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本事例集について
－利益相反による弊害の状態に陥らないために－

大学は知的成果の社会還元を果たすための一環として、産学官連携活動等を推進してい

ます。このことに伴い、教職員が産学官連携活動等の相手企業・団体から経済的利益（役

員就任、株式保有、多額の報酬受取等）を得る関係（以後「経済的利益関係」という）を

築くこともあります。このような教職員が得る経済的利益関係と教職員の大学における責

任とが衝突する状況を「利益相反」といいます。

しかし、「利益相反」は産学官連携活動等を行う場合等において日常的に発生しうる状況

であり、一概に否定的に評価されるべきものではありません。また同時に、利益相反の状

況への対応を大学が怠れば、具体的な弊害につながるという懸念も否定できません。その

ため機関（大学）によるマネジメントが必要となります。

また本学の利益相反マネジメントの特徴として、公的研究費の支給を受けて行う研究（以

後「公的資金研究」という）を実施する教職員等（以後「研究者」という）が、公的資金

研究に関係する産学官連携活動等の相手先や、研究者が公的資金研究の研究内容に関係す

ると認める事業を行う企業団体（以後「研究関連企業等」という）から、経済的利益を受

けた場合の利益相反を対象としていることです。つまり、研究者の個人的な経済的利益が

研究テーマなどの方向性に影響を及ぼす、研究内容・研究成果にバイアスが持ち込まれる

（持ち込まれたかのように見える）、それらのことが原因で研究内容の真実性が喪失され、

大学や研究者に対する社会からの信頼性も失われる、といった「利益相反による弊害」の

うち、公的資金研究に対して影響を及ぼす場合を本学の利益相反マネジメントの対象（報

告対象）としております。

この「利益相反想定事例集」は、本学の特徴である「公的資金研究と関係する利益相反」

の状況というものが、どのような場合に起こるのか、いくつかの事例を示し、利益相反報

告書を提出する場合の参考としていただくためのものです。

そのため事例は、必ずしもその利益相反の状況を解消しなければならないものではなく、

たいていはその状況を「利益相反報告書」で利益相反マネジメント委員会に報告すること

で大学と研究者とで情報を共有し、対外的な説明を行う場合に備え、即座に対応すること

ができるようにしておくことが必要な事例となっております。

また、ここに挙げたモデル事例は、ここ数年の間に報告された利益相反マネジメントで

の事例や他大学での事例だけでなく、今後起こりうる事例も検討し作成したものであり、

実例に限りません。

また、番外編として、委員会への報告対象となる「公的資金研究と関係する利益相反」

には必ずしも該当しないものの、マネジメントが必要となり得る事例を紹介しております。

皆様には、本想定事例集やＱ＆Ａ（「公的研究費に関する利益相反マネジメント（Ｑ＆Ａ）」

（http://www.waseda.jp/rps/LOCAL/ethics/coi/qa/coi_qa_20170331.pdf［学

内 LAN のみ］）などをご覧いただき、是非とも公的研究費に関する利益相反マネジメント

を産学官連携活動等推進のための、大学からの支援の一環としてご利用いただきたいと考

えております。

201７年３月

早稲田大学利益相反マネジメント委員会
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〔想定事例について〕※事例１～８の見方

【事例○】

・事例内容

事例の図

①：産学官連携活動等の種類：

②：経済的利益関係の種類：

③：公的資金研究との関係：

・利益相反の状況に関するコメント

・適正なマネジメントのポイント
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【事例１】 研究助成金（指定寄付）の受入れ

強毒性新型インフルエンザに対する既存の抗インフルエンザ薬の効果について公的資金

研究を行っている A 教授が、同薬の製薬会社の M 社から研究助成金（指定寄付）として

年額 500 万円を 3 年前から毎年受けている場合。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：研究助成金の受入れ

②経済的利益関係の種類：研究助成金の受入れ

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果が研究関連企業等の評価や事業に影

響を及ぼす。（研究結果によっては M 社の価値が上下しかねない）

【利益相反の状況】

企業団体から研究助成金を受けること自体は産学官連携活動等の一環として当然に

ありうる状況である。しかし、本事例のように公的資金研究の研究内容・研究成果が

当該企業等の価値や事業に影響を及ぼすと社会から見られる場合は、研究助成金を受

け取ることが公的資金研究の公正性・適正性にも影響を及ぼしている（バイアスがか

かる）ように見られてしまいやすい。これは実際にバイアスがかかっているか否かが

問題ではなく、バイアスがかかっているかのように見えれば、社会から疑念等が提起

される可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例は、公的資金研究自体が人の生命に関わる研究であり、利益相反による弊害

に対する社会的見方も厳しい。このような場合、利益相反による弊害に対する疑念等

の提起がなされる可能性があることにつき十分な配慮をしつつ、公的資金研究を行う

という姿勢が研究者には必要である。その方法として、研究者本人の経済的利益関係

が公的資金研究に影響が及ばないように、例えば研究助成金で行う研究と公的資金研

究との切り分けを行うため別々の研究管理会議の設置、複数人の研究者からなる牽制

的な研究チームの構築など、弊害防止策を講じていること、およびそれが実際に機能

していることを対外的に説明できるようにすることが必要であろう。

A 教授
株式会社 M 社

研究助成金

年額500万円×3年

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

・公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

・内容・成果にバイアスがかかる？
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【事例２】 未公開株保有（大学発ベンチャー企業）

高速度走行時のスピードを認識し自動的に速度調節を行う新しいセンサーの開発と効力

について公的資金研究を行っている B 教授が、自身の以前の公的資金研究の成果（中低速

走行時を認識するセンサーを開発）に基づいて設立した大学発ベンチャーN 社の未公開株

30 株（30%）を保有している。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：なし

②経済的利益関係の種類：未公開株式保有

③公的資金研究との関係：研究内容（研究成果）と研究関連企業等の事業内容に密

接な関連性がある。（場合によっては研究成果が企業の事業に関係

してくる）

【利益相反の状況】

大学の知的成果の社会還元の一環として、研究者が研究成果に基づく大学発ベンチ

ャー企業を立ち上げ、支援する意味で出資（未公開株式の保有）することは当然にあ

りうる状況である。本事例では B 教授と N 社との間に産学官連携活動等はないため、

N 社が公的資金研究の研究内容に関係する事業を行う研究関連企業等であると B 教授

が認めた場合に利益相反状況や経済的利益関係を報告する事例となる。その場合、N

社の事業は公的資金研究の研究内容と隣接し、密接に関係するものであるため、研究

テーマの設定等に影響を及ぼし（バイアスの問題）たり、研究成果の事業化のため N

社だけに知的所有権の権利譲渡を行おう（研究成果の流用）と考えているのではない

か、と社会から見られる可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例のような場合、経済的利益関係を有する研究者の意向が公的資金研究へ影響

を及ぼすことがないように、例えば、研究上のある一定のタームごとに第三者から研

究にバイアスが掛かっていないことを確認するような体制を構築するといった対応策

を施しておき、対外的に説明できるようにすることがマネジメントのポイントとなる

と考えられる。

B 教授
株式会社 N 社

未公開株

30 株（30％）

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

・研究テーマなどの方向性に影響を及ぼす

・研究成果の秘匿・流用の懸念はないか？
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【事例３】 受託研究、コンサルタント料の受け取り

高さ 100 メートルを超える超々高層建築物の新しい耐震構造について公的資金研究を

行っている C 教授が、総合建設会社 O 社から高さ 31 メートルまでの中層建築物の新しい

耐震構造についての年額 1,000 万円×3 年間の受託研究を行い、更に同社から技術顧問

としてコンサルタント料を年額 240 万円受け取っている場合。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：受託研究

②経済的利益関係の種類：コンサルタント料

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果と研究関連企業等の事業や受託研究

の内容が共に密接な関係性がある。（場合により公的資金研究の

内容・成果が企業の価値・事業に影響を及ぼす）

【利益相反の状況】

研究者の専門分野の研究テーマについて、企業と受託研究や共同研究を行うことは、

企業と大学の産学官連携活動等の例としてもっとも頻繁に生じる状況である。本事例

は、公的資金研究とほぼ同じ研究目的の受託研究を行っており、公的資金研究の研究

テーマ設定等に影響を及ぼしたことへの懸念の可能性が生じる。また、経済的利益関

係の受入れも行っていることから、より強い関係性があると見られてしまう可能性も

ある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例の場合、公的資金研究と受託研究の目的が似ている（隣接している）ことか

ら、研究内容の切り分けを明確にし、これを社会に説明できるようにしておくことが

必要となる。例えば、公的資金研究と受託研究における資金管理を別々の組織で行い、

それぞれに研究管理会議を設置し、経済的利益を有する研究者の意向だけが影響を及

ぼすことのないようにしておく、といったことである。

C 教授
株式会社 O 社

・受託研究（1000 万円×3 年）

・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料 年額 240 万円

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

公的資金研究の研究内容・研究成果が企業の事業に関係する
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【事例４】 役員報酬（生計を一にする一親等以内の親族）

公設民営カジノ事業開設に関する法律的影響について公的資金研究を行っているD准教

授の配偶者 E が、公的資金研究受給決定後に、日本のカジノ解禁の際に日本進出を伺って

いるとマスコミ等で言われているマカオの大手カジノ企業が 100％出資したカジノイベ

ント会社 P の監査役に就任して年額 360 万円の役員報酬を受けている。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：なし

②経済的利益関係の種類：役員報酬（生計を一にする親族）

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果が研究関連企業等（親会社含む）の

価値・事業に影響を及ぼす。

【利益相反の状況】

元々、利益相反の状況が問題となる研究は医学・理工学系が多いと考えられている

が、人文・社会科学系であっても、本事例のように政策提言や事業への応用に関係す

るような研究内容であれば、利益相反の状況は十分起こりうる。なお本事例では、D

准教授が P 社を研究関連企業等であると認めた場合に利益相反報告書を提出する事例

となる。その場合、P 社は公的資金研究の研究内容と高い関係性を持つ事業を行って

いるため、研究成果にバイアスがかかるかのように見られる可能性がある。例え経済

的利益関係を受けているのが本人ではなく生計を一にする一親等の親族（配偶者）で

あったとしても、そのような者は研究者と経済的に密接な関係があると社会から見ら

れており、本事例のように公的資金研究受給決定後の就任であればなおさらである。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例の場合、就任時期から公的資金研究の内容に影響を及ぼすことを目的として

職を斡旋されたと見られる可能性が大きいため、監査役への就任と公的資金研究とが

関係がないという積極的な説明（研究者の配偶者が監査役とならなければならない合

理的理由など）が必要となる。また、研究者本人の経済的利益関係が公的資金研究に

影響が及ばないように牽制的な研究体制を構築してあることも必要であろう。

D 准教授 P 社

給与

年額 360 万円

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

・公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

・内容・成果にバイアスがかかる？

配偶者 E



9

【事例５】 融資の受け入れ

広範囲にわたる大規模自然災害を想定した防災活動政策への提案に関する公的資金研究

に採択された F 教授は、以前からの知り合いが経営し、防災関連商品を製造・販売してい

る国内大手の Q 社から公的資金研究採択決定後に、自宅兼防災研究所建設用の資金 3,000

万円を融資してもらった。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：なし

②経済的利益関係の種類：融資

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果と研究関連企業等の事業内容に密接

な関連性がある。（場合によっては研究成果が企業の事業や価値に

影響を及ぼす）

【利益相反の状況】

本事例も社会科学系の政策提言型の公的資金研究である。F 教授と Q 社の間に産学

官連携活動等はないため、Q 社が公的資金研究の研究内容に関係する事業を行う研究

関連企業等であると F 教授が認めた場合に、利益相反報告書を提出する事例となる。

研究関連企業等と認めた場合、公的資金研究と研究関連企業等の事業との関係性が非

常に密接であると考えられるため、自宅兼研究所建設資金の融資を受けたことが公的

資金研究の公正性・適正性に影響を及ぼしている（バイアスがかかる）かのように見

られてしまう可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例の場合も、研究者本人の経済的利益関係が公的資金研究に影響が及ばないよ

うに牽制的な研究体制を構築することが必要である。また、自宅兼研究所建設資金の

融資と公的資金研究とが関係ないことを客観的かつ合理的に説明することができるな

らば、対外的な説明とすることができる可能性がある。しかし本事例の場合、金融機

関ではない企業から融資を受ける必要を説得的に説明することは困難である可能性も

高い。

F 教授
株式会社 Q 社

自宅兼防災研究所建設資金

融資 3,000 万円

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

・公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

・内容・成果にバイアスがかかる？
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【事例６】 依頼試験・分析

高齢者の生活実態をもとに居住環境の改善について公的資金研究を行っているＧ教授が、

住宅メーカーＲ社から、Ｒ社が新たに開発した住宅モデルにおいて、高齢者が安全・快適

に過ごせる機能・環境に関しての試験・分析に関する依頼を受けた。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：依頼試験・分析

②経済的利益関係の種類：なし

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果と研究関連企業等の事業、依頼試験

の内容が共に関係性がある。（場合により公的資金研究の内容・

成果や依頼試験の評価が企業の価値・事業に影響を及ぼす）

【利益相反の状況】

本事例は、研究者の専門分野の研究テーマに関連して企業から依頼された試験・分

析を行うものであり、産学官連携活動等の例として一般にありうるものである。

当該依頼試験・分析内容が公的資金研究と関係性のある課題であり、公的資金研究

の研究内容・成果の依頼試験・分析への流用や、公的資金研究の研究内容・成果の公

平性・適正性等への影響について懸念が生じる可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例の場合、公的資金研究と依頼された試験・分析の目的・内容が似ている（隣

接している）ことから、両者が切り分けられる点について明確にしておき、公的資金

研究に影響がないことを社会に説明しうるよう資料等を準備しておく必要がある。

Ｇ教授 Ｒ社
公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

・依頼試験・分析

（200 万円×1 年）
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【事例７】 物品の購入、株式の保有（生計を一にする一親等以内の親族）

I 教授は、従来までは探査や開発が困難であった地下鉱物資源について、より安価で、か

つ効率的な探査方法・開発方法等について公的資金研究を行っており、この度Ｓ社から研

究活動に必要な大型の計測機器を購入することとなった。なおＩ教授の子Ｊは同社の株式

（公開株）３００株を１年前から保有している。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：なし

②経済的利益関係の種類：公開株保有（生計を一にする親族）

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果と研究関連企業等の事業内容に関係

性がある。（場合により公的資金研究の内容・成果が企業の価

値・事業に影響を及ぼす）

【利益相反の状況】

本事例ではＩ教授とＳ社との間に産学官連携活動等は実施されておらず、Ｓ社が公

的資金研究の研究内容に関係する事業を行う研究関連企業等であるとＩ教授が認めた

場合に、利益相反報告書を提出する事例となる。その場合、Ｓ社の事業は公的資金研

究の研究内容と高い関係性のある事業であり、また、Ｉ教授と生計を一にする一親等

の親族（子）がＳ社の公開株を保有して経済的利益関係を持っていることにより、公

的資金研究の研究内容・研究成果がＳ社の事業によって何らかの影響を及ぼされてい

る（バイアスがかかっている）かのように見られてしまう可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本学で定められたルールに則って調達物件の経理処理が行われていることが当然求

められるが、当該物件の購入の適正性（購入の必要性、価格の適正性、業者の選定理

由等）と公的資金研究の研究内容、研究成果の公表方法等について検証し担保できる

体制をとることにより、対外的に説明できるようにしておくことがマネジメントのポ

イントとして考えられる。

I 教授
Ｓ社

・公開株保有（子）３００株（１年前から）

公的資金研究

内容・成果等の

公正性・適正性

公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

子 Ｊ

・物品（大型の計

測機器）の購入
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【事例８】 知的財産権の実施許諾・権利譲渡

Ｋ教授は、IT 技術によって防犯に関する安全性を一層強化する住宅設備製品の開発に関

する公的資金研究（政府資金による委託研究開発 ※注１）を行っており、当該公的資金研究の

研究成果による発明も有している。この度、当該発明を権利化し、その特許等の知的財産

権の実施許諾を住宅設備専門のＴ社に与えることとし、その対価として実施許諾収入（ロ

イヤリティ収入）を受け取ることとなった。

【産学官連携活動等・経済的利益関係】

①産学官連携活動等の種類：知的財産権の実施許諾

②経済的利益関係の種類：実施許諾収入（ロイヤリティ収入 ※注２）

③公的資金研究との関係：研究内容・研究成果と研究関連企業の事業が密接な関係

性がある。（場合により公的資金研究の内容・成果が企業の価

値・事業に影響を及ぼす）

【利益相反の状況】

本事例の発明の特許等の知的財産権の権利化、実施許諾を企業に与えること、それ

自体については学内の所定の手続き（「早稲田大学職務発明規程」による大学の決定）および

日本版バイ・ドール制度にしたがい進められる必要がある。

本事例では、公的資金研究の研究内容・成果と研究関連企業の事業が密接に関係し

ており、当該企業に知的財産権の実施許諾が与えられることで、研究関連企業の事業

が公的資金研究の研究内容・研究成果等に影響を与えているのではないかという懸念

が生じる可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本事例では知的財産権の実施許諾が公的資金研究と関係性のある特定の企業に与え

られることが特徴となっている。そのような知的財産権の実施許諾については、学内

の所定の手続き（「早稲田大学職務発明規程」による大学の決定）および日本版バイ・ドール

制度にしたがうことが必要だが、利益相反マネジメントに関しては、研究関連企業と

公的資金研究の研究内容・研究成果と企業の事業が関係する

Ｋ教授
Ｔ社

・実施許諾収入（年５０万）

公的資金研究
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※注２ 「早稲田大学職務発明規程」第 23 条（対価の配分）による収入

の間に上記のような関係があっても公的資金研究の研究テーマ設定、研究内容、成果

公表等にバイアスが掛かからないことを対外的に説明できるようにしておくことが求

められる。

さらに当該説明事項は、知的財産権に関係する研究者だけでなく、第三者や複数人

の研究者からなる体制によって確認するようにし、その記録を残し説明資料を準備し

ておくことがマネジメントのポイントとなると考えられる。

※注１ 日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第 19 条）により、政府資金による「委託研究開発」、

「請負によるソフトウェア開発（請負事業）」から派生した特許権等について、一定の条件を受託者等が

約する場合に、特許権等の知的財産権について１００％受託した企業や大学等に帰属させ得ることとな

っている。
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【番外編】「公的資金研究と関係する利益相反」には必ずしも該当しないものの、マネジメ

ントが必要となりうる事例

①L教授は、自身が受入れを行っているM招聘研究員が代表取締役を務めるU社に対し、

公的研究費を財源として、研究に必要な機器の製作を委託することを検討している。

当該機器の製作には特殊な技術が必要となり、対応できる業者が限られている。

【利益相反の状況】

本事例は、公的研究費を財源に U 社に業務委託を行うものであり、その他に U 社と

の間に産学官連携活動等、また経済的利益関係が無い場合には、必ずしも委員会への

報告対象となるとは限らない。一方で、自身の研究組織と関係性の深い M 招聘研究員

が代表取締役を務める企業に公的研究費を財源とした支出を行うことにより、U 社と

の間に経済的に密接な関係があると社会から疑念を抱かれかねず、また、公的資金研

究の研究内容・研究成果が U 社の事業によって何らかの影響を及ぼされている（バイ

アスがかかっている）かのように見られてしまう可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

本来であれば委託先の業者は公平に選定されるべきである。特定の関係性がある企

業等に委託を行う場合には、本学で定められたルールに則って支出に関する経理処理

が行われていることが当然求められるが、当該委託の適正性（委託の必要性、価格の

適正性、業者の選定理由等）と公的資金研究の研究内容、研究成果の公表方法等につ

いて検証し担保できる体制をとることにより、対外的に説明できるようにしておくこ

とがマネジメントのポイントとして考えられる。

②N 教授は食品メーカーV 社と共同研究を行っており、当該企業から研究者を受け入れ、

また実験の際に被験者が摂取するものとして、V 社の製品である食品の提供を受ける

こととなった。

【利益相反の状況】

本事例は V 社と共同研究を行うものであるが、V 社との間に公的研究費に関する経

済的利益関係等が無い場合には、必ずしも委員会への報告対象となるとは限らない。

一方で、V 社に所属する研究者が研究組織に含まれ、また V 社の製品を研究に使用す

ることにより、研究内容・研究成果が V 社の事業によって何らかの影響を及ぼされて

いる（バイアスがかかっている）かのように見られてしまう可能性がある。

【適正なマネジメントのポイント】

知的成果の社会還元を果たすための一環として、共同研究を含む産学官連携活動等

自体は推進されるべきではあるが、当該活動の相手先との関係性については対外的に
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説明できる体制を構築する必要がある。本事例の場合、研究者の受入れや製品の提供

がある等の V 社との関係性を開示し、また、研究内容・研究成果にバイアスがかから

ない(かかっているとの疑念が社会から抱かれない)よう、V 社に所属する研究者は、自

社の製品に関するデータ解析等に関わらないようにし、研究上の役割を公表する等の

対応が必要となる。


