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2017.3．31

利益相反マネジメント委員会

公的研究費に関する利益相反マネジメント（Ｑ＆Ａ）

１．基本

Ｑ.１ 利益相反とは何ですか？

Ａ.１ まず、一般的な利益相反について説明し

ます。大学の教職員等が学外の企業・団体

と産学官連携活動等を行う上で、連携先と

の間に経済的な利益関係が発生することも

少なくありません。しかし、真理探究を目

的とした研究ならびに高等教育を行う大学

と、営利追求を目的とした活動を行う企

業・団体とは、その目的・役割を異にする

ことから、教職員等が企業・団体との関係

で有する利益と教職員等の大学における責

任とが衝突する状況が生じえます。このよ

うな状況を利益相反と呼んでいます。

本学では、利益相反を「教職員等が、研

究関連企業等から得る利益と教職員等の大

学における責任が相反している状態をい

う。」（規程第２条第７号）と定義していま

す。

利益相反そのものは産学官連携活動等を

行う上で日常的に生ずる状況であり、連携

先企業との経済的利益関係それ自体も必ず

しも否定的に評価されるべきものではあり

ません。しかし、利益相反が具体的な弊害

につながる懸念も否定できません。

Ｑ.２ 本学がマネジメントの対象としている

利益相反はどのようなものですか？

Ａ.２ 利益相反については一般的に次のよう

に概念整理がなされており（※）、大きく

３つの状況に分けられます。

本学では、現在のところ、教職員等の「公

的研究費の支給を受けて行う研究（公的資

金研究）」における「個人としての利益相

反（上記①）」のみをマネジメントの対象

としています。

※参考：科学技術・学術審議会利益相反ワーキ

ング・グループ「利益相反ワーキング・グルー

プ報告書」（平成 14 年 11 月）等

Ｑ.３ 利益相反は悪いことなのですか？

また、利益相反マネジメントはなぜ必

要ですか？

Ａ.３ 往々にして勘違いされてしまうことで

すが、利益相反自体は必ずしも悪いことで

はありません。本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が、それに伴って産

学官連携活動等における利益相反が生じる

可能性も高くなっています。つまり利益相

反は、産学官連携活動等に伴い日常的に生

ずる状況なのです。また、連携先の企業と

の経済的利益関係それ自体も否定的に評価

されるべきものではありません（Ａ１参照）。

しかしながら利益相反が具体的な弊害につ

ながる懸念もまた否定できません。大学が

① 個人としての利益相反：個人が得る利益

大学における責任（研究・教育）

② 大学としての利益相反：大学が得る利益

大学の社会的使命

③ 責務相反： 個人の対外的職務遂行責任

大学における職務遂行責任
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利益相反への対応を怠れば、利益相反によ

る弊害が生じている状態が継続してしまい、

本学および教職員等は社会的信頼を失い、

かえって産学官連携活動等の推進を阻害す

るおそれがあります。なかでも利益相反に

よる弊害が、本学がマネジメントの対象と

している「公的資金研究」に関係するもの

であれば、なおさら社会から説明責任を問

われることになります。

利益相反マネジメントは、機関として教

職員等の利益相反を適切にマネジメントす

ることによって、利益相反による弊害を未

然に防止して、本学における産学官連携活

動等の健全な推進を図るとともに、教職員

等が安心して産学官連携活動等に取り組む

ことができるようにすることを目的として

います。

そのため、まずは教職員等の研究関連企

業等との経済的利益関係に係る情報を大学

として把握、共有しておき、万が一、教職

員等に対して社会から利益相反に関する疑

義が提起されるような状況が生じた場合で

あっても、対外的な説明責任を大学が分担

することによって個人としての説明責任を

軽減することができるようにしておくこと

が重要となります。

なお、そのような目的を果たすための予

防的な措置として、把握した情報に基づい

た委員会審査の結果にしたがい、外部との

関係改善等、必要な対応をお願いすること

があります。

Ｑ.４ 利益相反による弊害とはどのようなも

のですか？

Ａ.４ 利益相反よる弊害には、次の３つの状態

があります。（利益相反による弊害の３類型）

また、利益相反による弊害の内容として

は、次のようなものが考えられます。

（参考：東北大学「東北大学における責務相反・

利益相反マネジメント制度構築の現状と課題

（2011）」）

以上から上記「利益相反による弊害の３

類型」を具体的に説明すると次のようにな

ります。

Ａでは、既に研究の成果に利益相反を原

因とするバイアスが持ち込まれていたり、

その結果、研究内容の真実性に既に疑義が

かけられたりしている状態のこと。

Ｂでは、利益相反の状況があるだけで、

バイアスは起こるかもしれないし、起こら

ないかもしれないという状態のこと。

Ｃでは、第三者（外部）から疑念を持た

れている状態で、実際には利益相反による

弊害の状態がない場合も含まれます。

Ｑ.５ 「研究関連企業等」とはどのような企

業等のことを指しますか？

ａ 研究成果にバイアス(※)が持ち込まれる

ｂ 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

ｃ 研究内容の真実性の喪失

ｄ 大学に対する社会からの信頼性が失われる

※：バイアスというのは、あくまで傾向であって、

捏造や改ざんを意図的に行う Misconduct とは

異なります。（参考：長平/西尾「競争力強化に向

けた産学官連携マネジメント（2006）」p231）

Ａ 実際に弊害が生じている状態（顕在的）

Ｂ 弊害が生じる可能性を想定しうる状態（潜

在的）

Ｃ 第三者（外部）から弊害が生じているかのご

とく見られる状態（推定的）
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Ａ.５ 「研究関連企業等」とは以下の２種類の

企業・団体のことを指します。

ア 公的資金研究（公的研究費の支給を受

けて行う研究のこと）に関係する産学官連

携活動等（共同研究、受託研究、研究助成

金・寄付金の受入れ等）の相手先である企

業・団体。

イ 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

特に、イにおいては、研究者から利益相

反マネジメント委員会（以下「委員会」と

いう。）への報告対象範囲が拡がりすぎな

いように、「研究内容に関係する」ことの

判断は研究者自身が行うことができること

としました。（規程第２条第５号）

Ｑ.６ 利益相反と法令違反とはどんな相違点

がありますか？

Ａ.６ 「法令違反」は、法令上の規制に対する

違反行為であり、法令で定められた一定の

制裁・責任（刑事罰・行政罰・民事上の損

害賠償責任等）が課せられ、かつ、公権力

（司法や行政）による強制力を伴っていま

す。

一方、「利益相反」は、法令上は規制され

ていない行為を行っているにもかかわらず、

周囲の状況によって、社会から「大学では

公正かつ適正な判断が損なわれているので

はないか」と疑われる可能性がある状況と

もいえます。このような「状況」は、法令

上直ちに問題とはなりませんが、大学およ

び教職員等が社会的信頼のもとに研究活動

を行うために、誠実かつ適切な対応が要求

されるという性質の概念です。

利益相反と法令違反の主な相違点は次表

のとおりです。

法令違反への

対応
利益相反への対応

責任の性質

法令上の責任

（刑事罰・行政

罰・民事上の損

害賠償責任等）

社会に対する説明

責任、社会的責任

責任の主体

規制に違反した

個人・法人の責

任者等

大学（組織）

違反・相反

状態への

対応方法

一律に回避され

るべき状態

必ずしも回避する

必要はなく、情報開

示やモニタリング

等、透明性を高める

ことによりマネジ

メント可能

判断基準
法令による一律

のルール

各大学のポリシー

によるルール

利益相反委員会等

で個別に判断、多様

な対応方法が可能

最終的な判

断権者
裁判所 大学

参考：科学技術・学術審議会利益相反ワーキ

ング・グループ「利益相反ワーキング・グルー

プ報告書」（平成 14 年 11 月）

Ｑ.７ 利益相反にあたる具体的な基準や事例

は設けないのですか？

Ａ.７ 利益相反は、具体的な基準や事例を定め

て規制する性質のものではありません。な

ぜならば、Ａ．６の回答にあるように利益

相反は法令違反とは異なり、法令上は規制

されていない行為を行っているにもかかわ

らず、社会から疑念をいだかれる状況のこ

とであり、大学および教職員等は、社会的

信頼を損ねかねない状況の際、対応が必要

となります。したがって、法令遵守は判断

基準とはならず、社会的に受け入れられる

かどうかが主な判断基準となります。これ
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は、個々の事例毎に適切に対応しなければ

ならない性質のものです。

本学は、産学官連携活動等を推進してお

り、画一的に不適切な行為を予め列挙して

禁止することは産学官連携活動等を阻害す

る可能性もあり望ましいことではなく、ま

た、利益相反マネジメントの趣旨でもあり

ません。本学では、個別案件に応じて適切

な対応を図るための利益相反マネジメント

体制をまず構築し、個々の事例を積み重ね

ることで、利益相反に対する一定の判断基

準を形成していきたいと考えております。

なお、どのようなケースでどのような社

会的信頼を損ねかねない状況となるのか、

という「想定事例集」を作成しています。

２．本学における利益相反マネジメント

Ｑ.８ 公的研究費を受けて行う研究（公的

資金研究）に伴う利益相反をマネジメン

トするということですが、具体的にはど

のような公的研究費が対象となります

か？

Ａ.８ 本学は、次の公的研究費を利益相反マネ

ジメントの対象としています。（規程第２

条第２号）

基本的にすべての公的研究費とお考えく

ださい。ただし、検収とは異なり、公的

教育資金はその対象としません。

Ｑ.９ 利益相反マネジメントの対象者は誰で

すか？

Ａ.９ 上記Ａ.８の公的研究費を受給して研究

を行っている教職員等（以下「研究者」と

いう）が対象となります。研究代表者だけ

ではなく当該研究課題の研究分担者または

それらに準じる方（※）も対象となります。

（※分担金を受けて研究費の一部を主体的

に使用し研究を行う者。）

また、厚生労働科学研究に関しては、上

記の方に加え厚生労働省に研究計画書を提

出している(応募している)研究代表者およ

び当該研究課題の研究分担者も対象となり

ます。

ちなみに、ここでいう「研究者（研究代

表者、研究分担者）」は本学所属の常勤の

方をいいます。

Ｑ.１０ 規程第2条第1項第1号には招聘研

究員が含まれていません。名誉教授

や特別研究員などとともにこれらの

資格でも科研費を受けられる可能性

が有りますが、対象外でしょうか。

Ａ.１０ 今のところ対象外としておりますが、

規程第 2 条第 1 項第 1 号のエの定めによ

り対象となることもあり得ます。

Ｑ.１１ 利益相反マネジメントの報告対象と

なる「経済的利益関係」とは具体的に

はどのような関係をいいますか？

Ａ.１１ 本学規程に基づき、原則として、次の

１～４の場合が、利益相反マネジメントの

報告対象となる「経済的利益関係」です。

なお、厚生労働科学研究・日本医療研究

開発機構(AMED)研究費に関しては、下記

１～４に該当しない場合でも、経済的利益

関係が無いこと自体が利益相反マネジメン

トの報告対象となります。

ア 科学研究費助成事業、戦略的創造研究推進

事業その他の競争的研究資金

イ 私立大学学術研究高度化推進事業および

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業にお

ける研究費

ウ アおよびイに規定するもののほか、政府機

関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人

等が配分する研究費
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また、厚生労働科学研究・日本医療研究

開発機構(AMED)研究費を除く公的研究費

については、下記１，２，３，４，で定め

られた金額または株式保有数等（以下「金

額・株式保有数等」という。）その他の要件

を委員会が緩和することができ、利益相反

報告書（以下「報告書」という。）提出依

頼時に具体的な要件を示すことになります。

１．公的資金研究と関係する産学官連携活

動等（共同研究、受託研究、コンソーシア

ム、知的所有権の実施許諾・権利譲渡、技

術研修、招聘研究員等の受入れ、研究助成

金・寄付金の受入れ、依頼試験・分析、機

器提供の受入れ等［規程第２条第４号］）に

おいて、同一の連携活動の相手先から１年

間に提供を受けた研究費その他の資金の額

および人員、施設、設備、物品等の金額の

合計が２００万円を超える場合（無償のも

のを金銭換算した額を含む）。

（例 研究者が、Ａ社から科学研究費助成

事業の研究課題に関わる受託研究（大学ま

たは箇所が契約したもの）を１年間に２５

０万円受け入れた場合。）

２．研究者または研究者と生計を一にする

配偶者もしくは一親等の親族が、公的資金

研究と関係する研究関連企業等（Ａ．５参

照）から給与、配当金等またはコンサルタ

ント料、謝金その他のサービスの対価（診

療報酬および公的機関からの謝金を除く）

の支払いを受ける場合において、同一の研

究関連企業等から１年間に支払いを受けた

金額の合計が１００万円を超える場合。

ここでの報告対象には、当該研究関連企

業等と次の資本関係がある法人等を含めま

す。

a)研究関連企業等が 20%以上の議決権

を有する法人（＝関連会社、子会社）

b)研究関連企業等に対して 20%以上の

議決権を有する法人（＝関連親会社、親会

社）

（例 研究者が、科学研究費助成事業の

研究課題・内容に関わる共同研究を行って

いるＢ社の役員に就任し、年間１８０万円

の報酬を受けている場合。）

３．研究者または研究者と生計を一にする

配偶者もしくは一親等の親族が、研究関連

企業等の株式の保有その他の出資をするこ

と。

ここでの報告対象には、当該研究関連企

業等と次の資本関係がある法人等を含めま

す。

a)研究関連企業等が 20%以上の議決権

を有する法人（＝関連会社、子会社）

b)研究関連企業等に対して 20%以上の

議決権を有する法人（＝関連親会社、親会

社）

また研究関連企業等の株式は、未公開株

の場合は１株以上、公開株の場合は発行済

み株式の１％以上、持分会社の自己資本の

１％以上の持分を保有することが報告対象

となります。

（例 研究者と生計を一にする子が、研

究者の公的研究費の研究課題に関わる研究

関連企業等であるＣ社の 100％子会社Ｃa

社の未公開株を保有している場合。）

なお、上記１、２および３に係る企業等

が、大学における研究の成果に基づいて設

立された企業（いわゆる大学発ベンチャー）

の場合には、金額または株式保有数等に関

係なく、経済的利益関係があればすべて報

告対象となります。

（例 研究者が、科学研究費助成事業の研究

課題・内容に関わる研究関連企業等である

大学発ベンチャーＤ社から年間８４万円の

技術顧問料を受けている場合。）
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４．研究者または研究者と生計を一にする配

偶者もしくは一親等の親族が、研究関連企業

等から、新株予約権（未行使）の割当てを受

けること、その他融資や保証等の受益権等を

受けることが対象となります。

（例 研究者の配偶者が、研究者が政府機

関から受給した公的研究費の研究課題に関

わる研究関連企業等であるＥ社（＝金融機

関または金融業ではない会社）から１００

万円の融資を受けている場合。）

Ｑ.１２ 実験に必要な大型機材を購入してい

る相手先企業は利益相反マネジメント

の研究関連企業に該当するのでしょう

か。

Ａ.１２ 公的資金研究と関係する研究関連企

業には次の２種類の企業・団体があります。

（Ｑ５参照）

ア 公的資金研究（公的研究費の支給を受けて行う

研究のこと）に関係する産学官連携活動等（共同

研究、受託研究、研究助成金・寄付金の受入れ等）

の相手先である企業・団体。

イ 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

上記のうち、アは、公的資金研究に関係

する産学官連携活動等がある場合の、その

相手先の企業・団体を指し、イは研究者の

公的資金研究の研究内容・研究成果が研究

関連企業等の価値や事業に影響を及ぼす等

して、研究者自身が公的資金研究に関係す

ると認める事業を行う企業・団体を指しま

す。

公的資金研究との関係で、上記ア、イに

該当するような関連がなく、単に実験に必

要な大型機材を購入していて、購入先企業

に対価を支払って発注する場合の相手先の

企業は研究関連企業等には該当しません。

Ｑ.１３ 研究関連企業等に研究に必要な物品

を発注することは利益相反に該当し

ますか？

Ａ.１３ 本学の利益相反マネジメントに関す

る規程等におきましては、発注等をただち

に制限するものはございません。ただし、

当該の企業に発注を行う合理性や、研究上

のバイアスがかからないことを対外的に説

明できるようにご準備いただく必要があり

ます。(なお、報告書には研究関連企業から

の物品の購入・研究者の受入れに関する項

目があります)

Ｑ.１４ 利益相反報告書の報告要件にある

「公的資金研究と関係する研究関連企

業等」と記載のある“関係する”とい

うのはどのような関係性が該当するの

ですか。

Ａ.１４ 公的資金研究の研究内容や研究成

果が当該企業の価値や事業に影響を及ぼす

等して、結果としてその企業の利益になる

ことで、大学を外部から見た時に公的資金

研究の研究内容や研究成果が歪められる

（研究にバイアスがかかる）ように見られ

る関係性があるかどうかという視点でご判

断ください。

Ｑ.１５ 大学の研究成果に基づいて設立され

た企業（以下「大学発ベンチャー」と

いう。）の場合は、経済的利益関係の

金額・株式保有数等の条件に関係な

く、経済的利益関係があれば報告対象

となるのはなぜですか？

Ａ.１５ 一般的に大学発ベンチャーと研究者

との関係は非常に密接である場合が多く、

研究者がその大学発ベンチャーから様々な

経済的利益関係を得ることも当然に予想さ

れます。そしてその密接性ゆえに、社会か
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ら利益相反による弊害が存在するのではな

いかとの疑念を招きやすく、経済的利益関

係の多寡だけで関係性を判断することは困

難です。そのため、金額・株式保有数等の

条件に関係なく経済的利益関係があれば、

その報告をお願いしています。

Ｑ.１６ 「大学発ベンチャー」として報告す

るのは、どのような企業となります

か？

Ａ.１６ 本学では、「早稲田大学発ベンチャー」

等の呼称について大学による認定は行って

いません。よって大学発ベンチャーとして

含めるか否かは、大学の研究成果に基づい

て設立された企業であるかを基準に、研究

者自身で判断してください。

Ｑ.１７ 研究室での成果をもとに大学発ベン

チャー企業を起ち上げ株式の保有をし

ようと考えていますが、利益相反防止

についてはどのように対応すべきでし

ょうか。

Ａ.１７ 当該大学発ベンチャー企業が公的資

金研究と関係する研究関連企業であり、か

つ当該企業の株式を保有することにより経

済的利益関係が生じるのであれば、そのこ

とによって研究の全プロセス（研究テー

マ・対象の決定、実験・分析内容、研究内

容、研究成果）に対してバイアスが掛かっ

ている、または掛かっているかのように見

えることのないよう、対外的に説明可能な

研究体制を構築しておく必要があります。

また、当該大学発ベンチャー企業の株式

を保有する研究者が、現在は公的資金研究

を行っていない場合でも、今後行う場合に

は、上記と同様に対外的に説明可能な研究

体制を構築する必要が生じます。

なお、当該公的資金研究に関して報告要

件に該当する場合は、研究関連企業等との

経済的利益関係について委員会への報告が

必要になります。

Ｑ.１８ 利益相反マネジメントの対象を経済

的利益関係の種類によっては、研究者

本人だけではなく研究者本人と生計

を一にする配偶者もしくは一親等の

親族まで広げるのはなぜですか？

Ａ.１８ 研究者と生計を一にする配偶者も

しくは一親等以内の親族は、研究者と経済

的に密接な関係があると外部から見られる

可能性があります。したがって、研究者と

生計を一にする配偶者もしくは一親等以内

の親族が研究関連企業等から経済的利益を

受けた場合にも、実質的には研究者本人が

経済的利益を受けたものとみなされること

があるため利益相反マネジメントの対象と

しています。

ただし、例えば研究者と生計を一にする

配偶者もしくは一親等以内の親族が、研究

者本人の研究関連企業等から年間１００万

円を超える支払いを受ける場合でも、その

支払いと当該産学官連携活動等や公的資金

研究とが無関係（例 産学官連携活動等の

相手先が、当該連携活動以前から配偶者の

従業員としての勤務先であり、配偶者の就

労と関係なく連携関係を結んだ場合等）で

ある場合は対象とはなりません。

また、配偶者以外の「生計を一にしない」

一親等以内の親族（既に独立して働いてい

る子や親など）が、研究者の研究関連企業

の未公開株を保有していた場合なども対象

にはなりません。

Ｑ.１９ 公的資金研究を行っている教職員等

は、どのような場合でも経済的利益関

係を報告しなければなりませんか？
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Ａ.１９ 規程第２条第６号に定める「経済的利

益関係」（上記Ｑ１１、Ａ１１参照）が、

規程第１２条第１項および第２項の報告要

件や、第３項に基づき委員会が定める報告

要件に達していない場合、また、そもそも

「経済的利益関係」が存在しない場合は、

報告書の提出は不要です。

ただし、厚生労働科学研究・日本医療研

究開発機構(AMED)研究費については、利

益相反マネジメント委員会への申し出を行

うことが申請の要件とされていることから、

「経済的利益関係」の有無にかかわらず必

ず報告書を提出してください。（規程第１

２条第１項第５号） また、厚生労働

科学研究・日本医療研究開発機構(AMED)

研究費を除く公的研究費については、報告

要件に達する経済的利益関係が存在する場

合であっても、研究者が自ら利益相反マネ

ジメントを行う旨を書面により委員会に申

し出た場合は、経済的利益関係について報

告しないことができます。

なお、報告要件に達しない場合であって

も、現在の状況に対して利益相反上の不安

がある等、利益相反に関する確認を希望す

る場合は、委員会事務局にご連絡ください。

委員会による確認、または利益相反防止ア

ドバイザー(弁護士)への相談対応として委

員会事務局が取り次ぎします。

Ｑ.２０ 公的研究費（厚労科研費等を除く）

の自主的利益相反マネジメントと

は何ですか

Ａ.２０ 規程の第１２条第４号により、「研

究者は、公的研究費の交付の決定等を行う

機関が経済的な利益関係を委員会に報告す

ることを義務付けていない場合において、

自ら利益相反マネジメントを行う旨を書面

により委員会に申し出たときは、経済的な

利益関係について委員会に報告しないこと

ができる。」としています。

原則として研究関連企業等との間に報告

要件に該当する経済的な利益関係がある場

合には、利益相反報告書を委員会に提出い

ただくことをお奨めしますが、十分なマネ

ジメント能力があり、かつ、そこで生じる

責任を自ら負うことを選択する方に関して

は、「自主的利益相反マネジメント実施申

出書」を提出することで、「利益相反報告

書」を出さずに自らマネジメントを実施し

ていただくことになります。

Ｑ.２１ 他機関の研究者（研究分担者）から、

利益相反に関する審査の委託につい

て相談を受けました。私は当該研究課

題の研究代表者です。どのようにすべ

きでしょうか。

Ａ.２１ このような場合、基本的には研究

者の本属の研究機関においてマネジメント

が実施されることとなっています。万一、

本属の研究機関の審査体制に支障がある場

合には、そのケースごとに慎重に対応する

必要がありますので、まずは委員会事務局

までご連絡ください。

なお、研究代表者が学外の研究機関に所

属する研究課題で、本学の教職員が研究分

担者である場合について、当該研究代表者

から本学への利益相反に関する審査委託は

受託していません。

Ｑ.２２ 年度ごとの報告書の提出はいつ頃で

すか？

Ａ.２２ 厚生労働科学研究については、翌年度

分の新規または継続の申請を行う時期にあ

わせ、通常１２月初旬に提出依頼を行い翌

年２月下旬を提出期限とします。

また、厚生労働科学研究等を除く公的研

究費については、当該年度の採択がおおよ

そ判明する時期を目処に、７月初旬に提出



9

依頼を行い１０月中旬を提出期限とする予

定です。

※日本医療研究開発機構(AMED)研究費に

ついては厚生労働研究費とあわせて依頼を

行います

Ｑ.２３ 利益相反報告書を提出することによ

って受けるメリットは何でしょうか。

Ａ.２３ 委員会では、提出された利益相反報告

書をもとに審査を行い、審査結果について

「審査結果通知書」として通知します。こ

の審査結果通知書によって、利益相反上の

問題がない場合であっても、必要に応じて

利益相反による弊害につながるような問題

の防止に資する指摘を受けることができま

す。

また、万が一、外部から利益相反の状況

に関する疑念が提起されるような事態が生

じた場合には、あらかじめ情報を大学と共

有していることによって資料が揃っている

ため、即座に外部への説明に対応すること

ができ、対外的な非難を回避または解消す

ることができます。

Ｑ.２４ 利益相反報告書を提出しないこと

によって受けるリスクは何でしょ

うか。

Ａ.２４ 本学の規定に反するばかりか、報

告書を提出しないことにより、経済的利益

関係のある研究関連企業等との利益相反の

状況について委員会で客観的に確認しても

らうことができず、利益相反による弊害に

つながりかねない状況があったとしても気

づかない可能性があり、その結果弊害が放

置されることとなります。

また、万が一、外部から利益相反の状況

に関する疑念が提起されるような事態とな

った場合、情報を大学と共有していないた

め、即座に対応することができず、しばら

くは対外的な非難への対応に追われるリス

クがあります。

Ｑ.２５ 利益相反マネジメントは実際には

どのように行われますか？

Ａ.２５ 委員会は、公的資金研究を行う研究

者から提出された経済的利益関係に関する

報告に基づき審査を行います。その際、必

要に応じて当該研究者へ報告内容の確認や

利益相反に関係するアドバイス等を行い、

場合によってはヒアリング等で具体的な内

容確認を行います。

審査の結果は審査結果通知書として各研

究者に通知しますが、利益相反により公的

資金研究において「公的資金研究に必要と

される公正かつ適正な判断が損なわれる、

または損なわれるのではないかと第三者か

ら懸念が表明されかねない状態が生じ、ま

たは生じるおそれがある」（規程第１３条第

４項）状態であると委員会が認めるときは、

研究者に対して改善を要請します。この規

程第１３条第４項で説明している状態は、

上記Ａ４で説明している「利益相反による

弊害の３類型」に対応しています。

Ｑ.２６利益相反マネジメントの審査結果に不

服がある場合、どうすればいいです

か？

Ａ.２６ 研究者は、委員会の審査結果に不服が

あるとき、通知を受けた日から２週間以内

に、書面により委員会に対して不服を申し

立てることができます。この場合、委員会

は再度審査を行ったうえで、その結果を、

不服を申し立てた研究者に文書で通知しま

す。

なお、再審査の結果については不服を申

し立てることはできません。
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Ｑ.２７ 委員会の改善要請に従わない場合、

罰則がありますか？

Ａ.２７ 委員会の改善要請に従わないことに

よる罰則はありません。ただし、改善要請

等を行ったにもかかわらず研究者が従わな

かったときに、外部から利益相反の疑いを

持たれた場合、大学として説明責任を果た

すことができないため、大学が研究者を保

護することはできなくなります。その結果、

研究者本人および大学の社会的信頼が損な

われる可能性があります。

なお、厚生労働科学研究・日本医療研究

開発機構(AMED)研究費については、総長

に報告したうえで、総長から厚生労働省等

の研究費配分機関へ報告することとなりま

す。

Ｑ.２８ 新しい経済的利益が発生した場合に

その都度報告書を提出することとな

っていますが、それはどのような場

合ですか？

Ａ.２８ 次の場合には、速やかに利益相反報

告書（定期以外報告用）を提出してくださ

い。

① 年度ごとの利益相反報告書提出（以下

「定期報告」という）時において、規程第

１２条第１項、第２項に基づき委員会が定

めた「経済的利益関係」（上記Ｑ１１、Ａ

１１参照）が存在しなかった研究者が、次

の定期報告時までの間に、新たな「経済的

利益関係」に該当する状況が生じた場合。

② 定期報告において、規程第１２条第１

項、第２項に基づき委員会が定めた「経済

的利益関係」があると報告した研究者で、

更に新たな経済的利益関係が発生した（例

産学官連携活動等の相手先の非公開株の保

有株数が増加した、定期報告時の株式保有

に加え新たに技術指導等謝礼を得た等）こ

とにより、追加して経済的利益関係をもつ

ことになった場合。

なお、利益相反報告書（定期以外報告用）

を提出した後、次の定期報告までの間に経

済的利益関係に変化がない場合でも、定期

報告は必要ですが、報告書の作成に負担が

かからないよう工夫します。

Ｑ.２９ 利益相反マネジメントと兼業規程は

どのような関係ですか？

Ａ.２９ 本学が現在利益相反マネジメント

の対象としているのは、「公的研究費の支

給を受けて行う研究（公的資金研究）」に

おける「個人としての利益相反」（Ａ２参

照）であり、「大学教員の兼業に関する規

程」の許可要件とでは対象も観点も相違し

ていますので、基本的にお互いに影響しあ

うことのない関係であり、それぞれ別個に

手続きを行う必要があります。

Ｑ.３０ 利益相反状況について心配になった

場合はどのように助言を求めること

ができますか？

Ａ.３０ 利益相反状況について心配になった

ときには、本学が契約する利益相反防止ア

ドバイザー（弁護士）に相談することがで

きます。相談は、委員会事務局において受

け付けますので、まずは委員会事務局まで

ご連絡ください。

Ｑ.３１ 利益相反防止アドバイザーとはどう

いうことをするのですか？

Ａ.３１ 利益相反防止アドバイザーは、教職員

等からの利益相反に関する相談に応じ、必

要な助言や情報の提供を行います。なお、

利益相反防止アドバイザーの相談の範囲は、

公的資金研究に関係する利益相反となりま

す。また、利益相反防止アドバイザーと委

員会とは相互に協力しあう関係です。
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Ｑ.３２ 提出後の報告書はどのように取り扱

われますか？

Ａ.３２ 報告書を初めとする個人情報につい

ては、秘密情報として管理に万全を期しま

す。

なお、報告書は文書保存規程にしたがっ

て管理・保存されます。

本Ｑ＆Ａについては、今後も整備・充実

させていきます。また、Ｑ＆Ａでは確認で

きないこと、不明点等は委員会事務局へお

問い合わせください。

・2011 年 6 月１日新版作成

・2012 年 1１月１５日増補版作成

・2017 年 3 月 3１日改訂
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