論文撤回のお知らせとお詫び
この度，日本財団パラリンピックサポートセンターパラリンピック研究会元研究員よ
り本紀要11号のために提出された論文中に特定不正行為が発覚したため，掲載済みの当
該人による論文を改めて精査したところ，以下の特定不正行為が認められました。これ
を受け，弊研究会は当該論文の撤回を決定いたしました。
雑誌名：日本財団パラリンピックサポートセンターパラリンピック研究会紀要
著

者：小林

尚平（こばやし

しょうへい）

１．第７号（2017年４月発行，41-51ページ）
論文題目： 「リオデジャネイロパラリンピック大会の新聞報道分析




─新聞報道写真と掲載面に着目して─」
撤回理由：

当該論文で使用されていたデータに改ざんが行われていたことが判明
しました。

２．第10号（2018年９月発行，85-114ページ）
論文題目： 「日本におけるパラリンピック教育の動向とその教育的効果




─ IPC 公認教材『I’mPOSSIBLE』を事例に─」
撤回理由：

当 該論文に掲載された調査は実際に行われたものではなく架空であ
り，その調査結果は捏造されたものであったことが判明しました。
尚，共著者の平賀慧（日本財団パラリンピックサポートセンターパラ
リンピック研究会研究員）は当該論文中の「文末資料１」
（105-109ペー
ジ）の作成を行ったのみであり，架空調査には一切関与していません。

上記行為を受け，弊センターは当該人との間に締結されていた業務委託契約を解除い
たしました。関係各位をはじめ皆様方に多大なるご迷惑をお掛け致しますことを深くお
詫び申し上げます。
今回の特定不正行為を重く受け止め，二度とこのようなことが起きないよう内部管理
態勢の一層の強化を図るとともに，高い倫理観を持って再発防止に努めて参りますの
で，何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


日本財団パラリンピックサポートセンター



理事長



小倉

和夫
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Notice of Research Paper Retraction and Apology
We regret to inform you of the retraction of papers by a former researcher at the
Nippon Foundation Paralympic Support Center’s Paralympic Research Group
published in the journal. Falsified information in a paper submitted to this journal
（Vol.11）by the researcher has come to light, and papers by the same researcher that
have already been published in the journal were closely reexamined. The decision to
retract the papers was made on the grounds of the following misconduct.
Journal: Journal of the Paralympic Research Group
Author: Shohei Kobayashi
1. Vol.7（published in April 2017, pp. 41-51）
Title: An Analysis of Japanese Newspaper Reporting on the Rio Paralympic Games:
Focusing on Photographs and the Sections in which they were Published
Grounds for retraction: The paper was found to have falsified data.
2. Vol.10（published in September 2018, pp. 85-114）
Title: A Trend and Educational Effect of Paralympic Education in Japan 
- A Case Study of IPC -Accredited Teaching Tool "I'mPOSSIBLE" Grounds for retraction: It was discovered that a survey published in the paper had
not been conducted, and therefore that the data of the survey was fabricated.
Please note that the co-author of the paper Kei Hiraga only wrote Appendix 1（pp.
105-109）of the paper, and had no involvement in the fabricated survey.
Further to the confirmation of the above misconduct, the Nippon Foundation
Paralympic Support Center has terminated their service agreement with the
researcher. We apologize sincerely for any inconvenience caused by the misconduct
and our decision to retract the papers.
Taking the misconduct seriously, we are determined to take every measure to
further strengthen the internal monitoring system and prevent reoccurrences of
similar acts through high ethical standards. We appreciate your continued support
and thank you for your kind understanding on this matter.


The Nippon Foundation Paralympic Support Center



President



Kazuo Ogoura
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