晴子氏『あの日』レビュー】 

描かれていたのは、少女マンガ的な半生とある人物への怒り 

文＝玖保樹 鈴, ダ・ヴィンチニュース，2016.1.29. 

 

 真っ白な表紙に、センス良く配置された書体で「あの日小保方晴子」と書か

れている。まるで名刺のようなデザインだ。だが悲しいかな。流通時についた

のか、書店に平積みにされた本の 2 割程度がうっすらと汚れていた。なるべく

きれいなものを選んで、レジに持っていくことにした。 

 小保方晴子さんが手記『あの日』（講談社）を出版するという情報が、インタ

ーネット上に出回ったのは発売前日の 1 月 27 日。よくリークされなかったと関

心しつつも、ちょうど甘利経済再生担当相の現金授受＆接待疑惑で沸いて

いたこともあり、もはや「そういえば STAP 細胞って、結局なかったんだよね

……？」程度の気持ちしか持てなかった。そもそも「あの日」って、一体いつのこと？ 

 ページをめくるといきなり「あの日に戻れるよ、と神様に言われたら、私はこれまでの人生のどの日を選ぶだろう

か。一体、いつからやり直せば、この一連の騒動を起こすことがなかったのかと考えると、自分が生まれた日さえも、

呪われた日のように思えます」とあった。……。 

 さらに進めていくと、STAP 論文指導者で、小保方さんの研究を支えるも 2014 年 8 月に自死した笹井芳樹氏を

はじめ、守り抜いてくれた弁護士や医師など「私の先生」への謝辞が述べられていた。共同研究者だった、山梨大

の若山照彦教授の名前はない。フツーなら巻末に後書き形式で述べることが多い謝辞が、前書きの段階で来る

とは。表紙の清廉さとは裏腹に、どろどろした雰囲気が漂っている。 

 全 253 ページの構成は大まかにわけると 3 つだ。まずは「全国模試での成績を見ても首都圏で最難関の国立大

学付属高校等への合格は確実」にも関わらず受験に失敗し、無念の高校進学から早稲田大学を AO 入試で合格

したなど、自身の生い立ちについて書かれている（といっても、プライベートな話はほとんどない）。 

 早稲田ではラクロスに励みつつも希望していた研究室に所属でき、卒業後は東京女子医大で再生医療を研究

する。そこではラットを使って研究していたが、麻酔をかけて組織を採取し、低温になったラットを手のひらで包み

込んで「どうか生きてください」と祈り麻酔から覚めるのを待っていたことに触れている。この時小保方さんは、「ラッ

トがピクピクと動きを取り戻すのを見ると、ほっとした気持ち」になったそうだ。 

 またある時は研究指導者のもとにボストンから来客があり、夕食会に同席したものの、普段は飲まない酒を注が

れるままに飲み、畳の上で寝てしまった。会がお開きになり起こされるやいなや「アメリカに行きたい！」と言うと、

その場でハーバード大の先生が名刺をくれた。留学費用が不安だったものの、早稲田と女子医大の先生方などが

「私のために動いてくれた」そうだ。……なんというか終始、少女マンガによくある「優しくていつも一生懸命。だけ

どちょっとドジっ子のあたしが、持ち前のポジティブさでチャンスをつかんじゃった★」的なにおいが感じられてなら

ない。 

 次は東京女子医大からボストンのハーバードメディカルスクールに留学し、3 人のエリート女子との交流や指導教



員のチャールズ・バカンティ教授との出会いなどが描かれている。 

 アメリカで「スフェア」という細胞塊がストレスによって Oct4 という遺伝子が発現することを確認し、心臓が高鳴っ

た。しかし自身の研究にそっくりな研究を、東北大学に先に発表されて気落ちする。そこでキメラマウス作りに挑

戦して答えを見ようと、帰国後は理化学研究所の扉を叩いた。ここから STAP 論文発表に繋がっていく、という一

連の流れが説明されている。 

 しかしこのあたりは「ポリメラーゼ連鎖反応」やら「スポアライクステムセル」やら、専門用語の羅列が続く。高校時

代、理科の成績がたったの 2 だった私には、正直面白さを感じられない。文章も日々起きたことや人名をただ並べ

ているので、「日記か！」と言いたくなるが、小保方さんの本業は物書きではない。なのでこれは仕方がないのか

もしれない。 

 そして残り約 110 ページを、STAP 論文のねつ造やデータの改ざんが指摘され、科学者としての未来が暗転し

た「STAP 騒動」について割いている。ここで主に書かれているのは、研究を主導していたのは若山照彦教授だっ

たにも関わらず「全部小保方のせい」にされてしまったこと、理研の中の誰かが、彼女に不利な情報をマスコミに逐

一リークしていたこと、NHK や毎日新聞をはじめメディアに連日追い掛け回され、心身共に疲弊してしまったことへ

の恨み節だ。とくに『捏造の科学者――STAP 細胞事件』（文藝春秋）で 2015 年度の大宅賞を受賞した、毎日新

聞の須田桃子記者に対しては、「「取材」という名目を掲げればどんな手段でも許される特権を持ち、社会的な善

悪の判断を下す役目を自分が担っていると思い込んでいるかのようだった」と名指しで批判している。 

 しかしそれ以上に強く言及しているのは、ある時「僕ばかり成功してごめんね。フフフ」と小保方さんに向かって

言った、若山照彦教授についてだ。共同研究者の先輩にハシゴを外され、「捏造の科学者」として 1 人、いかに奈

落に突き落とされていくか。詳細な描写のなかに、「悪いのは私なのか！」という怒りが込められているの読み取

れる。 

 誰がウソをついていて、誰が真実を述べているのか。STAP細胞が実用化する可能性は全くないのか、まだほん

の少しでも残されているのか。残念ながら同書を読むだけでは判断つきかねる。しかし小保方さんが「科学っても

っと優雅なものだと思っていた」と言うと、「やっぱりお前はバカだな。こんなどろどろした業界なかなかないぞ。もう

やめろ」と答えた理研の相澤慎一氏の言葉から、堕ちた奈落の深さが感じられる。そのぞっとするほどの深みは、

決して簡単に這い上がれるものではない。そんな後味の悪さが、この本の一番の特徴なのかもしれない。 

 

 

小保方晴子氏が、手記『あの日』で主張した 3 つのポイント【早わかり】 

坪井遥, HUFFPOST, 2016.1.31. 発信 

 

「こうして私の研究者の道は幕を閉じた」――。 

理化学研究所の元研究員、小保方晴子氏の手記『あの日』（講談社）が 1 月 28 日に出版された。2014 年 1 月

28 日に行われた STAP 細胞の会見から、ちょうど 2 年後の出版となった。 

同書は、小保方氏が再生医療研究を志すきっかけを綴った第一章「研究者への夢」、論文発表後に研究不正を

指摘され、対応に苦慮する様子と当時の心中を描いた第八章「ハシゴは外された」など、全十五章・253 ページの

内容となっている。 

国内のみならず、国際的にも関心を集めた STAP 細胞論文問題。「責任の所在」「不正の経緯」などについて関す

る小保方氏の主張を、本書の引用をもとに、3 つのポイントにまとめた。 



 

「もう僕のことを必要としてくれなくなって…」 

若山研では私以外の全員が、「胚操作」と呼ばれる顕微鏡下でマウスの卵を使った実験を行える技術を持ってお

り、顕微授精を行ったり、キメラマウスを作製したり、クローンマウスを作製したりする実験を行うことができた。若

山先生のところに来た研究員は皆、胚操作を若山先生から直接指導を受け技術を習得していた。しかし、私だけ

は胚操作を教えてもらうことはできなかった。 

（中略） 

キメラマウスの作製に成功した頃、「私にもキメラマウス作製の胚操作を教えて下さい」と若山先生に申し出ると、

「小保方さんが自分でできるようになっちゃったら、もう僕のことを必要としてくれなくなって、どこかに行っちゃうかも

しれないから、ヤダ」といたずらっぽくおっしゃった。 

第四章「アニマル カルス」92 ページ 

STAP 細胞研究の主導権は、途中から若山照彦・山梨大教授が握っていた、と小保方氏は主張する。「研究に対

する主体性は若山先生へと移り、研究の方向性は私の思いとはどんどんかけ離れていってしまった」（102 ページ）

との記述があるように、自身の当初の着想から研究自体が乖離し、実作業も「自分では再現できない」（104 ペー

ジ）ものだったという。 

このような経緯から、STAP 幹細胞の解析結果がおかしいと指摘された点については、「マウスの系統等の管理を

すべて若山先生に任せてしまっていたために、私には科学的に反論する材料がなかった」（195 ページ）としてい

る。 

 

図表加工が改竄を疑われるとは「思いもしなかった」 

私は学生時代に、バンドの濃さで示される量ではなく、バンドの有無を論文の図表で示す場合には、曖昧ではなく

明確に示すべきだと指導を受けたことがあり、あるか、ないか、を見やすく加工することが改竄を疑われる行為だ

とは思いもしなかった。 

第八章「ハシゴは外された」147 ページ 

論文内での画像の取り違えや、データの不足、実験ノートの記述内容など、論文には当時から指摘が相次いだ。

小保方氏は研究におけるこれらの不備について、「未熟で猛省している」としたものの、故意ではなかったという。 

また、実験の主導権は若山教授が握り、「STAP」という現象や細胞名の命名は笹井芳樹・理研発生・再生科学総

合研究センター（CDB）副センター長（故人・肩書きは当時）が行ったとするなど、自身の研究に関する責任は限定

されていたと主張している。 

一方で、「私が発見した未知の現象は間違いがないものであったし、若山研で私が担当していた実験部分の

『STAP 現象』の再現性は確認されていた」（238 ページ）とも主張しており、STAP 現象がすべて否定されたことへ

の不満を漏らしている。なお、理研の外部における検証実験で STAP 現象が確認されなかったことに対しては、

書籍内での言及はなかった。 

 

メディア、理研、早稲田大学への批判 

記者から取材依頼の手紙が届いた。その中には「なぜ私たちが毎週のように STAP 騒動を取り上げてきたか。理

由ははっきりしており、読者の評判がよかったから。嫌らしい言い方をすれば、STAP を書けば部数が伸びました。

アンケートも毎週取っていますが票数はずば抜けていい数字」と書かれ、「私は小保方さんをモンスターのような



存在として書いてきました」とはっきり書かれていた。 

第十章「メディアスクラム」186 ページ 

疑惑をめぐる報道陣の追及を受け、疲弊する様子は、多くのページを割いて書かれていた。第十章「メディアスク

ラム」内では、記者の実名も挙げてその報道姿勢を批判した。たび重なる報道と社会からの反応に疲れ、「魂が

弱り薄らいでいくようだった」（226 ページ）と当時の状態を描写している。 

また、批判を受けていたのと同時期、指導を受けていた笹井芳樹氏が自殺したことについては「笹井先生がお隠

れになった。8 月 5 日の朝だった。金星が消えた。私は業火に焼かれ続ける無機物になった」（220 ページ）と当時

の心情を描いた。 

所属していた理研や、博士号を剥奪した早稲田大学への不満も根強い。理研内の調査委員会に提出した書類に

は「助言という名の検閲が入り、公表されると理研にとって都合が悪い情報は、すべて削除された」（233 ページ）と

いう。また、自身の博士号剥奪に関しては、「私には大学の教育方針よりも社会風潮を重視した判定を下したとし

か思えなかった」（252 ページ）と感想を記している。 

小保方氏自身が参加した検証実験についても、報道や所属する研究機関、科学者コミュニティなどの反応にショ

ックを受け「ただただ朦朧とした意識の中で、毎日同じ作業の繰り返ししかできなかった」（225 ページ）として、正

確な実験結果を出せる状態ではなかったと主張した。 

STAP 騒動以降、小保方氏が寄せられた批判にはじめて体系的な反論を試みた本書。文中では、騒動を受け論

文撤回にいたるまでに交わされた他執筆者とのメールや、報道機関の記者からのメールもほぼ原文のまま記され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAP 細胞はなぜ潰されたのか 小保方晴子『あの日』の真実 

渋谷一郎，ビジネス社，2016.5.3. 

 

「あの日」を読んだ後にこの本を読んだ。「あの日」に書かれている

ことの驚きは読んでみないと解らないものだった。小保方氏の表現

も抜群で素人が読んでもそのあたりの事がぼんやりと浮かび上がる

ような内容で書かれてある。小保方氏の率直な思いが又は小保方

氏の率直な意見が大きな研究室の前には歯が立たない。理研＝

利権の部分が大きい様に感じた。これは理研に限らず日本全体の

中で渦巻く利権構造の一部なのだろうと思った。それにしても一人

の天才的科学者の前途が閉ざされてしまった損失は計り知れな

い。研究内容の本質とはかけ離れた所での争いに小保方氏は巻き

込まれ日本社会の矛盾点を自分の研究を通して知ることとなった

ことは、小保方氏にとっては言葉では言い表せない口惜しさだろ

う。記者やテレビの報道が真実を訴える小保方氏の何かをかき消

していく。それらすべてもまた今の日本の「自分の立場からを押し

通す、自分さえ良ければ」で相手の立場を思いやる余裕のなさを

露骨に表した日本の真実であると思った。早稲田大学もまた同じ

構造の中にある。世界に門戸を開く早稲田大学になってほしい思いも今は無い。日本が日本らしくある為には基

本のところがしっかりしないとこのような問題は解決しない。「STAP 細胞はなぜ潰されたのか」は「あの日」を読ん

だ後に読むと非常にその全容が解りやすい。（読者 H 氏のコメント） 

 

山崎豊子の長編小説「白い巨塔」は、医局制度などの医学会の腐敗を鋭く追及したものだが、今尚起こっている

であろう理研内の出来事の一部として思い起こしながら本書を読むことが出来た。今回の捏造報道のリーク元

（情報は全てリークといっても過言ではない）が理研内に在ることは本書からも読み取れる。そこには一個人の恨

み・妬み・嫉妬（2014 年 6 月 18 日付とあるネット上の“ホホホポエム”は、私的な恨み・妬みを感じさせるものがあ

り気分が悪くなる）から組織体としての政治・利権等のあらゆるもの（化け物／千と千尋の神隠しに登場する化け

物に似たりで、あらゆるものを飲み込んでいく）が渦巻き、マスコミ・メディアを誘導しての捏造報道があったことは

疑い様がない。本来、科学の世界で議論されるべきテーマがマスコミに登場する一辺倒の評論家／コメンテータ

ーの悪乗りをして社会問題へと変貌し、「みんなが言っている／群衆心理」ということで野次馬的世論が単に同調

し、真摯に生物学的現象を追求する若き優秀な科学者を完膚なきまでに追い詰め、打ちのめしている現状、又、

ノーベル化学賞候補の一人とまで言われた笹井教授を死に追い込んだマスコミの罪は余りにも大きい。私もマスコ

ミ・メディアに乗せられた一人であったことのある意味での責任（あるところでそうだそうだと云って来た）を強く感じ

る昨今である。後になって「報道に行き過ぎがありました」では済まされない問題であることをマスコミ・メディアは

肝に命ずべきであろう。ＮＨＫ・毎日新聞にモラルはないのか？コンプライアンスはどうなっているのか？今の自

分に何か出来ないか？小保方さんの名誉回復の一助に極めて微力ながらも手助けできるものはないか等思いつ

つ、日頃アマゾンの商品レビューは面倒くさいと思う（これ又自分勝手⇒商品購入時は皆さんのレビューを大いに



参考にしている自分）こともあり、自ら積極的にレビューすることは少ないが、今回に限ってはコメントせずにはおれ

ないと思いキーボードをたたいている。最後に一言「若山さん、逃げることなく真実を語ってください」、そして私が

云えることでもないが、「小保方さん、未だ曙光見えずと思いますが、決してめげることなく、研究者としてこれから

も頑張ってください。ハーバード・ハンデルベルク・他／世界が付いてます」 （読者 F 氏のコメント） 

 

世紀の大発明と報道されたわずか数か月後に奈落の底に転落した STAP 細胞事件とは、いったい何だったのか。

小保方研究員の容貌や風貌ばかりが報じられ、疑惑が出るととたんに手のひらを返したように針小棒大に疑惑を

暴き立てる。これはまさに現代日本を覆っている不寛容の世界、小中学校のイジメを嘆く大人やマスコミこそ、実

はイジメそのものを体現しているのである。 

あらかじめお断りしておくが、小保方養護派でもなければ反対派でもない。ただ一般人より少しはアカデミズムの

世界も知っている身として、STAP 騒動の真実が知りたいのである。私と同じような希望、要望を持つものにとって、

本書はまさにぴったりで科学ライターとして疑問のベールを一枚一枚丹念に解きほぐして見せてくれる。著者はさ

すがにあからさまにはその全貌を描くことは控えておられるが、読者にとって著者が描くその真相は極めて明快に

読み解くことができるよう配慮されている。 

最近の報道でも、共同研究者のバカンティ教授たちは特許の権利を手放しておらず、ドイツの大学でも再現実験

に成功している。小保方氏が「あの日」で述べた真相は、海外の研究者たちで実証されつつあるのだ。日本の生

命科学が、STAP 騒動にみるような利権と欲望と個人的怨嗟からいつまでも脱皮できずにいることは、科学立国を

目指す日本の将来を暗澹とさせるものがある。（読者 T 氏のコメント） 

 

 

 

 


