
慶應義塾⼤学                                         

ヒト⽣物学-微⽣物叢-量⼦計算研究センター (Bio2Q) 

1 

世界トップレベル研究拠点プログラム 
ホスト機関のコミットメント 
                                      2022 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
 ⽂部科学省 御中 
 

慶應義塾⼤学 
塾⻑ 伊藤 公平 

 
 
 「世界トップレベル研究拠点プログラム」に申請した「ヒト⽣物学-微⽣物叢-量⼦計算研究センター 
[Human Biology-Microbiome-Quantum Research center (Bio2Q)]」に関し、同申請が採択
された際は、以下の事項について責任をもって以下のとおり具体的に措置していくことを確認する。 
 
＜具体的措置＞  
※ 以下のそれぞれの事項について、具体的措置を記載すること。 
1) 当該拠点が真に「世界トップレベル研究拠点」となり、⽀援終了後に⾃⽴化するよう、当該拠点が

ホスト機関のミッション等の実現に資することを⽰すとともに、当該拠点をホスト機関の中⻑期的
な計画に明確に位置づけた上で、補助期間中から機関を挙げて全⾯的な⽀援を⾏うこと。 

※当該拠点が、ホスト機関におけるミッション、建学の精神・理念、業務運営に関する⽬標等の実現に資することを⽰すこと。 
また、ホスト機関の中⻑期的な計画における当該拠点の位置づけについて記載すること。 

 
慶應義塾⼤学には、創⽴者である福澤諭吉が掲げた明確なミッションがある。福澤は建学の精神に

「全社会の先導者」としての役割を⾃らが実践していくことを掲げている。本学の創⽴から 160 年以上
を経た今、「社会」は「国際社会」を意味し、WPI 世界トップレベル研究拠点構想は、本学の発展に⽋
かせない重要なアクションプランと合致している。そのため、本申請が採択された際には、Bio2Q 拠点
に対し、機関を挙げて全⾯的な⽀援を⾏う。 

本学のアクションプランの具体策として策定したのが「中期計画 2022-2026」で、「研究」におけ
る中期計画を実現させるための実践的な事業として、Bio2Q 拠点を位置づける。本拠点は、３つの研究
コアからなる分野融合型の研究を実践し、学内・学外の研究リソースを集結させる世界トップレベルの
研究拠点となることを⽬指しており、国際的な研究拠点のあり⽅を⽰す先導役としての役割を果たすも
のである。また、連携⼤学院プログラムの設置により、当該分野における世界トップクラスの⾼度⼈材
育成も⽬指すなど、「⾃律的に成⻑する研究⼤学」を⽬指す本学にとって、本拠点の形成は⼤きな契機
となるものであり、本拠点の優れた取組みを広く学内外にも展開していく。 

本拠点は慶應義塾⼤学直轄の研究所として位置付ける。将来的には、本拠点をモデルとした国際的で
学際的な⾼度研究機関を複数設置し、これらからなる「⾼等研究所（仮称）」を設⽴する予定である。 

⾼等研究所（仮称）の設置および運営は、本学の「中期計画 2022-2026」に明記された、「1. ⼈⽂
社会科学と⾃然科学の協同を推進し、研究科連携を強化し、社会を先導する総合知を創成する」「2. 財
務、法務、リスクマネージメント、ガバナンス体制を強化し、⾃律的に成⻑する研究⼤学を実現する」
「3. 優れた研究者が世界中から集う、世界から「⽬に⾒える」国際研究拠点を構築する」という⽬標に
沿った核となる事業の⼀つである。 

ホスト機関は、⾼等研究所（仮称）の運営を通じ、恒久的で良質な研究環境を提供・維持するため、
資⾦⾯のみならず、研究成果の社会実装を促進する取り組みや、競争的研究資⾦の獲得において、組織
的に最⼤限の⽀援を⾏う。最新の研究インフラを整え、国内外の研究者が研究に集中できる環境を整
え、多様な研究資⾦の獲得に向けた新しい取り組みを実施する。 

 
 

 
2) ホスト機関は、当該拠点をホスト機関内の恒久的な組織として位置付け、⾃⽴的に運営していくた
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めに必要となる既存組織の再編等を含むホスト機関の中⻑期的な組織運営の⽅向性に係る基本⽅針
の表明及び今後の具体的な計画・スケジュールの策定を⾏い、それを着実に実⾏すること。 

※ホスト機関の中⻑期的な組織運営の⽅向性に係る基本⽅針と今後の具体的な計画・スケジュールの両⽅について記載すること。 
 
Bio2Q 拠点は慶應義塾⼤学直轄の研究所として位置付ける。拠点⻑の任免は学⻑と理事⻑を兼ねる塾

⻑が⾏う。また、拠点運営全般に関する決定については拠点⻑が決定権を持つ。このため、拠点⻑が意
思決定のしやすい極めて機動性の⾼い体制となる。 

将来的には、本拠点をモデルとした国際的⾼度研究機関を複数設置することも視野に⼊れており、こ
れらは、学内における研究特区となる「⾼等研究所（仮称）」として位置づけ、必要に応じて、既存組
織の整理・統合を進め、リソースを集中化させることにより、本拠点も含む恒久的に独⽴した研究組織
として発展させていく。 

本拠点の⾃⽴的運営にむけた、各種の⽀援・変⾰スケジュールとしては、下記を予定する。 
1. 研究開始時点においては、信濃町キャンパス総合医科学研究棟を主たる拠点として、借上げ費

⽤約 3 億円／年 に相当する 3000 ㎡の研究スペースを供与し、本拠点の活動を⽀援する。拠点
開設後は、研究進捗に応じて既存スペースの再配置を⾏うなど、拠点スペースの拡充を進める
⼀⽅、全学でのキャンパス整備計画のもと、信濃町キャンパス内での建物建設計画に基づき、
本拠点のためのさらなるスペースを確保することを第⼀案として検討している。 

2. 研究開始から、PI ⼈件費の⼀部（年間約 1.5 億円）を負担する。拠点開設後は、財政的な⾃⽴
化に向けて、企業からの研究費負担を条件とする共同研究員受⼊や、クラウドファンディング
などを⽤いた寄付⾦募集など、多様な資⾦源の獲得を実施する。また、学内の産官学連携組織
であるイノベーション推進本部を介して、本研究から得られた成果を企業へ積極的に導出し、
社会実装を促進することでロイヤリティを得るなどの施策により、６年⽬以降の本プログラム
補助⾦申請額を漸減させ、広範囲な外部資⾦および間接経費、オーバーヘッドの充当率を⾼め
ていく。 

3. 2022 年 4 ⽉に学内に新たに設置された「教学マネジメント推進センター」を通じて、本拠点の
研究内容を軸とした、医学・薬学・理⼯学３研究科合同の横断連携⼤学院英語プログラム
（Science and Technology [理⼯学]、and Medicine [医学]、Pharmacy [薬]; STaMP [仮
称]）を 2023 年度より開始する。本拠点を契機として、学部・研究科横断型の教育プログラム
を充実させ、若⼿研究者の育成に取り組む。 

4. 研究活動を⽀援する事務部⾨におけるグローバル化促進のために、英語⼒と研究⽀援活動のス
キルを備えた⼈材の確保・育成をすすめる。事務部⾨の DX を推進し、業務プロセス改善などの
合理化を⾏うことでリソースを確保し、2024 年度までを⽬途に学術研究⽀援部に国際担当を設
け、本拠点やそれ以外の研究のグローバル化⽀援を実施する。 

5. 研究 DX の⼀環として進めている研究データ管理を促進し、2024 年度までには、データ管理計
画⽀援システムを稼働させ、並⾏して、それと連動する研究データ基盤環境の構築を進め、グ
ローバルな視点でのオープンサイエンスへの貢献を実現させる。 
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慶應義塾⼤学における計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ホスト機関の基盤的経費等の配分の考え⽅を⽰した上で、当該拠点の運営及び研究活動の実施に必
要な⼈的、財政的及び制度的⽀援を⾏うこと。また、ホスト機関のミッション等の実現に向けて、
当該拠点の運営及び研究活動に WPI 以外の外部資⾦等を活⽤する場合、当該拠点と他の外部資⾦
との関係性を⽰すこと。 

※当該拠点の運営及び研究活動に WPI 以外の外部資⾦等を活⽤する⾒込みがある場合、該当する外部資⾦等の申請・獲得状況及び
当該拠点との関係性を⽰すこと（該当する外部資⾦等に以下を含む場合は必ず記載すること。関係性は必要に応じて図⽰も可。） 
・卓越⼤学院プログラム、・地域活性化⼈材育成事業（SPARC）、・共創の場形成⽀援プログラム（COI-NEXT）、 
・センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム、・地（知）の拠点⼤学による地⽅創⽣推進事業（COC+） 

 
グローバルに活動する研究者が⼀層研究に専念でき、法務、知財、DX、若⼿⼈材育成、資⾦調達等

までトータルに⽀える⽀援体制を整備し、研究者にとり魅⼒的な拠点となるように最⼤限⽀援する。拠
点⻑、副拠点⻑ 3 名、事務局⻑ 2 名、拠点専属の運営⽀援事務局を新組織として設置し、そのうち、本
学所属教員の雇⽤費を負担する。医学部等の学部やキャンパスの事務部⾨も拠点運営を⽀援する。な
お、拠点 PI が獲得する外部資⾦は毎年 7 億円以上あり、さらに間接経費の配分により、本プログラム
の補助額以上のリソースを確保する。また、寄付⾦獲得などの⽀援についても取り組む。 

制度的⽀援としては、本学における特区特任教授の雇⽤に関する内規をもとに定年制度の適⽤除外を
⾏う、獲得した資⾦から本⼈のインセンティブを得ることができる褒賞制度を導⼊するなど、国内外の
優秀な研究者が集まる魅⼒的な雇⽤環境を整備する計画である。 

本拠点において進める、 上述の STaMP [仮称]を、2021 年度に採択さ 
れた、次世代研究者挑戦的研究プログラム（JST-SPRING）において実施している研究科横断型の育

成プログラムと連携させることにより、総合的な若⼿研究者の育成強化を実現させる。また、共創の場
⽀援プログラム（COI-NEXT）「誰もが参加し繋がることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルス
コモンズ共創拠点（代表機関︓慶應義塾⼤学）」との連携によって、企業との共同研究や研究者の起業
推進、研究成果や知財の社会実装に向けた好循環を⽣み出す⽀援体制を提供する。 

本拠点における研究活動実施において、WPI 以外に活⽤する外部資⾦については、PI の獲得する外
部資⾦の充当を予定している。PI の外部資⾦の獲得状況は、下図に⽰す通りである。 
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4) ⽀援期間終了後も、当該拠点が⾃⽴的な運営を⾏い「世界トップレベル研究拠点」であり続けるた
め、拠点に対して⼈的・財政的な資源や施設・設備等の整備などの⻑期間にわたる資源配分などの
必要な⽀援を⾏うこと。また、拠点の活動に必要となるインフラ（⼟地、研究施設・設備、研究ス
ペース等）は、⽀援期間終了後も継続した確保を前提として、拠点形成の早期から確保、提供する
こと。 

 
補助事業終了後も、学内特区研究拠点として独⽴した運営を続けられるために、外部からの⼈的資源

の確保とともに、塾内助成⾦の⾒直しや拡充による海外研究者⽀援、拠点活動を通じた若⼿研究者の育
成による継続的な研究⼈材の確保を⾏う。また、３)にあげた⼈的、財政的⽀援策は、補助事業終了後
も継続して実施する。拠点開設後は、研究の発展に応じて、既存スペースの再配置を⾏い、必要に応じ
て拠点スペースを拡⼤、発展させる。WPI 事業の発展とともに、研究者がアンダーワンルーフで活動で
きる理想的な設備のあり⽅を検討し、信濃町キャンパスでの新研究棟建築などを視野に⼊れた研究環境
変⾰を検討する。 
 
5) 拠点運営に⼀定の独⽴性を確保するため、「拠点構想」実施にあたって必要な⼈事や予算執⾏等に

関し、拠点⻑が実質的に判断できる体制を整えること。 
 
拠点⻑の権限を強化し、拠点内における⼈事、予算執⾏、資⾦受け⼊れなどの権限を拠点⻑に委ね、

拠点⻑の強いリーダーシップのもとで⾃⽴的に運営するとともに、事務局⻑を対外業務担当、学内業務
担当の 2 名体制にすることで、他部⾨との迅速な調整を可能とし、機動⼒のある組織運営を⾏う。 

今後拠点で⽣じるであろう課題のうち、拠点内で解決できない課題があれば、研究連携推進本部「分
野融合特別推進室」が汲み上げ、全学の問題として解決にあたる。また、拠点内での成功事例について
も、研究連携推進本部が全学展開を図ることができるように⽀援する。このように、拠点⻑が⼤きな裁
量権を持つとともに、拠点⻑が安⼼して拠点活動を遂⾏できる体制を構築する。また、研究連携推進本
部「分野融合特別推進室」は、定期的に拠点の活動状況を確認し、必要があれば改善のアドバイスを⾏
う。拠点⻑の過度の独善を防ぐためにホスト機関は関与を⾏い、事態の改善の⾒込みがない場合は、慶
應義塾⻑の判断のもと、拠点⻑の交代が検討される。 
 
6) 機関内研究者を集結させ、必要な環境整備を実現するにあたり、ホスト機関内の他の部局における

教育研究活動にも配慮しつつ、調整を積極的に⾏い、拠点⻑を⽀援すること。 
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本学は、研究活動において「⼈⽂社会科学と⾃然科学の協同を推進し、研究科連携を強化し、社会を
先導する総合知を創成する」ことを中期計画として掲げており、分野融合型の先導研究を⾏うことを⽬
指している。この理念に基づき、本拠点には、様々なキャンパスから、優れた学内研究者が参画できる
ための環境を整える。また、PI が、本拠点における研究活動に集中する環境を提供するために、各学部
の教育負担、管理運営業務負担軽減を⽬途とした⼈件費充当などを⾏う。 

本拠点の申請から実際の拠点形成、運営後にいたるまでの活動を、研究連携推進本部「分野融合特別
推進室」と連携しながら進めていくことで、本拠点の優れた取組みを各学部・研究科にフィードバック
するなど、本拠点と学部・研究科の橋渡しを⾏い、本拠点が様々な専⾨を有する研究者の知が集積され
る場として発展すべく、全学として本拠点の取組みを⽀援する体制を整える。 
 
7) 機関内の従来の運営⽅法にとらわれない⼿法（英語環境、能⼒に応じた俸給システム、トップダウ

ン的な意志決定システム、⼤学院教育との連携等）を導⼊できるように機関内の制度の柔軟な運
⽤、改正、整備等に協⼒すること。 

 
本拠点専属の事務局を新組織として設置するほか、既存組織の学術研究⽀援部に国際担当を設置する

など、研究⽀援組織の国際化を強⼒に推し進めることで、契約、知財、審査などの実務知識と英語⼒を
兼ね備えた⼈材の確保ならびに育成を⾏う。国際的に⽬に⾒える業績を残し、65 歳の定年後も益々の
発展が期待される研究者に関しては、年齢に関係なく拠点で活動できる制度を新設する。各種の若⼿研
究者育成プログラムと連動させることで、次世代を担う研究者の育成と拠点への⼈材流⼊による循環を
実現するなど、本拠点を総合知の集積場として位置づける。 
 
8) その他、当該拠点が「拠点構想」を着実に実施し、名実ともに「世界トップレベル研究拠点」とな

るために最⼤限の⽀援をすること。 
 
多様性を尊重し、国際公募により研究者を広く任⽤することや、グローバルな研究ネットワークの構

築に向けた⽀援を実施する。本拠点において発⽣・収集する各種研究データについて、本学が研究 DX
の⼀環として進める研究データ利活⽤のためのプラットフォームを通じて可能な限り公開・共有するこ
とで、本拠点の研究にとどまらず、新たなイノベーションの創出に繋げていく。⼀⽅、研究の国際化や
オープン化に伴う新たなグローバル規模のリスクへの対応として、研究インテグリティの確保や安全保
障貿易管理体制のさらなる強化など、国際的研究機関としての前提条件を確実に充⾜する。WPI 拠点事
業を通して、教職員の意識改⾰と学⽣の啓発を⾏い、世界に伍する研究⼤学を⽬指して、⼤学改⾰を確
実に実⾏する。 

 
9) ホスト機関は、当該拠点が達成した成果を⾃⼰評価し、ホスト機関⾃らが優れた取組として評価し

たものについて、ホスト機関全体への展開・波及を図ること。 
 
本拠点における活動、成果について、外部者を含むアドバイザリー・カウンシルによる評価を定期的

に実施する。アドバイザリー・カウンシルは慶應義塾⻑が組織し、50％以上の外国⼈メンバーで構成す
る。また、優れた取り組みについては、研究連携推進本部などにおいて共有し、学内全体へ展開・波及
をはかる。特に、本拠点施設が、⼤学内の英語化、知財部⾨の強化、イノベーション創出、スタートア
ップ促進等の牽引役となり、ホスト機関全体のグローバル基盤を強化する。また、本拠点を世界トップ
レベルの研究拠点を運営するためのモデルケースとして、後続する学内の他の研究組織への展開を図る
とともに、独⾃の財源が求められる私⽴⼤学が運営しうる世界トップレベルの研究組織として、他⼤学
の範となる。 
 
10) WPI 拠点や WPI アカデミー拠点を持つホスト機関については、既存の拠点を世界トップレベ

ル研究拠点として維持・発展させるための⼗分な⽀援を⾏い、また、新たな拠点への⼗分な⽀援
と、既存の拠点への⽀援の継続を両⽴させること。 
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※WPI 拠点や WPI アカデミー拠点を有するホスト機関のみ記載すること。 
 該当しない 
 
11) WPI 拠点や WPI アカデミー拠点を持つホスト機関については、既存の拠点の優れた成果を、⾃

主的かつ積極的にホスト機関全体に波及させ、機関⾃らの改⾰につなげること。 
※WPI 拠点や WPI アカデミー拠点を有するホスト機関のみ記載すること。 

 該当しない 
 


