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この日本語訳は、インテル国際科学技術フェア（Intel ISEF）に日本から出場する生徒

および出場を目指す中高生の参考としていただけるよう、NPO 法人日本サイエンスサー

ビス（NSS)の同フェアの出場経験者のボランティア作業による”概訳”です。ガイドライン

は文量が多く、毎年修正され、また、日本では社会通念になっていない内容が多く、翻

訳は必ずしも十分とはいえません。この概訳で全体の雰囲気をつかんで、詳細は原文

（英文; https://student.societyforscience.org/international-rules-pre-college-science-

research）を参照してください。Intel ISEF では、規則に違反すると失格になりますから、

出場希望者は、規則に精通している必要があります。誤訳・不適切な表現に気づかれた

場合は、下記までご連絡いただければ幸いです。また、この概訳は予告なく修正する場

合があります。このため、本 PDF ファイルの再配布はご遠慮ください。 

NPO 法人 日本サイエンスサービス  

http://nss.or.jp/ 
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student.societyforscience.org/international-rules-pre-college-science-

research 
科学フェアの国際ルールとガイドラインは Society for Science & the Public（科学と市民の会・Intel ISEF 主催者）のウェブサイト

(www.societyforscience.org）から様々な形式で入手可能である。生徒、親、教師、指導者、フェアディレクター、地元および提携フェアの

科学審査委員会(SRC)と研究倫理審査委員会（IRB）は、ルールを熟知することが推奨される。 

 

• 国際ルールとガイドライン – html と pdf でダウンロード可能な国際ルールとフォームの全文 

• Intel ISEF ルールウィザード – プロジェクトに関する質問事項から必要となる提出書類の情報を提供する対話型ツール 

• 共通する科学審査委員会(SRC)の問題 – これらは科学審査委員会（SRC）による Intel ISEF 参加資格のための審査の間に多く

出現する問題である。禁止事項をここで確認すること。 

 

 

これらのルールは、次の大会に適応される。 

 

インテル国際科学技術フェア 2018 

ペンシルベニア州ピッツバーグ 2018 年 5 月 13 日～18 日 
 

これらのルールの目的 

 学生研究者の権利と福祉の保護 

 研究対象者の権利と福祉の保護 

 脊椎動物の健康と福祉の保護 

 連邦政府の規制の遵守 

 安全な研究室利用と安全基準の確保 

 環境保護 

 Intel ISEF における参加適性の判断 

 

研究に関する事前審査と承認は https://apps2.societyforscience.org/StudentScience/Student/FindAFairより入手 

 

Intel ISEFに関する一般的な質問の問い合わせ先 

Society for Science & the Public 

Science Education Programs 

1719 N Street, NW, Washington, DC 20036 

Office: 202-785-2255, fax： 202-785-1243 

Email: sciedu@societyforscience.org 

 

ルールに関する質問の問い合わせ先 

Intel ISEF SRC （科学審査委員会（SRC）） 

SRC@societyforscience.org 
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すべての研究作品に関する規定 

 
倫理規定 

研究不正は、研究およびコンテストのいかなる段階においても禁止され

ている。研究不正には、捏造、改ざん、そして他の研究者の成果を自分

のものとして利用・発表する盗用が含まれる。不正をした研究は Intel 

ISEF および提携フェアへの参加資格を剥奪される。Intel ISEF 主催者

（SPP)は、後で不正行為とみなされたプロジェクトの承認を破棄する権

利を保有する。 

 

参加資格および制限 

1. それぞれの Intel ISEF 提携フェアからは、そのフェアで承認され

た数のプロジェクトを派遣することができる。 

2. Intel ISEF提携フェアに選出された生徒は、 

a. 中学3年生～高校3年生およびそれと同等とされる学年。 

b. Intel ISEFに出場する年の 5月1日時点で 20歳に達していないこ

と。 

3. Intel ISEF における公用語は英語である。ポスターとアブストラク

トは英語で書かれていなければならない。 

4. それぞれの生徒がエントリーできるのは１作品だけである。またそ

の作品は連続する 12カ月以内の研究で 2017年1月以降の研究

であればさしつかえない。 

5. 生徒は1つの Intel ISEF提携フェアにのみ参加することができる。

ただし、地域大会から Intel ISEF と提携する州/全国大会へ進む

場合は例外とする。 

6. デモンストレーション、図書館で調べただけの研究、情報提供を

目的としたもの、単にキットを組み立てただけのものは、Intel ISEF

の研究発表として認めない。 

7. 全ての科学（自然、生命、社会）が Intel ISEF において該当する。

すべてのカテゴリーとサブカテゴリーについての定義を示した完

全なリストを参照のこと。 

8. ファイナリストの研究が他の研究者と行う共同研究の一部であって

も構わないが、生徒が発表する研究内容は、その生徒が行った

研究内容で完結しなければならない。 

 

参加条件 
全員 

1. 国内外問わず、Intel ISEF提携フェアに参加するすべての生徒は、

この文書のルールに従わなければならない。 

2. 全ての研究は、上記倫理規定を遵守してなければならない。 

3. 生徒と監督者は、特に人の研究対象者や脊椎動物、危険性のあ

る生物及び生物由来物質を含むプロジェクトの場合、その研究が

実験のための書類や審査、事前承認が必要となるのかの判断を

する責任がある。 

4. 研究は、地域、国の法律、条例、規則および米国連邦法を守らな

ければならない。さらに、合衆国以外で実施されたプロジェクトに

ついては、そのプロジェクトが行われた国の法律や司法に遵守し

なければならない。 

5. 動物を使わない研究方法や動物研究に代わるものを使うことは強

く推奨され、脊椎動物を用いるプロジェクトを行う前によく検討され

なければならない。 

6. 自然界に存在しない生物種、遺伝子改変された生物種や外来種

(たとえば昆虫、植物、無脊椎動物、脊椎動物)、病原体、有毒化学

物質、外来物質を、環境へ持ち込むこと及び廃棄することはでき

ない。学生は地域、州、または国の規則や検疫リストを参照するこ

とが勧められる。 

7. 研究展示・実演は、Intel ISEF の展示と安全の規則に従わなけれ

ばならない。 

8. すべてのプロジェクトは Intel ISEF への参加資格を得るために開

催される提携フェアの規則を守らなければならない。提携フェア

は追加の規則をもつ場合があり、学生と監督者はそれらの規則を

把握する責任がある。 

 

承認と必要書類 

1. 人・脊椎動物・危険性のある生物及び生物由来物質のいずれか

を対象とした研究は、研究開始前に提携フェアと繋がりを持って

いる研究倫理審査委員会（IRB）もしくは科学審査委員会（SRC）に

よる審査・承認を受けなければならない。注意: 生徒の考案した

発明、試作品、コンセプトに対して人での試験が必要な場合、IRB

による審査と承認が実験の実施前に必要となる場合がある。詳し

くは、人を対象とした研究に関する規定を参照のこと。 

2. すべての生徒は Student Checklist 生徒用のチェックリスト (1A)、

Research Plan/Project Summary 研究計画/プロジェクト要約、

Approval Form 承認書 (1B) を完成させ、監督者による調整と

Checklist for Adult Sponsor 監督者用のチェックリスト (1) への記

入をもって研究を見直すこと。 

3. BSL-2の危険性のある生物及び生物由来物質、DEA規制対象物

質を扱う研究、人体に危険がおよぶ可能性がある研究、脊椎動物

に関する研究は、有資格科学者の監督が必要となる。 

4. 最初の研究倫理審査委員会/科学審査委員会(IRB/SRC）審査 

(必要な場合のみ) の後、Student Checklist生徒用のチェックリスト 

(1A) およびResearch Plan研究計画に修正をした場合は、研究が

再開される前に審査を再び受けること。 

5. 前年からの継続研究で研究倫理審査委員会/科学審査委員会

(IRB/SRC）による承認が必要な場合は、本年の研究案の過程の

見直しを受ける必要があり、また本年の研究に先立って承認を得

ること。 

6. 継続研究は、追加分の研究 (つまり本年の研究) に新規性があり

過去の研究とは違うものであるということを文書化すること 

(Continuation Projects Form継続研究のための書類 (7) )。 

7. Intel ISEFで定められた研究期間内に、研究機関や産業施設で行

われた研究もしくは家・学校・野外以外の施設で行われた研究は、

Regulated Research Institutional / Industrial Setting Form 大学等

の適格研究機関・産業施設の書類(1C) を記入し、展示ブースの

前に掲示しなければならない。 

8. 実験後、ファイナリストは、本年の研究内容を要約したアブストラク
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トを 250 ワード以内、1 ページにまとめて提出すること。このアブ

ストラクトには、指導者ではなく自身が行った研究の内容のみを

記入すること。 

9. 研究のデータブックや論文は必須ではないが、審査のために準

備することを強く推奨する。地域や地元の大会においては、これ

らの両方もしくはどちらかが必須な場合もある。 

10. すべての署名された書類、証明書、許可証などは、ファイナリスト

がそれぞれの地域や国内外でのフェアに参加する際に科学審査

委員会(SRC)による審査を受けられるよう用意しておくこと。これら

は大会前、実験を終えた段階で必要である。 

 

継続研究 

1. 科学者の世界では、研究はこれまでの蓄積をもとに展開されるこ

とが多い。したがって、継続研究は正当な努力である。ただし、審

査の対象となる研究期間は、2017年1月から 2018年5月の間の

連続した 12ヶ月間である。 

2. 生徒の以前の研究が基盤となっているプロジェクトは、継続研究

と判断される。また、過去の成果に基づく研究も同様である。これ

らの研究は、本年の研究に実質的な展開があることを文書化する

こと (例：別の変量・変数や新たな視点から研究した)。同様な方法

を用いた以前の実験の繰り返しや、単に標本数を増しただけの研

究は継続研究としてみなされない。 

3. 展示するパネルとアブストラクトには、本年の研究のみを載せるこ

と。ただし、ブースに掲げる研究タイトルに、研究の年次・年数を

含めることはできる(例：“Year Two of an Ongoing Study” （継続研

究の 2 年目）)。展示・発表の補助資料としての以前の研究のデー

タブック は、前年以前のものであることを明記した上で、公開して

いない状態でブースに置くことができる。 

4. 以下の条件を満たす長期的な研究は、継続研究として参加が認

められる。 

a. 複数年にわたって同じ変量・変数について検証・記録したものであ

り、かつ時間が重要な変量である場合 (例：ある盆地に関する多雨

および干ばつが土壌に与える影響、火事を経た土地における時

間と動植物の再生の関係) 。 

b. それぞれの年次ごとに時間を軸として変化が示されていなければ

ならない。 

c. 展示パネルには、過去の解析済データ、およびそのデータと本年

のデータとの比較に基づいて製作することとする。前年より前の生

データは掲載できない。 

5. すべての研究は毎年見直され、承認されなければならず、また形

式は再度新たな年に仕上げされなければならない。 

6. 注意：Intel ISEF に参加するために､Continuation / Research 

Progression Project Form 継続研究のための書類 (7)は、以前の

プロジェクトと同分野の研究のプロジェクトのために必要とされて

いる。この形式は、プロジェクトのブースで展示する必要がある。

過去の書類は全て保持しておき、要求に応じて Intel ISEF 科学審

査委員会(SRC)へそれらを提示しなければならない。 

 

 

 

チームプロジェクト 

1. Intel ISEF において、チームプロジェクトはそれぞれの研究分野

内で競い合い審査される。チームメンバーは全員 Intel ISEFの参

加資格を満たしていなければならない。 

2. 1 つのチームは、3 人より多くてはならない。異なる地域の出身の

メンバーによるチームは、複数のフェアではなく、メンバーのうち

の一人の提携フェアにのみ参加できる。しかし、各提携フェアは、

Intel ISEFへの参加権を勝ち取ったチームのメンバー員の費用を

そのフェアが負担しなければならないことを理解の上、、その地

域以外からの参加者がそのフェアへの参加資格を持つかについ

て決定する権利を有する。 

a. チームのメンバーはその研究期間の間、酌量すべき事情のない

限り変更することはできず、チームメンバーの変更の際は地元の

科学審査委員会(SRC)が審査と承認をおこなう。チームメンバーの

変更には、チームプロジェクトから個人プロジェクトへの変更やそ

の逆を含み、そのような変更には理論的根拠と、その研究の変更

前後での明確な叙述がなければならない。Form 1A にこの審査と

承認を証明する覚え書きを添付すること。 

b. プロジェクトが一旦地域の予選を含めた科学フェアに一度でも参

加した場合、チームのメンバーは変更できず、また個人プロジェク

トからチームプロジェクトへの変換やその逆を行うことができなくな

る。 

c. すべてのプロジェクトは次年度以降、個人プロジェクトからチーム

プロジェクトへの変換やその逆、チームメンバーの変更を行うこと

ができる。 

3. 各チームにおいて、作業を総括し、広報を行うために代表者の設

定が推奨される。他のチームメンバーは、いつでも代表者の代理

になれる準備をし、研究に深く関わり、研究のすべての側面を理

解しておくこと。研究成果は、すべてのチームメンバーの努力の

元に完成されるべきである。チームプロジェクトの評価は、個人研

究の評価基準と同等の基準の下でなされる。 

4. それぞれのチームメンバーは、Approval Form （承認書）(1B) を

提出すること。Checklist for Adult Sponsor（監督者用のチェックリス

ト） (1)、アブストラクト、Student Checklist (1A), Research Plan（研究

計画）、またその他の書類は各チーム 1通でよい。 

5. すべてのチームメンバーのフルネームを、アブストラクト及びそ

の他のフォームに記載すること。質問は科学教育プログラム担当

または科学審査委員会(SRC)に問い合わせのこと。  

 

 

生徒および監督者の役割と責任 
研究にあたる生徒 

研究にあたる生徒は、助言者（監督者や専門家）に協力を求めること、

必要な承認 (科学審査委員会 SRC や研究倫理審査委員会 IRB などか

ら) を得ること、Intel ISEF のルールに従うこと、実験､開発､データ分析

等の研究のすべてについて責任を負う。 
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科学における不正行為や違法行為は、研究やコンテストのいかなる場

面においても許されない。これは盗用や偽造、他人の研究成果を自分

のものとして使用することや発表すること、データの捏造を含む。不正な

プロフェクトは提携フェアや Intel ISEF での出場は認められない。Intel 

ISEF 主催者（SPP)は、後に不正行為が発覚した場合でも、プロジェクト

の認可を無効にする権利をもつ。 

 

監督者 

監督者には、教員、両親、大学教授、または生徒が活動を行う研究所の

科学者などがあたる。監督者は、科学に精通しており、研究の過程で生

徒と緊密に連絡を取ることを要する。 

監督者は、研究にあたる生徒の健康と安全、および研究の対象となる人

や動物について最終的な責任を負う。監督者は、Student Checklist生徒

用チェックリスト (1A) およびResearch Plan研究計画をチェックして、次

の事柄を確認すること。a) 実験が地域、州、連邦の条例、および本 Intel 

ISEF ルールに従って行われたこと。b) 実験の承認や監督に関わった

大人によって必要書類が完成していること。c) 以下に記す基準を満た

す有資格科学者がいなければならない。 

 

監督者は、生徒の研究が潜在的な危険を伴う場合、その研究に

関わる規定を熟知しておくこと。これには、化学薬品の扱い、実験

装置の使用法、実験技術、人・脊椎動物・細胞培養・微生物・動

物組織に関わる研究が含まれる。研究によっては、州や連邦もしく

はアメリカ合衆国以外の国の法律によって規制される手法や物質

を含む場合がある。安全問題や規制に詳しくない場合は、生徒が

有資格科学者もしくは指導責任者の協力を得られるように援助す

ること。 

 

監督者は、生徒の研究を Intel ISEF への参加条件に適合させる責任を

負う。 

 

有資格科学者 

有資格科学者は、生徒の研究分野に関連する博士号もしくは専門の学

位を有していなければならない。あるいは、科学審査委員会(SRC)が、

有資格科学者として生徒の研究分野で更なる経験や専門的知識を持つ

個人を考慮することもある。有資格科学者は、生徒の研究分野を規制す

る法律を熟知していなければならない。 

有資格科学者と監督者は上記の資格を持っていれば同一人物でもよい。

生徒は、他の地域に在籍する有資格科学者の下で研究することもでき

る。その場合、生徒は、専門技術を有する指導責任者（下記参照）のもと

で研究を行わなければならない。 

 

指導責任者 

指導責任者とは、生徒の研究を監督する上で直接責任を負う大人のこと

である。指導責任者は高度な資格・学位を有する必要はないが、生徒の

研究を十分に理解し、生徒の研究分野に関する教育訓練を受けていな

ければならない。指導責任者は担当する生徒の研究についての起こり

うる危険性を熟知していなければならない。これには試薬や設備の使

用、実験技術、人および脊椎動物を対象とした研究、細胞培養が含まれ

る。監督者は指導責任者を兼任できる。 

 

生きた脊椎動物を対象とした実験、動物の行動、動物の生息地が人に

より影響を受ける場合は、指導責任者はその動物に対する扱いや人道

的な見地について精通しておくこと。 

 

審査委員会 
研究倫理審査委員会(IRB) 

研究倫理審査委員会(IRB）とは、連邦規則 (45-CFR-46) に基づき、人

を対象とする研究における物理的・精神的リスクについて評価する団体

である。人を対象とした研究は、プロジェクトに用いられる調査や質問表

も含め、実験開始前に研究倫理審査委員会(IRB）による検査と承認が必

要となる。 

人を対象とした研究プロジェクトを行うためには、研究倫理審査委員会

(IRB）を学校レベルで設立すること。必要ならば、地元や提携フェア科

学審査委員会（SRC）が研究倫理審査委員会(IRB）のメンバーとなって

いれば研究倫理審査委員会(IRB）として機能できる。研究倫理審査委員

会(IRB）は、最低で 3人メンバーを含まなければならない。 

・教員 

・学校の管理者 (校長あるいは副校長が望ましい) 

・医師、診療看護師、準医師資格者、薬学博士、正看護士、精神科医、

心理学者であり、且つ研究における物理的・精神的なリスクを評価する

能力・知識を有する者、認証された臨床カウンセラー 

 

その他の専門家: 研究倫理審査委員会(IRB）に該当する者が地域にお

いて見つからない場合、外部の専門家に対する文書による交渉を行うこ

と。その専門家による返事 (E-mail、FAXなど) のコピーを Form 4に添

付すること。またそのコピーは専門家による署名として用いることができ

る。 

 

監督者、生徒の両親やその他の親類、有資格科学者、もしくは指

導責任者といったその研究を監督する者は、その研究プロジェクト

の研究倫理審査委員会(IRB）における審査を務められない。また、

潜在的利害の不一致や委員会の独立性を保つ意味でも、メンバ

ーを追加することが推奨される。 

 

簡易審査: 以下の基準の一つを満たすプロジェクトについては、

研究倫理審査委員会(IRB）のメンバー1 人による簡易審査が行わ

れることがある。研究倫理審査委員会(IRB）によるプロジェクトの審

査は適切に安全対策がなされているかどうか、プロジェクトが簡易

審査の基準を満たしているかどうかについて判断する。もし簡易

審査に提出されたプロジェクトが特定の基準を満たしていなかっ

た場合は通常の研究倫理審査委員会(IRB）による審査を受ける必

要がある。研究倫理審査委員会(IRB）の者はこのような決定もしく

は適切な専門家からの助言を受け取るために必要な専門的知識

を備えている必要がある。 

・学生による発明品、試作品、コンピュータアプリケーションや工学

的なものを対象としたプロジェクトの設計については参考にしたい

くつかのプロジェクトとそのデータについて明記されていること。個

人情報が集められておらず、検査が研究対象者に健康・安全上

の危害を与えないこと。(注) 簡易審査は医療における治療・診

療・介入に関連する発明の場合は適応外とする。 

 

研究倫理審査委員会(IRB）は連邦規則に則った適格研究機関に設置さ

れている (例：大学、病院、アメリカ国立衛生研究所(NIH)、矯正施設な

ど)。研究の参加者が刑務所内で矯正中の場合は、研究倫理審査委員
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会(IRB）に囚人擁護者が含まれなければならない。研究倫理審査委員

会(IRB）は、その研究機関で行われた、もしくはその研究機関が支援し

ていた全ての研究を、初めに審査・承認していること。監督者と地域の

研究倫理審査委員会(IRB）は、その研究が中高生にとって適切なもので

あり、かつ Intel ISEFのルールに従っていることを確かめる責任を負う。 

 

研究倫理審査委員会(IRB）は、リスク評価を行い、Human Participant 

Form 人を対象とした研究のための書類 （４）において、リスクレベルの

決定を文書にする責任を有する。もしフェアの科学審査委員会(SRC)が

研究倫理審査委員会(IRB）の決定が不適切でその結果、人を対象とした

研究の参加者が危険にさらされたと判断した場合、フェア直前の審査に

おいて、科学審査委員会(SRC)は研究倫理審査委員会(IRB）の決定を無

効とし、その研究作品のコンテストへの参加資格を剥奪することもある。

研究倫理審査委員会(IRB）は、何らかの疑義がある場合、その地域や提

携フェアの科学審査委員会(SRC)や、Intel ISEF科学審査委員会(SRC)と

協議することが望ましい。 

 

提携フェアの科学審査委員会 

科学審査委員会（SRC）は、生徒の研究・証明書・研究計画・展示がルー

ルや適用法令、それぞれのサイエンスフェアにおける規則に準拠して

いるかを評価する責任・資格を有する個人からなる。 また、提携フェア

の科学審査委員会(SRC)による研究発表の事前審査の対応のために、

地域科学審査委員会(SRC)に権限を与えられる。地域科学審査委員会

(SRC)と提携フェアの科学審査委員会(SRC)の運営・組織は、国際ルー

ルに完全に準拠していなければならない。事前承認を得る説明は提携

フェアから得ることができる。提携フェアの情報はこちら : 

https://apps2.societyforscience.org/ssp-affiliate-fair/ 

 

脊椎動物又は危険性のある生物及び生物由来物質に関わる研究を行う

場合には、実験前に審査・承認がなされていなければならない。適切に

設置された研究倫理審査委員会(IRB）の事前の審査・承認を受けている

人を対象とした研究では、地域や提携フェアの科学審査委員会（科学審

査委員会(SRC)）による事前の審査は必要ない。  

 

研究倫理審査委員会(IRB）に事前の審査・承認を受けた研究を含むす

べての研究は、実験後、Intel ISEFの提携フェアのコンテストの前までに

科学審査委員会(SRC)に審査・承認を受けなければならない。適格研究

機関（自宅や中学校・高校、フィールドでない場所）で実施された研究

が、実験前に適切な研究機関の委員会によって審査・承認を受けてい

たとしても、Intel ISEF の提携フェアの科学審査委員会(SRC)による承認

を受けなければならない。 

 

提携フェアの科学審査委員会(SRC)は次の要件を満たす最低 3 名から

構成されなければならない。 

1. 博士号を有する生物・医学研究者 

2. 教育者 

3. その他、1名以上の構成員 

 

その他の専門家: 多くの研究発表に対して、適切な評価を行うためにそ

の他の専門知識を必要とする (例：バイオセーフティ、人体へのリスク)。

もしも、科学審査委員会(SRC)が構成員の中の 1 人を専門家として必要

とし、その人物がその直接の分野の専門家ではない場合、外部の専門

家との文書によるすべてのやり取りが提出されなければならない。また、

動物に関する研究がある場合は、適切な動物の管理方法に精通した最

低 1 名以上の構成員がいなければならない。研究の種類によっては、

この人物は獣医、または研究対象となっている種で動物管理提供者とし

ての経験があり、教育訓練を受けた者であるとよい。 

 

利益相反を避けるため、研究の監督者、生徒の両親やその他の親類、

有資格科学者、もしくは指導責任者は、そのプロジェクトの SRB におけ

る審査を務められない。また、委員会の多様化と専門的知識の増加を

ねらい、構成員を追加することが推奨される。 

 

科学審査委員会(SRC)は以下の点ついて各研究発表を審査する。 

・ 文献調査と適切な引用がなされているか 

・ 適切な監督がなされているか 

・ 適切で許容されうる研究手法が用いられているか 

・ 研究継続期間が最長で 1 年間であることを示す記入済みの書類の

署名・日付、事前承認の日付が適切であるか(必要とされた場合) 

・ 動物の使用にあたり代替手段の有無を調べた痕跡があるか 

・ 動物に対して人道的扱いをしているか 

・ 人を対象および動物の研究、また潜在的に危険な生物学的作用物

質の研究に適用されるルール・法律を順守しているか 

・ 継続研究に関する実質的延長に関する文書が適切であるか 

・ Intel ISEF倫理規定を順守しているか 

 

科学審査委員会(SRC)と研究倫理審査委員会(IRB)の合
同審査委員会 

上記の科学審査委員会(SRC)と研究倫理審査委員会(IRB)の双方のリスト

の条件を満たすメンバーで構成される場合に限り、合同審査委員会に

することが許される。 

 

大学等の適格研究機関・産業施設審査委員会 

大学等の適格研究機関はアメリカ合衆国内で専門の研究・教育機関とし

て定められており、定期的にアメリカ合衆国農務省(USDA)より監査を受

け、動物保護法とアメリカ合衆国公衆衛生局(U.S. PHS)の方針によって

動物の使用を許可されている。米国国立衛生研究所、退役軍人病院、

アメリカ疾病予防管理センターのような全ての連邦研究所も含まれる。さ

らに製薬企業やバイオ企業、研究機関は、動物保護法に適用されない

有用な実験動物を利用しているが、この定義を含んだアメリカ連邦法に

従い運営される動物管理使用委員会を持つ。アメリカ国外で行われた

研究は、各国の法に法っている米国のものとほぼ同等な大学等の適格

研究機関が脊椎動物の管理、使用を監督する。 

 

適格研究機関もしくは産業施設で実施する特定分野の研究は、連邦政

府委任の各機関に設置された以下の委員会による審査・承認を必要と

する。 

1. Institutional Animal Care and Use Committee（研究機関の動物実験委

員会） (IACUC)、Animal Care and Use Committee (動物実験委員会) 

(ACUC)、Animal Ethics Committee(動物倫理委員会) 

2. Institutional Review Board 研究倫理審査委員会(IRB）、Human 

Subjects participant Program (人を対象とした研究プログラム) (HSPP) 

3. Institutional Biosafety Committee（研究機関のバイオセーフティ委員

会） (IBC) 

4. Embryonic Stem Cell Research Oversight Committee （胚性幹細胞研

究監視委員会）(ESCRO) 
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5. Safety Review Committee (安全審査委員会) 

 

Intel ISEF 科学審査委員会(SRC) 

すべての研究作品は、フェアのコンテスト前に Intel ISEF 科学審査委員

会(SRC)によって審査される。Intel ISEF 科学審査委員会(SRC)は、Intel 

ISEF において、プロジェクトの参加資格に対する最終決定権を持って

いる。フェアの前に委員は、Intel ISEF のルールに研究作品が適合して

いることを確認するため、研究計画とすべての必要書類を審査する。

Intel ISEF 科学審査委員会(SRC)は、Intel ISEF 前に生徒に対して追加

の情報を要求したり、参加資格を確かめるために参加候補者にフェアに

おいて質問したりすることがある。 

 

Intel ISEF 科学審査委員会(SRC)は、提携フェアの科学審査委員会

(SRC)と同様に、研究規則について熟知した成人によって構成される。

委員は、Intel ISEFにおいてすべての研究作品の審査を行うのに加えて、

年間を通じて生徒・教員からの質問に回答する。Intel ISEF 科学審査委

員会 (SRC)とは次のアドレスから連絡を取ることができる。 

SRC@societyforscience.org 

 

2018年 Intel ISEF 科学審査委員会(SRC) 

 

議長 Mrs. Christine Miller 

Ms. Susan Appel 

Mr. Henry Disston 

Dr. Jennifer Green 

Dr. Paula Johnson 

Dr. Timothy Martin 

Mrs. Evelyn Montalvo 

Dr. Jason Shuffitt 

Mrs. Andrea Spencer   
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人を対象とした研究に関する規定 
人を研究対象者とする場合の規定 

 
研究対象者および研究にあたる生徒を保護するため、研究にあたる生

徒は連邦指針(連邦規定コード 45 CFR 46)を遵守しなければならない。

生徒が人を対象とした研究を行う場合は、その研究に参加する者の権

利と福祉を保護しなければならない。人を対象とした研究の多くは､研究

倫理審査委員会(IRB）・人を対象とした研究プログラム (HSPP)による研

究の事前審査、及び研究対象者からの同意を求めることが必要となる。 

 

適用免除 

（研究倫理審査委員会(IRB）による事前審査および人を対象とした研究

に関する書類を必要としない） 

 

人を対象とした研究の中でも研究倫理審査委員会(IRB）の事前審査や人

を対象とした研究に関する書類を必要としないものがある｡Intel ISEF およ

び提携フェアにおいてこれに該当する研究は以下の通り。 

1. 生徒が考案した発明や試作品、コンピューターアプリケーション、

研究が、その研究にあたる生徒のみによって行われていること。

またこれにより健康や安全性への被害を起こさないことが条件と

なる。危険評価のための書類 Form (3)を完成させることが望まし

い。研究にあたる生徒以外の研究対象者へのテストは研究倫理

審査委員会 IRBの審査と承認が必要(１０ページ参照)。 

2. 公開済みでだれでも入手可能なデータ (例：野球統計、犯罪統

計)から収集したデータ・記録に関する調査研究であり､生徒の研

究を目的とした人との接触や研究対象者からのデータ収集が一

切行われない場合｡ 

3. 立ち入りが自由で一般に開放された場面 (例：ショッピングモー

ル、公園) での行動観察で、以下のすべてに該当するもの 

a. 研究者と観察対象者との間に接触がない 

b. 研究者が環境を操作しない 

c. 研究者が個人を特定できるデータを一切記録しない 

4. 研究の過程で生徒が、先在的/遡及的な非識別/匿名のデータを

得る場合であり､加えて以下の両方に該当する場合 

a. データを提供する専門家により､当該データは正しく非識別化され

プライバシーおよび HIPAA 法が遵守されている旨を書面で認証

していること 

b. 提携フェアの科学審査委員会(SRC)が、指導者からの書面にてそ

のデータが正しく非識別化されていることを確認すること 

 

ルール 

1. 科学の研究において人を研究対象者に用いるには、以下の条

件・規則に従う必要がある。研究対象者とは、（1）データ・サンプ

ルを提供するために研究者と接触する、又は（2）個人を特定でき

る情報を、研究者に提供する個人と定義される（CFR (連邦規制基

準) 45、46）。これらの研究は研究倫理審査委員会(IRB）による審

査および事前承認を受ける必要があり､また研究対象者およびそ

の保護者による書面の承諾､同意が必要となる。以下は、「人を対

象とした研究」とみなされ、研究倫理審査委員会(IRB）の承認が必

要となる研究の例である。 

a. 身体活動に関わる研究 (例：身体運動、任意の物質の摂取、任意

の医学的処置) 

b. 心理学的、教育学的、および意見に関する研究 (例：調査、アンケ

ート、テスト) 

c. 研究者が調査対象となっている研究（迅速な評価が使用される場

合があります（９ページ参照）） 

d. 生徒が考案した発明、試作品，コンピューターアプリケーションの，

研究にあたる生徒以外の研究対象者に対するテスト（迅速な評価

が使用される場合があります（９ページ参照）） 

e. 生徒が考案した発明または構想の、研究にあたる生徒以外の研究

対象者に対するテスト 

f. 非識別/匿名化されていないデータ・記録を閲覧する研究（たとえ

ば、名前、誕生日、電話番号など個人の特定が可能なもの） 

g. 行動観察の研究で、 

1) 観察対象者と接触がある場合、または研究者が環境

を変えた場合（例：標識の掲示、物体の配置） 

2) 一般に開放されていない、又は立ち入りが制限され

た場所での研究 (例：デイケア施設、診察室) 

3) 個人を特定できる情報の記録に関わるもの 

2. 研究にあたる生徒は「研究計画の手引き」の人を対象とした研究

に関する全ての項目を網羅し､研究対象者の身体的､心理的､そし

てプライバシーに関するリスクを評価/最小化しなければならない。

詳細は、11 ページの危険評価および、オンライン危険評価ガイド

(https://student.societyforscience.org/human-participants#riskass) 

を参照すること。 

3. 調査研究は該当するすべてのプライバシーに関する法律 （U.S. 

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) および

U.S.Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) に

関する法律を遵守すること(例：医療情報を含む研究)｡ 

4. 人を対象とした研究は変更/修正を含めて全て､研究対象者との

接触を開始するのに先立って研究倫理審査委員会(IRB）による審

査/承認を受けなければならない。研究倫理審査委員会(IRB）はリ

スクを評価し、その傾向を Form 4 にて記録しなければならない。

最初に承認を受けた後に研究計画に変更が生じた場合､実験お

よびデータ収集を再開する前に再度審査/承認を受けなければ

ならない。 

5. 研究倫理審査委員会(IRB）の設置された機関 (例：大学、病院、政

府の研究室、矯正施設) に研究対象者がおり、その機関で大学

進学前の生徒が実施する研究については、その機関の研究倫理

審査委員会(IRB）による審査・承認を受けること。研究全体に関す

る研究倫理審査委員会(IRB）からの公文書の写しを1部(その生徒

が使用する研究手順/手段を記載したもの)、又は研究倫理審査

委員会(IRB）からの承認を証明する文書が必要である。メンター

からの文書は十分な証拠書類にはならない。 

6. 研究対象者は、研究への参加に先立って自主的に同意書（必要

に応じて保護者の同意書）を研究者に提出しなければならない。

成人研究対象者は自身で承諾することができるが､18歳以下の研
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究対象者かつ/または自身で承諾するのが困難な研究対象者

（例：重度障害者）は保護者の承諾が必要となる。研究倫理審査委

員会 (IRB） はリスクのレベルや研究の種類により研究対象者の

承諾/同意/保護者の同意が口頭で十分か書面が必要かを判断し､

有資格科学者が研究を監督する必要があるかを判断する。研究

対象者の承諾についてのより詳しい説明は１１ページの危険評価

お よ び オ ン ラ イ ン 危 険 評 価 ガ イ ド

（https://student.societyforscience.org/human-participants#riskass)

を参照すること。 

a. 研究対象者による同意を得るために研究者は､研究対象者（およ

び必要に応じてその保護者）に研究の特性、研究に参加すること

によって生じるリスクおよび享受できる利益についてのすべての

情報を提供する必要がある。これにより研究対象者および保護者

は研究への参加可否を判断する材料とする。 

b. また､研究対象者は研究への参加は任意であることを知らされてい

なければならず（研究対象者が不参加や参加を中止したことにより

悪影響がない場合であっても、研究対象者が参加可否を判断でき

る。）また､いつでも参加を中止することができる。 

c. 研究対象者による同意は強制力を持たず､また進行していく過程

であり書面のサインのみで完結するものではない。 

d. 保護者の書いた許可状が必要で、調査を含む研究の場合、その

調査には同意書が添付されていなければならない。 

e. 研究にあたる生徒は、研究が特定の条件を満たしている場合、研

究計画書に研究倫理審査委員会（IRB）の同意/保護者の同意の書

面を免除することを要求することができます。研究対象者の承諾/

同意/保護者の同意が免除される条件についての詳細は、「研究

倫理審査委員会（IRB）の書面による承諾/保護者の同意の免除」を

参照すること。 

7. 医療専門家の直接の監督下でのみ、医療・薬物治療管理の分析

に用いる観察・データ収集は許可される。医療専門家は研究倫理

審査委員会(IRB）が指名する。生徒は、研究対象者に対して薬物

治療を管理・侵襲的医療を行うことはできない。研究倫理審査委

員会(IRB）もまた、研究を実施する特定の地域または国における

医療行為法令に違反していない研究であることを確認する。 

8. 書面による同意なく、研究対象者を特定できる情報 (写真を含む) 

をレポートの中で公開・表示できない (公衆衛生法第 42 条、USC 

241 (d))。 

9. 公にされていない手法は、有資格科学者が管理・記録・解釈しな

ければならない。実験の使用・配布は公開者の要求に従うこと。 

10. インターネットを利用したデータ収集 (例：E メール、ウェブサイト

調査) を行う研究は認められるが､研究者は次のようなことにより

異議が申し立てられることを留意しておくべきである。a)匿名のデ

ータ収集､b)研究対象者による同意の獲得 c)同意を得るために研

究対象者が適切な年齢であることの確認。より詳細な方法につい

てはオンライン研究セクションのRisk Assessment Guide（危険評価

ガイド）を参照すること。 

11. 実験が完了した後と Intel ISEF への参加の直前に､科学審査委員

会(SRC)が改めて研究を審査し､事前に研究倫理審査委員会(IRB）

によって承認された研究計画と Intel ISEFのルールに沿って研究

が進められたかどうか確認する。 

12. 人を対象とした研究には、次の書類が必要となる。 

a. Checklist for Adult Sponsor (1)と、Student Checklist (1A)と、Research 

Planと、Approval Form (1B) 

b. Human Subjects Form (4)－同意と調査が必要な場合 

c. Regulated Research Institution Form (1C) – 必要な場合 

d. Qualified Scientist Form (2) - 必要な場合 

e. Risk Assessment (3) - 必要な場合 

 

研究倫理審査委員会（IRB）の書面による研究対象者
の承諾/保護者の同意の免除 

研究倫理審査委員会（IRB）は、研究に最小限のリスクと匿名のデ

ータ取集しか含まれておらず、以下のいずれかである場合、書面

による研究対象者の承諾/同意/保護者の同意が分かる書面を免

除することができます。 

・ 通常の教育で行われる研究 

・ 研究にあたる生徒が、研究対象者の行動を操作せず、最小限

のリスク以上を伴うものではなく、個人もしくは集団の行動また

は特徴に関する研究 

・ 研究倫理審査委員会（IRB）が認識、認知、ゲーム理論などを

含むと判断し、個人情報の収集、プライバシーの侵害または精

神的苦痛の可能性を伴わない調査、アンケート、活動 

・ 研究倫理審査委員会（IRB）が最小限のリスクにすぎないと判

断し、研究に予想される害または不快感の確立や大きさが、日

常生活または日常的な身体活動時に遭遇するものよりも大きく

ない場合 

以上について不確実性がある場合、研究対象者の承諾/同意/保護者

の同意に関する書面を用意することを強く推奨します。 

 

簡易審査 

１人の IRB メンバーによる簡易審査は、下記の基準のいずれかに

該当する研究に対して行うことができます。評価する IRB のメンバ

ーは適切な安全予防措置を使用しているか、研究が迅速な評価

の基準を満たしているかどうかを判断します。迅速な審査のため

に提出された研究が下記の基準を満たさない場合、すべての IRB

審査を受ける必要があります。審査する IRB のメンバーは、そのよ

うな判断をするために必要な専門知識を有し、およびまたは適切

な専門家からの助言を受けなければならない。 
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生徒が考案した発明や試作品、コンピューターアプリ
ケーション、エンジニアリング/デザイン研究における
研究対象者の関与 

人を対象とする発明・研究は、生徒が考案した発明や試作品、コンピュ

ーターアプリケーション、エンジニアリング/デザイン研究が、対象に潜

在的なリスクを含んでいないか注意を払う必要がある。IRB の書面の免

除または迅速な評価のためには、収集したデータ/フィードバックが、発

明/試作品への直接参照でなければならない（すなわち、個人データの

取集はできない）。そして試験をすることによって健康や安全の危険が

生じることがあってはいけない。 

・ 免除の対象になるためには、研究にあたる生徒が発明/試作

品を試験する本人である場合に使用することができます。危険

評価のための書類(3)の記入を推奨します。 

・ 迅速な評価の過程は、フィードバックが発明にのみ関連し、生

徒が考案した発明・試作品を試験するために人が関与する研

究にのみ使用できる。 

・ 発明または試作品の試験に関わる身体活動に最小限以上のリ

スクがある、または研究対象者からの個人情報の収集を含む

場合、すべての IRB 評価が必要。 

・ 発明の試験、試作品または研究が医学的介入（FDA または医

療行為法によって定義されているもの）を含み、登録研究機関

から IRB の承認を得て，そこで実施されるべき試験の場合、す

べての IRB 評価が必要。 
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人を対象とする研究のリスク評価 
この情報を研究対象者が参加する研究におけるリスクの段階を定めるのに利用すること。 

 

人を対象とする全ての研究は、ある程度のリスクがあるとみなされる。 

 

リスクが最小限を超えないとは、研究を行う上で予測される有害性・不快感を生じる可能性、またはその程度が、日常生活や身体的・

心理的検査で通常受ける影響以下であることを意味する。 

 

リスクが最小限を超えるとは、身体的・心理的な有害性や秘密保護義務違反による損害、あるいはプライバシー侵害が発生する可能

性が日常生活の中で典型的に遭遇するものに比べて高い場合のことを意味する。これらの研究のほとんどは、文章化されたインフォ

ームド・コンセント（内容をよく説明した上での相手の同意）、または、親あるいは保護者の許可を伴う未成年者の同意を必要とする。

（適用可能なように）。 

 

1. 最小限以上の身体的リスクの例 

a. 研究対象者が日常生活で普通に行っている以上の運動。 

b. 物質の摂取、試飲、匂いを嗅ぐこと、または、塗布すること。しかし、一般に入手可能な食品や飲料の摂取、試飲が行われる研究のリスクに関して

は、研究倫理審査委員会(IRB）がその研究の性質や地域の慣例に基づいてリスクレベルを設定し、評価を行う。 

c. いかなる潜在的に有害な物質についても、それにさらされること。 

2. 最小限以上の心理的リスクの例 

情緒的ストレスをもたらす可能性のある研究活動（例：調査、アンケート、刺激的なものの鑑賞）や実験環境。例えば性的虐待、児童虐待、離婚な

どの個人的経験に関する質問に回答することや、憂鬱、不安などの感情を抱かせたり、自尊心を傷つけたりするような質問に回答すること、暴力

的・悲惨な映像・画像を見せることなどがあげられる。 

3. プライバシー配慮 

a. 研究を行う生徒と研究倫理審査委員会(IRB）は、プライバシー侵害・秘密保護主義違反によって研究対象者に悪影響をもたらす可能性が

ないか、個別の研究活動について検討しなければならない。秘密保護義務を遵守する上では、個人を特定可能な研究データが絶対に外

部者や許可しない者に公開されないように対策することが必要である。 

b. 秘密保護義務を厳守することや、厳格に匿名化したデータを収集することで、研究のリスクレベルを低下させることができる。そのためには、

研究データとデータを提供した個人とを結びつけることができないような方法によって研究データを収集する必要がある。 

4. リスクグループ 

研究の研究対象者のうち一人でも以下のグループ(弱い立場の人々)に該当する場合。研究を行う上で特別な保護や設備が必要な以下につい

て、研究倫理審査委員会(IRB）と研究を行う生徒は考慮しなければならない。 

a. 日常リスクにさらされやすいグループに該当する者（例：妊婦、発達障害者、経済的・教育的弱者、癌、喘息、糖尿病、精神疾患、失読症、エイズ、

学習障害などの患者） 

b. 連邦規定または指針による保護を受けている特別な弱者のグループ（例：未成年者、囚人、妊婦、個別障害教育法（IDEA）に基づくサービスを受

けている生徒） 

 

リスク評価の更なる情報については、オンラインのリスク評価ガイド(https://student.societyforscience.org/human-participants#riskass)

およびオンラインの調査同意手順(https://member.societyforscience.org/document.doc?id=40)を参照すること。 
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脊椎動物に関するルール 

 
以下の規則は、研究にあたる生徒が、プロの科学者も遵守している法律

を守って研究を進められるように、さらに実験動物と研究にあたる生徒

の両者の幸福を守るために作成されている。生徒が動物を用いて研究

を行う際は、動物の健康と動物福祉（アニマルウェルフェア）が優先され

る。 

 

Intel ISEF主催者（SPP)は、動物を使わない研究方法を強く推奨し、生徒

には動物研究に代わる手段を用いることを勧める。もし脊椎動物を用い

る必要がある場合は、生徒は、動物の使用数を減らすような代替法を考

えなければならない。 

 

脊椎動物を用いる全ての研究は、下記の規則を順守し、さらに実験の

性質と研究場所によって、セクション A またはセクション B のいずれか

のルールを守らなければならない。 

 

動物組織が、生徒の研究計画以外の目的で安楽死させられた動物から

採取された場合、その研究は、脊椎動物ではなく、動物組織研究と考え

る。（規制対象研究機関で実施された研究より得られた動物組織の使用

には、研究機関名、研究の名称、研究機関の動物実験委員会(IACUC)

承認番号、IACUC承認日が記載された IACUC承認のコピーが必要）。

動物組織研究において、生徒は脊椎動物の研究を観察してもよいが、

脊椎動物の実験に直接関わったり、操作したりしてはならない。 

 

全ての脊椎動物を対象とした研究に関する
ルール 

1. 科学自由研究での脊椎動物の使用は、以下の各項に述べる条件

とルールに従っている場合可能である。これらのルールに当ては

まる脊椎動物は次のように定義される。 

a. 人以外の哺乳類の生きている胚また胎児 

b. オタマジャクシ 

c. 鳥類および爬虫類の卵のうち、孵化する 72 時間前から孵化直前

のもの 

d. 孵化したもしくは出生した人以外の全ての脊椎動物(魚類を含む) 

例外：ゼブラフィッシュは認知神経の発達が遅いため、受精後 7

日（168時間）まで使用することができる。 

2. 研究計画の中では、脊椎動物を用いる研究に代わる手段を模索

し、議論しなければならない。研究で動物使用に関する指針には、

次の「４つのR」が含まれる。 

a. Replace （置き換える）： 可能であれば脊椎動物を無脊椎動物、

比較的単純な生き物、組織・細胞培養、あるいはコンピュータシミ

ュレーションに置き換える 

b. Reduce （減らす）： 統計学的妥当性を損なうことなく、使用する動

物の数を減らす 

c. Refine （改善する）： 動物に対する痛みや苦痛を最小限に抑える

ために実験手順を改善する 

d. Respect （敬意を払う）： 動物および研究への貢献に敬意を払う。 

3. 脊椎動物を用いる全ての研究は、実験開始前に審査され、承認

を受けなければならない。研究機関の動物実験委員会(IACUC)

は、大学等の適格研究機関で行われる全ての動物実験について、

その研究機関における審査・承認する組織である。地元の、また

は提携フェアの科学審査委員会(SRC)は、学校、家、野外で行わ

れる脊椎動物の研究に対して審査機関と同等の役割を担う。この

役割を担う提携フェアの科学審査委員会(SRC)には、実験に使わ

れる動物についての知識と経験を有する獣医師あるいは動物の

飼育専門家が含まれなければならない。 

4. 脊椎動物を用いる全ての研究は、以下の内容が研究計画に含ま

なければならない。 

a. 動物種を選択した理由、動物の入手先、使用する動物の数を含め

て、動物を使用しなければならない正当な理由を示す。動物使用

の代わる手段として検討した結果、そしてその手段が使えない理

由を述べること。この研究が、生物学や医学といった広い分野にも

たらす可能性のある影響や貢献を成しえるのか説明すること。 

b. 動物をどのように使用するかの説明。 実験計画やデータ分析など

の方法や手順も含む。実験を行う過程で動物に対する不快感、苦

痛、痛み、負傷の可能性を最小限にする手順を記述する。使用予

定の動物の種、系統、性別、年齢、体重、入手先、および数を特定

すること。 

5. 動物の行動観察を行う研究は、以下のすべての条件を満たす場

合、科学審査委員会(SRC)の事前審査を免除される。 

a. 観察対象の動物に対して何の関与もしない 

b. 動物が生息する環境に何の操作も加えない。 

c. 連邦・州の農業、魚類、狩猟、および野生動物に関する全ての法

律や規制に適合している 

6. 脊椎動物の研究を行う生徒は、米国連邦法とともに、研究を行う地

方、州、国の法律や規制を順守しなければならない。 

7. 瞬間的なあるいは僅かな痛みや苦痛以上を与える研究は禁止す

る。もし、病気や予期せぬ体重減少があった場合、これについて

調査し、また、獣医師に相談し、必要な医療措置を受けなくては

ならない。この調査は、有資格科学者、病気を診断する資格のあ

る指導責任者、あるいは獣医師によって文書化しなければならな

い。もし、病気や苦痛が研究によって引き起こされているのであ

れば、実験は直ちに中止しなければならない。 

8. 実験手順による脊椎動物の死は、いかなるグループまたはサブ

グループにおいても認められていない。そのような研究プロジェ

クトは、コンテスト参加資格を失う。 

a. 脊椎動物が死ぬように計画される、または死が予測される研究は

禁止する。 

b. 実験動物が死亡した場合は、その死因が偶然によるものか、実験

手順によるものかを判断できる獣医師、有資格科学者、資格のある

指導責任者によって調査が行われなければならない。研究プロジ

ェクトは、原因が判明するまで中断し、その後、結果は文書で記録

しなければならない。 

c. 死因が実験手順によるものであった場合、その研究は中止しなく

てはならない。また、その研究プロジェクトはコンテスト参加資格が

与えられない。 

9. 全ての動物の苦痛の兆候を観察しなければならない。顕著な体

重減少はストレスの兆候の一つであるため、実験動物や対照実験

用動物の体重減少または発育遅延はコントロールの最大 15％と
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する。 

10. 生徒が、次のような脊椎動物の研究に関連して、実験を計画した

り参加したりすることを禁止する。 

a. 痛みや苦痛、死をもたらす可能性があると知られている有害物質

（アルコール、酸性雨、農薬、重金属、その他を含む）を用いた毒

性誘導研究、または脊椎動物に対する物質の毒性作用を調べるこ

とを目的とした研究 

b. 嫌悪刺激・母子分離・絶望感を誘発するといった条件を用いた行

動実験 

c. 痛みの研究 

d. 捕食者・脊椎動物の被食者の実験 

11. 食物や水分の摂取制限を伴う実験計画については、その計画の

妥当性の理由が必要であり、その動物種にとって適切なものでな

ければならない。もし、18 時間を越える制限がされる場合は、研

究機関の動物実験委員会（IACUC）による審査と承認が必要であ

り、適格研究機関で行われなければならない。 

12. 動物を野生生物管理機関や監督官庁の承認を得ずに野外から捕

獲したり、放ったりしてはならない。ストレスを低減するために適切

な扱いと予防策が最大限実施されなければならない。魚類につ

いては、研究者が魚を傷つけることなく放流し、適切な漁業権を

有し、州や地方や国の漁業法を順守する場合に限り、野外から採

取してもよい。電気漁法は教育訓練を受けた監督者のみが行うこ

とを許可され、生徒が行ってはならない。 

13. 脊椎動物を用いる全ての研究は、観察のみの研究を除き、有資

格科学者または指導責任者が直接指導しなければならない。 

14. 科学審査委員会(SRC)による承認を受けた後に研究計画を変更し

た場合は、実験室での実験やデータ収集を再開する前に、再び

承認手続きを行わなければならない。 

 

Ａ 学校・家庭・野外で実施される研究に関する追加ルー
ル 

脊椎動物を対象とした研究は、家庭、学校、農場、牧場、野外などで行う

こともできる。これは以下の場合である。 

a. 自然環境における動物の研究 

b. 動物園における動物の研究 

c. 通常の農畜産業における家畜の研究 

d. 標準的な養殖をされた魚類の研究 

これらのプロジェクトは、獣医師または研究対象の動物種について教育

訓練や経験を積んだ動物の飼育専門家をメンバーに含む科学審査委

員会(SRC)によって、審査と承認を受けなければならない。 

1. これらのプロジェクトは、次の両方の基準を満たさなければならな

い。 

a. 動物に関する農業、行動、観察、または補助栄養についての研究

のみであること 

かつ 

b. 動物の健康と動物福祉に悪影響をもたらさないような非侵襲的で

非侵入的な方法のみを用いる研究であること 

 

上記の基準を満たしていない脊椎動物を対象とした全ての研究

は、大学等の適格研究機関で行わなければならない。セクション

Bを参照のこと。 

2. 動物は丁寧に扱い、適切に世話しなければならない。動物は、そ

の種に適した清潔で換気の良い快適な環境に収容しなければな

らない。継続的に、きれいな（汚染していない）水と食餌を与えな

ければならない。かご、檻、水槽は頻繁に清掃すること。週末、祝

日、長期休暇期間を含めて常に適切な世話をしなければならな

い。動物は毎日観察し、健康状態を確認しなければならない。

日々の飼育状況を指導責任者が監視する必要がある。動物の飼

育に関するさらなる手引きは、以下の米国の文書に書かれている。 

• 連邦動物福祉規則 

• 実験動物の管理と使用に関する指針 

• 農業研究と教育のための家畜の取り扱いと使用法の関する指

針 

• (適切な種の)品質保証手引き 

3. 地域または提携フェアの科学審査委員会(SRC)は、研究計画と動

物の飼育計画に獣医師の承認が必要かどうか判断しなければな

らない。この承認は、科学審査委員会(SRC)の認可と同様に実験

の前に必要とされ、脊椎動物の書類(5A)に記載しなければならな

い。動物の日常生活で通常は起こらないような栄養補助、処方薬

の投与、および活動が行われる実験は、獣医師が承認しなけれ

ばならない。 

4. 病気または緊急事態が発生した場合、その動物に対して獣医師

の指示に従って適切な医療および看護を行わなければならない。

実験動物に予期せぬ体重減少や死が起きた場合、生徒は実験を

中止しなければならない。病気または死亡の原因が 実験手順と

無関係であり、その原因を排除する適切な処置が講じられる場合

のみ実験を再開できる。死因が実験手順によるものである場合、

その研究は中止しなければならず、コンテストには参加できない。 

5. 動物の最終的な処分については、責任ある倫理的な方法で行わ

れなければならず、脊椎動物に関する書類(5A) に記載しなけれ

ばならない。 

6. 組織の抽出や病理解析のための安楽死は、学校、自宅、野外で

実施されるプロジェクトでは許可されない。標準的な畜産や養殖

による生産で食用に育てられた家畜や魚類は、死骸の評価のた

め、資格をもった大人による安楽死は許可される。 

7. 下記の書類を提出すること。 

a. Checklist for Adult Sponsor 監督者用のチェックリスト(1）、Student 

Checklist 生徒用のチェックリスト (1A)、Approval Form 承認書類

(1B) 

b. Vertebrate Animal Form 脊椎動物に関する書類(5A) 

c. Qualified Scientist Form 有資格科学者の書類(2) - 必要な場合 

 

Ｂ 大学等の研究機関で実施される研究に関する追加ル
ール 

セクションAの基準を満たさないが、その他の条件では Intel ISEFのル

ールで認められるすべての研究は、適格研究機関で行う必要がある。

米国内の適格研究機関は、USDA が定期的に検査を行う専門研究・教

育機関と定義されており、動物保護法に規定される動物の使用が許可さ

れ、米国公衆衛生局規範の対象になる可能性がある。これには、国立

衛生研究所や退役軍人医療センターや疾病対策センターなどのすべ

ての連邦研究所が含まれる。さらに、動物保護法の管理下にはないが、
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研究機関の動物実験委員会が機能しており、米国連邦法に順守して実

験動物を使用している製薬・バイオテクノロジー企業や研究機関もこの

定義に含まれる。米国以外で実施されるプロジェクトの場合、適格研究

機関とは、その国で脊椎動物の取り扱いについて定める法律を順守す

る同等の研究機関となる。 

 

適格研究機関で認められた実験手順でも、Intel ISEF 出場者には認め

られないものがある。適格研究機関の規則の遵守は必要だが、十分で

はない可能性がある。 

 

1. 全ての研究計画は実験開始までに研究機関の動物実験委員会

(IACUC)もしくは同等の動物実験監視委員会から承認を受けなけ

ればならない。このような研究プロジェクトは、教授などの研究室

主宰者の責任のもとで行わなければならない。また、地域の科学

審査委員会(SRC)は、Intel ISEF のルールに準拠していることを証

明するために審査しなければならない。この地域の科学審査委

員会(SRC)の審査は、可能であれば、実験開始前に実施されるべ

きである。 

2. 生徒が安楽死を行なうことは禁止されている。組織摘出や病理解

析を目的とした実験の終了時には、安楽死が認められる。安楽死

の方法は全て、全米獣医協会のガイドラインを順守しなければな

らない。  

3. 許可された麻酔、鎮痛剤、または精神安定剤によって緩和される

ことのない、脊椎動物に対する瞬間的なあるいは僅かな痛みや

苦痛異常を与える研究は、禁止されている。 

4. 栄養欠乏に関する研究や効果のわかっていない物質や薬物を用

いた研究は、何らかの苦痛の医学的兆候が現れる時点まで行うこ

とができる。苦痛が観察された場合は、研究を中断し、栄養欠乏

や薬物効果を再検討しなければならない。原因となった要因を是

正する適切な処置がとられた場合にのみ研究を再開することがで

きる。 

5. 下記の書類を提出すること 

a. Checklist for Adult Sponsor 監督者用のチェックリスト(1）、Student 

Checklist 生徒用のチェックリスト (1A)、Approval Form 承認書類

(1B) 

b. Regulated Research Institution Form大学等の適格研究機関の書類

(1C) 

c. Qualified Scientist Form有資格科学者の書類(2) 

d. Vertebrate Animal Form脊椎動物に関する書類(5B) 

e. PHBA Risk Assessment Form危険性のある生物及び生物由来の物

質の危険評価のための書類(6A)-生物の組織や体液を扱う全ての

研究が対象 

f. Human and Vertebrate Animal Tissue Form人及び脊椎動物の組織

の書類(6B)-生物の組織や体液を扱う全ての研究が対象 

 

情報源については末尾のセクションを参照のこと。 
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潜在的危険性のある生物由来物質に関するルール 
微生物(細菌、ウイルス、ウイロイド、プリオン、リケッチア、菌類、寄生虫を含む)、組換え DNA（rDNA）
技術、人や動物の新鮮組織または凍結組織、血液や体液の使用に関する潜在的危険性のある生物及び生物由

来物質に関するルール 

微生物 (細菌、ウイルス、ウイロイド、プリオン、リケッチア、菌類、寄生虫

を含む)、組換え DNA (rDNA)技術、人や動物の新鮮組織または凍結組

織、血液や体液、人や動物の新鮮組織または凍結組織、血液や体液を

使用する研究は、潜在的危険性のある生物由来物質を扱うことがある。

生徒は、以下の条件とルールを満たす場合には、潜在的危険性のある

生物由来物質を扱う研究を行うことが許可されている。以下の条件とルー

ルは、生徒を危険から守り、連邦政府ならびに国際的なバイオセーフテ

ィの規則及び指針が順守されるために策定されたものである。 

 

潜在的危険性のある生物由来物質を扱う場合、生徒および研究プロジェ

クトに関わるすべての大人は、リスク評価を行い、書類(Form 6A)に記載

する責任を持つ。これは、生物由来物質を用いたときに動物、植物、人

に対して起こる可能性のある有害性、被害、疾病のレベルを明示するた

めである。リスク評価の結果によって、バイオセーフティレベルが決まり、

研究を進めてよいか、そして進める場合に必要となる実験室設備、装置、

教育訓練、監督助言の詳細が決定する。 

 

微生物、組換え DNA 技術、人や動物の新鮮組織または凍結組織、血液

や体液を用いるすべての研究では以下の規則を厳守しなければならず、

さらに研究内容によっては、A、B、または C のセクションの付則も順守し

なければならない。 

 

潜在的危険性のある生物由来物質を用いる全ての研究
のルール 

1. 以下に示すような、バイオセーフティレベル 1(BSL-1)相当の生物

を含めた研究については、科学審査委員会(SRC)による事前審査

は免除され、追加の書類提出は必要ない 

a. パン酵母および醸造用酵母を用いる研究。ただし、組換え DNA を

用いる研究は例外。 

b. 乳酸菌、Bacillus thuringiensis、窒素固定細菌、油や藻類を食べる細

菌を自然な環境で用いる研究。（ただし、それらをペトリ皿で培養し

た場合は免除の対象とならない。） 

c. 水や土の研究で、微生物の増殖に関わる培地が濃縮されていない

もの。 (他に該当する個別のルールがないことを以下で確認するこ

と) 

d. 食物に生えるカビの研究で、カビが生えたと認められた段階で実

験を終了させる場合。 

e. 食用のキノコ類、粘菌を用いた研究 

f. 学校で行われ、組み換え DNA 研究ではない、大腸菌 k-12 を扱っ

た研究 

2. 以下の研究については、科学審査委員会（SRC）による事前審査

は免除される。ただし、危険評価のための書類（3）の提出が必要。 

a. 原生生物、古細菌、及び既知の非病原性微生物に関する研究。 

b. 堆肥化、燃料生産、および他の培養を伴わない実験のために肥料

を用いる場合。 

c. 市販の色が変化する大腸菌水質検査キット。このキットは、密閉され

たままにし、適切に廃棄されなければならない。 

d. 脊椎生物の腐敗に関する研究（例として法医学研究）。 

e. 微生物燃料電池に関する研究。 

3. 潜在的危険性のある微生物 (細菌、ウイルス、ウイロイド、プリオン、

リケッチア、菌類、寄生虫を含む)、組換え DNA (rDNA)技術、人や

動物の新鮮組織または凍結組織、血液や体液の使用には、事前

の調査および承認が必要である。 

a. 提携フェアの科学審査委員会(SRC)、研究機関のバイオセーフティ

委員会(IBC)、研究機関の動物実験委員会(IACUC)は、実験開始前

に研究を承認すること。生徒と監督者が行った初期リスク評価につ

いては、その SRC、IBC、IACUCによる確認が必要である。 

b. 潜在的危険性のある生物由来物質を培養して用いる実験は、例え 

BSL-1 相当の生物であっても、家庭環境で行うことは禁止されてい

る。しかしながら、提携フェアの科学審査委員会(SRC)によって定め

られた BSL 封じ込めに対応した実験室に直ちに輸送できる場合は、

家庭での検体の収集を認めることがある。 

c. バイオセーフティレベル 1（BSL-1）相当の研究は、BSL-1 あるいは

それ以上の実験室で行うこと。この場合、経験のある指導責任者ま

たは有資格科学者が研究を監督する。生徒は一般的な微生物学実

習の適切な教育訓練を受けておくこと。 

d. バイオセーフティレベル 2(BSL-2)相当の研究は、BSL-2 かそれ

以上の実験室(一般的に適格研究機関限定)で行うこと。規制対象研

究機関が審査を必要とした場合には、当該研究は研究機関のバイ

オセーフティ委員会(IBC)による審査・承認を受ける必要である。研

究は専門研究者が監督すること。中高の BSL-2 実験室は科学審

査委員会(SRC)による審査と承認が必要である。 

e. 生徒は、以下のタイプの PHBA 研究に関連した実験の計画または

参加は禁じられている。 

 BSL-3またはBSL-4の研究 

 培養CRE（カルバペネム耐性腸内細菌科） 

f. 生物工学的な生物のクローン選択のための抗生物質耐性マーカー

の挿入は認められている。生徒は、抗生物質耐性感染症の病理ま

たは治療の調査を目的として、複数の薬剤耐性形質を有する生物

を遺伝子操作することはできない。抗生物質耐性形質の挿入、また

は人、動物、植物から得られた、感染症に対する有効な治療を提供

する能力を持ちうる形質を発現する生物の選択は厳しく禁止されて

いる。 

g. MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)や VRE（バンコマイシン耐

性腸球菌）、KPC（Klebsiella pneumoniae 肺炎桿菌）の培養を伴う研

究は、その使用に関する正当性を記述し、書類上で IBC 委員会

の審査・承認を受けた最小限の BSL-2 実験室を有する研究機関

で行うこと。 

h. 抗生物質耐性生物の選抜、継代培養を行う際は、細心の注意を払う

こと。このような生物を用いる研究には、少なくとも BSL-2 相当の実

験設備が必要である。 

i. 自然発生している植物病原菌は、培養しなければ自宅で研究して

もよい。但し、それを家や庭の環境に移植してはならない。 
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j. 人や動物の汚物（下水汚泥を含む）を培養に用いる研究は、BSL-2

相当の研究とみなされる。 

k. 全ての潜在的危険性のある生物由来物質は、そのバイオセーフテ

ィレベルに応じて実験終了時に適切に廃棄処分すること。BSL-1 ま

たは 2相当生物の廃棄方法は次のようにおこなう。 BSL-1または2

相当生物について、オートクレーブによる高圧蒸気滅菌処理

（121℃、20 分間）、10%漂白溶液（国産の漂白剤を 1/10 希釈したも

の）の使用、焼却、アルカリ加水分解処理、バイオセーフティを考慮

した収集、その他製造者が推奨する方法は許可されている。 

l. 最初の地方あるいは提携フェアによる承認後、研究計画の変更を

希望する生徒は、変更前、かつ実験再開前までに、科学審査委員

会（SRC）または研究機関のバイオセーフティ委員会(IBC)の審査・

承認を再度受けること。 

4. 必要書類は次のとおりである。 

a. Checklist for Adult Sponsor 監督者用のチェックリスト(1）、Student 

Checklist 生徒用のチェックリスト (1A)、Approval Form 承認書類

(1B) 

b. Regulated Research Institution Form大学等の適格研究機関の書類

(1C) - 必要な場合 

c. Qualified Scientist Form有資格科学者の書類(2)- 必要な場合 

d. Risk assessment Form危険評価のための書類(3) - 必要な場合 

e. PHBA Risk Assessment Form危険性のある生物及び生物由来の物

質の危険評価のための書類(6A)- 必要な場合 

f. Human and Vertebrate Animal Tissue Form人及び脊椎動物の組織

の書類(6B) -組織および体液に関わるすべての研究 

 

Ａ 未知の微生物を対象とした研究に関するその他のル
ール 

未知の微生物を対象とした研究は、病原体となり得るものの存在、濃度、

病原性が不明であることから、努力目標を示す。科学フェアのプロジェク

トにおいて、これらの研究では、環境中 (例：土壌、家庭の床面、皮膚な

ど) から採取し培養した微生物が一般的に用いられる。 

1. 未知の微生物を対象とした研究は、以下の条件のもとで BSL-1 相

当の研究として扱う。 

a. 生物はプラスチック製のペトリ皿（あるいは他の標準的な壊れない

容器）で培養し、密封する。その他に認められる封じ込め方法とし

ては、二重の丈夫な (二層) 密閉バッグがある。 

b. 実験は、実験中ペトリ皿を密封したまま行える方法に限られる(例：

生物体またはコロニー数をカウントする実験)。 

c. 密封したペトリ皿は、指導責任者の監視のもとでオートクレーブまた

は殺菌の後、廃棄処分する。 

2. 未知の微生物が入った培養容器を何らかの目的で開放する場合

（廃棄処分のための滅菌を除く）は、BSL-2 相当の研究として扱わ

れ、BSL-2実験室の実験手順が適用される。 

 

Ｂ 組換えDNA (rDNA) 技術を対象とした研究に関するそ
の他のルール 

遺伝子組換え微生物、及び植物、動物で rDNA 技術が関わる研究につ

いては、リスクレベルの割り当てを評価するための詳細な検討が必要で

ある。いくつかの rDNA 研究は知識豊富な科学審査委員会（SRC）によ

る事前審査を受けた高校の実験室で安全に行うことができる。 

1. BSL-1 相当の生物と市販のキットを含む BSL-1 宿主ベクター系が

関わる全ての rDNA技術の研究は、BSL-1実験室において、有資

格科学者または指導責任者の監督下で行うこと。但し、実験開始ま

でに科学審査委員会（SRC）の承認を受けること。例として、E. coli 

K12株、S. cerevesiae、およびB. subtilis宿主ベクター系でのDNA

クローニングがある。 

2. 実験の過程で BSL-2 相当になり得る、BSL-1 の生物を用いる rDNA

技術研究は、BSL-2相当の実験施設で全て行うこと。 

3. BSL-2 相当の生物及び BSL-2 宿主ベクター系が関わる全ての

rDNA 技術の研究は、研究機関で実施し、実験開始までに研究機

関のバイオセーフティ委員会(IBC)の承認を受けること。 

4. 癌遺伝子またはその他の人、植物、または動物にとっての害となる

もの(ウイルスを含む)をコードする DNA が含まれる組換え体の増

殖は禁止されている。 

5. 生殖細胞の改変、遺伝子ドライブの挿入、迅速形質導入システム

（RTDS®）の使用などを含むすべてのゲノム編集研究は、BSL-2

相当の研究に分類され、規制対象研究機関で実施されるとともに、

研究機関の生物安全委員会による承認が必要である。専門研究者

は、生徒の研究プロトコルが適切な内因性および外因性の封じ込

め予防措置に対処していることを保証する。 

6. 遺伝的に改変された種、外来種、侵入生物種（例えば、昆虫、植物、

無脊椎動物、脊椎動物）、病原体、毒性化学物質または外来物質

の環境への導入または処分は禁止されている。 生徒と監督者は、

地域、州、および国内の規制と検疫リストを参照する必要がある。 

 

Ｃ 組織及び体液（血液、血液製剤を含む）を対象とした研
究に関するその他のルール 

人及び脊椎動物から取り出した新鮮/凍結組織、血液あるいは体液を扱

う研究では、微生物が含まれる可能性があり、それが病気を引き起こす

恐れがある。したがって、適切なリスク評価が必要である。 

1. 以下に示す組織は、潜在的危険性のある生物由来物質として扱わ

なくてもよい。 

a. 植物組織。 

b. 植物、非霊長類性の確立された培養細胞および組織培養の収集試

料(例：アメリカ培養細胞系統保存機関から調達したもの)。培養物の

調達先とカタログ番号の両方もしくは一方を研究計画に明記する。 

c. 食料品店、レストラン、食品加工工場から調達した、新鮮あるいは冷

凍された肉やその副産物、殺菌された牛乳、卵。 

d. 毛髪、ひづめ、つめ、羽毛 

e. 存在し得る血液感染性の病原菌を殺菌した歯。化学消毒またはオ

ートクレーブによる高圧蒸気滅菌 (121℃、20分間) が推奨される。 

f. 化石化した組織または考古学的標本。 

g. 準備された固定組織。 

2. 人および／または非人類霊長類の株化細胞や組織培養株（例: ア

メリカタイプ株保存機関から得た株）を用いた研究は、ソース情報

に示されている通りにBSL-1またはBSL-2レベルの生物体とみな

され、扱われなければならない。その株のソースおよび／または

カタログ番号がリサーチプランに記述されなければならない。 

3. 生徒の研究以外の目的で安楽死された動物から組織を取り出した

場合は、組織に関する研究であるとみなしてもよい。規制対象研

究機関にて実施された研究から得られた組織の使用には、研究機
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関の名称、研究の名称、研究機関の動物実験委員会(IACUC)承認

番号、IACUC承認日が記載された IACUC証明書のコピーが必要

である。 農業/水産に関する研究から得られた組織を使用するに

は、科学審査委員会(SRC)の事前承認が必要である。 

4. 生徒の研究を目的として動物を安楽死させた場合、その研究は脊

椎動物を対象とした研究とみなし、適格研究機関で行われた研究

に関する脊椎動物を対象とした規則を厳守すること (「脊椎動物を

対象としたルール」を参照)。 

5. バイオセーフティレベル 1 の研究には、微生物の存在の可能性

の低い非感染性ソースから取り出した生体/凍結組織および/ある

いは体液の収集および実験が含まれる (例外: 血液または血液製

剤。ルール 8 を参照)。バイオセーフティレベル 1 の研究は BSL-

1 またはそれ以上の実験室で行い、専門研究者または指名助言

者の監督が必要である。 

6. バイオセーフティレベル 2 の研究には、食料品店、レストラン、ま

たは梱包業者から得られない生体/凍結組織、体液または肉、肉

の副産物、低温殺菌した牛乳または卵の収集および検査が含ま

れる。これらには微生物が含まれている可能性があり、未知の潜

在的危険性のある物質によるリスクが増大するため、規制対象研

究機関における BSL-2 以上の実験室で専門研究者の監督下で

行わなければならない。 

7. ソースが不明な人の母乳は、HIV および C 型肝炎に感染してい

ないことが証明されていない場合、BSL-2 とみなす。家畜の乳は 

BSL-2 とみなしてよい。 

8. 人または野生動物の血液、あるいは血液製剤を題材としたすべて

の研究は、BSL-2 以上の研究とみなすべきであり、BSL-2 以上の

実験室において、専門研究者の監督下で行わなければならない。

家畜の血液を題材とした研究は、BSL-1 レベルの研究とみなしてよ

い。すべての血液は、OSHA、29CFR、Subpart Z に定める規定に従

って取り扱う。血液に運ばれる病原菌を含む可能性のある組織また

は器具 (例: 血液、血液製剤、圧迫したとき血液を放出する組織、血

液で汚れた器具) は、実験後適切に処分すること。 

9. 人の体液に関する研究で、標本が特定人物のものと特定できる場

合は、研究機関審査委員会(IRB)の審査と承認、研究対象者の同

意が必要である。 

10. BSL-3 または 4 に属する生物及び生物由来物質を含む可能性

のある体液の収集と実験を伴う研究は禁止されている。 

11. 研究にあたる生徒が(培養していない)自らの体液を使用する場合

の研究は、 

a. BSL-1の研究にあたると考えられる。 

b. 家庭の設備で実験可能である。 

c. 体液を実験手順の効果を測定するため生徒が扱う場合、IRB による

審査を受けなければならない(例えば、生徒が食事を操作して、血

液や尿を採取するなど)。IRB の承認が必要ない例としては、鹿よけ

として尿を集めることなどが挙げられる。 

d. 科学審査委員会(SRC)の事前審査と承認を実験前に得なければな

らない。 

12. 人の胚性幹細胞にかかわる研究は、登録された研究所で行い、

ESCRO (Embryonic Stem Cell Research Oversight) 委員会によって

判断、認証されなければならない。 

 

情報源はこの書類の最後にあるセクションで入手可能である。 
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潜在的危険性のある生物および生物由来物質に関するリスク評価 
(この情報を PHBA Risk Assessment Form 6A を作るうえで利用すること) 

 

リスク評価は、生物及び生物由来物質を扱うときに生じる可能性のある動植物・人に対する有害性、被害・病気の危険性と定義する。リスク評価の結

果によってバイオセーフティレベルが決められ、研究を進めるために必要な実験室設備・装置・教育訓練・監督の要項が決定される。 

リスク評価では以下を行う。 

1. 危険性のある生物及び生物由来物質をリスクグループに割り当てる。 

2. 既知の微生物を題材とした研究は、文献調査によって得られた情報に基づき、微生物をバイオセーフティレベルのリスクグループに割り当てる。 

3. 未知の微生物の研究および生体組織の使用は、研究を監督する資格を有する専門家の判断を仰ぐこと。 

4. 生徒が実験を行うときに利用できる生物学的封じ込めレベルを決定 (詳細については後述の「生物学的封じ込めレベル」を参照)。 

5. 生徒を監督する者の経験と専門知識の評価。 

6. 危険性のある生物及び生物由来物質のリスクグループ、利用可能な生物学的封じ込めレベル、および研究を監督する予定の有資格科学者ま
たは指導責任者の専門知識に基づいて、最終的なバイオセーフティレベルを研究に割り当てる。 

7. 実験前に研究の審査と承認が必要な書類: 

a. 規制されていない場所 (例：学校) で研究が行われる場合、リサーチプランの科学審査委員会（SRC）による審査を必要とする。 

b. 適格研究機関で研究が行われ、IBC や IACUC といった適切な機関委員会によって承認される場合、科学審査委員会（SRC）は、提供され
ている機関のフォームを審査し、SRCによる承認の書類(フォーム(6A))を作成する。 

c. 適格研究機関で潜在的危険性のある生物および生物由来物質(PHBA)研究が行われたが、機関がそのような種の研究に対して審査を求め
ない場合、機関責任者による審査不要の証明を得る必要がある。科学審査委員会（SRC）は、研究を審査し、生徒が適切な教育訓練を受け
ており、Intel ISEFのルールに従ったプロジェクトであるというフォーム(6A)の承認書類を作成する。 

 

 

 

 

生物由来物質のリスクグループの分類 

植物でも動物でも、生物及び生物由来物質はバイオセーフティレベ

ルのリスクグループに基づいて分類される。これらの分類は、研究・

実験室での通常の環境、あるいは診断や実験を目的としたわずかな

量での作用物質の成長を前提としている。 

BSL-1のリスクグループは、人体・環境に与えるリスクが低い生物及び

生物由来物質を含んでいる。これらの作用物質は、健康な実験要員・

動物・植物の病気を誘発することがほとんど考えられない。これらの作

用物質は、バイオセーフティレベル 1 の封じ込めを必要とする。BSL-

1 の生物の例は以下のとおりである。  Agrobacterium tumefaciens, 

Micrococcus leuteus, Neurospora crassa, Bacillus subtilis. 

BSL-2 のリスクグループは、人体・環境に与えるリスクが中等度の生物

及び生物由来物質を含んでいる。 実験室環境で病原菌にさらされた場

合でも、拡散のリスクは限定され、重篤な疾患をもたらす感染を引き起こ

す可能性はほとんどない。感染が発生した場合でも、有効な手当てや予

防措置がある。これらの作用物質は、バイオセーフティレベル2の封じ込

めを必要とする。BSL-2 の生物の例は以下のとおりである。Mycobacterium、

Streptococcuspneumoniae,、Salmonella choleraesuis 

BSL-3 のリスクグループは、人・動物・植物に重篤な病気を引き起こすか、

または重大な経済的影響をもたらすことがある生物及び生物由来物質を

含んでいる。BSL-3グループに関する研究は禁止されている。 

BSL-4 のリスクグループは、人・動物・植物にしばしば治療不能なまで

に重篤な病気を引き起こす生物及び生物由来物質を含んでいる。

BSL-4グループに関する研究は禁止されている。 

 

 

 

生物学的封じ込めレベル 

生物学的封じ込めには 4 つのレベルがある (バイオセーフティレベ

ル 1～4)。各レベルには、実験室設備、安全装置、実験手順、および

技術に関するガイドラインがある。 

BSL-1 の封じ込めは、水質試験場・高校・微生物学の入門講座のある

大学でよくみられる。作業は開放作業台上またはドラフト内、または適

切なバイオセーフティーフード内で行う。実験室内での作業では、標

準的な微生物の取扱い方法が用いられる。汚染除去は化学消毒剤ま

たは高圧蒸気滅菌法によって行われる。白衣が必須であり、手袋着用

が望ましい。実験室での作業は、微生物学または関連する科学分野

の教育訓練を受けた者が監督すること。 

BSL-2 の封じ込めは、人および環境に与えるリスクが中等度な生物及

び生物由来物質を扱う作業を行う際に、安全性を最大限に確保するこ

とを目的としている。実験室への立入りは規制される。バイオセーフテ

ィキャビネット (クラス 2、タイプA、BSC) を使用できるようにしておくこ

と。廃棄物の汚染除去のため加圧滅菌器を使用できるようにしておく

こと。白衣、手袋が必須であり、保護メガネおよび顔面保護も必要に

応じて着用しなければならない。このような作用物質を取り扱う際のリ

スクを理解している科学者が実験作業を監督すること。 

BSL-3 の封じ込めは吸入による暴露により重篤な、あるいは致命的な

病気を引き起こす可能性のある伝染性の物質を扱う場合に要求され

る。BSL-3グループに関する研究は禁止されている。 

BSL-4の封じ込めは致死性の病気の高いリスクをもたらす危険な外来

性の物質を扱う場合に要求される。BSL-4 グループに関する研究は

禁止されている。 
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危険な化学物質、作業および装置に関する規定 
(DEA規制対象物質、処方薬、酒・たばこ、火器・爆発物、放射性物質、レーザーなどを含む) 

 

以下の規則は、有害な化学物質や危険な装置の使用、ならびに危険な

作業を伴う研究に適用される。これらの規則には、法規によって規制さ

れる物質や装置が含まれ、未成年者によるDEA規制対象物質、処方薬、

酒・たばこ、火器・爆発物などの使用を制限した内容が最も多い。危険

な作業とは、日常生活で遭遇するレベルを上回るリスクを伴う作業であ

る。 

 

これらの規則は、あらゆるリスクを考慮して適切な安全措置を実行するこ

とによって、生徒を保護することを目的としている。生徒は、Intel ISEF、

校や各国、地域の規則全ての基準に適わなければならない。 

 

危険な化学物質、作業、および装置を利用する研究に関
するルール 

1. 危険な化学物質や装置の使用や、危険な作業に参加する場合は、

指導責任者の監督下で行うこと。(例外: DEA規制対象物質に限り

有資格科学者による監督が必要 

2. 研究にあたる生徒は、実験前に指導責任者または有資格科学者

と共同でリスク評価を行うこと。このリスク評価は危険評価のための

書類(3) に記録すること。 

3. 研究にあたる生徒は、法規に従って規制対象物質を入手し、使用

すること。これらの法規の詳細と分類については、監督官庁に問

い合わせること。 

4. 許可証を必要とする化学物質、作業、および装置の場合、生徒及

び監督者は、実験開始までに許可証を取得しなければならない。

許可証のコピーは、研究の監督者による確認と、科学フェアの審

査前に Intel ISEF 科学審査委員会(SRC）、各国関連機関、各地方

関連機関による審査が受けられるように用意しておくこと。 

5. 研究にあたる生徒は、環境に与える影響を最小限にするよう実験

を設計しなければならない。例えば、実験室の規則に従い、環境

面において安全な方法で処理されるよう最小量の化学物質を使

用することや、実験後の化学物質の処理の確認などである。 

6. 必要書類は次のとおりである。 

a. Checklist for Adult Sponsor 監督者用のチェックリスト(1）、Student 

Checklist 生徒用のチェックリスト (1A)、Approval Form 承認書類

(1B) 

b. Regulated Research Institution Form大学等の適格研究機関の書類

(1C) - 必要な場合 

c. Qualified Scientist Form有資格科学者の書類(2) - 必要な場合 

d. Risk assessment Form危険評価のための書類(3) 

 
特定の規制対象物質に関する付則 

以下の規制物質にはさらに次に挙げる追加の制限がある。 

・ DEA規制対象物質 

・ 処方薬 

・ 酒・タバコ 

・ 火器・爆発物 

・ ドローン 

1. DEA規制対象物質 

米国麻薬取締局 (DEA) は、本来の目的から逸脱した違法薬物を作るこ

とのできる化学物質の故意の使用規制している。米国以外の生徒は

DEA 規則を周知しておくことに加え、自国の薬物取締機関の規則を遵

守しなければならない。DEA 規制対象物質とそれぞれの明細表番号は、

本項の最後に記載した DEA のウェブサイトを参照。研究で取り扱う化学

物質が DEA によって規制されているかどうかが不明な場合は、DEA 規

制対象物質のリストを参照しなければならない。 

a. DEA 規制対象物質を使用する研究は、規制対象物質の使用を

DEA (またはその他の該当する国際的取締機関) から許可されて

いる有資格科学者の監督を受けること。 

b. DEA 明細表 1 の物質（マリファナを含む）を使用する研究は、開始

までに研究手順の承認を DEA から受けること。明細表 2、3、4 の

物質についてはDEAによる手順の承認は不要。 

2. 処方薬 

処方薬は法律で規制された薬物であり、不適切な使用を防ぐために薬

局でのみ入手できる。したがって、科学研究にこれを使用する場合には

以下にあるように特別な注意を払うこと。 

a. 生徒は研究対象者に処方薬を投与することはできない。 

b. 脊椎動物に処方薬を投与する場合は、獣医が監督していなけれ

ばならない。 

3. 酒・たばこ 

米国酒類タバコ税貿易管理局 (TTB) は、酒類の生産と酒・たばこ製品

の流通を規制している。これらの製品の多くには、購入・所有・消費の年

齢制限が設けてある。米国以外の生徒は、米国および出身国の法規を

厳守しなければならない。 

a. 微量のエチルアルコールが生産される酵母発酵研究は許可する。 

b. 指導責任者は、研究におけるアルコールやたばこの入手・使用・

廃棄に関して責任を持つ。 

c. 大人によるワインやビールなどの製造は、家庭で行われる場合許

されているが、米国酒類タバコ税貿易管理局（TTB）の製造規則に

従わなければならない。生徒は、保護者の監督のもと、ワインやビ

ールの合法的な製造に関与して、研究を考案し行うことが許される。 

d. 生徒が蒸留により一般消費用エチルアルコールを作製することは

禁じられている。ただし、燃料や消費しないアルコールの蒸留を

行うことは認められている。その場合、学校または規制された研

究機関で作業を行い、すべての地方および国の法律に従う必要

がある。この手続に関する詳細は、最後の項に記載した酒類タバ

コ税貿易管理局(TTB)のウェブサイトを参照。 
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4. 火器・爆発物 

米国アルコール・タバコ・火器・爆発物取締局 (ATF) は、州当局ととも

に、火器・爆発物の購入と使用を規制している。火器は、弾丸が火薬に

よって発射される小火器兵器である。爆発物は、爆発を目的とした化合

物・装置である。爆発物にはダイナマイト・黒色火薬・ペレットパウダー・

起爆装置・点火装置などがある。 

 

一般に、未成年者による火器の購入は違法である。適切な州の許可な

しに火器を使用することは違法である。生徒はそれぞれの州や国が求

める教育訓練や許可を確認すべきである。 

a. 火器と爆薬にかかわる研究は、連邦・州・地方の法律に則り、指名

された指導者に直接指導を受けた場合に限り許可する。 

b. 62.5g 以上の推進剤を含む、完全に組み立てられたロケットモータ

ーや再装填キットや推進装置は、連邦の爆発物に関する許可や保

管やその他要求の対象になる。 

c. ポテトガンやペイントボールガンは、兵器として使用する意図がな

い場合、銃器ではないと考えられる。しかし危険性を踏まえて取り

扱うこと。 

 

5. ドローン 

無人航空機システム（UAS）/ドローンを含む研究は、すべての州、連邦

および国の法律に従わなければならない。 詳細は連邦航空局（FAA）

を参照すること（www.faa.gov.uas / registration）。 

 

リスク評価のガイダンス 

カテゴリーごとのリスク評価の実施に関する下記のガイダンスを参照の

こと。 

・ 有害な化学物質 

・ 危険な装置 

・ 放射線 

 

1. 有害な化学物質 

化学物質のリスク評価では、以下の点について検討しなくてはならな

い。 

a. 毒性 - 吸入・摂取・投与・接触などによって健康に被害が及ぶ化

学物質の性質 

b. 反応性 -  化学物質が化学変化を起こす性質 

c. 可燃性 - 通常の条件下での使用において、容易に引火する蒸気

を発する化学物質の性質 

d. 腐食性 -接触によって、生体組織・装置を損傷・破壊する化学物

質の性質 

 

リスク評価を行うときは、化学物質の種類とその暴露量を考慮すること。

例えば、個人のアレルギー・遺伝的体質によって化学物質の影響が異

なることが考えられる。生徒は、販売店から提供される製品安全データ

シート (SDS) を参照し、安全措置を取ること。Flinn などの SDS シートで

は、化学物質関連の危険性をランク付けしている。これを用いて生徒や

監督者は化学物質の使用に関わる危険性を判断して必要な対応を取る

こと。 

 

リスク評価では、実験に使用する化学物質の適切な処分方法を記載す

ること。Flinn のカタログ (情報源のセクション参照) には、化学物質の処

分についての情報がのっている。該当する生徒は、連邦や州のガイドラ

インに従い、その処分方法を研究計画に盛り込むこと。 

 

 

環境保全に責任を持つ化学 

環境保全に責任を持つ緑の化学（グリーンケミストリー）の使命は、化学

反応の間に危険な物質を使用したり生成したりするのを避けることであ

る。グリーンケミストリーの原則は、情報源のセクションにあるEPAのウェ

ブサイトに記載されている。以下の原則は研究計画に盛り込まれなくて

はならない。 

・ 廃棄物抑制 

・ 可能な限り安全な化学物質や製品の使用 

・ 可能な限り危険な化学合成を行わないような計画 

・ 再生可能な物質の使用 

・ 化学物質の使用量を最小化するための触媒の使用 

・ 溶媒の使用と、可能な限り安全にするための反応条件 

・ エネルギー効率の最大化 

・ 事故の可能性の最小化 

 

 

2. 危険な装置 

実験室の内外問わず、潜在的に危険を伴う実験器具や装置を使用する

生徒は、危険評価の書類（Form3）が必要である。またそれら器具や装

置は、生徒の安全を専門家の高い知識レベルで考慮したものでなけれ

ばならない。ブンゼンバーナーやホットプレート、のこぎり、ドリルなどの

一般的に使用できるものに関しては、生徒がその装置を使用した経験

があるとして、書類は必要ない。高真空装置、加熱したオイルバス、

NMR 装置、そして高温オーブンなどの危険な装置に関してはリスク評

価の書類が必ず必要である。生徒が考案したすべての装置にもリスク

評価表の書類を付けることを推奨する。 

 

3. 放射線 

日常生活で通常遭遇する以上の非イオン性放射線を使う生徒の研究で

はリスク評価をしなくてはならない。非イオン性放射線には、紫外線 

(UV)・可視光線・赤外線 (IR)・マイクロ波 (MW)・高周波 (RF)・極低周波 

(ELF) が含まれる。非イオン性放射線は、原子と強く結合した電子を除

去するのに十分なエネルギーを有するため、イオンを生成する。例とし

て、高周波UV、X線、およびガンマ線が挙げられる。 

 

放射性核種・ラジオアイソトープ・エックス線を扱う研究では、研究が伴う

リスクを慎重に調べ、安全のため適切な予防措置を取らなければならな

い。被爆レベルによっては、放射される放射線が健康に被害を及ぼす

可能性がある。 

 

リスク評価では、被曝時間や研究にあたった際の遮蔽や距離について

考慮しなければいけない。 

a. 日常生活で浴びるより少ない自然放射線の研究は、次に挙げる事

項から除外される。 

b. すべての研究は、1 時間当たり 0.5mrem もしくは 1 年当たり

100mremの被曝という原子力規制委員会の定めた線量限度を超え
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てはならない。 

c. 10キロボルトを下回る電圧が研究で必要な場合、リスク評価を行わ

なければならない。研究が自宅や学校で行うことができ、SRCの事

前承認を必要としない。 

d. 10 から 25 キロボルトを扱う研究では、リスク評価が行われ、安全を

評価するため SRC による事前承認がなければならない。このよう

な研究は、直接ガラス越しに観察せず、金属製チャンバの中でカ

メラを使用すること。線量計もしくは放射線サーベイメータを用いて

被ばく線量を計測すること。 

e. 25 キロボルト以上を扱うすべての研究は、許可された放射線管理

プログラムのある研究施設で行うこと。また、電離放射線利用にお

ける法令順守を監督する放射線取扱主任者もしくは放射線安全委

員会による事前承認を受けなければならない。 

 

すべての研究の情報源 

1. 米国特許商標庁 

顧客サービス：1-800-786-9199 (フリーダイヤル) 

571-272-1000 (地方); 571-272-9950 (TTY) 

www.uspto.gov/ 

www.uspto.gov/patents/process/index.jsp 

2. ヨーロッパ特許庁 

www.epo.org/ 

www.epo.org/applying/basics.html 

3. 医科学者ネットワークワシントン大学医学部 

www.madsci.org 

4. 有害水生生物種タスクフォース 

www.anstaskforce.gov 

Aquatic Nuisance Species (ANS)タスクフォース 

www.anstaskforce.gov 

www.anstaskforce.gov/Documents/ISEF.pdf 

5. 国際植物検疫課 

http://www.aphis.usda.gov/ 

動物と植物の健康についての調査サービス 

外来生物リスト 

6. 外来生物の専門家 

www.issg.org 

世界中の専門家による世界的な外来生物のデータベース 

7. 外来生物情報 

www.invasivespeciesinfo.gov/resources/lists.shtml 

外来生物、有害もしくは危険性のある生物情報を提供している 

8. 科学研究の成功：受賞者ガイド 

http://www.successwithscience.org 

Gaglani, S. and DeObaldia, G. (2011). Research 

Corporation for Science Advancement. 

ISBN 0-9633504-8-X 

 

人を対象とした研究 

1. 連邦規則集 (CFR) 

Title 45 (Public Welfare), Part 46-Protection of Human Subjects 

(45CFR46) 

https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/45-cfr-

46 

2. Dunn, C. M. and Chadwick, G. L., Protecting Study 

Volunteers in Research, 3rd Edition(200４). Boston, MA: Thomson 

Centerwatch. ISBN 1-930624-44-1. 

以下から購入可能: 

www.amazon.com 

3. NIHチュートリアル 

人を対象研究における研究対象者保護の情報： 

http://phrp.nihtraining.com/users/PHRP.pdf 

4. Belmont Report, April 18, 1979 

www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html 

5. 心理・教育測定基準 (1999) 

Washington, DC: AERA, APA, NCME. 

www.apa.org/science/programs/testing/standards.aspx 

6. アメリカ心理学会 

750 First Street, NE 

Washington, DC 20002-4242 

電話: 202-336-5500; 800-374-2721 

www.apa.org 

生徒向け情報: 

www.apa.org/science/leadership/students/information.aspx 書籍につ

いての情報: 

www.apa.org/pubs/index.aspx 

7. 心理・教育測定 

Testing Office for the APA Science Directorate 

電話: 202-336-5500 

Eメール：testing@apa.org 

www.apa.org/science/programs/testing/index.aspx 

8. 子供向けサイトのプライバシー保護規制1998 (COPPA) 

(15 U.S.C.§§6501-6506) 

www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm 

 

脊椎動物 

動物の取扱と利用 

1. 実験動物 

Institute of Laboratory Animal Research (ILAR), Commission on Life 

Sciences, National Research 

http://dels.nas.edu/ilar_ 

2. 実験動物の管理と使用に関する指針第8版(2011) 

http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-and-Useof-

Laboratory-Animals.pdfwww.nap.edu/catalog.php?record_id=12910 

3. 神経学と行動の研究における哺乳類の取り扱いと使用法のガイド

ライン(2003)  

Institute for Laboratory Animal Research (ILAR). 

https://www.nap.edu/catalog/10732/guidelines-for-the-care-and-

use-of-mammals-in-neuroscience-and-behavioral-research 

To order these ILAR publications contact: 

http://www.anstaskforce.gov/Documents/ISEF.pdf
http://www.invasivespeciesinfo.gov/resources/lists.shtml
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National Academies Press 

500 Fifth Street, NW 

Washington, DC 20055 

Phone: 888-624-8373 or 202-334-3313 

Fax: 202-334-2451; www.nap.edu 

4. 動物の権利保護行為 (AWA) 

7 U.S.C. 2131-2157 

Subchapter A - Animal Welfare (Parts I, II, III) 

https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-act 

上記文書は以下から入手可能: 

USDA/APHIS/AC 

4700 River Road, Unit 84 

Riverdale, MD 20737-1234 

Eメール: ace@aphis.usda.gov 

電話: 301-734-7833 

Fax: 301-734-4978 

http:// awic.nal.usda.gov 

5. 農業研究・教育のための家畜の取り扱いと使用法の関する指針 

(Agri-Guide) 

Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care 

International (AAALAC International) https://www.aaalac.org/ 

https://www.aaalac.org/about/Ag_Guide_3rd_ed.pdf 

魚類研究の使用法についてのガイドライン(20１4) 

6. 米国水産学会 

www.fisheries.org 

www.fisheries.org/afs/docs/policy_16.pdf 

7. 安楽死のガイドライン 

AVMA Guidelines on Euthanasia (June 2013) 

米国獣医師会 

www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf 

 

代替的研究手段及び動物福祉 

1. 国立医学図書館 

MEDLINEによるコンピュータ検索を提供。 

Reference & Customer Services 

National Library of Medicine 

8600 Rockville Pike 

Bethesda, MD 20894 

888-FIND-NLM or 888-346-3656 

301-594-5983; email: info@ncbi.nlm.nig.gov 

www.nlm.nih.gov 

www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

2. 国立農業図書館 (NAL) 

a) 動物の使用に代わる手段およびb) 動物の福祉に関する資料のレ

ファレンスサービスを提供。 

Animal Welfare Information Center 

National Agriculture Library 

10301 Baltimore Avenue, Room 410 

Beltsville, MD 20705-2351 

電話: 301-504-6212, fax: 301-504-7125 

Eメール: awic@ars.usda.gov 

www.nal.usda.gov/awic 

3. 研究用動物資源協会 (ILAR) 

動物の調達先、収容環境と取扱基準、および動物使用の代替手段に

関する情報を、季刊誌 ILAR Journalの注釈付きで提供。 

ILAR 

The Keck Center of the National Academies 

500 Fifth Street, NW, Keck 687 

Washington, DC 20001 

電話: 202-334-2590, fax: 202-334-1687 

Eメール: ILAR@nas.edu 

http://dels.nas.edu/ilar 

4. 季刊『Alternatives to the Use of Live Vertebrates in Biomedical 

Research and Testing』 

以下から入手可能。 

Specialized Information Services 

NLM/NIH 

2 Democracy Plaza, Suite 510 

6707 Democracy Blvd., MSC 5467 

Bethesda, MD 20892-5467 

電話: 301-496-1131; fax: 301-480-3537 

Eメール: tehip@teh.nlm.nih.gov 

https://www.sis.nlm.nih.gov 

http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html 

5. ジョンズ・ホプキンス動物実験代替法センター(CAAT)  

1981 年以降科学者たちと協力して、実験における実験動物の使用に

代わる新しい方法、 

試験対象動物数の抑制、ならびに痛みや苦痛を解消するために必

要な試験を工夫する 

新たな方法の発見に努めている。 

Eメール: caat@jhsph.edu 

http://caat.jhsph.edu/ 

6. (適切な種の)品質保証手引き 

例: 

鶏肉: https://www.ams.usda.gov/?dDocName=STELDEV3002393 

牛肉: http://www.bqa.org/manuals.aspx 

豚肉: http://old.pork.org/filelibrary/youthpqaplus/ypqamanual.pdf 

 

潜在的有害生物因子 

1. アメリカの生物安全協会 

ABSA Risk Group 

Classification - list of organisms 

www.absa.org 

2. アメリカ合衆国培養細胞系統保存機関 (ATCC) 

www.atcc.org 

3. バージーの細菌分類マニュアルウェブサイト 

微生物・細胞培養の国際的ウェブサイトを収集するには、資料・微生

物 デ ー タ ベ ー ス の リ ン ク を 活 用 す る こ と :       

www.bergeys.org/resources.html 

4. 微生物を取り扱う医学・生物学実験室における生物安全. 予防措

置 (BMBL)  
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4th Edition. Published by CDC-NIH,  

www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf 

5. WHO実験室バイオセーフティ指針 

www.who.int/diagnostics_laboratory/guidance/en/ 

6. カナダ公衆衛生局 

非感染性生物のリスト 

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/index-eng.php 

7. アメリカ微生物学会  

https://www.asm.org/division/w/web-sites.htm 

8. 微生物学会 

Charles Darwin House 

12 Roger Street 

London 

WC1N 2JU 

UK 

education@microbiologysociety.org 

http://microbiologyonline.org 

9. 組換えDNA分子を対象とする研究に関するNIH指針 

National Institutes of Health発行 

http://osp.od.nih.gov/office-biotechnology-activities/oba/index.html 

10. OSHA -労働安全衛生庁 

www.osha.gov 

 

危険化学物質・放射能・装置 

実験室一般・化学物質の安全性 

1. 化学研究室での安全  

volumes 1 and 2, 2003. Washington, DC: American Chemical Society. 

注文先 (1部のみ無償提供): 

 American Chemical Society 

 Publications Support Services 

 1155 16th Street, NW 

 Washington, DC 20036 

 電話: 202-872-4554 または 800-227-5558 

 Eメール: help@acs.org 

 ウェブサイト: www.acs.org/education 

2. 一般 

Howard Hughes 医学研究所が細胞培養・放射性物質・その他の実験

材料の取扱いを提供している。 

www.hhmi.org/resources/ 

3. 環境保護庁 (EPA) のグリーンケミストリーに関する情報 

www.epa.gov/greenchemistry 

4. 安全データシート (SDS) 

SDSは独自に、またはメーカーから入手する。インターネット上でも無

償で提供されている。 

www.flinnsci.com/msds-search.aspx 

Flinn Scientific Inc.が提供しているMSDSシートのディレクトリ。危険度

のランキングと処分方法が記載されている。 

http://www.ilpi.com/msds/index.html - MSDSシートの無料ダウンロー

ドが可能な多数のサイトの一覧 

5. 害虫 

国立農業情報センター 

http://npic.orst.edu/ingred/products.html 

様々な農薬と標識に必要な法的条件を記述 

情報を得るために必要なリンクと電話番号を提供している 

アメリカ合衆国環境保護庁（ＥＰＡ） 

http://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1 

製品標識のデータベース 

アメリカ合衆国環境保護庁に登録された殺虫剤の公式情報を閲覧す

るためには、製品名もしくは企業名を入力する 

6. DEA規制対象物質 

麻薬取締局のウェブサイト : 

www.justice.gov/dea/index.htm 

Controlled Substance Schedules - 規 制 対 象 物 質 一 覧 : 

www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/ 

7. 酒、たばこ、火器および爆発物 

酒類タバコ税貿易管理局 

www.ttb.gov/ 

アルコール・タバコ・火器・爆発物取締局 

www.atf.gov  

8. 放射性物質 

Radiation Studies Information (CDC) 

www.cdc.gov/nceh/radiation/default.htm 

9. CDC 研究所安全マニュアル 

www.cdc.gov/biosafety/publications/index.htm 

10. 職業安全衛生文書 

http://www.osha.gov 

安全と健康の項目 

www.osha.gov/SLTC/ 

www.osha.gov/SLTC/reactivechemicals/index.html 

www.osha.gpv/SLTC/laserchemicals/index,html 

www.osha.gov/SLTC/radiationionizing/index.html 

11. 米国原子力規制委員会 

Material Safety and Inspection Branch 

One White Flint North 

11555 Rockville Pike 

Rockville, MD 20852 

電話: 301-415-8200; 800-368-5642 

www.nrc.gov 
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Intel ISEF 展示と安全の規則 
(Intel ISEF展示と安全に関する規則についての質問は以下のいずれかに問い合わせること： 

Henry Hartman, Display and Safety Committee Chair, E-mail: displayandsafety@societyforscience.org) 

 

展示と安全の認証 

Intel ISEF D&S委員会は、研究発表の展示と安全に関して科学審査委員会（SRC）から認められた最終的な権限を有する。Intel ISEF D&S委員会は、

展示と安全に関する規則を守るためにファイナリストに展示内容の変更を求める場合があるが、その際は指示に従うこと。この規則は“展示規則”と“安

全規則”の２つのカテゴリーに分けられている。 

 

展示規則 

次の規則は Intel ISEF において研究を展示する際に必ず守るこ

と。すべてのプロジェクトは、InteI SEF への参加資格を得るために、

競争する提携フェアのディスプレイ＆セーフティ要件を遵守しなけ

ればならない。 提携フェアには追加の制限や要件がある。 これ

らの要件についての知識は、学生と監督者の責任である。 

 

研究発表展示パネルの最大サイズ 

奥行き：30インチ (76cm)  

幅：48インチ (122 cm) 

高さ：108インチ (274cm) (床から展示パネルの最も高い位置まで) 

研究発表展示パネルを発注する際には上記の最大サイズの制限に

注意すること。 

1. すべてのプロジェクト展示物およびそれを支える構造物も含め、

展示の最大サイズにおさめなければならない。 

2. Intel ISEF において、大会で用意されるテーブルの高さは 36 イ

ンチ (91 cm) 以下。 

3. もし大会が用意するテーブルを使用するのであれば、テーブル

も展示の一部とみなされるため、展示物とテーブルを含め上記の

許可されたサイズを超えてはならない。 

4. バックカーテンには、展示のために何かつけてはいけない。 

5. Intel ISEF において、研究の実演は、ファイナリストのブース内で

のみ行うこと。実演に用いる道具は、使用しないときは展示物に

返して、上記の最大サイズを超えないこと。 

 

展示物の配置 

テーブルまたは独立した展示物は、ブースのバックカーテンと平行に

配置すること。バックカーテンに寄りかからせる展示は認め 

られない。 

 

展示ブースにおいて正面を向けて見える場所に展示す
べき書類 

必要書類の提示には、机の手前の端からつり下げる、ポスター上に貼る、

机の上に置いた自立式のフレームに入れるなどがある。 

 

全てのファイナリストが展示しなければならない書類: 

1. 科学審査委員会（SRC）によって承認を受け、認証スタンプを押さ

れた公式アブストラクトの原本 

a. SRC の承認が得られたら、認証スタンプが押された公式アブストラ

クトと証明証が与えられる。  

・ Intel ISEF 科学審査委員会は、「公式のアブストラクトおよ

び証明書」を変更されていないアブストラクト原本で SRC

から認証のスタンプが押されたものと定義している。 

・ アブストラクトと証明書の変更が改訂された場合は、最も

新しい認証スタンプが押されたものがすべての以前のバ

ージョンに置き換わる。 

・ D＆S は、記録の電子版にアクセスし、展示ブースに正し

いバージョンがあることを確認する。 

b. 審査員と一般の人へ配布するアブストラクトは、「公式のアブストラ

クトと証明書」の変更されていないコピーに限定される。 

c. 「アブストラクト」という用語は、公式アブストラクトを展示する場合を

除き、ファイナリストの展示または資料において、タイトルや情報の

参考資料として使用することはできない。 

2. 記入済みの Project Set-up Approval Form SRC/DS2(研究展示の

セットアップ許可を受けるのに必要な書類。現地で配布。) 

a. この書類は、ＳＲＣによって承認を受け、展示と安全の審査を通過

したことを示すものである。 

 

適用された場合に必要とされる書類 

1. Regulated Research Institutional/Industrial Setting Form 大学等の

適格研究機関の書類(1C) 

a. 研究が管理された研究機関で実施されるならば、現在のインテル

ISEF プロジェクト期間中、いつでも自宅、学校、フィールド以外の

作業現場であれば、the Regulated Research Institutional/Industrial 

Setting Form (1C) を完了してプロジェクトブースに展示する必要

ブースの背後はカーテン

で仕切られている 
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がある。 

b. 公式 Intel ISEF アブストラクトと証明書のチェックボックス 3 が 

Yes の場合は、大学等の適格研究機関の書類(1C)を正面になるよ

うに掲示しなければならない。 

c. 研究発表パネルに提供された情報がファイナリストのものであるこ

とを確認するために、メンターが書類1Cに提供する情報を使うこと

がある。メンターや研究者による成果については、背景の情報の

みとして、あるいはファイナリストのものではない別の成果としては

っきりと分け、最小限の引用にとどめること。 

2. 継続研究のための書類（７） 

a. 継続研究および発展研究の場合、継続研究のための書類に記入

し、ブースに展示すること。 

b. 展示パネルやアブストラクトには、この 1 年間の研究のみについ

てまとめるべきである。 タイトルに今回が何年目のプロジェクトか

含むことは許可される。(例: Year Two of an Ongoing Study ) 

c. 展示パネルは、過去の集合的な結論のデータと、それと今年のデ

ータとの比較に基づかなければならない。過去の生データを展示

することは許可されません。 

d. 公式 Intel ISEF アブストラクトと証明書のチェックボックス 4 が Yes

の場合は、前年度との違いを明確にまとめた継続研究のための書

類（7）を正面になるように向けて展示しなければならない。 

e. 適切に分類されていれば、関連の先行研究のデータブック（研究

論文ではない）を展示することが許可される。 

 

研究発表に必要だが展示するべきでない書類 

上記のものを除く科学審査委員会（SRC）審査に必要な書類や認可は正

面を向けて展示する必要はないが、審査員や Intel ISFF の係員の指示

があった場合に応じられるようブースに常に用意しておくこと。Checklist 

for Adult Sponsor（監督者用のチェックリスト） (1)、Student Checklist（生

徒用のチェックリスト） (1A)、Research Plan（研究計画）、Approval Form

（承認書） (1B) を含む書類。しかし、これらに限定されない。 

ファイナリスト以外の人物の写真、映像を使用する場合は、その人物の

同意とサインのされた承諾書が必要である。 

 

展示するべきではない書類 

人を対象とした研究の記入済み同意書は展示せず、プロジェクトディス

プレイで差し出してはいけない。 

 

写真や図の展示に必要なもの 

1. 写真/視覚イメージ/図/表/グラフの使用は以下の場合に限り許

可される。 

a. 科学審査委員会（SRC）、展示安全委員会、Intel ISEF 主催者（SPP)

によって不快や不適切(これには無脊椎・脊椎動物、人の手術や壊

死、解剖場面を示した図や写真も含まれる)と判断されなかったも

の。上述した組織に属する者がこれを最終判断する。 

b.  写真などの提供者 “Photographs taken by xx.” （xx が撮影）や 

“Image taken from xx..” （xxによって提供された写真）が明記され

ているもの。(全ての写真がファイナリストによって撮影された場合、

又は同一の出典である場合は、提供者を目立つように一箇所明記

するだけでよい。) 

c. インターネット、雑誌、新聞、学会誌・機関紙から引用したもので、

出典が明記されているもの。(全ての写真・画像が同一の出典であ

る場合は、出典を目立つように一箇所明記するだけでよい。) 

d.  ファイナリストを描写する写真などの視覚的描写。 

e. 人を対象とした写真であり、その対象者による同意書がブースに

置かれる場合。 

2. ファイナリスト以外の人物の写真を展示する場合、その人物による

書面の同意が必要である。また、対象人物が 18 歳以下である場

合はさらにその保護者によるサインも必要である。 

a. 同意文書の例：「私/私の子供がこの研究に参加したことを示す視

覚表現（写真、ビデオ等）の使用/展示を許諾します。」 

b.  (これらの書類は展示する必要はないが、展示と安全の審査の際、

提示できるよう用意しておくこと。) 

3. オーディオ又はマルチメディア機器 (たとえば、パワーポイント

のプレゼンテーション、YouTube の動画、画像、グラフなどを PC

モニターやその他印刷しないプレゼンテーション）を使用するフ

ァイナリストは、D&S（展示と安全）審査時にすべてのプレゼンテ

ーションを見せられるよう準備しておくこと。 

 

安全規則 

Intel ISEF で研究発表を行うに際して以下の規則を遵守しなければなら

いない。 

 

研究発表ブースに展示できないもの/物質 

次のものは展示してはいけないもののリストである 

1. 謝辞、自分の宣伝、または外部の推薦書を含む以下のものは、

研究発表ブースに展示してはならない。 

a. 既存の商業ブランド、研究所のマークや商標、商業目的やビジネ

スの設立・提案に関わるロゴの使用。 

b. 研究を支援した研究機関または研究指導者についての言及。（事

前提出書類である書類1Cや書類2は除く） 

c. 研究の特許の状況。これは、自らの宣伝行為とみなされ、研究発

表ブースでは展示を許可されません。 

d. 審査員や一般の人々に配布することを目的とした CD やその他デ

ィスク、フラッシュメモリー、パンフレット、小冊子、宣伝、配布グッズ、

名刺、印刷物など。 

2. 賞、メダル(ファイナリストが身に着けた Intel ISEF の過去とその年

のメダルを除く) 

3. ファイナリストや研究の住所、ウェブページアドレス、E メールアド

レス、Facebook等のSNSの個人ページアドレス、QRコード、電話

番号、FAX番号 

4. 発表・展示・実演としてのインターネット・Eメール接続 

5. 展示と安全に関する最終審査後、研究発表ブースから文字や展

示物を除いたり戻したりすることは、倫理規定違反となり、出場資

格を失い場合がある。 

6. 展示と安全に関する最終審査後、変更、修正、追加を行うことはで

きない。 

a. 展示と安全に関する審査では、承認された研究発表ブースの証拠

が記録される。 

b. 展示と安全の規則を遵守しないファイナリストは、大会出場資格を

失うこととなる。 
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研究発表ブースに展示できないもの 

1. 生きている生物 (植物を含む) 

2. 土・砂・岩石・セメント・廃石のサンプル（例えアクリル製厚板によっ

て永久的に密閉されたものであっても禁止） 

3. 剥製標本やその一部 

4. 脊椎動物や無脊椎動物の保存標本 

5. 研究のデモンストレーション用としての人および動物の食物 

6. 人および動物の一部、体液 (例：血液、尿) 

7. 植物標品 (生きているもの、死んでいるもの、保存加工されてい

るもの) で、未加工・製品化されていないもの 

(例外：ブースでの展示を組み立てるための建設資材) 

8. 水を含むすべての化学物質(展示には氷・水・水蒸気を使っては

ならない） 

9. すべての有害物質・装置 (例：毒物、薬物、火器、武器、爆弾、弾

丸装置、レーザー)。 

10. 危険な化学物質と接触した可能性のある、もしくは含んでいる可

能性のある物品（例外: 専門的に洗浄が行われており、その洗浄

に関する書類が存在する場合、展示を許可されることがある。） 

11. ドライアイスや昇華性の固体 

12. 鋭利なもの (例：注射器、針、ピペット、ナイフ) 

13. 炎・可燃性物質（拡大光源を含む） 

14. 絶縁・ふたをされていない電池や湿電池 

15. ドローンまたは飛行可能な装置は、駆動用のバッテリー電源をは

ずす必要がある。 

16. ガラス製品のうち展示安全委員会によって研究発表に必要である

と判断されたもの。（例：市販製品のコンピュータスクリーンなどの

部品) 

17. 科学審査委員会（SRC）、展示安全委員会（D&S）、および国際化

学協会によって危険と判断された器具・装置 (例：大きな真空管、

危険な光線を発生する装置、空であっても可燃性の液体・気体を

収容していた容器、加圧タンク、3Dプリンターなど) 

 

電気に関する規則 

1. 各ブースに供給される電源は最大 120 又は 220 ボルトの単相

60Hz である。複相電源は使用出来ない。利用可能な最大アンペ

ア/ワットは展示会場の電源供給能力によって決定され、展示安

全委員会によって会場にて調整される。電源がどちらになるかは

（120ボルト又は 220ボルト）、Intel ISEFが開催される会場の供給

できる範囲によって決定する。 

2. 電気製品は安全に密閉されていること。そのカバーは不燃性であ

ること。露出しているが電流を流さない金属部分は、アースしなけ

ればならない。 

3. 通電した配線、スイッチ、金属部分は十分に絶縁され、ヒューズな

どの過電流安全装置 を持たなければならない。ファイナリスト以

外の者の手の届かないようにすること。むき出しの電気的装置、

又は電流の流れる可能性のある金属は、ショートしないように非

導電性物質又は接地された金属の箱で密封すること。 

4. 飾り付けに使用する電飾やランプの使用は推奨されていない。 

使用する場合、電圧は可能な限り低く抑えるべきである。熱を発

生しない LED 照明でなければなりません。 電球は禁止されてい

ます。  生徒が展示場にいないときは、全ての電気製品の電源を

切り、電源タップのスイッチを切ること。(例外: 事前審査の際にオ

ーディオやディスプレイの電源を入れておくことは許可される。) 

5. 機器の外装からケーブルやワイヤーが出てくる部分には絶縁カ

バーを付けること。 

6. 36ボルトを超える部品が露出していることは許されていない。 

7. 120 又は 220 ボルト電源をすぐに切断出来るオン/オフスイッチを、

はっきり見える場所に備えること。 

 

レーザー/レーザーポインターに関する規則 

クラス 3A とクラス 3Rのレーザーやクラス 1 とクラス 2 のレーザーは、フ

ァイナリストが他のファイナリスト、審査員、来場者への不適切な照射を

避ける場合には、使用が許可される(例外: 拡大光学機器（顕微鏡、望

遠鏡など）にレーザー光線を通す場合は使用を許可されない)。 その

他のレーザーの使用や展示は許可されない。 

1. 電源出力を検査できるように、すべてのレーザーには製造元のラ

ベルを貼る必要があります。 ラベルの付いていないレーザーは

許可されない。 

2. 商用電球/照明器具や遮光されていない限り、消費電力が 1 W以

上のLEDは使用できません。 

3. 不適切な使用が展示の中で見られた場合、警告なしでレーザー

を没収することがある。深刻な違反が見られた場合は、展示を取り

消す場合がある。 

 

その他の安全の規則 

1. やけどを起こす可能性のある極端な温度を発する、十分に断熱さ

れていない装置（器具）は許可されていない。 

2. 保護されていないベルトや滑車、チェーン、または注意しないと

指を挟む恐れのある可動部の装置は、展示のみが許可される。 

3. Intel ISEF 主催者（SPP)、科学審査委員会(SRC)、展示安全委員会

は、安全上の理由や Intel ISEFの品位およびその規則守るため、

いかなる展示も撤去する権限をもつ。 

4. 音、明かり、匂いや展示物を使って注意を引くようなことはしない

こと。審査時のデモンストレーションは、例外的に認められる。審

査前に承認を受けること。 

5. テーブルの下は使用できるが、荷物置きにしてはいけない。個人

の持ち物や荷造りのための物品は、ブースの下に保管してはい

けない。 
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Intel ISEFに参加する全ての研究に要求されるアブストラクト（要旨）と証明書に関する情報 

研究に必要な提出書類や、研究分野によって必要な特定の書類に加え、研究の最終段階でアブストラクトと証明書が必要である。詳細は以下の通り。 

 

 

アブストラクトを仕上げる  

研究や実験の終了後、250ワード以内で1ページの

アブストラクトを書くこと。これは、ＳＳＰが提供する

「公式のアブストラクトと証明書」のフォームである。

こちらには、以下の項目が含まれることが望ましい。 

a. 実験の目的 

b. 用いた手法 

c. 得られたデータ 

d. 結論 

 

研究の応用性について述べることも可。以前の研究

からの引用は、最低限とする。アブストラクトには以

下の項目は入れないこと。 

a. 謝辞 (研究機関および協力したメンター・指導

者の名前を挙げること)や自分の宣伝、外部の

推薦 

b. メンター・指導者によってなされた作業・手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証を受ける 

このフォームの一番下には、6 つの質問がある。そ

れぞれを注意深く読み、適切に答えなさい。Intel 

ISEF のＳＲＣは、アブストラクトを審査、承認する。修

正や質問は、Intel ISEF 会場で科学審査委員会

(SRC)によって判断される。アブストラクト＆証明書

の電子コピーを持参すること。このアブストラクト＆

証明書は、科学審査委員会(SRC)によって承認さ

れ、証明スタンプの貼付されたものに限り、審査員

及び見学者に配るためにコピーすることができる。

（SSPがあらかじめコピー20部を用意している。） 

 

注意：アブストラクトは、Intel ISEF Abstract & Certification formに書き、展示・配布前に科

学審査委員会(SRC）による承認の証明スタンプを受けなければならない。本文が糊やテ

ープで貼付されたものは認められない。また、承認を受けたアブストラクト＆証明書以外

の書式のもの、あるいは修正されたものは、いかなる目的にも利用することはできない。 

 

 

 

 

 

  



 

Page 28                   International Rules: Guidelines for Science and Engineering Fairs 2017-2018（NSS 日本語参考訳） 

Intel ISEF のカテゴリーとサブカテゴリーの分類 
カテゴリーは、Intel ISEF で生徒の研究が適した審査員によって審査されるために策定されている。地域、州、国の科学大会は、必要に応じて

これらのカテゴリーを使用するものとする。提携フェアの審査の段階に応じて適したカテゴリーを確認すること。 

Intell ISEFカテゴリーの詳細と定義は student.societyforscience.org/intel-isef-categories-and-subcategories を参照。 

動物科学 
動物行動 

細胞学 

発生学 

生態学 

遺伝学 

栄養・成長 

生理学 

分類・進化 

その他 

行動・社会科学 
社会学臨床・発達心理学 

認知心理学 

神経科学 

生理学的心理学 

社会学的心理学 

その他 

生化学 
分析生化学 

一般生化学 

医薬生化学 

構造生化学 

その他 

生命医科学・健康科学 

細胞・臓器・体系生理学 

疾患の遺伝学・分子生物学 

免疫学 

栄養学・天然物化学 

病態生理学 

その他 

生体医工学 

生体材料・再生医学 

生体力学 

バイオメディカルデバイス 

バイオメディカルイメージング 

細胞組織工学 

合成生物学 

その他 

細胞・分子生物学 

細胞生理学 

細胞免疫学 

遺伝学 

分子生物学 

神経生物学 

その他 

 

化学 

分析化学 

計算化学 

環境科学 

無機化学 

材料化学 

有機化学 

物理化学 

その他 

計算生物学・バイオインフォマティ

クス 

計算生物学モデリング 

計算疫学 

計算進化生物学 

計算神経科学 

計算薬理学 

ゲノミクス 

その他 

地球環境科学 

大気科学 

気候科学 

生態系に関する環境影響 

地球科学 

水科学 

その他 

組込みシステム 

電子回路 

IoT (Internet of Things) 

マイクロコントローラ 

ネットワークとデータ通信 

光学 

センサ(工学) 

信号処理 

その他 

エネルギー：化学的 

代替燃料 

計算エネルギー科学 

化石燃料エネルギー 

燃料電池・蓄電池開発 

微生物燃料電池 

太陽光発電(太陽電池) 

その他 

エネルギー：物理的 

水力発電 

原子力 

太陽光発電 

持続可能設計 

地熱 

風力 

その他 

機械工学 

航空宇宙および航空工学 

土木工学 

計算力学 

制御理論 

地上車システム 

生産工学・加工学 

機械工学 

船舶システム 

その他 

環境工学 

バイオレメディエーション(生

物を用いた環境修復技術) 

土地改良 

汚染防止 

リサイクル、廃棄物管理 

水質資源管理 

その他 

材料科学 

生体材料学 

セラミックスおよびガラス材料 

複合材科学 

材料の理論とモデル化 

電子・光学・磁性材科学 

ナノ材科学 

ポリマー 

その他 

数学 

代数学 

解析学 

組合せ論、グラフ理論、ゲー

ム理論 

幾何学および位相幾何学 

整数論 

確率・統計学 

その他 

微生物学 

抗菌・抗生物質 

応用微生物学 

細菌学 

環境微生物学 

微生物遺伝学 

ウイルス学 

その他 

 

物理学・天文学 

原子・分子・光学 

天文学・宇宙論 

生物物理学 

凝縮系物理学・材料力学 

核物理学・素粒子物理学 

理論計算・量子計算 

その他 

植物科学 

農業・農学 

生態学 

遺伝学・育種 

増殖・発生 

病理学 

植物生理学 

分類・進化 

その他 

ロボット工学・知能機械 

バイオメカニクス 

認知システム 

制御理論 

機械学習 

ロボット運動学 

その他 

システムソフトウェア 

アルゴリズム 

サイバーセキュリティ 

データベース 

ヒューマンマシーンインターフ

ェース 

プログラミング言語とオペレー

ティングシステム 

モバイルアプリ 

オンライン eラーニング 

その他 

トランスレーショナル医科学 

疾患検出と診断 

疾患予防 

疾患治療と治療法 

薬剤候補同定と検査 

前臨床研究 

その他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出フォーム 

  



 

 

監督者用のチェックリスト(1) 
すべてのプロジェクトはこのフォームをもれなく記入すること。 

 

 

生徒用のチェックリスト(1A) 
すべてのプロジェクトでこのフォームは必要である。 

 

 

リサーチプラン・プロジェクトサマリーの規定 
全てのプロジェクトはリサーチプラン・プロジェクトサマリーを Student Checklist (1A)とともに提出しなければならない 

 

 

承認書(1B) 
チームのメンバーを含むすべての生徒それぞれの分の提出の必要がある。 

 

 

大学等の適格研究機関の書類(1C) 
大学等の適格研究機関あるいは産業施設、学校・家庭・野外以外の作業場で実施されたプロジェクトの場合は、研究終

了後に研究を指導した監督者がこのフォームを記入すること。 

 

 

専門研究者の書類(2) 
人、脊椎動物、生物学的に危険な薬剤や病原体、DEAによって規制された物質を扱う研究に必要となる場合がある。実

験開始前に記入し、署名していなければならない。 

 

 

危険評価のための書類(3) 
事前承認を免除されるが、危険な薬品、装置、微生物の使用、危険な活動をともなうプロジェクトの場合に必要である。

書類は実験開始前に完成させなければならない。 

 

 

人を対象とした研究のための書類(4) 
大学等の適格研究機関以外で行われた研究対象者を扱うすべてのプロジェクトで提出が必要である。大学等の適格研

究機関で行われたプロジェクトは事前審査と承認を行う機関作成の承認書を使用すること。（研究倫理審査委員会 IRB

の事前承認が実験開始前に必要である。） 

 

 

インフォームド・コンセント文書 
 



 

 

 

脊椎動物の書類(5A) 
学校／家庭／野外の調査場所で行われた脊椎動物を扱うすべての研究に必要である。（SRCの事前承認が実験開始

前に必要である。） 

 

 

脊椎動物の書類(5B) 
大学等の適格研究機関で行われた脊椎動物を対象としたすべての研究に必要である。（IACUCの事前承認が必要であ

る。） 

 

 

危険性のある生物及び生物由来の物質の危険評価のための書類(6A) 
微生物、rDNA 、新鮮あるいは冷凍された組織（初代細胞株、人および他の霊長類の樹立細胞株、または培養組織）、

血液、血液製剤、体液を使用する研究に必要である。実験開始前に SRC/IACUC/IBCの事前承認が必要である。 

 

 

 

 

人及び脊椎動物の組織の書類(6B) 
新鮮あるいは冷凍された組織（初代細胞株、人および他の霊長類の樹立細胞株、または培養組織）、血液、血液製剤、

体液を使用する研究に必要である。生体組織を使用している場合は、人あるいは動物に関する適切な書類が完成され

ていることを確認すること。上記の組織を使用するすべてのプロジェクトはフォーム 6A を完成させること。 

 

 

 

継続研究のための書類（7） 
以前のプロジェクトと同じ分野で継続/発展された研究に必要である。この書類には、前年度のアブストラクトとリサーチ

プランを添付しなければならない。 

 

 

  



 

 

 

2006.12.1 公開 

2008.3.31 修正 

2009.2.01 修正 

2009.2.17 修正 

2010.1.31 修正 

2011.1.31 修正 

2013.1.31 修正 

2013.12.20 修正 

2014.2.15 修正 

2014.10.31 修正 

2016.1.18 修正 

2017.12.12 修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intel ISEF ガイドライン翻訳プロジェクトチーム 
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部祐司、佐藤友彦、柴田恭幸、高成壮磨、田中千聡、田村亮祐、永井悠太郎、西本昌司、長谷川仁子、
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ISEF 情報サイトはこちらから： http://www.isef.jp/ 

  


