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 06 研究活動と研究環境 

 

【理念・目的】 

大学における研究活動は、大学の主たる目的である教育活動と両軸をなすものである。

特に早稲田大学においては、教育を中心とした大学でありながら、世界に誇る研究大学と

しての特徴も掲げていくことを大きな理念としている。したがって、教育と研究を連動さ

せつつ、次世代を担う若者を国際社会に輩出し続けるという誇りと決意の下に、それを可

能にするための環境をできる限り整えていかなければならない。 
近年、国は「科学技術創造立国」を旗印として各種の助成事業を展開し、文部科学省を

中心に競争的研究資金の拡充によって、卓越した研究拠点の育成を推進している。こうし

た状況の中で、本学としては、優れた研究大学としての体制を整え、国からの補助事業の

受け皿ともなりうる研究組織を充実し、民間を含む大型研究資金の導入をより活発化させ

ることで、今後も研究活動の格段の充実を図っていくことが大きな課題となっている。 
学生からの授業料収入等には過度に依存することなく、研究体制を充実させるためには、

外部資金獲得にかかる部局の強化はもとより、学内に競争原理を導入し、研究者一人ひと

りがその研究活動や成果によって正当に評価され、研究費の適正な配分を受けるようにし

なければならない。この基盤となるシステムのひとつが、まさに大学の教育研究の点検・

評価体制であり、本学は従前も行ってきた点検・評価のためのシステムを、より組織的か

つ効果的に再構築する必要がある。 
研究活動の活性化と研究環境の充実は、本学の教育研究の強化・高度化を通じて、世界

人類への多大なる貢献につながると確信している。当面は、研究所等の再編、研究員の増

員配置、産学官の連携強化、プロジェクト研究所の活用、インキュベーション・オン・キ

ャンパスの推進、教員の兼業等のシステムの構築、などの課題に沿った研究環境の充実を

進め、早稲田大学が世界のオピニオン・リーダーとして教育研究を主導するための体制づ

くりを行っていく考えである。 
 
（１）研究活動 

（研究活動） 

過去５年間の研究成果の発表状況と学会での活動状況は、本学の「研究者データベース」

（詳細は（研究上の成果の公表、発信・受信等）で後述する）へ研究者自身が登録したデ

ータにより把握することができる。 

 
ⅠＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【実態】【長所】 

著書や発表論文等と芸術系の活動やフィールドワーク等について、それぞれ種別ごとに

登録されたデータの割合は下表のとおりである。近年は、学術雑誌の割合は変わらない一

方、学内紀要などへの論文投稿が減り、発表形態が多様化している。 
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研究業績（著書、発表論文等）種類別割合 

年度 単行本 大学・ 

研究所等紀要 

学術雑誌 その他 

2000 19％ 11％ 45％ 25％

2001 17％ 10％ 45％ 28％

2002 17％ 10％ 47％ 26％

2003 16％ ９％ 46％ 29％

2004 14％ ７％ 45％ 34％

 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

【実態】【長所】 

役職を担当した学会の国内外別の割合は下表のとおりである。今後は国内だけでなく、

海外学術機関での活動がさらに活発化することが期待される。 

 

所属学会（役職担当）国内外別割合 

役職担当年度 国内 国外 

2000 90％ 10％

2001 90％ 10％

2002 90％ 10％

2003 92％ ８％

2004 92％ ８％

 

また、海外の国際会議・学会等への出席回数は、2004 年度で 1,384 回、発表回数は 1,175

回であり（対象は学術院、独立研究科のみ）、数字上は海外国際会議等への出席者は、ほぼ

会議における発表も行っていることになる。 

【問題点】【改善の方法】 

研究者の専門分野により研究活動の実態も異なるので、必ずしも量的な指標のみで評価

することは難しいが、研究成果の社会還元という見地からも、研究業績等の発表について

質・量ともにその充実を図っていくことが、今後の課題と言える。 
 

ⅠＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

【実態】【長所】 

本学において公的な研究助成の下に行われている大型研究プログラムとしては、科学技

術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム（スーパーCOE：１件）、同振興分野人材養成

プログラム（３件）、21 世紀 COE プログラム（９件）、特別推進研究を含む科学研究費補助

金（570 件：2004 年度）等がある。このうち、21 世紀 COE プログラムはすでに中間評価が

終了し、すべての拠点について継続実施することとなっている。 
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2007 年に創立 125 周年を迎える本学は、世界的な教育研究拠点の形成を図るために、上

記のような学内各拠点については、大学の方向性と取り組みの先進的事例と位置づけて重

点的支援を行っている。マネジメント体制としては、研究活動にかかる事項を統括する研

究推進担当常任理事を置き、その下に研究推進部を設けて、トップダウンによる戦略的・

機動的な研究支援体制を構築している。そして研究推進部には自然科学系、社会科学系、

人文科学系からそれぞれ教員管理職を配置し、現場のニーズの的確な把握、新たな研究プ

ロジェクトの発掘、学際的研究計画の調整など、重要な役割を負いながら機能させている。 

また、これらの研究プロジェクトを組織面で支えるために、研究科や専攻の新設・再編

を行った。ナノ理工学専攻（2003 年新設）、生命理工学専攻（2001 年新設）等は、本学の

重点研究強化策の一環でもあり、多くのプロジェクトが研究助成を得て活動しているもの

である。 

【問題点】【改善の方法】 

本学における研究活動は、これまでどちらかと言うと研究者・箇所の主体性を重視し、

大学としての重点的な資源配分に基づく戦略的な展開という面では、十分でなかった。そ

こで近年は、COE を中心とした研究拠点を支援するための直接・間接の予算的措置や、大

型プロジェクトのリーダー等の教育・管理負担軽減を図る制度等も導入している。 
 

（研究における国際連携） 

ⅠＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅠＣ群 海外研究拠点の設置状況 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【実態】【長所】 

本学では、海外の大学・研究機関と数多くの学術交流協定を締結しており（2005 年５月

現在 75 カ国 492 機関）、それらの機関を中心に、文理を問わず従来から活発な国際共同研

究等を展開してきた。 

近年、本学では「アジア太平洋地域における知の共創」を旗印に、同地域との連携を深

めている。特に、21 世紀 COE プログラム拠点（2002 年度採択５拠点、2003 年度採択４拠

点）では、アジアとの共同研究をベースにした国際シンポジウム等も頻繁に開催しており、

2005 年 12 月には提携関係にある中国・北京大学において早稲田デーを催し、COE 各拠点の

研究発表等を行う予定である。 

また本学では、北京をはじめシンガポール、ボン、オレゴン等に海外研究拠点を設置し、

国際共同研究にかかるフィージビリティ・スタディやコーディネート、実際の研究フェー

ズにおける運営支援等にあたる体制を整備している。 

【問題点】【改善の方法】 

本学のこれまでの国際的な共同研究は、どちらかと言うと個人レベル、箇所レベルの交

流が主体であり、継続性や広がりに欠ける面があった。そこで、2005 年度から始まった文

部科学省「大学国際戦略本部強化事業」への採択を受けて「早稲田大学国際研究推進本部」

を設置し、大学全体として組織的・戦略的な取り組みを進めているところである。当面は、

既存の海外研究拠点の強化充実を図る一方、数年後には新規拠点の開拓等も視野に入れな
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がら、さらなる研究の国際化を進める計画である。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅠＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

【実態】 

本学では現在、学部・大学院に付置する研究所・研究教育センターが７（材料技術研究

所、比較法研究所、産業経営研究所、現代政治経済研究所、教育総合研究所、人間総合研

究センター、理工学総合研究センター）、独立大学院と一体となって活動する研究教育セン

ターが５（環境総合研究センター、アジア太平洋研究センター、国際情報通信研究センタ

ー、日本語研究教育センター、ファイナンス研究センター）、大学が直接設置している研究

教育センター（メディアネットワークセンター、環境保全センター）が２、計 14 の研究所・

研究教育センターを設置している。 
【問題点】【改善の方法】 

しかし近年、産学官連携の推進と競争的研究資金をめぐる大学間競争の激化など、大学

を取り巻く環境が大きく変貌し、従来型の研究体制ではこうした動きに十分対応しきれな

い面が出てきた。 
そこで、まず教員組織について、相互連携による教育・研究機能の強化、意思決定の迅

速化による機動性の強化等を目指し、従来個別に運営されていた学部と同系統の研究科や

研究所を統合し、新教員組織「学術院」を発足させた。少なくとも一人の学術院長の下で、

これらの教育研究機関が一体となって活動を展開することが期待されている。 
また、従来の付置研究所は、研究所の名称があまりに包括的すぎて、一体何を研究して

いるのか、「顔が見えない」状況であったことと、学際的な研究を行う場合に、従来の学問

分野で区分けされている学部・大学院の付置研究所では対処しえない場合が出てきたこと

から、付置研究所とは異なる「プロジェクト研究所」制度を発足させた。これは、設置期

限を設けて外部資金等により運営し、評価をしながら活動を行うシステムなので、恒常的

な機関であった付置研究所よりも研究活動に緊張感が生まれ、活性化される。 
従来型の付置研究所の機能とは別に、大学における研究組織のあり方も多様化してきて

いる。教育組織と研究組織の関係のあり方については、すでに研究体制に関するワーキン

ググループ等を発足し、今後のあり方について検討しているところである。 
 
（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅠＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】 

本学では、専任教員および助手が個人で行う学術研究を助成するための「個人研究費」

と、個人または複数で行う研究等への助成や科学研究費補助金等の採択結果に連動し科研
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費獲得までには至っていないが萌芽的または早稲田独自な研究を助成する申請型研究費と

して「特定課題研究助成費」を交付している。個人研究費はその趣旨・目的に沿って、設

備費（機械器具）、研究経費（図書資料、用品、消耗品、印刷製本、通信、修繕、賃借、雑

費）、学会・研究出張旅費等に充てることができ、幅広く研究ができる環境を助成している。

本学教員の研究活動経費の一部として、創造的・飛躍的な進展につながり、今日の個人研

究から多くの研究成果を生み出している。また、特定課題研究助成費の使途範囲も個人研

究費と同様に幅広く（アルバイト等の人件費にも利用可能）、科学研究費等の申請・採択に

向けた支援制度として機能している。 
 
《個人研究費等》 

個人研究費 423,000 円 または 408,000 円 

学会出張補助費上限額 90,000 円 

海外学会出張補助費上限額 110,000 円 

基礎額（箇所一括交付額） 教員数により 300,000 円 ～ 2,000,000 円 

複写代補助費積算単価 3,000 円 

 

《特定課題研究助成費》 

一般助成 400,000 円 ～ 1,000,000 円 

重点助成（若手、萌芽的）研究上限額 5,000,000 円 

 

特別推進申請 3,000,000 円 

基盤(S)、基盤(A)、学術創成 2,000,000 円 

基盤(B)、若手(A)、特定領域 1,000,000 円 

基盤(C)、萌芽、若手(B)、奨励研究 500,000 円 

科学研究費以外の競争的研究資金 500,000 円 ～ 3,000,000 円 

 

 

科研費  

連動型
 

 

 

【問題点】【改善の方法】 

研究費によって得られた研究内容や成果について、必ずしもすべてが報告されていない。

教員自身が１年間の研究報告をデータベースに入力し、公開できる環境にはなっているが、

まだ未入力が目立つ状況である。研究活動は教育活動とともに教員・研究者の本務であり、

その現況や成果について報告するのは当然期待される役割であると同時に、それらの情報

を収集し、適切に学内外に対して開示することは、大学が果たすべき責務でもある。大学
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としては、毎年の研究成果の報告を義務づける旨を、周知徹底しているところである。 
 
ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【実態】 

専任教員には、机、椅子、書架、電話、空調、LAN 環境など基本設備が整えられた研究

室が１人１室用意されている。研究の分野により研究室内に個別に設置した什器・機器が

ことなり、研究室での学生指導の際、手狭である研究室も見受けられるが、教員研究室の

整備状況は良好である。また、基本設備に加えメンテナンスとして定期清掃や書棚類の耐

震対策についても定期的に実施されている。 

 東伏見キャンパス、所沢キャンパス、本庄キャンパス、北九州キャンパスのいわゆる遠

隔地キャンパスにおける教員研究室においても、その１室当りの面積、基本備品、電話利

用、清掃などについて、メインキャンパスの西早稲田キャンパスと同条件での整備を行っ

ている。 

【問題点】【改善の方法】 

 １人１室での使用率からみると、全学的に 100 パーセントの箇所が多い中、所沢キャン

パスにおいては、個室率が低い箇所もあり、当該箇所からも教員研究室不足解消の要望が

出されている。 

 所沢キャンパスの教員のうち、東伏見キャンパスを主たる教場としている教員について

は、2005 年度から新規に整備された東伏見の教育研究施設内の教員研究室を貸与すること

により、改善を行った。 

 所沢キャンパスの整備については、研究棟の建設にすでに着工しており、さらに 2006

年度には別地区に新たに着工を予定している。 

 

ⅠＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅠＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【実態】 

本学では 1998 年に既存の制度を変更し、研究および教育の向上を目的として、専任教員

が研究に専念するための「特別研究期間制度」を設けている。適用期間は１年または６カ

月とし、継続して研究を行う必要がある場合は延長も申請でき、適用期間中の授業は免除

される。当制度により、現在年間 50 人強の教員が国内外で研究をしている。 

また、教育研究の多様化・高度化に対応し、競争的な環境下でより質の高い教育研究を

展開するための大型研究等特別支援プログラムがある。中心的な役割を担う研究者を養

成・支援することを目的とし、主として 21 世紀 COE プログラム等の拠点形成プロジェクト

や大型研究費等を獲得した研究者に対して、教育活動や大学運営業務にかかる負担が集中

する傾向を緩和するため、教育活動にかかる授業担当コマ数を軽減し、免除した授業科目

を非常勤講師で補う。上記以外にも、専攻する分野について研究能力を向上させることを

目的としている海外留学の制度がある。 
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【長所】 

研究体制の充実が図られ、研究者が教育の大きな負担を研究の時間に使用できることが

最大のメリットである。また、研究期間に非常勤講師を充てて継続した授業を保ちつつ、

研究拠点が終了した際は従来の教育活動に戻り、その成果を還元することでより充実した

教育が可能になる。 
また、大型研究等特別支援プログラムの適用者は、シンポジウム、学会誌等で研究成果

の発表・公開を行うこと、各年度の研究進捗状況を報告すること、研究成果を踏まえて新

たな競争的研究資金へ応募すること等を義務づけ、研究活動の一層の活性化を図っている。 
【問題点】【改善の方法】 

大型研究等特別支援プログラムは今年度開始の支援プログラムで、非常勤講師の選任や

年間カリキュラムの問題等もあり、今年度の申請件数はあまり多くない。今後は対象者の

拡大等も含め、さらなる研究環境の整備について方策を講じる必要がある。 
 
（競争的な研究環境創出のための措置） 

ⅠＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

ⅠＣ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般（経常）的研究資金と 

競争的研究資金で構成される研究費のシステム）の運用の適切性 

ⅠＣ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 

ⅠＣ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

ⅡＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

ⅡＣ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般（経常）的研究資金と 

競争的研究資金で構成される研究費のシステム）の運用の適切性 

ⅡＣ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 

ⅡＣ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

代表的な競争的研究資金である科学研究費補助金の近年の応募と採択の状況は、次表の

とおりとなっており、ここ数年、応募数、採択数ともに増加している。 
 

 2005 年度 2004 年度 2003 年度 

応 募 数 768 692 598 

採 択 数 210 185 172 

 
一方、学内的に確立されているデュアルサポートシステムとしての研究資金としては、

「特定課題研究助成費」が挙げられ、予算規模は約２億 3,000 万円で、745 件の申請に対

して 388 件の採択となっている。学内の研究費に対しても競争原理を導入し、研究者各人

が研究内容や成果によって正当に評価され、研究費の配分を受けるシステムが重要である

が、現在は特定課題研究助成費がこれにあたるものである。特定課題 A（一般助成、重点

助成）と特定課題 Bおよび新任者のカテゴリーがある。このうち、特定課題 Aの重点助成

は若手研究者と萌芽的研究があり、ヒアリングを実施し審査を経て採択され、2005 年度は、

前者が 11 件の申請に対して４件、後者が 10 件に対して１件の採択となっている。特定課
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題 Bは、科研費に申請した研究計画はすべて自動的にエントリーされる科研費連動型と競

争的研究資金連動型がある。前者の 2005 年度実績は、410 件の申請に対して 213 件、52％

の採択率であり、約１億 3,200 万円を交付している。 

流動的研究部門・施設としては、2004 年度から５年の期間で選定された科学技術振興調

整費戦略的研究拠点育成プログラム（スーパーCOE：先端科学・医療健康融合研究機構）や

本学の研究事業の先進的な事例として位置づけている 21 世紀 COE プログラムのほか、本学

独自の①総合研究機構、②ナノ理工学研究機構、③先端科学・健康医療融合研究機構、④

IT 研究機構、⑤アジア研究機構の５つの研究機構がある。総合研究機構には、現在 130 以

上のプロジェクト研究所が所属して機動的な活動を行っているが、研究成果や運営の実態

がわかりにくい面があり、研究所活動の外部評価、学外研究者の参加、外部資金の獲得等

を通じて、より開かれた体制にしなければならない。また、2005 年度に設置されたアジア

研究機構では、「アジア太平洋地域における知の共創」等の理念を基盤に、本学の学術的・

人材的蓄積を生かした独創的なアジア関連研究を展開し、アジア発のアジア研究にかかる

世界的拠点の創出を目指している。 

研究組織の弾力化では、これまで個別に運営されていた学部や大学院、研究所を統合し、

新しい組織として「学術院」を設置した。相互連携による教育・研究機能の強化、意思決

定の迅速化による機動性の強化等を目指し、学術院が一体となって活動を展開することが

期待されている。 

 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅠＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅠＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【実態】【長所】 

国の「第２期科学技術基本計画」では、「研究機関・研究者は研究内容や成果を社会に対

して説明することを基本的責務と位置付け、（中略）国民と研究者等との双方向のコミュニ

ケーションの充実を図る」と述べられている。加えて、近年は特に産学官の連携や知的財

産等の見地からも、個々の研究者および研究内容に関する詳細で最新の情報が、産業界や

行政等から強く求められているところである。 

こうした状況も踏まえ、本学では、研究活動は教育活動とともに教員・研究者の本務で

あり、その現況や成果について公表するのは研究者に当然期待される役割であると同時に、

それらの情報を管理・集積し、適切に学内外に対して開示することは、大学として果たす

べき責務であると位置づけている。併せて、ウェブ等の媒体を通じて内外の研究機関と効

果的に連携し、相互の研究成果等について積極的な交流を図ることにより、わが国の学術

研究水準の向上と学術情報流通の活性化に大いに貢献を果たしたいと考えている。 

現状では、専任教員等を対象に、以下のような関連施策を講じてきている。 

①学術論文掲載料補助費：全国的、国際的な規模を有する学会によって定期的に刊行さ

れる学術雑誌等に研究論文を掲載する場合、掲載料（投稿料）の一部を補助 

②学術出版補助費：優れた著作で、市販性の少ない学術図書を出版する場合、直接的な
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出版経費の一部を補助 

③国際会議等開催助成費：本学の主催する国際会議等の開催にかかる経費を支援。なお、

本助成費の各々の成果概要については、「学術研究活動（学術年鑑 Web）」において公

表（http://www.waseda.jp/rps/gaku/kyoutsu/index.html） 

④研究者データベース（http://www.wnp7.waseda.jp/app/ip/ipi0201.html）：研究業績

（著書、発表論文等）等に関する情報を個人別に編集・提供するもので、研究者自身

が随時ウェブを利用して更新可能 

【問題点】【改善の方法】 

上記①～③については、教員・箇所ともにニーズが大きく、場合によっては追加予算措

置が必要になる等、実際の利用度も高いので、今後制度の拡充ないし組み替え等の検討が

必要になる。 

④については、2004 年度に開始したところであり、まだ教員によるデータ登録率が十分

とは言えない。インタフェースの改善やデータ項目の見直し等を行うとともに、今次の大

学点検・評価の取り組みとも連動させながら、登録率および内容の飛躍的な向上を図って

いるところである。 

 
（倫理面からの研究条件の整備） 

ⅠＣ群 倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規制シ 

ステムの適切性 

ⅠＣ群 医療や動物実験のあり方を倫理面から担保することを目的とする学内的な審議

機関の開設・運営状況の適切性 

ⅡＣ群 倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規制シ 

ステムの適切性   

ⅡＣ群 医療や動物実験のあり方を倫理面から担保することを目的とする学内的な審議

機関の開設・運営状況の適切性 

【実態】 

本学では理工学術院、人間科学学術院、スポーツ科学学術院、教育・総合科学学術院な

ど複数の学術院において、遺伝子組み換えに関する実験、動物実験、人を対象とする実験

等が実施されており、近年学外の医療関連の研究機関との共同研究あるいはナノテクノロ

ジーとバイオテクノロジーとの融合研究等が多く実施されている。 

適正な研究・実験遂行のために、国の定めた法規に従って、以下の規程の制定ならびに

審査のための会議体を大学本部に設置している。 

・遺伝子組み換え生物などの安全取り扱いに関する事項 

遺伝子組み換え実験安全管理規程、遺伝子組み換え実験安全委員会 

・動物実験の管理に関する事項 

動物実験実施規程、動物実験運営委員会 

・生命倫理に関する事項 

人を対象とした研究等倫理規程、人を対象とした研究等倫理委員会 

研究者は、上記の規定に従って所定の実験計画書を提出し、各委員会によって審査され

る。審査の結果、不適切な計画には研究の中止を求める等、厳正な審査を行っている。各
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委員会は年度初に開催されるほか、研究者から研究計画書が提出されるごとに随時開催し

審査を行っており、研究が滞らないように対応している。 

【問題点】【改善の方法】 

下記のような問題点があるが、本年度中にその解決に向けた取り組みを進める。 

①研究者に対する関連法規、手続き等の周知徹底 

本学の各研究者が関連する法規を熟知しているとは限らず、必要な手続きを行わないま

ま研究を遂行している可能性がある。マニュアルの整備など印刷物およびウェブによる情

報提供、ならびに学術院ごとの説明会の開催、文部科学省の協力を得て説明会、講演会の

開催等を計画する。 

②全学的な研究活動に関する情報把握と情報公開 

各研究者が実際にどのような研究を進めているかについての情報を十分に把握できてい

ないため、大学としての管理が不十分である。事務局体制の再整備を行い、全学的な情報

収集、把握、整理、公開を行っていく。 

③迅速・適正な審査の実施 

研究が滞らないために、迅速かつ適正な審査が行われる必要があり、可能な限り対応し

ているが、場合によっては長期間を審査に要することもある。今後は審査基準の再整備、

審査体制の変更と手順、仕組みの改善を進める。 

④全体的な安全管理体制の充実 

遺伝子組み換え、動物実験、生命倫理に限らず化学物質管理など研究活動に関する安全

管理をさらに充実する必要があるが、現状の組織、体制では限界がある。上記１）～３）

の取り組みを進めるため、および生命倫理やライフサイエンス等の危険物質取り扱い等、

研究活動上のリスク管理を徹底するための組織整備を行う。 


