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参画組織
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131100

学校法人名

早稲田大学

早稲田大学
東京都新宿区
多様な全世代が参画する社会へのデザイン−医理工社連携による新知と実践—
タイプB

支援期間

5年

収容定員

47512人

理工学術院、人間科学学術院、スポーツ科学学術院、法学学術院、ほか
人文・社会系

○

理工・情報系

○

生物・医歯系

○

資源、エネルギー、人の寿命など全てに限りが有るなかで、あらゆる人が生きる幸せを実
感できる社会の新しい価値を創造するために、本学の強みである理工学と社会科学の知を
集積して、個人の健康・医療へ貢献するばかりでなく多様な全世代が参画して発展する社
会の新しいデザインを提示する。これにより、中長期計画「Waseda Vision 150」に掲げ
た「より良き世界の構築へ貢献する早稲田」をグローバルブランドとする。
イメージ図
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
本提案のタイトル「多様な全世代が参画する社会へのデザイン」は喫緊の高齢化とその後に予測される社会構造の変化を
見据えて設定した。平成28年度統計で高齢者割合は27.3％となり、平成27年度の医療費は国内総生産の10%を超え、40兆
円に迫ろうとしている。また、これらの平均化した数値ではなくその内訳をみると、すでに日本の多くの地域では超高齢化に加
えて、価値観、生活様式、就労状況などの違いによる世代間格差の問題が顕在化しており、社会技術開発センター
(RISTEX)においても世代間の問題を意識した研究テーマを設定している。本提案はこれらの問題に対して、生命医科学、理
工学、社会科学、レギュラトリーサイエンスという異なった分野の研究を結集することにより、総合大学ならではの文理融合型
の解を見出し、実証し、社会の仕組みの新しいモデルを提示することを目的とする。すなわち、政府の推進する｢地域包括ケ
アシステム」（医療，介護，予防，生活支援サービスを切れ目なく提供し，高齢者の地域生活を支援)、さらに｢地域共生社会」
(高齢者・障害者・子どもなど全ての人々が、1人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創り、高め合う社会)の構築のために、社会
科学の研究グループが生命科学、医療工学の研究グループと協働しこれらの提供する要素技術を社会実装し、まちづくりの
あり方、地域包括ケアシステムモデル，そして全世代が参画する社会の仕組み造りを提案し、あらゆる人が生きる幸せを実感
できる社会の新しい価値を創造する。
本学は医学部を持たないが、多くの医学系大学・機関との多様な共同研究の長い歴史がある。また、2000年の生命理工学専
攻の設立以来、2007年の生命医科学科・専攻の設置まで、生命医療に係る教育研究の充実に努めてきた。さらにレギュラト
リーサイエンスという医療の社会実装の根幹となる分野での実績も積みあがったことから、本学のブランドイメージに健康・医
療というキーワードを他に類のない形で加える体制が整ったと考えるのである。
構造生物学分野や神経科学分野など生命科学系は基礎的研究の実践であり、研究成果は橋渡し研究を経て社会実装に組
み込まれる。10年、20年を経て開花する時間のかかる基礎研究を着実に推進することは基礎研究の揺籃である総合大学の
責務であり、基礎研究力は大学の大きなブランド力である。本学は基礎科学を基盤にして医療・福祉・生活分野への応用を
視野に入れ、実学としてのロボティクス・メカトロニクス研究開発とその社会実装に向けた研究展開を長年積み重ねてきた成果
として、“ひと”をサポートする“もの”を創ることで従前にはない新たな価値、つまり“こと”を創出する基盤を確立してきた。本事
業はその成果を医療工学に展開し、“こと”を【臨床的価値】や【新医療サービス】、【多世代互助・協働】として実体化した上
で、生命工学・ロボット・AI・ICTからなる先端融合技術で構成された“もの”が、世代や業種の異なる多様な“ひと”と相互作用
することで、さらに“こと”を多様化・拡張化させるスキームを構築する。特に社会的インパクトの大きい医療ロボットの開発と未
来型医療サービスを提供する社会インフラの設計・実装・検証を進める。
医療工学、生命科学および社会制度設計の進展のためには、規範科学としての社会科学、すなわち、法や生命倫理が制
度設計の中に組み込まれなければ、安全性を確保できない。本事業では、レギュラトリーサイエンス研究所が中心となって、
生命科学、生命工学、ロボティクス、医療機器開発、地域医療構想、高齢社会に向けた制度設計等の領域に関して様々な法
的・倫理的提言をしつつ、医療経済も視野に入れて、それぞれの分野の研究者と連携を図り、より良いより安全な社会制度を
構築することを目指す。
本学は建学の教旨である｢学問の独立」｢学問の活用」、｢模範国民の造就」に基づいて2012年に20年後の早稲田大学創立
150周年のあるべき姿を想定して、13の核心戦略よりなる中長期計画「Waseda Vision 150」を策定した
(http://www.waseda.jp/keiei/vision150)。その核心戦略「新たな教育・研究分野への挑戦」において、「新しい知の領域を開拓
し人類の行くべき先を指し示すことは、学問の府としての大学の重要な使命である。総合大学としての文理融合型研究を推進
し、新たな形で食と農、健康・医療、超高齢社会、安心安全社会等の教育・研究に挑戦する。｣ことを宣言した。この方針に基
づき、本学は、自己資金6000万円/3年を投じて研究院・重点領域研究機構の医・理・工・社会科学プロジェクト研究を整備し
てきた。2013年度｢アクティブ・エイジング研究所」、2014年度には、｢持続型食・農・バイオ研究所」、2015年度には「医学を基
礎とするまちづくり研究所」と｢医療レギュラトリ―サイエンス研究所」を設立した。2017年度には｢医療フロンティア研究グルー
プ」と｢国際時間栄養学研究グループ」をWABIOS（後述）内に立ち上げ、理工、人間科学、スポーツ科学、政治経済学、法学
各学術院の教員が協働して研究を展開している。また、先端科学・健康医療融合研究機構(ASMeW)と早稲田大学先端生命
医科学センター(TWIns)の研究設備の整備、東京女子医科大学および東京農工大学との共同大学院をそれぞれ設置するな
ど、本学は今世紀初頭以来、生命科学、健康スポーツ科学、医療・福祉、これらに関連する社会科学・人文科学分野を強化
してきた。本提案は本学が独力で整備してきたこれらの研究・教育拠点の科学的成果と研究力を社会デザインの実践に活用
し、そのフィードバックを元に早稲田らしく社会制度改革の提案にまで踏み込むことができるものとしたい。また、本学は国際
教育・研究連携を広く展開してきた。本事業では国内大学唯一の海外研究拠点である早稲田バイオサイエンスシンガポール
研究所(WABIOS)を活用し、シンガポールで疫学研究を国際展開し、また在シンガポール研究機関と連携して診断技術開
発を行い、国際的研究大学としてプレゼンスを示すことも目指す。
【大学の将来ビジョン】 「Waseda Vision 150」策定に当たっては、(1)大学を取り巻く環境変化(少子化の加速と
生産年齢人口の減少、地球的規模での人材移動加速による大学間の国際競争の激化、ICTなど技術革新による教育・
研究の方法論の変化)、(2) その際に大学が社会に還元できること(科学技術創造立国の次なる段階を創案、日本文
化・アジア文化を世界へ発信、グローバル化の次の段階への対応)のふたつの観点から本学の存在意義を再確認し
た。すなわち、グローバルガバナンス確立のために、グローバル化の多面性、Global・Regional・National･Localの各
段階に着目して、問題発見・問題解決型の教育・研究を実践することが本学の使命である。国際的研究展開を包括
しつつ地域社会の問題解決の実践に主眼を置き、科学技術の成果を社会に還元することを目的とする本事業の推進
は本学の使命を体現しておりブランド力をより高めるものとなる。
（２）期待される研究成果
本学の生命科学系および医療工学系の研究グループは医療・健康維持・介護・リハビリ領域に資する重要な基盤技術・要
素技術を社会実装プログラムに提供する。社会科学系はこれらを取り込み、「多様な全世代が相互活躍する社会へのデザイ
ン」に必要なまちづくりのあり方を社会実装として検討し、地域包括ケアシステムモデルと実現に必要な社会制度の提言として
結実させる。これら異分野研究者間のシーズ・ニーズの循環による学際研究ならではの複合的な研究成果が本事業の大きな
成果として期待される。
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さらにレギュラトリーサイエンスは、研究遂行や社会制度を検討する上でヒトや社会の様々なステークホルダーに関わる多く
の局面で重要な拠り所となる。社会科学研究と結び付いて、有害事象への法的対応、法制度の提案、ガイドラインの呈示、リ
サーチガバナンスを含めたコンプライアンスの提言と実践を行うことで、実効性の高い計画策定が可能となり、社会に対して広
く本事業の実践的側面と安全志向をブランドとしてPRすることができる。学際連携により総合的な社会デザインを組み上げる
ことができる新研究機構「サイエンスに基づく未来社会デザイン研究機構」(仮称)の確立も大きな成果となろう。異分野の研
究を結集して文理型の総合研究を共通プラットフォーム上で推進できることを示すことは、総合大学の意義を高らしめ本学の
ブランド力をさらに強化する。本事業の成果がモデルとなり学内の異分野連携がさらに加速されることを期待する。分野を超
えた研究成果の創造的結合とその社会実装を推進する核となることは、多様な個々人それぞれの活躍により社会の持続的発
展を目指す時代における大学の重要な役割である。
生命科学系：基礎研究の知見・学識は医療工学分野の研究開発の有力なシーズであり、基礎研究者と医療工学・社会科
学分野の研究者との連携は本事業の科学的根拠の拠り所となり大きな強みとなる。基礎生物学チームは生命の根源である
ゲノム情報の制御機構を、核酸やタンパク質など生体高分子の立体構造の視点から究明する。環境変動や生活環境によっ
て変動するゲノムDNAの発現制御の分子レベルでの理解は、神経変性疾患、がん診断薬開発や体内時計研究において重
要な基盤である。脳神経科学チームは高齢化とともに罹患者数の大幅な増加の一方で有効な治療法がないアルツハイマー
病やパーキンソン病など神経変性疾患に対してモデル動物を用いて新規診断・治療法の開発を目指す。また脊髄損傷など
対症療法しかない神経損傷疾患の神経再生促進に基づく治療法の開発は、罹患者の社会復帰に大きく貢献し、地域包括ケ
アシステムで実装するリハビリシステムの設計に重要な知見となる。機能性食品開発チームは、認知症、肥満、糖尿病、がん
など加齢とともにリスクが増大する慢性疾患に対して予防・治療効果の期待できる食品成分を明らかにし、これらの疾患に対
して予防効果が期待できる機能性食品や医薬品として開発を行う。食生活の乱れは生活習慣病を引き起こすことが知られて
いるが、体内時計が栄養素の吸収・代謝・排泄に積極的にかかわっているので、食事内容だけでなく機能性食品の摂取タイ
ミングも、生活習慣病の予防に重要であることがわかってきた。時間栄養研究チームは健康長寿の延伸に必要な体内時計と
食・栄養の関係を究明する。食品成分は毒性の問題がクリアされているため早期の社会実装が期待できる。社会実装の現場
で時間栄養の知見に基づいたプロトコルを用いて本事業で開発した機能性食品の介入実験を行い、その成果を社会設計に
反映させる。
医療工学系： 【臨床的価値】： 本学が得意とするマイクロファブリケーション技術と超高速画像評価技術を組み合わせて、転
移がん細胞を検出する診断評価技術の開発と、AIとロボット技術を融合し、深層学習型CT画像診断と高精度穿刺ロボットを
組み合わせた進行がんロボット診断システムを開発することで、がんの早期発見を促進し進行がんの５年生存率の飛躍的向
上を目指す。また、WABIOSを活用し、シンガポール政府系機関との協力による「感染症」をターゲットとした創薬支援・臨床
診断技術の開発を進める。１分子レベル超高感度計測技術を活用した超高速遺伝子診断技術を、臨床検体で実際に評価し
ながら開発することで、数分で診断を可能にする。この技術は東南アジア諸国の医療現場で迅速な診断・隔離を実現するだ
けでなく、空港等での迅速な保菌者の発見と隔離および創薬現場での迅速な候補化合物の薬効評価に利用可能である。
【新医療サービス】： 生体材料工学・ロボティクス・AI・IoTを融合する。生体の様々な表面(皮膚、眼、粘膜)に対して適合性・
貼付性が高く生分解の制御が可能な高分子超薄膜材料”ナノシート”を開発し、さらに電気化学とメカトロニクス分野が連携し
筋電・心電・脳波・温度・代謝などのセンサ機能をもつ電子素子を封止し無線伝送機能を付与した、接着剤フリーで生体に接
着可能なバッテリフリー超薄膜生体接着センサ(スマートナノデバイス)の基盤技術を確立し、次世代の住民健康状態モニター
システム構築に寄与する。また、超音波検査ロボットを診療所に設置し、心エコーや周産期エコー映像を自動取得・データ伝
送し、AIにより異常検出を行い医師・患者に通知するAI遠隔医療診断支援システムを構築する。これらによって、住民の健康
状態をストレスなくきめ細かく把握し、疾患の早期発見が可能な社会システムを創造する。 【多世代互助・協働】： 多世代間で
異なる価値を提供し合うことで互助・協働関係が成立し得る高齢者・障碍者・子育てママ・子供の集う多世代施設を実体化す
る。実験的多世代互助・協働施設を運営し、身体の動きに連動した操作ができる小型自律ロボットを用いたレクリエーションで
互いの活力を高め合う環境を提供し、心エコーロボットとICTインフラを配備した手軽な心エコー検診が可能な環境を提供す
る。また、これまで妊婦健診ロボットの研究開発で協働してきた神奈川県の医療施設と連携し、脳卒中患者の社会復帰を促
進させるリハビリロボットの開発を推進し、地域包括ケアの現場に持ち込み効果を実証する。このように、先端融合技術と社会
システムを巧みにデザインすることで、各プレイヤーの互助関係が成立し、医療費高騰・認知症増加・保育士不足・子育て支
援などの社会問題を一挙に解消する新たな仕組みが創出できれば、社会的・経済的意義は極めて大きい。
社会実践系： 【疫学・公衆衛生学】： 大規模な前向きコホート研究 (WASEDA’S Health Study, WHS) や6地域(東京都練馬
区、江東区、鹿沼市、松山市、長岡市、静岡県南伊豆町)における健康づくりプロジェクトを推進することにより、長時間の座位
行動 (座りすぎ) の健康影響や決定要因を明らかにし、世界的な問題となっている身体活動不足にまつわる諸問題を解決に
導く知見を集積することを目的とする。また、WABIOSを拠点にしてシンガポールでも健康疫学調査を推進する。生活習慣病
を体内時計の視点で捉え適切なアドバイスで健康寿命を延ばすことを目的としてWHSで開発したスマホアプリ「メタボウオッ
チ」をシンガポールでも広めるとともに、疫学調査では国内との比較により民族多様という点で非常に有効な知見を得られ、日
本の研究の世界展開力発信に貢献する。【まちづくり・地域包括ケア】： 奈良県橿原市をフィールドにして奈良県立医科大学
との協働で実績をあげている「医学を基礎とするまちづくり」を更に推進する。疫学調査の知見を取り入れ、生命科学系と医療
工学系によって得られた研究成果を<実験室>や<病室>などの室内ではなく、リアルな社会空間である<まち>(コミュニティ)に
実装することにより、細分化されがちな要素技術を統合し、多世代を対象とする「地域包括マルチケア」の視点から実証する。
都市再生と長寿社会の相互補完関係を構築し、持続可能な「まちも元気に、ひとも元気に」の実現が期待される。また、西多
摩地域をフィールドとして、地域包括ケアシステムを構築するために必要な地域の課題の調査方法、調査の実施と課題の明
確化、その課題を解決するための地域包括ケアシステムモデルの構築と実装を行う。
レギュラトリーサイエンス： 科学の所産を人間との調和の上で最も望ましい姿に調整予測・評価・意思決定を行うのがレギュ
ラトリーサイエンスであるが、本学では特に医療レギュラトリーサイエンスとして、医療機器の評価および食品安全性に係る研
究で多くの実績を挙げている。本事業では、事業推進の各系のアウトカムを具体化する束ねとして、それぞれの分野の研究
者と連携を図り、新たな個別成果である治療法や機器の基準を示し安全性を担保するとともに、公衆衛生、医療経済、社会
規範策定の観点も入れて、社会実践する際のガイドラインやコンプライアンスの有り方を示し、必要な法制を整備する提言を
発信する。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
① 大学本部が中心となった大学の将来ビジョンの設定、本事業で打ち出す独自色の将来ビジョンの実現に向けた位置付け、将来ビジョン及び
独自色の内容の学内への周知について

本学は2032年に創立150周年を迎える。現体制までの間、2001年より中長期計画を設定し、各計画の目標設定と評価を
経てきた。現行は2012年策定の「Waseda Vision150」であるが、これは20年後に150周年を迎えた際に本学のあるべき姿を
具体化することで将来を見据えた中長期計画であり、大学の方向性が国際研究大学を目指すことを学内外に向けて明言し
ている。特に、本学は一貫して、アジアにおけるリーディング・ユニバーシティとしての存在感を示すことを目指してき
た。この目標は現行ビジョンにおいても継承されており、本事業を通じることで、その結実に拍車をかけることが可能に
なるものである。
Waseda Vision150は本学の建学の精神を謳った教旨である「学問の独立、学問の活用、模範国民の造就」を基盤に置い
た将来構想として多層的・全学包括的な施策に対して本学を支えるポリシーを加味した俯瞰性をもち、大学本部と各箇所
の双方の施策の相乗効果の発現が、本部の適切なコミットメントにより実現する構図を描いている。このような私立総合
大学である利点を活かした広範かつ多階層的な施策は、本部と現場との密な連携により成立つものである。特に核心戦略
「新たな教育・研究分野への挑戦」では、本事業で推進する健康医療系の基礎研究推進および社会実装を明記しており、
当該分野の推進は全学的に認めるところである。
このように本学においては既にビジョン実現の推進を行っていることから、本事業においても、ブランディングの根源
をなすステークホルダーとの共鳴および同一感の達成に資する要素である「認知度」および「選好度」の向上を目的とし
た施策を図ることをブランディング戦略として、イメージする将来像の具現化を目指す（本事業における「選好度」と
は、認知度よりもさらに上位の概念として、各ステークホルダーが本学および本学が発信する価値への志向を示す指標と
して定義するものである）。
その端緒として、多様なステークホルダーにおける本学のブランドイメージに基づいた現況分析に鑑み、強みである人文
社会科学系の研究や社会実装、社会との関連性における国内外のポジショニングに留まらず、新たなブランド性に資する
機会の探索と活用を試みてきた（QS領域別ランキングにおいて社会科学は世界59位（国内3位）。人文科学は世界45位
（国内3位））。特に本学では過去20余年の期間を経て、生命科学系を含む健康医療系研究の研究拡充推進を大学独自の
施策として推し進め、事業目的欄に記した研究所や理工学術院には生命医科学科などを整備してきた。健康医療に関連す
る分野の教員数は約2,000人のうち6％程度まで増加している。しかしながら、教育・研究活動を通した人材育成のプラッ
トフォームとしてのブランド性や人文社会学系の研究活動のブランド性に比して、当該分野のブランド性は必ずしも確立
しているとはいえない。そこで本事業では、研究展開と成果拡充の発展性についての投資効果が大きい領域として、現況
の強みを強化することに終始するのではなく、新機軸形成の推進として生命科学を含む健康医療系の研究を対象とし全学
的な支援体制を整えて臨む。
② 学生募集や卒業生の進路への影響および研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえた本事業の対象（ステークホルダー）につ
いて

国内外の企業に対しての本学の存在感は、QS(Quacquarelli Symonds) Graduate Employability Rankingが世界26位(アジア6
位、国内1位)であることからも、本学が輩出する卒業生への国内外企業からの評価が高いことには言を俟たない。このこ
とは、本学が人材育成プラットフォームとしてのブランド性を確立していることを示す好例であり、企業が本学に対する
高い認知度および選好度を示していることに他ならない。既に国内の企業に対する訴求は奏功していることから、海外の
企業・研究機関に対しても認知度および選好性のさらなる向上を図る。本学は在シンガポールの生命科学系研究所
(WABIOS)を擁しており、シンガポール国内においてその存在感を増してきている。2017年より新体制に移行したことを
受け、シンガポールでの産学連携研究および地域包括ケア研究を基盤としたプロジェクトを発足させている。本事業の実
施期間においても成果発信が可能であり、シンガポールをハブとした海外企業を対象とした国際展開の一端として訴求で
きるものである。
さらに企業での高評価に加えて、本学の大学受験者数は国内有数であることは、近年に始まったことではなく、本学で
の教育・研究を経験した卒業生が広く社会で活躍するという人材のフローに対して、各フェーズで関連するステークホル
ダーへの訴求力は既に充分であり、加えて、本学が教育・研究のシステム改革的な施策を継続してきていることからも、
さらに認知度および選好度の向上を伴ったブランド性向上が期待できるものである。
一方で研究活動に視点を移しても、国内共同研究数、国際共同研究数でも国内有数の実績を折り重ねてきていること
は、国内外の研究機関からの高評価を物語っているといえる。
本学の卒業生組織（校友会）である稲門会は、中心である本部会に加えて、多くの性質・機能を備えた支部、国内外を
含め地域に根ざした支部を含めると、その数1,300を超える。また近年では、稲門医師会が発足し、本学卒業生でありな
がら、医療系学部を卒業し医療に関わりつつも本学への帰依の精神を持つ人材が集う場が自律的に形成されることは、近
年、本学が健康医療領域での存在感を増している現状に裏打ちされた活動であり、医療系学部を持たない本学におけるブ
ランド性の確立に寄与するものである。
このような現況に鑑み、全方位的・階層縦断的なブランディングに視座を置く総合大学として今後必要となるは、国際
研究大学としての認知度および選好度向上によるブランディングとして、世界展開的な拡大という水平方向の視点と関連
分野の深化という垂直方向の視点での施策であると考えられた。そこで、本事業での活動である基礎研究から実践研究、
および各ステークホルダーとの関係構築・深化を通じて、海外大学との拠点形成を推進し、国内外の企業、自治体、行政
機関における既存のブランドイメージに加えて、推進する研究・教育活動および大学自体に対する認知度、選好度の向上
を図るものである。
具体的には、本事業でのステークホルダーとして、「学術界」「国際研究機関」「企業・自治体・行政機関」を設定す
る。学術界および国際研究機関としては、東京女子医科大学、東京農工大学、奈良県立医科大学、産業技術総合研究所、
英国・バーミンガム大学(UOB）、ベルギー・ブリュッセル自由大学(ULB)、米国・カリフォルニア大学ロサンジェルス
校(UCLA)、ドイツ・ボン大学、イタリア・イタリア科学技術研究所(IIT)およびシンガポールにおける有力な研究・教育
機関であるシンガポール国立大学(NUS)、南洋理工大学(NTU)、シンガポールポリテクニック(SP)である。また、企
業・自治体および行政機関としては、文部科学省、厚生労働省、内閣府等の国内行政機関、シンガポール行政機関かつ研
究機関であるシンガポール科学技術研究庁(A*STAR)、橿原市、所沢市、西多摩地区の各行政機関、また自立した活動を
行っている校友会（稲門会）、さらには国内外の民間企業を含めて、本事業のステークホルダーとする。これら具体的な
ステークホルダーのチャネルを通じて、それらが関わる当該分野の国内外研究者、留学生候補者、国内外の地域住民等を
本事業に係るブランディングの訴求先とする。
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③ 事業を通じて浸透させたい自大学のイメージについて

本学は一貫してアジアにおけるリーディング・ユニバーシティとなることを宣言してきた。これは、アジア地区におけ
る研究・教育活動を牽引し、アジアに基盤を置いてさらに国際展開を拡充していくことを目標とする決意表明であった
が、本事業ではそれを結実させ、国際研究大学としてアジアにおけるトップの総合私立大学の地位を確立することを目標
とする。すなわち、本学の建学の精神でも謳われる学術研究成果の実践・社会実装に沿って本構想に資する基礎研究から
社会実装に至る一連のプロセスを推進することで、それぞれのステークホルダーに対して上記イメージの定着を図るもの
である。
本事業を通じて浸透させたい自大学のイメージは、いずれのステークホルダーに対しても、「総合力に強い早稲田、人
類社会の課題に答えを出し社会に貢献し続ける早稲田」である。本事業での医理工社をひとつに結集した取組を基にし
て、「健康医療の研究成果を具体的に社会実装できる早稲田」という信頼感を各ステークホルダーと各訴求先に浸透さ
せ、日本さらにはアジアさらには世界に貢献できる国際研究大学として発展していきたい。
④ アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による現状の自大学のイメージ及び認知程度に係る把握・分析内容について

本項目について、各ステークホルダーに対する事前の本学イメージの現況調査および本事業にかかる本学の目指す「健
康医療系研究」への選好性の調査は、事業調査回答票に挙げた通り実施してきた。例えば、橿原市の市長は、本学と協働
することによって、まちなみの景観と地域の健康医療福祉の向上への期待感を示し、さらに継続的な取り組みを確約して
いる。シンガポールにおいては、本学の具体的な研究提案をA*STAR、NUSと協議した結果、本学が有する創薬支援や高
速検査技術への期待感が高まり、共同研究に協力する確約を得ている。A*STARは、シンガポールに留まらず東南アジア
圏において強い影響力を持ち、NUSはQSアジア大学ランキングでは3年連続1位の大学でありアジアトップと言っても過
言ではない。本学は少なくとも要素技術に関して両機関からのお墨付きを得ている。また、国際科学技術協力推進事業
(SICP)日本－シンガポール研究交流・研究領域「バイオエレクトロニクス」において、重点領域研究機構・WABIOSを日
本側代表とし、NTUと共同で実施された研究交流課題「昆虫-無線電子デバイス融合システムにおける筋動作のin vivo制
御」(研究期間：平成24年9月～平成28年3月)が事後評価において最高の総合評価Sを受けるなどの実績を誇り、本学の研
究レベルの高さはシンガポールで十分認識されている証左が存在する。この他にも、自治体、NPO、企業等から本学の要
素技術、健康に対する取り組み、社会制度のあり方について賛同を得ている。
それぞれのステークホルダーにおいては、定量的・定性的の両側面からの評価に資する客観的指標として以下の項目で
の評点等を活用した。学術界における研究力の指標としては、科研費の採択・実施状況、また国際研究大学としてのベン
チマーキングには、2013年文部科学省・「研究大学強化促進事業」の評価指標（研究者当たりの科学研究費採択件数、国
際共著論文割合、Q値、産学連携の実施状況等）を参照した。さらには、日本学術振興会・「スーパーグローバル大学創
成支援事業（タイプA）」（以下SGU）で構築した先行６モデル拠点におけるそれぞれの連携大学での本学のイメージ、
また連携大学自体の状況を調査・分析することにより、本学をハブとして広く国際を場とした研究活動の推進度およびそ
れに関する認知程度の把握・分析を行った。また、国際研究機関に対しては、QS分野別ランキングの状況（9分野が世界
100位以内である。特に健康科学に関連するSports-related Subjectsで本学は世界19位(国内1位)と非常に高い評価を受けて
いる)、学術界と同様にSGU６拠点における連携大学および日本学術振興会・「研究拠点形成事業(Core-to-Core
Program)」での連携研究機関における本学のイメージ、また連携大学の状況を把握することにより、広く国際を場にした
本学の研究力把握を行った。現時点での例として、UOB、ULB、UCLA、ボン大学、IITとは定期的に意見交換を行ってい
る。また、本学における留学生数（総数約5,000人）の分析により、国際的、特にアジア圏の教育・研究機関でのブラン
ド性の把握・分析を行った。一端を紹介すると、中国では日本の大学で東京大学に次ぎ2位の認知度及び選好度を誇る
が、インドネシア等のASEAN圏では認知度自体が下がることがわかった。企業・自治体・行政機関について、国内外の企
業の評判として前記②に示したようにQS Graduate Employability Rankingのスコア分析を行った。また、自治体・行政機関
では、神奈川県の未病プロジェクト、滋賀県長浜市での健康医療関連プロジェクト、奈良県橿原市における医療まちづく
りプロジェクト、所沢市および西多摩地区における包括ケアシステム関連プロジェクトを推進中であり、その策定過程お
よび推進過程において常にフィードバックを得てきている。シンガポール行政機関とは国際連携プロジェクトにおいて本
学に対する意見聴取に基づいた策定を行っている。さらに、本学の校友会である稲門会では多くの支部会を擁しており、
継続的に多様な意見聴取が可能である。
⑤ ④の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容について

本学では文部科学省・研究大学強化促進事業の実施において、アウトリーチ専門のURA(University Research
Administrator)を配し研究成果の国内・国際発信環境を整備してきている。既に当該事業を推進する中で、情報発信を通じ
た本学および研究者自身のブランディングを試みていることから、本事業においても引き続き、情報発信を介した自大学
のイメージの定着を戦略的に行っていく。
さらに、各ステークホルダーにおいては、次のプラットフォームでの活動度を指標とした情報発信の程度を把握する。
学術界および国際研究機関においては、研究実績を示すことが国際研究大学としての存在感を示すことになるため学術論
文の発信を指標とする。特にトップジャーナルへの論文発表、被引用数トップ10%論文の割合を基にしたベンチマーキン
グを行う。また、国際誌やインターネットにおける国際的な学術情報発信媒体をチャネルとした研究広報による情報発
信、国際学会発表や国際学会等の役員従事者を通じた情報発信を行う。本学はEurekAlert!(米科学振興協会運営の研究発
信プラットフォーム)と契約しており、同プラットフォームを媒介とした国際研究広報による情報発信をひとつの手段と
する。国際研究機関においては現地におけるワークショップやシンポジウムでの発信も重視する。企業・自治体・行政機
関について研究成果の情報発信のチャネルとしては、日刊工業新聞、日経新聞等のマスメディアを主軸にして当該ステー
クホルダーに対して広く周知を図る。さらに、当該ステークホルダー広範に活躍する卒業生への訴求を目的として校友会
（稲門会）への周知および意見交換を通じた本事業の趣旨説明等を経た情報発信を行う。
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⑥ 具体的工程について

前述のように本学では建学の精神に基づいたビジョンであるWaseda Vision150を推進している。当該計画は20年間の長
期計画を５年毎の各フェーズに分けて個別具体的なプロジェクトを設定して実施しており、2017年度は、第１フェーズが
終了し第２フェーズに移行したタイミングである。第2フェーズでは約60のプロジェクトの具体的な計画を策定中であ
り、前記①に関しての本事業における基本的な施策は、本学Waseda Vision 150の第2フェーズの計画内容の推進に位置づ
けて実行する。
後述するように本事業を推進する参画者数は、本学PI(Principal Investigator)として14人、ポスドク・助教・助手・博士
大学院生で40人を想定しており、国内外の連携者15人を加えて70人規模の体制を構築する。
本事業に係るプロジェクトは構造化されており、各研究プロジェクトの成果は相互活用を前提に纏められていることに
加えて、各々のPDCAを回しながらも事業全体のPDCAが回る構造を成している。これは、生命科学系の基礎研究の成果を医
療工学系の応用研究が活用し、それらの研究活動および成果についてレギュラトリーサイエンス領域の評価・助言を介し
た後に社会実践・提言へ昇華させていき、さらに、その成果は地域包括ケアシステムや医療まちづくりの一環として社会
実装されることで、実社会からのフィードバックを受け、新たな課題発見・解決策の構築・提案をするというバリュー
チェーンを築くものである。
本事業ではこのような堅牢なシステム構築を経て、恒久的に基礎から応用、社会実装という社会に、世界に、貢献し続け
る本学のブランド性向上に資する機軸を形成することとする。
具体的には、前記②から⑤に記した学術界に対してアジアのリーディング大学としての認知度向上には、なんといって
も質高い研究実績が重要である。そこで、まずは個別具体的なテーマにおいて質の高い学術雑誌への成果発信を行う。こ
れは主に基礎生命科学系のグループが担うことになる。従って、本事業で初年度に購入する装置は基礎生命科学系グルー
プに投資し同グループの研究環境の整備に使用する。次に、体制図に記した国際研究機関との連携を深化させ、共同研究
を推進し、インパクトの高い学術論文を発信する。この段階は、特にアジア地域を意識してシンガポールでの共同研究と
成果発信の強化に注力する。次に、研究者交流と学生交流を進めつつ、連携機関と長期に亘る信頼関係を築き選好度を向
上させる。本事業の補助金で、これらの交流に必要な渡航費等を計上する。
②から⑤に記した国際研究機関に対してアジアのリーディング大学としての認知度向上の工程としては、前記の学術的
成果発信に加えて以下の取り組みを実施する。まず、本学が海外研究拠点のひとつとして具体的な国際研究プロジェクト
を推進しているシンガポールにおけるシンポジウムを開催する。次に、本事業を通して拡充を目指すULB、UOBとのシン
ポジウムを開催する。さらに、ボン大、UCLA、IITとの協働的な活動推進を経て、本学の国際的な認知度を高めた上で、
選好度向上を図る。現地での国際シンポジウムやイベントに関しては、大使館、ファンディングエージェンシー、企業
等、学術界以外にも開かれた情報発信ができるようシンポジウムの構成や招聘者にも工夫を凝らす。ひとつには共催機関
と連携してワセダ・デーのような本学自体の情報を発信する企画を実施する。
企業・自治体・行政機関に対しては、個別具体的に得られた成果を社会実装する形で還元することが最も重要である。
そこで、まずキックオフシンポジウムの開催により本事業の周知を国内より始め、当該ステークホルダーにおける本事業
に対する理解を得ることで認知度および選好度の向上を図ると同時に本事業で発信する成果を効果的に浸透させていく。
また、既に開始している企業等との共同研究を拡充的に継続する中で得られた成果は、橿原市など具体的に連携する自治
体、あるいはシンガポールにおいて、エビデンスに基づいた健康医療のシステムとして何が適用できるかをミニワーク
ショップや対話会を複数回開催し慎重に協議した上で、モデルケースとして社会実装する。実際に社会実装された結果を
関連ステークホルダーと継続的にモニタリングする。次に、技術面、法律面、倫理面、制度面として問題点等を洗い出
し、本学及び関連ステークホルダーにフィードバックする。当該ステークホルダーと共同でマスメディア等への発信を重
ね、訴求先の階層を厚くする。
前記した工程は、研究内容および情報発信内容の策定、国内外での研究推進とその成果発信、ステークホルダーとの意
見交換等によるそれぞれの状況の把握と評価、評価に基づいた施策の見直しと実施を基盤としたPDCAを回すことで推進
する。また、活動の展開する場所と設備・装置については、各グループの現有に加えて、重点研究に対する予算措置およ
び研究力強化施設が別途用意されているが、さらに研究開発センターにショウルームスペースを備えた約17,000平米の新
研究棟（総工費約99億円、早稲田キャンパス、新宿区早稲田鶴巻町）の建設に着手しておりブランディング事業の拠点と
しても活用する。
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⑦ ⑥の工程ごとの成果指標と達成目標について

本事業での活動推進を通じた本学の認知度・選好度の指標としては、ホームページアクセス数等の定常的なモニタリン
グを行うことに加えて、想定する各ステークホルダーに対しては、次の項目を本事業の成果指標とする。
学術界に対しては学術論文の発信指標を重視する。特に各分野のトップジャーナルの論文発表件数のベンチマーキング
を行う。さらに、関連分野の科研費獲得件数、公的資金の受入状況、国際研究広報数を指標とする。トップジャーナル論
文件数10件/年、また、5年度目にはPI並びに若手研究者の科研費獲得件数50件/年、外部研究資金の受入として3億円/年
を目標とする。また、このような外部資金獲得の基盤をなす学術論文発表については、各PIが従来の分野での研究拡大・
深化を図る一方で、本事業に係る異分野PI同士の共著論文を増加することを目標とする。科研費等の獲得数・額について
の目標は、本事業に参画する14人のPIについてのベンチマーク調査を行い、科研費獲得状況（昨年度末以降に研究期間を
終了する課題を抽出）では研究代表課題20件（単年度獲得額：約1.5億円）であったことを受け、参画PI同士の異分野融
合研究等に関わる研究代表者・分担者での採択数および獲得額の増加分を加味した数値である。被引用数トップ10％論文
の割合は5年度目に13％を目指すが、当指標は研究分野の依存性を考慮する必要があるため、FWCI(Field Weighted Citation
Impact)のモニタリングと併用する。FWCIでは関連分野で1.2（1が世界標準）を目指す。
国際研究機関については、QS世界大学ランキングの分野別ランキングを重視する。特に本事業に直接関係する分野の
順位をモニタリングすることで成果の程度を把握する。5年後には関係するBiological Sciencesで 200位以内、Sociology
では 50位以内、Architecture/Built Environmentでは 100位以内を目指す。また、Engineering - MechanicalとMaterials Science
も100位以内の維持を目指す。現状は、Biological Sciencesは300-350位、Sociology は51−100位、Architecture/Built
Environmentは101-150位、Engineering – Mechanicalは51-100位、Materials Scienceは101-150位であり、関連する各分野にお
いて5年間で25-100位の上昇を図りたい。これに加えて、前記した学術的成果も成果指標とする。さらに、国際的なプレ
ゼンスを測る指標として、国際シンポジウム1件/年、国際学会での発表数60件/年、国際研究広報数5件/年、国際共著論
文数70報、国際学会・雑誌のボードメンバー役員数10人/年を目指す。これらの数字はSGUで実施している先行モデル拠点
の目標値とPI数から算出した。国際シンポジウムに関しては、学術界以外からの集客やゲストなどの内容も精査する。A
＊STARを通じたシンガポール国内での本学に関する広報の状況も国際研究広報数をして計量する。
企業・自治体・行政機関に対しては、QS Graduate Employability Rankingでアジア3位(2016年はアジア6位)を目指す。こ
のランキングの指標には企業との共同研究実績による共著論文数が含まれている。従って、共同・受託研究の件数・金額
30件（年1億円）(最終年度目)を目指す。平成27年度の企業との共同・受託研究の件数は、全学では428件、11.7億円であ
るので、PI数と1件あたりの金額から目標値を設定した。また、これらの数値目標は、「選好度」を測るひとつの指標で
もある。さらに、府省・行政の専門委員数14人(PI全員)、記者会見5件/年を含むマスメディア発信数30件/年を目指す。
⑧ 達成目標の進捗状況を把握する方法について

想定するいずれのステークホルダーに対しても、定量的および定性的な客観データを基盤とした進捗状況の把握を行
う。学内外において年次毎の公表データの追跡を主軸とし、各研究者が携わる本事業以外の研究推進事業の報告書も含ま
れる。学術論文のベンチマークに関しては計量書誌学を基にするため、Elsevier社のSciVal、Clarivate Analytics(旧Thomson
Reuter)社のInCitesを利用し、定期的に推移を把握する。さらに、生物科学・基礎生物学・基礎医学・薬学・境界医学等に
関連する科研費細目、および社会福祉学、都市計画・建築計画、衛生学・公衆衛生学等の数字の追跡、科学技術振興機構
などの関連事業の獲得状況の把握、QSの分野別ランキングの追跡により進捗状況を把握する。海外への研究成果発信数
等は、本事業の年度ごと報告書作成の際のPIからの報告に基づいて把握する。また、社会実装に係わる部分では定量的に
測定することが困難な指標も存在する。ケース的になるが、本事業の成果を実装する自治体等へのアンケートなどを通し
て、満足度などを測る。定量的数字のモニタリングは研究戦略センターが、アンケート調査等は研究推進部が寄与する。
本事業で実施した研究成果とブランディング戦略は、新たに研究機構「サイエンスに基づく未来社会デザイン研究機
構」(仮称)を設置することとしている。当該機構は本学の医理工社研究ブランディング活動の拠点として、本事業の総括
を行いつつ、事業終了後も活動を継承・発展させる組織である。最終的な目標である社会実装の成果としては、産業界と
の共同実績、大学発ベンチャーの設立、政府・自治体への協力、法改正や条例等への提言実績も含めて、総合大学として
総力的なブランディング推進の状況を把握することとする。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
先進的な学術・研究を通して21世紀の地球規模の課題解決に貢献することは、国際的な研究大学を目指す早稲田
大学の責務と考える。この責務を果たすため、本学は2009年度には、全学研究会議、研究院、重点領域研究機構を
発足させトップダウンの研究組織体制を整備してきた。全学研究会議は、総長が議長を務め各学術院長・理事から
構成され、本学の研究活動に係る中長期的な研究戦略や組織体制について検討することを目的とする。研究院と重
点領域研究機構は、全学的な視点で各部局（以下学術院）の垣根を超えて研究者が結集し、戦略的に組織型研究を
展開する研究現場として位置づけている。本ブランディング事業の提案は、研究院の重点領域研究として実施して
いる課題をさらに発展させたものであり、全学的なガバナンスの基に置かれる。また、総長の直接指揮による中長
期計画「Waseda Vision 150」推進本部の下で、スーパーグローバル大学創生事業（Type A）として推進している文
系理系7つの国際教育研究拠点と相補的な関係を持たせ総体での大学ブランディングを推進する。
本ブランディング事業においては、図に示すように、事業総括者を副総長が務め、研究推進担当理事がブラン
ディング戦略の責任を負う。研究活動のリーダーは井上教授が務め、各グループをまとめつつ研究成果の創出と発
信に責任を負う。下図のように生命科学、医療工学、社会実装、レギュラトリーサイエンスの4グループを成形し、
各グループリーダーとサブテーマごとの主管研究者を配置する。各グループリーダーは、年次計画に記す目標達成
に向けてチームを纏め具体的な成果を創出する。生命科学グループは、図に記したテーマの研究成果を創出し、医
療工学グループは基礎科学の成果を受けつつ各技術の実用化を目指す。社会実装グループは、前記２グループの成
果を実装するための科学的見地に基づいた適用モデルを開発し、自治体等と共同で現場に適用・実証する。実装の
現場で発生する様々な問題点をレギュラトリーサイエンスグループと共に克服しつつ、技術的問題点等は生命科
学、医療工学グループにフィードバックする。レギュラトリーサイエンスグループは、全体を俯瞰しながら基礎研
究から社会実装につなぐ役目を担い、健康医療の方策等を実践する制度に関しての法的・倫理的提言を実施する。
事業総括、事業責任者及び各グループリーダー等から構成される「運営委員会」を組織し、学外連携機関と協働し
ながら研究成果を社会へ還元する。参画者数としては、PIとして14人、ポスドク・助教・助手・博士大学院生で40
人、学外連携者で15人の70人規模の体制を構築し、研究戦略センターのＵＲＡがマネージメントに参画する。ま
た、研究戦略センターに配置されている広報担当URAを中心に本事業の情報発信体制を整え、大学広報室と協働して
WEB、SNS発信とマスコミ対応にあたる。

Waseda Vision 150 推進本部
本部長(総長） 鎌田 薫

実施体制

事業総括： 副総長 橋本 周司
事業責任者： 理事 石山 敦士
研究リーダー：教授 井上 貴文
早
稲
田
大
学

生命科学系
井上貴文(理工学術院)

社会実践系
棟近雅彦(理工学術院)

医療工学系
武岡真司(理工学術院)

・生体機能科学・化学
（機能性食品、時間栄養研究）
・脳神経科学
（アルツハイマー病、脊髄損傷）
・基礎生物学

・社会モデルの構築
・医学マネジメント
・地域包括ケアシステム
・疫学・公衆衛生学

・診断システム（遺伝子診断シス
テム、がん診断システム、AI
遠隔診断）
・生体材料・電子工学
（スマートナノデバイス）
・リハビリ・ロボティクス
・生活習慣病予防
（メタボウォッチ）

レギュラトリ―サイエンス

甲斐克則(法学学術院)
・医療レギュラトリーサイエンス
・法制整備

学
外
連
携

・東京女子医科大学
・東京農工大学
・奈良県立医科大学

・シンガポール国立大学
・南洋理工大学
・シンガポール科学技術研究庁
・シンガポールポリテクニク
・ボン大学/イタリア技術研究所

・橿原市
・所沢市
・西多摩郡
・神奈川県

連携企業（凸版印刷、関西電力、富士通等）・医療施設（シンガポール国立大
学健康機構（NUHS）、神奈川県こども医療センター、大和市立病院）
外部評価委員会
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【評価体制】
本事業の評価は、既に2009年に整備、運営を進めている研究院の研究評価システムを適用して取り組む。この研
究評価システムは、本学研究院で進めている研究プロジェクトについて、研究活動の進捗状況等に係るPDCAサイク
ルを回すため、学外者を含む評価委員会（審査・評価委員会）として整備されているものである。ここでは以下の
趣旨に沿って国際競争力のある卓越した研究が行われ、自立的で継続的な研究拠点形成に向けた進展が図られてい
るかを確認している。
趣旨：①「WASEDA Vision150」をベースに、「強み」を具体的な先端研究として顕在化、②チーム型研究の推進・
強化、人材育成を含む研究の活性化、③新たな外部資金獲得や外部組織との連携・ネットワーク構築等を通した自
立性・持続性、④研究成果のアピールおよび国際発信強化、⑤国際化、国際共同研究等の一層の加速⑥社会と結び
ついた実学の推進
このような研究院での研究評価システムに加えて、本事業での情報発信などブランディングに関しては、
「Waseda Vision 150」推進本部の核心戦略「世界へ展開する教育・研究と社会貢献」と「新たなアカデミック・コ
ミュニティの形成」に対するＰＤＣＡサイクルの枠組みで、総合的な評価を行う体制が出来ている。研究院におい
ては研究活動のPDCAサイクルの評価を、ブランディング戦略を含む事業全体については推進本部がPDCAサイクルの
評価を行う。具体的な評価は、本事業の進展の各段階（研究実施、アウトプット、アウトカム）での取組み状況や
成果等についてまとめて報告し（指標：達成度、成果、研究体制の自立性、研究体制の持続性、学術的・社会的波
及効果、および人材構成の多様性）、適宜、PDCAサイクルを回すためのアドバイスを得る。

事業評価スキーム
研究計画

研究実施

アウトプット

アウトカム

・論文
・著作物等

・進捗状況
・外部資金獲得状況等

・学術的波及効果
・社会的波及効果

国際競争力のある研究の実施

中間・最終評価
研究拠点形成

研究成果

波及効果

各グループでの研究実施とアウトプットの関係は下図のようになっており、相関関係があることから、生命科学の
成果が医療工学で実施され、社会実践された課題がまた生命科学にフィードバックされる。本事業における外部評
価委員会では、各グループの成果および課題のフィードバック状況についても確認することとしている。

研究のフィードバックループ
レギュラトリ―サイエンス
評価・助言

評価・助言

改良・改善

生命科学

改良・改善

医療工学
成果

社会実践・提言
成果
成果

実施

実施

課題

課題
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実装

早稲田大学

５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度
目
標

基礎科学から社会実装までの広い領域間の共同体制の構築をめざしたコミュニケーション
の確立と本事業の海外を含む学内外への本事業の周知を行う。各研究グループは準備を開始
し実施体制の整備を目標とする。

実
施
計
画

各研究チームは次年度当初より研究が開始できるよう必要な研究設備を整備し、本格的な
研究推進に向けた準備に着手する。時間栄養領域はマウスモデルで摂食のタイミングと肥
満・糖尿病の関連を調べ(達成指標)、またヒトの調査研究を開始し(達成指標)、摂食タイミングと
生活習慣病の関連を調べる(達成指標)。転移がん診断評価技術と感染症超高速診断技術開発グ
ループは技術開発および評価プラットフォームの整備を開始する。｢メタボウオッチ」の英
語・中国語版をシンガポールの疫学調査のために作成する(達成指標)。多世代互助・協働施設
の機能設計を行う。社会科学系は、橿原市に研究フィールド拠点を整備し研究員を常駐させ
る。西多摩地域のフィールドでは地域の課題の調査方法の設計(達成指標)を行いアンケート項
目と方式を完成する(達成指標)。
研究活動の目標達成度は達成指標７項目のうちの達成項目数で判定する。
ブランディング戦略： キックオフシンポジウムを橿原市で開催する。まちづくり事業での自
治体、奈良県立医科大学の共同研究者や参画企業と、本事業の各領域の研究者をひきあわ
せ、新たなシーズとニーズに関する討論を行い、本事業の具体的な全体像を形成する。参画
研究機関・企業・自治体等とのコンソーシアム形成と役割分担を明確にし、各自治体等への
趣旨説明会を開催して報道発表を行い、参画型WEBページを設計し公開する。各研究活動の
進捗状況に加えて、当該分野のQSランキング、科研費等外部資金の受入状況、論文等の学術
情報発信状況、企業等との共同研究状況等をモニタリングし、ブランディング戦略の達成指
標とする。
平成30年度

目
標

実
施
計
画

参加研究者間でシンガポールでの事業についての理解を共有し、領域間学際的取り組みの
問題点の洗い出しと基礎科学と要素技術開発の推進を行う。
感染症超高速診断法とがん診断評価技術開発はそれぞれ基礎臨床データの取得を目指す。
ナノデバイス開発は実用性を高めることを目標とする。シンガポールの疫学調査はデータ収
集の実行を目標とする。
生命科学： 機能性食品開発は具体的なサンプル食品を用いて、ヒトに対して慢性疾患に対す
る効果を評価し、有望な食材を絞り込む。
医療工学： 高精度穿刺ロボットは下腹部リンパ節腫瘍を対象とし制御手法の構築を行う。妊
婦腹部の起伏に安全に適応して超音波画像を取得する周産期エコーロボットの開発(達成指標)
と、高セキュアなエコー映像の多地点間の伝送が可能な遠隔診断支援曜ICTプラットフォーム
の設計(達成指標)を行う。皮膚へ貼付するナノシート開発のため耐摩耗性に優れる高分子候補
物を探索し(達成指標)、耐久性評価を行う(達成指標)。ナノシートを基板として電子回路をプリン
ティング技術で構築するナノデバイス技術は日常生活での筋電測定を目指した軽薄短小化を
達成指標とする。多世代互助・協働施設のための自律動作かつ操作可能な社会交流促進ロ
ボットの開発と基本性能評価を行う(達成指標)。
社会実践： 国内の健康疫学調査では６地域データを用いて、座位行動の健康影響、特に身体
機能およびメンタルヘルスとの関連について解析を行う。シンガポールでは日本人と比較す
るために、人種、性別・年代別のデータを得る。1万人からのデータ収集を達成指標とし、特
に高齢者のデータ取得に努める。橿原フィールドにおいて地域社会における既往の健康に関
する経験知の収集を行う。西多摩フィールドでは調査の実施と課題の抽出を行い、地域の課
題を明確化する。レギュラトリーサイエンスは各研究グループと連携してそれぞれの研究プ
ランにおける法的・倫理的課題を抽出し、問題解決に向けた提言を行う(達成指標)。
研究活動の目標達成度は達成指標８項目のうちの達成項目数で判定する。
ブランディング戦略：シンガポールでシンポジウムを開催し、本事業参加研究者にシンガポー
ルの疫学調査の現場を紹介し、シンガポールの共同研究者との討論を社会科学の国際的展開
の糸口にする。シンガポールに加え、他アジア地域でも研究会や研究者招聘を通して本事業
の周知を図る。当該分野のQSランキング、科研費等外部資金の受入状況、論文等の学術情報
発信状況、企業等との共同研究状況等をモニタリングする。

平成31年度
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