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国際研究大学として
世界で輝くWASEDAへ
「研究の早稲田」を柱に据え、
世界から研究者が集い高め合う
環境作りに注力
　第17代総長として、覚悟をもって取り組むべき重要な仕事に、早稲
田大学を「世界で輝くWASEDA」にすることを掲げています。そのた
めには、2012年に策定された中長期計画「Waseda Vision 150」の
理念をしっかりと引き継いだ上で、次のステージへと昇華させてい
くことが必要だと考えます。そこで新たなグランドデザインを描く
上で、「研究の早稲田」「教育の早稲田」「貢献の早稲田」の三つの柱を
据え、なかでも「研究の早稲田」の確立を最重要な取り組みに位置付
けています。世界的に実力ある研究者が早稲田大学に集う仕組み作
りを進め、質の高い研究活動を推進し、その成果を教育に反映させる
ことで優れた学生と優秀な若手研究者を育成し、さらに研究力を高
めていく。そうした好循環を生み出すことを目指しています。
　歴史を遡ると、早稲田大学は日本で最初に理工学部を設置し、 
理学と工学の連携に力を入れてきました。近年は生命医科学との 
連携も進んでいます。さらに今後は、社会科学や人文科学と、自然科
学との連携も重要になるでしょう。データ科学センター（Center 
for Data Science）などのように、学術院や分野を超えた学際的な
研究を可能にする早稲田大学の環境の強みが、これまで以上に発揮
されるはずです。
　早稲田大学は、時代の要請に応える文理融合の研究を積極的に
推し進め、その成果を実社会に丁寧に活用することに引き続き尽力
します。建学の精神にも通じるこの基本姿勢を大切に、2032年の
WASEDA の研究ビジョンである「世界の平和と人類の幸福に貢献
する研究」の実現に向けて、たゆまず歩みを進めていきます。

早稲田大学第17代総長。1975年早稲田大学政治経済学部卒業、85年オハイオ州立大学大学院
博士課程修了、政治学博士（Ph.D.）。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授、本学政治経
済学術院教授などを経て現職。2006年から本学の教務部長、理事、および世界政治学会（IPSA）
会長などを歴任。

早稲田大学  総長

田中 愛治  TA N A K A ,  A i j i
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早稲田大学は、すべての研究者が、研究活動の社会に与える影響の大きいことを認識し、常に良心に従って研究活
動を遂行できるよう、諸規程を定め、諸施策を実行しています。

学術研究倫理委員会
学術研究倫理委員会は、研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程に基づき設置され、不正防止、不正対
応に取り組んでいます。

利益相反マネジメントの実施
本学は、公的資金研究に関係する利益相反を対象として、「公的研究費に関する利益相反マネジメント規程」を制定し、同規程に
基づき設置した利益相反マネジメント委員会の下で当該マネジメントを実施しています。

研究倫理に係る取り組み

学術研究倫理に係る規程等の制定
早稲田大学学術研究倫理憲章は、本学の研究活動に携わるす
べての研究者等の倫理的な態度、行動規範として制定されまし
た。学術研究倫理に係るガイドラインは、学術研究倫理憲章に
則った行動指針であり、大学の責務と、研究者の責務について、
具体的に定めています。また、研究活動に係る不正防止および
不正行為への対応に関する規程では、研究不正、研究費不正の
防止と不正行為への対応を定めています。

学術研究倫理に関する行動規範・規程等

早稲田大学学術研究倫理憲章

学術研究活動に係る者の倫理的な態度と行動規範

学術研究倫理に係るガイドライン

研究者の責務や研究活動の適切な遂行等に係る具体的な指針

研究活動に係る不正防止および
不正行為への対応に関する規程

研究／研究費不正の防止と不正行為への対応等に係る規程

研究・実験に関する審査体制
本学では研究対象を保護し、研究の公正性と信頼性
を確保することを目的として、各規程を定め研究計画
の倫理審査および実験計画の審査を行っています。

人を対象とする
研究に関する
倫理審査委員会

ヒトES細胞研究
専門倫理委員会

ヒトゲノム・
遺伝子解析研究
倫理委員会

バイオセーフティ
委員会

遺伝子組換え
実験

審査委員会

動物実験
審査委員会

研究倫理オフィス▶	https://www.waseda.jp/inst/ore/
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早稲田大学の前身である東京専門学校は1882（明治15）年、
大隈重信によって創設されました。以来、“ 官学に匹敵する
高等教育機関の育成 ”という大隈重信の理想を現実のものとし、

“私学の雄”としての道を着実に歩んできました。
その歴史は“学問の独立”を中心とする「三大教旨」や

「進取の精神」「在野精神」「東西文明の調和」といった
理念により支えられています。
こうした伝統を基盤に、2012年秋に策定された

“Waseda Vision 150”のもと、世界の大学教育をリードする
「WASEDA」であり続けるために、前進を続けています。

建学の理念

Research A ctivities

建学の理念を現代社会にふさわしい形で実現することを目指して

三大教旨からWaseda Vision 150へ

世界へ貢献する 礎
あらゆる制約から解放された自由な批判精神が学問の独立の礎です。早
稲田大学は学生・教員の自律的かつ自由な相互作用の中で学問研究を
行い、その成果を世界に発信して学問の創造と発展に貢献していきます。

学問の独立

世界へ貢献する 道
学問研究は学理の考究にとどまらず、文化・社会・産業への活用の道を拓
くことによってさらに発展します。早稲田大学は、学理考究とそれに裏付
けられた実践との相互作用を通して新しい時代を切り拓いていきます。

学問の活用

世界へ貢献する 人
送り出す学生こそ大学の最大の成果です。早稲田大学は、世界の何処にあっ
ても、どのような困難に直面しようとも、自らの意思で状況を切り拓くこと
のできる知恵と勇気、しなやかな感性を持った地球市民を育成していきます。

模範国民の
造就

世界へ貢献する高い志を持った学生

世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究

グローバルリーダーとして社会を支える卒業生

アジアの大学のモデルとなる進化する大学

“Waseda Vision 150”  4 つのビジョン

世界へ貢献する高い志を持った学生Vision 1
世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究Vision 2
グローバルリーダーとして社会を支える卒業生Vision 3
アジアの大学のモデルとなる進化する大学Vision 4

早稲田大学 三大教旨

早稲田大学は学問の独立を全うし 学問の活用を効し
模範国民を造就するを以て 建学の本旨となす

早稲田大学は 学問の独立 を本旨と為すを以て
之が自由討究を主とし 常に独創の研鑽に力め以て 
世界の学問に裨補せん事を期す

早稲田大学は 学問の活用 を本旨と為すを以て
学理を学理として研究すると共に 之を実際に応用するの道を講し以て 
時世の進運に資せん事を期す

早稲田大学は 模範国民の造就 を本旨と為すを以て
個性を尊重し 身家を発達し 国家社会を利済し 
併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す

1913（大正2）年10月17日、早稲田大学の創立30周年記念式典において、
建学の理念である「教旨」が大隈重信総長より宣言されました。
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1922（大正11）年11月29日、来日中のア
インシュタイン博士が来校して、かつてベルリ
ン大学で学んだ塩沢昌貞学長と会談。中央校
庭での歓迎式典では、学生や教職員1万余名
が熱烈な拍手で博士夫妻を迎え、最後は校歌を
合唱して送りました。

1922 〉〉
物理学者
アインシュタイン氏来校

10月21日に東京専門学校創設開校式が挙行
され、校長・大隈英麿が「 開校の詞 」を朗読、
小野梓が演説を行って、「 学問の独立 」の精神
を宣言しました。政治経済学科、法律学科、理
学科、英学科を設置し、第 1 期生 80 名が入学
しました。

〈〈 1882
大隈重信が
東京専門学校を創立

高田 早苗 天野 為之

坪内 逍遙 市島 謙吉

早稲田の創立・経営に参画し、発展させた四人のことを指
します。高田早苗は初代学長・三代目総長を務め、大学へ
の昇格・理工科の開設などに尽力しました。天野為之は商
科開設の時の科長、のち二代目学長。坪内逍遙は現在の
文学部の基礎をつくりました。市島謙吉は大学の経済的独
立の実現を図り、図書館の拡充にも貢献しました。

早稲田大学の発展に寄与
「早稲田の四尊」

ケンブリッジ対オックスフォードのボートレース、
ハーバード対イエールのフットボールとともに、世
界三大学生競技と称される早慶戦。1903（明治
36）年にまで遡る伝統、母校の名誉のために闘う
両校ナインと応援の華やかさが、その魅力です。

〈〈 1903
早慶野球戦開始

History of WASEDA
明治14年の政変／大隈重信、野に下る。
東京専門学校開校。
初の海外留学生受入。
講義録発行。校外生制度（通信教育）発足。
文学科設置。
清国留学生入学。
初の海外留学生2名をドイツに派遣。
早稲田大学と改称。大学部と専門部を新設し、大学部に 
政治経済学科、法学科、文学科を設置。図書館開館。
高等師範部設置。早慶野球戦開始。
専門学校令による大学となる。大学部に商科設置。
野球部第1回アメリカ遠征。清国留学生部設置。
大隈重信総長、高田早苗学長が就任。校歌制定。 
創立25周年記念式典。
理工科（高等予科）の授業を開始。

教旨、校旗、式服式帽制定。創立30周年記念式典。
大学令による大学となり、政治経済学部、法学部、文学部、
商学部、理工学部と大学院設置。早稲田高等学院設置。
聴講生として初の女性12名が入学。
大隈重信死去（国民葬）。早慶ラグビー定期戦開始。 
アインシュタイン氏来校。
図書館（現・2号館）竣工。

大隈講堂落成。創立45周年記念祝典。
演劇博物館開館。 
学生の織田幹雄が日本最初のオリンピック金メダリストに。
創立50周年記念祝典。 
大隈重信銅像、高田早苗銅像除幕式。
女性4名が初めて学部へ入学。
空襲により校舎の約3分の1を焼失。終戦の翌月授業再開。
新制早稲田大学11学部（第一・第二政治経済学部、 
第一・第二法学部、第一・第二文学部、教育学部、 
第一・第二商学部、第一・第二理工学部）設置。
新制早稲田大学大学院6研究科（修士課程）設置。
外国学生特別選考制度発足。
石橋湛山、校友初の首相就任。
記念会堂竣工。インド首相ネール氏来校。
内藤多仲が東京タワーを設計
文学部校舎（現・戸山キャンパス）竣工。 
米国司法長官ロバート・ケネディ氏来校。
国際部設置。理工学部校舎（現・西早稲田キャンパス）竣工。
社会科学部設置。
第1回ホームカミングデー開催。
エジプト調査隊がマルカタ遺跡より彩色階段発見。
エクステンションセンター設置。
創立100周年記念式典。早稲田大学本庄高等学院開校。
新設の所沢キャンパスに人間科学部設置。

総合学術情報センター開館。
米国大統領ビル・クリントン氏来校。
會津八一記念博物館開館。社会科学部が昼夜開講に移行。
スポーツ科学部設置。
国際教養学部設置。 
政治経済学部に国際政治経済学科設置。
第一・第二文学部を文化構想学部・文学部に、理工学部を 
基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部に改組再編。 
教育学部に数学科、複合文化学科設置。 
創立125周年記念式典。
中国国家主席胡錦濤氏来校。 
教育学部に「初等教育学専攻」設置。
社会科学部が昼間部に移行。 
商学部・国際教養学部が主に使用する11号館が完成。
スポーツ科学部を改組し、スポーツ科学科設置。
東日本大震災復興支援室を設置。
Waseda Vision 150 を策定。
早稲田大学中野国際コミュニティプラザ完成。政治経済学部
校舎新3号館が完成。基幹理工学部に情報通信学科設置。
早稲田大学歴史館開館。早稲田アリーナ完成。
国際文学館（通称村上春樹ライブラリー）を設立。
リサーチイノベーションセンター（121号館）完成。

1881
1882
1884
1886
1890
1899
1900
1902 

1903
1904
1905
1907 

1908

1913
1920 

1921
1922 

1925

1927
1928 

1932 

1939
1945
1949 
 

1951
1955
1956
1957
1958
1962 

1963
1966
1970
1974
1981
1982
1987

1991
1993
1998
2003
2004 

2007 
 
 

2008 

2009 

2010
2011
2012
2014 

2018
2019
2020

明治

 

 

大正

 

 

昭和

 

 

 
 

 

平成

 

 
 
 

 

 

 

令和

早稲田大学の歴史

RESEARCH  ACTIVITIES4



早稲田大学名誉教授である内藤多仲は、構造設計の第
一人者であり、生涯に約 60 塔を設計しました。東京タ
ワーは安全性と構造美を兼ね備えた333ｍのタワーで
あり、自立式鉄塔としては当時世界一の高さの建造物と
なりました。

〈〈 1958
早稲田大学の内藤多仲名誉教授が
東京タワーを設計

1993（ 平成 5 ）年、アメリカ合衆国大統領のビル・クリン
トン氏が来校。その後も、2008（ 平成 20 ）年には中華人
民共和国国家主席の胡錦濤氏、2010（ 平成 22 ）年には
国際連合事務総長の潘基文氏など、世界的な要人が数多
く来校しています。

1993 〉〉
米国大統領
ビル・クリントン氏来校

1966（ 昭和 41 ）年、早稲田大学の調査隊は、
日本人初の古代エジプト発掘調査に着手。1974

（ 昭和 49 ）年にはマルカタで、エジプト発掘史
上初の「 彩色階段 」を発見するなど、調査隊は
エジプト考古庁の信用と日本での高い評価を獲
得しています。

1974 〉〉
マルカタ遺跡の発掘調査

2012（ 平成 24 ）年、創立 150 周年（2032 年 ）
へ向けて、“Waseda Vision 150 ”を策定しま
した。早稲田大学は教育・研究の質を飛躍的に向
上させ、｢アジアのリーディング・ユニバーシティ｣
として、世界へ貢献する大学であり続けます。

〈〈 2012
Waseda Vision 150 を策定

アムステルダム・オリンピックで、早稲田大学競走
部の織田幹雄が、三段跳びで日本人初の金メダル
を獲得しました。同競走部はオリンピックの帰りに、
パリの国際学生スポーツ大会に出場し、後のユニ
バーシアード参加にも道を開いています。

1928 〉〉
日本最初の金メダリスト

1956（昭和31）年12月、早稲田出身の石橋湛
山が自民党総裁に選出されました。同月の衆参両
院の首班指名では、同じく早稲田出身で社会党委
員長の鈴木茂三郎を破り、内閣総理大臣に就任。
ここに早稲田出身者初の首相が誕生しました。

1956 〉〉
校友初の総理大臣
石橋内閣誕生

1962（ 昭和 37 ）年、安保闘争のさなか米国司法
長官ロバート・ケネディ夫妻が大隈講堂の学生討論
会に出席。反対派、賛成派が一体となった校歌の
合唱に感動した夫妻は、再び来日した際には校歌
をすっかり覚え学生とともに歌ったといいます。

1962 〉〉
ロバート・ケネディ氏 
学生討論会へ出席

「独創的な先端研究への挑戦」「全学の生
涯学習機関化 」「 地球市民の育成 」という
3 つの目標に向けて前進を続けてきた早
稲田大学。2007（ 平成 19 ）年 10月21
日の創立 125 周年記念式典では、白井克
彦第 15 代総長が“ 早稲田大学第二世紀
宣言 ”を行いました。

2007 〉〉
創立125周年 第二の建学へ

1918（ 大正 7 ）年に早稲田大学高等師
範部英語科（ 現 ･ 教育学部 ）に入学した
杉原千畝。1940（ 昭和 15 ）年、リトア
ニア領事館で働く杉原が外務省の命令
に反してビザを発給し、約 6 , 000 人の
ユダヤ人を救った人道的行為は国際的
に高く評価されています。

〈〈 1940
外交官・杉原千畝による

「命のビザ」

History of WASEDA

© by TOKYO TOWER
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「学生数が多い早稲田大学の授業は大教室での講義が中心」
というのは昔の話。20人以下で受講する授業も56％を占め、
学生と教員で双方向のやりとりが行われています。

クラス人数
50人以下の
授業割合%85

興味や関心に応じて 
多彩な言語が習得可能
スワヒリ語やモンゴル語など日本で学ぶ機会が
限られている言語を含めて多様な言語科目を、
その言語圏の歴史や文化にも触れながら学ぶ 
ことができます。

About  WASEDA

7,942
125の国や地域から早稲田へ
外国人学生と日本人学生が英語をはじめ様々な言語で交流
している様子がキャンパスの日常風景になっており、さなが
ら留学しているような感覚を味わうことができます。

人（2019年度）

学びの場を早稲田から世界へ
早大生の目線は非常に外向きです。異文化を肌で感じる経験
を学生時代にしておくことは、未来に向けた確かな一歩につ
ながります。

4,629人（2019年度）

教員数（2019年4月1日現在）、［ ］内は学生定員数（2019年5月1日現在）
※専門職学位を含む

学術院別教員数および学生定員数

法学学術院 145名
 法学部 ［2,960 ］
 法学研究科 ［260 ］
 法務研究科 ［600 ］

文学学術院 218名
 文化構想学部 ［3,440 ］
 文学部 ［2,640 ］
 文学研究科 ［1,095 ］

商学学術院 171名
 商学部 ［3,600 ］
 商学研究科 ［280 ］
 会計研究科 ［200 ］
 経営管理研究科 ［510 ］

社会科学総合学術院 81名
 社会科学部 ［2,520 ］
 社会科学研究科 ［192 ］

人間科学学術院 119名
 人間科学部 ［2,240 ］
 人間科学研究科 ［375 ］

スポーツ科学学術院 86名
 スポーツ科学部 ［1,600 ］
 スポーツ科学研究科 ［370 ］

国際学術院 123名
 国際教養学部 ［2,400 ］
 国際コミュニケーション研究科 ［130 ］
 アジア太平洋研究科 ［330 ］
 日本語教育研究科 ［145 ］

理工学術院 629名
 基幹理工学部 ［2,380 ］
 創造理工学部 ［2,380 ］
 先進理工学部 ［2,160 ］
 基幹理工学研究科 ［1,260 ］
 創造理工学研究科 ［1,207 ］
 先進理工学研究科 ［1,430 ］
 環境・エネルギー研究科 ［121 ］
 情報生産システム研究科 ［460 ］

政治経済学術院 140名
 政治経済学部 ［3,600 ］
 政治学研究科  ［410 ］
 経済学研究科  ［320 ］

※

教育・総合科学学術院 166名
 教育学部 ［3,840 ］
 教育学研究科 ［447 ］※

国・地域93 大学・学術機関848
国内トップクラスの海外ネットワーク

5,468
教員

人48,724
学生数

人

図書館関連施設の合計蔵書数は一大学のものとは思えない規模となっており、普段の授業の調べものに使える本から歴史的価値の
ある資料まで、多様な学術資料が所蔵されています。また、昨今の資料電子化に伴い、早稲田大学で利用できる電子ブックは53万 
3千タイトル以上、電子ジャーナルは11万5千タイトル以上に及び、データベースも多数提供しています。

アジア最大級の蔵書数と
20以上の関連施設を誇る
早稲田大学図書館580万冊

以上

学部・学年を問わずに学べる 
多様な科目群
学部や学年を問わず提供される多様な学びの機会により、自分だけの「知の
体系」を作ることができます。すべての学生が自由に学ぶことができる全学
オープン科目により無限に広がる学びの選択肢。学部での学びと組み合わ
せることで自分だけのカリキュラムが完成します。

言語272,400科目以上

8,457
大学院生

人40,267
学部生

人

受入留学生　国内1位 派遣留学生　国内3位
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About  WASEDA
630,000
卒業生

人 10,696
本学出身のCEO

人＊

＊（出展）朝日新聞出版　大学ランキング2020

本学出身の
内閣総理大臣

第8代 大隈 重信
第17代 大隈 重信
第55代 石橋 湛山
第74代 竹下 登
第76代 海部 俊樹
第84代 小渕 恵三
第85代 森 喜朗
第91代 福田 康夫
第95代 野田 佳彦

本学出身者が創業した
グローバル企業

Sony

Samsung

Casio 

LOTTE

本学校友がCEOを務めたことの
ある代表的企業の例

全日空空輸株式会社（ANA）
本田技研工業株式会社
任天堂株式会社
UNIQLO

株式会社資生堂
野村證券株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
オリンパス株式会社

代表的な
主な卒業生

グローバルリーダー

ソニー創業者 井深 大 氏　任天堂社長 山内 博 氏

ユニクロ創業者 柳井 正 氏　他多数

世界最高峰の学会長

田中 愛治
Ta n a k a  A i j i

2016世界政治学会（IPSA）会長

総　長

笠原 博徳
K a s a h a r a  H i r o n o r i

IEEE（世界電気電子工学協会）
Computer Society 2018 会長

副総長

福田 敏男
F u k u d a  To s h i o

IEEE（世界電気電子工学協会）
2020 会長

特命教授
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早稲田大学は、「Waseda Vision 150 」のもと、総合大学の強みである多様な分野での
知の集積を活用しながら未来をイノベートする独創的研究を推進しています。
最新の世界大学ランキング（Quacquarelli Symondsランキング）で10の研究分野が
世界100位以内に入るなど、早稲田大学の研究力は世界的に高く評価されています。

文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」平成30年度調査

国内私大

位2 民間企業との共同研究費・
受託研究費受入額

QS Graduate 
Employability 
Rankings 2020

卒業生の活躍ぶりを
評価するランキングで、
国内私大では3年連続の
1位獲得。世界34位。

国内私大

位1

Research WASEDA
WASEDAの研究力

府省等が推進する大型研究教育事業を
活用し、世界で輝くWASEDAへ

文部科学省・科学技術振興機構（JST）・日本学術振興会（JSPS）事業
オープンイノベーション機構整備事業／卓越大学院プログラム（公募初年度（平成30年度）
私大で唯一採択）／研究大学強化促進事業／スーパーグローバル大学創成支援事業　タイ
プA（トップ型）／博士課程教育リーディングプログラム／次世代アントレプレナー育成事業

（EDGE-NEXT）／成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）／データ関
連人材育成プログラム（D-DRIVE）／先端研究基盤共用促進事業／共同利用・共同研究拠
点事業／戦略的研究拠点育成（スーパーCOE）／科学研究費助成事業／研究拠点形成事業 

（先端拠点形成型）

経済産業省・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業
半導体アプリケーションチッププロジェクト／産業技術研究開発施設整備事業／電力系統 
出力変動対応技術研究開発事業／戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

以下は早稲田大学が推進している（または過去に推進していた）事業の一例です。

内閣府
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／革新的研究開発推進プログラム

（ImPACT）

厚生労働省・日本医療研究開発機構（AMED）事業
厚生労働科学研究費補助事業／革新的先端研究開発支援事業

環境省
環境研究総合推進費

RESEARCH  ACTIVITIES8



単位（百万円）

単位（億円）

科学研究費助成事業の採択状況
採択件数、及び全国ランキング

2015 2016 2017 2018 2019

採択件数 946 982 964 950 1,040

採択件数全国ランキング 12 12 12 12 12

※1 研究助成金：民間財団等から学術研究の発展等を目的として受け入れる研究費
※2 指定寄付金：本学の研究活動への支援のため寄せられる寄附金

受入研究費の推移
2014 2015 2016 2017 2018

科学研究費助成事業 2,794 2,773 2,867 2,800 2,894 

補助事業 2,838 1,809 1,118 1,532 1,259 

受託・共同研究（公的） 3,375 4,128 4,070 4,078 4,301 

受託・共同研究（民間） 1,408 1,511 1,619 1,677 1,986 

研究助成金※1 133 134 118 138 161 

指定寄付金※2 345 451 585 424 586 

合　計 10,893 10,806 10,378 10,648 11,187

2014 2015 2016 2017 2018

間接的経費
（一般管理費+間接経費） 14.6 15.6 16.8 17.0 19.1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（百万円） （億円）

指定寄付金（研究支援目的）研究助成金
補助事業 受託・共同研究（公的）

間接的経費（一般管理費＋間接経費）
受託・共同研究（民間）
科学研究費助成事業

2015 2016 2017 20182014
0

5

10

15

20

経済産業省が実施した「平成30年度大学発ベンチャー実態等調査」に
おいて、早稲田大学の大学別の大学発ベンチャー企業数で私大1位
になりました。2014年度以降早稲田大学は私大1位を記録しており、
5年連続となります。早稲田大学ではリサーチイノベーションセンター
にインキュベーション推進室を設置し、学生・教職員の研究成果を活
用したベンチャー企業を育成し、イノベーションの創出を支援して 
います。

創業者として活躍した代表的な校友
・ソニー 創業者　井深　大 氏
・東京地下鉄 創業者　早川　徳次 氏
・CSK（現在の株式会社セガホールディングズ） 創業者　大川　功 氏
・日本開発銀行（現在の日本政策投資銀行） 初代総裁　小林　中（あたる） 氏
・株式会社ファーストリテイリング（ユニクロ） 創業者　柳井　正 氏
・リブセンス 創業者　村上　太一 氏
・メルカリ 創業者　山田　進太郎 氏
・アスキー 創業者　西　和彦 氏
・HEROZ株式会社 創業者　林　隆弘 氏

ベンチャー設立数、
早稲田が5年連続で私大1位

2エリア・10分野が
世界100位以内に
ランクイン

イギリス・QS社の研究分野別世界大学ランキング（2020年）で高い評価
を得ました。なお、世界50位以内の分野は5分野に増えました。

世界大学ランキング

全研究機関中4位（私大1位）

国内私大

位1
2019 年度の文部科学省の科学
研究費助成事業（科研費）において、
全65の研究分野中4分野（「文学、
言語学およびその関連分野」、「法
学およびその関連分野」、「政治学
およびその関連分野」、「経済学、経
営学およびその関連分野」）で1位
を獲得しました。

科研費分野別採択件数ランキング

Research WASEDA
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Research WASEDA

　少子化・技術競争力の低下が叫ばれる日本の競
争力を強化するため、大学のオリジナリティを有
効利用し、産業界からの高付加価値製品共創を行
うことが必要になっています。
　本学では、オリジナリティ溢れる研究成果を産
学連携で創出し、その成果を産業界からの高付加
価値製品の開発につなぎ、そこで生まれた利益の
一部を大学での次世代研究開発・人材育成へ再投
資して戴き、更なる高付加価値技術の開発、社会
ニーズを理解した人材育成及び知財の作成につ

なげ、創出された知財の一部はベンチャー育成を
介し、研究開発費を獲得する「早稲田オープン・イ
ノベーション・エコシステム構築を目指します。
具体的には、
①産学連携研究において、次世代を担う博士課程

を中心とした大学院学生に積極的に参加を求め、
②社会からのニーズを反映した困難な問題の解

決に産業界の皆様と一緒に取り組み、
③得られた研究成果を、世界唯一・最高性能等の

高付加価値製品として、産業界から世界に発信

して戴き、
④その利益の一部を大学に再投資して戴き、より

多くの高度人材及び最先端技術を創出し、
⑤そこから創出または派生する知財の一部を、大

学発ベンチャー育成にもつなげ、その収益を次
世代研究に投資する

トータルなエコシステムを実現しようとするも
のです。

産官学連携、たくましい知性を持つ博士人材の育成、知財創出、ベンチャー
創出からなる早稲田オープン・イノベーション・エコシステムの実現を目指す
早稲田オープン・イノベーション・エコシステム

産官学連携  
を強力に推進するプロジェクト「早稲田オープン・イノベーション・バレー構想」の取り組み

本学史上最大の産学連携イベント「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2021：WOI’21 」を開催予定
本フォーラムは、早稲田オープン・イノベーション・エコシステムの 
実現を目指し、本学が掲げる「早稲田オープン・イノベーション・バレー
構想」に賛同する産業界、ベンチャー・スタートアップ企業、研究者・技
術者や学生が、一同に介し、国内外でイノベーションを率いる産業界リー
ダーによる講演、スタートアップ・ベンチャーをテーマとしたパネルディ
スカッション、技術デモンストレーションを含む100以上のブース 
展示を行う予定です。最先端の技術シーズや産学連携成果を介して、
新たなイノベーション創出・育成につながる産学連携のマッチングの
場を提供します。

▲イメージ（早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2019会場）

世界に有用な高付加価値製品・サービス

社会・国

● 教員・大学院生・産業界技術者・研究者参加。
● 産業界からのニーズに基づく未知問題解決・
実用化に挑む

産学連携研究

産学連携競争領域研究開発・実用化

ビジネスモデル構築（標準化含め）

大学発ベンチャー

産業界

①研究活性化
● 博士学生雇用（世界で輝く人材育成）
● トップ研究者の雇用
● 若手研究者の基礎研究充実 
（次代中核等）

● 競争領域産学連携研究スペースの提供
● 研究者/研究組織インセンティブ（報奨・
講義軽減、評価を伴った予算配分等）

● トップ論文誌、国際会議掲載支援　等

②産官学連携推進
● ワンストップ窓口
● 知財創出支援：特許申請・審査
● 知財活用支援：ライセンシング
● 産業界とのマッチング支援（WOI含む）
● シーズ技術紹介（広報）

● ニーズ解決に向けた学内チーム構築
● 契約支援（見積,学生含むNDA・知財）
● 研究費管理・研究倫理講座受講支援

　等

③ベンチャー創出・育成
● 知財ライセンシングの充実：現金・株等
● 起業家とベンチャーキャピタル・投資家からなるインキュベーション・ 
コミュニティの形成

● バリューアップに向けたマッチング支援　等

早稲田大学

社会貢献・政策提言

技術者 新技術

ニーズ・研究費

社会貢献・政策提言 ニーズ・研究費

高度人材

研究チーム・知財

マッチング

シーズ紹介

ニーズ・研究費

創出・育成

共
同
開
発
技
術・知
財

信頼・協力
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Research WASEDA

　近年、私たちの生活のあらゆる場面でＩＣＴの活用が広がり、ものごとの融合が促進され、これまでにない新たな価値・サービスが生
まれる土壌が育まれています。早稲田大学では、このような状況を「スマート社会」到来の胎動ととらえ、2014年、いち早くスマート社
会技術融合研究機構を設立し、活動を続けてきました。本研究機構では、住・食ならびに労働という基本生活シーンが、快適・健全・安心で
環境に優しくサポートされることを「スマート社会」の普遍的な本質とした上で、「融合によるイノベーション」をキーワードに、時代の移
り変わり、技術の革新を見据えてその概念を絶えず進化させています。

「スマート社会」から「超スマート社会」へ
  ～産学連携イノベーションで拓く豊かな未来

スマート社会技術融合研究機構

スマート社会共通基盤技術構築を牽引

スマート社会技術融合研究機構
研究開発プロジェクト 立案・運営 技術の融合・連携（インターフェイス国際標準化） 研究開発技術の展開・実用化支援 セミナー・人材交流

スマート社会技術推進協議会
グローバルな標準規格に基づく

技術の普及・展開・利活用の姿をデザインします。

・ 旭化成ホームズ株式会社 
・ NTTグループ
・ 大阪ガス株式会社 
・ 株式会社 大林組
・ 関西電力株式会社  
・ 九州電力株式会社
・ KDDI株式会社 
・ JXTGエネルギー株式会社
・ 昭和シェル石油株式会社 

・ 住友林業株式会社
・ 積水化学工業株式会社 
・ 大成建設株式会社
・ 中部電力株式会社 
・ 東京ガス株式会社
・ 東京電力ホールディングス
 株式会社
・ 東北電力株式会社

〈 幹事会員 〉（2019年3月現在）

スマート社会技術研究会
スマート社会技術推進協議会が構築したビジョンを実現する技術開発を通して、

スマート技術の社会への実装を目指す活動を展開します。

・ アズビル株式会社 
・ アドソル日進株式会社
・ 伊藤忠テクノソリューションズ
 株式会社 
・ ABB日本ベーレー株式会社
・ 株式会社エヌエフ回路設計
 ブロック
・ 大崎電気工業株式会社

・ オムロン株式会社 
・ 京セラ株式会社
・ 株式会社 サニックス 
・ ジョンソンコントロールズ
 株式会社
・ 住友電気工業株式会社 
・ ダイキン工業株式会社
・ 株式会社 ダイヘン 

〈 会員 〉（2019年3月現在）

・ 西日本旅客鉄道株式会社
・ 野村不動産ホールディングス
 株式会社
・ 東日本旅客鉄道株式会社
・ 北陸電力株式会社
・ 北海道電力株式会社 
・ 三井不動産株式会社
・ 三菱商事株式会社

・ 田淵電機株式会社
・ 株式会社 デンソー 
・ 株式会社 東光高岳
・ 株式会社 東芝 
・ 日産自動車株式会社
・ 日本ガイシ株式会社 
・ 日本電気株式会社
・ パナソニック株式会社 
・ 株式会社 日立製作所
・ 富士通株式会社 
・ 株式会社 本田技術研究所
・ 三菱自動車工業株式会社 
・ 三菱電機株式会社
・ 株式会社 村田製作所 
・ 株式会社 明電舎
・ 横河電機株式会社

早稲田大学10研究所
あらゆる分野における研究・知見を結集・統合

先進グリッド技術研究所、住宅・建築環境研究所、太陽光発電システム研究所、電動車両研究所、
スマートライフサイエンス研究所、次世代科学技術経済分析研究所、動力エネルギーシステム研究所、

次世代交通システム研究所、鉄道システム技術研究所、マーケティング国際研究所

▲次世代先進パワーグリッド実験模擬装置ANSWER  (Active Network System With Energy Resources) ▲エネルギー統合監視・制御システム Integrated EMS Platform

「早稲田オープン・イノベーション・バレー構想」の取り組み
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Research WASEDA

早稲田大学の「Waseda Ocean構想～開放性、流動性、多様性を持つ教育研究
ネットワークの構築～」は、文部科学省の平成26年度スーパーグローバル大学 
等事業 スーパーグローバル大学創成支援トップ型（タイプA）に採択されました。 
世界に向けて大学を開放し、ダイナミックな頭脳の国際的流動の中で教育研究の質
と量を飛躍的に向上させるため、７つのモデル拠点（国際日本学、実証政治経済学、
健康スポーツ科学、ＩＣＴ・ロボット工学、ナノ・エネルギー、数物系科学、グローバル
アジア研究）を設立し、全学を挙げて取り組みを進めています。

SGU拠点とは
早稲田大学では、産官学連携に関する戦略立案機能の強化や、研究の入口から
出口に至るまでの全学的な研究推進に関る全ての問い合わせに関するワンストッ
プサービスの充実をねらいとし、2019年6月より、全学的な研究支援組織として
「リサーチイノベーションセンター（RIC）」を発足しました。

同センターは、研究戦略立案機能を有する「研究戦略部門」、知的財産の管理や 
技術移転を支援する「知財・研究連携支援部門」、ベンチャー創成を支援する 

「インキュベーション部門」、文部科学省「オープンイノベーション機構の整備事業」
（2018年度採択）の支援を受け、大学が企業と「組織対組織」での共同研究に 
取り組むために、企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究を集中的にマネジ 
メントする体制を整備することをねらいとする「オープンイノベーション推進部
門」の4つの部門から構成されており、URAやコーディネイター等の専門家集団
を配置し、学内外の研究と連携を多面的、包括的に支援していきます。

リサーチイノベーションセンター（RIC）

早稲田大学は、世界水準の優れた研究を進め、国際的に通用する研究体制・環境 
の改善に取り組む世界的な成果が見込める大学として、文部科学省の平成25年 
度研究大学強化促進事業に採択され、本事業をWaseda Vision 150の取り組み 
を重点的かつ強力に推進する原動力として位置付け、事業推進母体に総長を 
本部長とする「研究力強化本部」を設置しました。

研究力強化本部とは

研究のWASEDAを実現する
研究推進・支援体制

研究の入口から出口に至るまでの全学的な研究推進、産官学連携、知財
活用、研究成果の発信ならびに研究者に対する各種支援制度やそれに 
係る手続きに至るまでの研究推進に関る全ての問合せを一手に集約して
回答するワンストップ窓口を2019年10月1日より開設しました。

WasedaOneStopResearch@list.waseda.jp

https://waseda-research-portal.jp/inquiry/

E-mail

URL

研究推進ワンストップ窓口

研究力強化本部
研究推進基本方針の策定（Vision150 核心7/9、研究大学強化促進事業構想等）、研究推進重点事業の計画、研究組織・体制について検討。

また、研究大学強化促進事業における本学の研究力強化実現構想に係る事業方針を定め、その方針に基づいた事業計画の策定および事業の運営も行う。
行政

産業界
学術院（研究所）

● 現代政治経済研究所
● 比較法研究所
● 法務教育研究センター
● 総合人文科学研究センター
● 教育総合研究所
● 産業経営研究所
●  ビジネス・ファイナンス 
研究センター

● 理工学術院総合研究所

● 各務記念材料技術研究所
● 国際情報通信研究センター
● 環境総合研究センター
●  情報生産システム 
研究センター

● 先端社会学研究所
● 人間総合研究センター
● スポーツ科学研究センター
● アジア太平洋研究センター

研究院・研究機構

● 総合研究機構
●  グリーン・コンピューティング・ 
システム研究機構

●  スマート社会技術融合 
研究機構

● 次世代自動車研究機構
● 次世代ロボット研究機構
● 地域・地域間研究機構
● ナノ・ライフ創新研究機構

海外オフィス

● 北京オフィス（中国）
● 台北オフィス（台湾）
● バンコクオフィス（タイ）
●  シンガポールオフィス 
（シンガポール）

●  サンフランシスコオフィス 
（アメリカ）
●  ブリュッセルオフィス 
（ベルギー）

その他研究組織

● 高等研究所
● 會津八一記念博物館
● 日本語教育研究センター
● 坪内博士記念演劇博物館
●  先端生命医科学センター
（TWIns）
● 国際文学館

SGU拠点

● 国際日本学
● 実証政治経済学
● 健康スポーツ科学
● ICT・ロボット科学
● ナノ・エネルギー
● 数物系科学
● グローバルアジア研究

研究・教育の推進機能

研究推進部・
国際部・教務部・
キャンパス企画部・
広報室・人事部

データ科学センター
（CDS）

リサーチイノベーションセンター（RIC）

研究戦略部門

【呼称】研究戦略センター
● 調査・分析・評価、研究戦略の立案・提言
● 研究活動の推進・支援、人的ネットワークの拡大　等

オープンイノベーション推進部門

【呼称】オープンイノベーション戦略研究機構
●  文部科学省オープンイノベーション機構整備事業の
遂行、文部科学省事業を通じた大型共同研究創出策
の検討　等

インキュベーション部門

【呼称】
インキュベーション

推進室
●  大学におけるビジネス
インキュベーション活
動の支援　等

知財・研究連携支援部門
●  産官学連携の支援
●  特許権等の取得支援、
維持管理および保全
措置、特許権等の企業
への移転等の支援

●  研究費の申請、獲得、利
用および執行の支援

　等

研究支援機能

国内コンソーシアム（RU11）

研究及びこれを通じた高度な人材
の育成に重点を置き、世界で激しい
学術の競争を続けてきている大学
（Research University）による国立
私立の設置形態を超えたコンソーシ
アム。

● 北海道大学
● 東北大学
● 筑波大学
● 東京大学
● 早稲田大学
● 慶應義塾大学

● 東京工業大学
● 名古屋大学
● 大阪大学
● 京都大学
● 九州大学

海外コンソーシアム等
● Association of Pacific Rim 

Universities
● International Association of 

Universities
● University Research 

Association 
● Venice International University
● Asia-Pacific Association  for 

International Education 
● Universitas 21
● Quantitative Techniques for 

Economics and Management
● OECD Higher Education 

Programme
● U.S.-Japan  Research Institute

研究推進
ワンストップ
サービス
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Research WASEDA
新研究開発棟 リサーチイノベーション
センター（121号館）の竣工
早稲田大学は、世界最先端の産学連携研究を推進する研究環境・研究支援機能等
を整備するために、早稲田キャンパスの研究開発センターエリアに新研究開発
棟「リサーチイノベーションセンター（121号館）」を2020年３月に竣工しました。

（総工費約100億円、地下2階地上6階、延床面積約17,630㎡）早稲田オープン・
イノベーション・バレー構想においては、本研究開発棟に加え、グリーン・コン
ピューティング・システム研究開発センター、スマートエナジーシステム・イノ
ベーションセンター、ナノテクノロジー研究センター、Energy Management 
System新宿実証センター等、近隣の研究拠点を連携させたグローバルなオー
プンイノベーション環境の構築を推進いたします。
本研究開発棟では世界最先端の産学連携研究を実践する分野型のイノベーティ
ブな活動を推進するほか、ベンチャー企業など新産業の創出にも取り組みます。
また「教育」と「研究」に次ぐ大学の第三の役割である「社会価値創造」の実現を 
目指します。

お問合せ先

研究推進ワンストップ窓口
WasedaOneStopResearch@list.waseda.jp
https://waseda-research-portal.jp/inquiry/

E-mail
URL

国際共同研究推進
早稲田大学では、海外研究機関との連携強化を模索し、研究者個人ではなく大学
として、組織的な国際共同研究を新たに創出する「国際研究プロジェクト創出支
援プログラム」（以下「研究クラスタプログラム」）を実施しています。
米州ではカリフォルニア大学サンディエゴ校と協議を進めており、欧州につい
ては2016年に英国バーミンガム大学と共同研究の戦略パートナーシップに合
意し、研究クラスタプログラムの下、現在15分野（シェイクスピア研究、言語学、
ロボット、大気環境科学、国際労働移動等）の共同研究を支援しています。
2018年11月28・29日には、共同研究の成果の発表と今後の交流の活性化の
舞台として早稲田大学においてバーミンガム大学デーを開催し、2019年度に
はバーミンガム大学と様々なワークショップや研究者同士のディスカッション
を行い連携を深めました。
2016年に開設したブリュッセル・オフィスも活用しながら、今後も人文社会科
学系から理工学系にわたる研究交流を強化していきます。 お問合せ先

早稲田大学国際研究推進部会
irp-staff@list.waseda.jpE-mail

データサイエンス研究・教育
早稲田大学は2017年12月1日、データ科学センターを開設しました。本セン
ターは、本学が有する私立総合大学の強みを最大限に活かし、理工系・人文社会
学系の専門領域の知見と、データ科学との融合を図るプラットホームを提供し
ます。総合知・新しい知の創造と複雑でグローバルな社会問題解決を行うことが
できる人材の育成や、大学全体の研究力の向上を目的としています。
これまで複数の民間企業・公的研究機関・大学等と研究教育面での連携を推進し
てきました。今後は国内のみならず、海外の関係機関とも大規模なネットワー
クを形成し、世界の先進的研究教育モデルの拠点として、データサイエンスと専
門知識の融合による最先端研究に努めてまいります。

お問合せ先

データ科学センター（CDS）
cds-info@list.waseda.jp  https://www.waseda.jp/inst/cds/E-mail URL

● 既存提案手法の有効性検証
● 新たなモデル・手法の提案

● データ分析により得られた 
　新たな知見

データ活用目的の構造
● データを何に使いたいか
● データから何を主張したいか

データ分析
● 最新の分析手法の利用
● 新たな分析モデル・手法 
　の構築

● 既存知識との比較・検証
● 得られた結果の妥当性の 
　検証

分析結果の検証

データ解析に関する研究成果 専門分野での研究結果
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次代のWASEDAの研究力の担い手

2015年度より、文部科学省「研究大学強化促進事業」の支援を受けて開始した次代の中核研究者育成プログラムは、チーム型研究の推進と若手研

究者への組織的なサポートにより、国際研究大学としての地位確立の担い手となる若手研究者を育成するための制度です。次代の中核となる研究

者に対し、テーラーメイド的な研究支援・環境整備を行っています。その結果、テレビや新聞、雑誌等で報道される大きな研究成果を挙げた研究

者も出てきています。制度の運用にあたっては、研究業績や研究内容を評価し、将来有望な若手・中堅研究者を選定し、対象研究者の意見を聞き

ながら支援内容を決定しており、対象研究者には、チームをまとめる能力、他機関と連携する能力、研究を発展させ大型外部資金を獲得する能力に

加え、大学の研究力評価に直結する国際共同研究も求めています。また、昨年度からは、選考過程の公平性をより確保し、対象者の研究力を総合的

に判断するため、定量指標をさらに充実させたほか、研究活動に関する理事参加型の審査会を実施しております。

引き続き世界トップレベルの研究を推進するために本プログラムを運用するとともに、基礎研究の発展に資する新たな支援も検討していきます。

次代の中核研究者育成プログラム

2020年度〜

次代の中核研究者　 Key Researchers　　   

人間の認知・意思決定・行動に大きく
影響する無意識下の情報と処理の 
過程を、実験室実験とフィールド実験
の両面から科学的に解明します。

理工学術院 教授 渡邊 克巳

1995年東京大学文学部心理学科卒業、97年同大学
院総合文化研究科認知行動科学専攻修士課程修了、
2001年カリフォルニア工科大学計算科学—神経シ
ステム専攻博士課程修了、Ph.D取得。07年東京大
学先端科学技術研究センター認知科学分野准教授、
15年より現職。
URL  http://www.fennel.sci.waseda.ac.jp/

Key Researchers

潜在的過程が認知行動に与える影響の研究
渡邊潜在情報プロジェクト

Close up  P.20

新規電気パルス法をはじめ、高い精度
で製品から素材を分離でき、かつ環境
負荷が低い分離技術の研究を通じて、
資源循環型社会への移行を推進します。

理工学術院 教授 所 千晴

2003年東京大学大学院工学系研究科博士課程 
修了。博士（工学）。04年早稲田大学理工学部助手、
07年専任講師、09年准教授を経て、15年より現職。
18年よりダイバーシティ推進室長。16年より東京大
学生産技術研究所特任教授も兼担。専門は資源循
環工学、化学工学、粉体工学。
URL  http://www.tokoro.env.waseda.ac.jp/

Key Researchers

高精度な分離技術による循環型社会への貢献
所資源循環プロジェクト

Close up  P.18

導電性のカーボンナノチューブに加え 
絶縁性の窒化ホウ素ナノチューブの 
実用合成技術を開発し、それらをマト 
リクスとした柔軟で高耐熱な各種複
合材を開発し応用を図ります。

理工学術院 教授 野田 優

1994年東京大学工学部化学工学科卒業後、99年同
大学院工学系研究科博士課程修了。博士（工学）。
同大学院工学系研究科助手、助教、准教授を経て、
2012年より現職。09年～13年JSTさきがけ研究
員を併任。化学工学会奨励賞（玉置明善記念賞）、 
米国 IEEE EDS Paul Rappaport Awardなど。
URL  http://www.f.waseda.jp/noda/index-j.html

Key Researchers

ナノチューブを実用的に作り使う
野田ナノチューブプロジェクト

Close up  P.19
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2018年度〜2019年度〜

流体と構造物が複雑な物理現象を 
生み出す「流体構造連成」を解明し、
心臓手術等の生体分野から多様な 
産業分野まで応用を図ります。

理工学術院 教授 滝沢 研二

2001年東京工業大学工学部機械宇宙学科卒業後、
05年同大学院総合理工学研究科博士課程修了。博
士（理学）。独立行政法人海上技術安全研究所、米
国ライス大学での研究を経て、2011年から早稲田大
学高等研究所准教授。同大学理工学術院准教授、
2018年から現職。
URL  http://www.jp.tafsm.org/

Key Researchers

多様な力学問題に対応可能な解析法を構築
滝沢流体構造連成解析プロジェクト

環境保全促進のための価格政策・非
価格政策それぞれについて効果と課
題を実証分析。エビデンスに基づく環
境・エネルギー政策を提言します。

政治経済学術院 教授 有村 俊秀

1992年東京大学教養学部教養学科卒業、94年筑波大学大
学院環境科学研究科修士課程修了、2000年米国ミネソタ
大学大学院経済学研究科修了、PhD. In Economics取得。
米国ジョージ・メイソン大学客員研究員、上智大学経済学
部教授などを経て、2012年4月より現職。

URL  http://www.f.waseda.jp/arimura/

Key Researchers

環境･エネルギー政策の効果と課題を実証研究
有村環境エネルギー政策プロジェクト

環境との相互作用で発達する認知ロ
ボティクス分野にディープラーニング
技術を活用。人間とロボットが協業す
る未来を創造します。

理工学術院 教授 尾形 哲也

1993年早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、95

年同大学院理工学研究科修士課程修了。博士（工
学）。理化学研究所脳科学総合研究センター研究
員、京都大学大学院情報学研究科講師、同准教授、科
学技術振興機構さきがけ領域研究員などを歴任し、
2012年から現職。
URL  http://ogata-lab.jp/ja/ 

Key Researchers

深層学習による汎用的な人間型ロボットの開発
尾形深層認知システムプロジェクト

多国間比較による選挙研究がテー
マ。各国の事例をもとにソーシャルメ
ディアの動向が世論形成や投票行動
に果たす役割を研究中です。

政治経済学術院 教授 日野 愛郎

1998年早稲田大学政治経済学部卒業後、00年同大
学院政治学研究科修士課程修了。2006年英国エ
セックス大学大学院政治学部博士課程修了。Ph.D 
（Government）。ベルギーの社会科学系研究所で
の研究などを経て、2010年早稲田大学政治経済学
術院准教授に就任後、2014年より現職。
URL  https://goo.gl/HzR3hh

Key Researchers

SNS分析も踏まえた世論形成・投票行動の研究
日野世論投票行動分析プロジェクト
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異なるスキル・レベルの労働者の国境
を越えた移動について、国際的な共
同研究を実施。政策提言などを通し
て社会に還元していきます。

国際学術院 教授 ファーラー グラシア

1993年復旦大学外国語学部卒業、2007年シカゴ大
学大学院博士課程修了、博士（社会学）。お茶の水女
子大学助教、一橋大学地球社会研究専攻客員教授、
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科准教授など
を経て、14年より現職。2014年度早稲田大学リサー
チアワード受賞。
URL  https://www.waseda.jp/gsaps/about/faculty/liu-farrer-gracia/

Key Researchers

労働者の国際移動とスキルについて考察
ファーラー国際労働移動プロジェクト

従来の触媒反応メカニズムによらな
い、低温での表面イオン伝導および
スピン伝導を活かしたまったく新し
い高効率触媒プロセスを開拓します。

理工学術院 教授 関根 泰

1998年東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻
博士課程修了、博士（工学）。東京大学大学院工学系
研究科応用化学専攻助手、早稲田大学理工学部応用
化学科助手、同・理工学術院応用化学科准教授など
を経て、2012年より現職。また11年よりJSTフェロー
を兼務。
URL  http://www.f.waseda.jp/ysekine/

Key Researchers

表面イオン伝導を用いた新規反応系の構築
関根イオニクス触媒プロジェクト

あらゆるモノがネットワークに接続さ
れる「IoT世界」の構築に必要となる、
設計、セキュリティ、応用の3つの研究
課題に取り組んでいます。

理工学術院 教授 戸川 望

1997年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課
程修了、博士（工学）。早稲田大学理工学部電子・情
報通信学科助手、北九州市立大学国際環境工学部
助教授、早稲田大学基幹理工学部情報理工学科准教
授などを経て、2009年より現職。専門は、集積回路
設計とその応用技術。
URL  http://www.togawa.cs.waseda.ac.jp/

Key Researchers

IoT世界の実現に向けた技術課題に挑む
戸川 IoT集積システムプロジェクト

国際的な経営学で近年注目される
企業の｢非市場戦略｣や｢チーム・クリ
エイティビティ｣をテーマに研究を展
開。社会への普及啓発を図ります。

商学学術院 教授 入山 章栄

慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了
後、三菱総合研究所を経て、2008年米ピッツバーグ
大学経営大学院より博士号（Ph.D.）を取得。米ニュー
ヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールの
アシスタント・プロフェッサー、早稲田大学商学学術
院准教授を経て、19年より現職。
URL  https://www.waseda.jp/fcom/wbs/other/1047

Key Researchers

企業の「非市場戦略」を理論的・実証的に研究
入山フロンティアの経営学研究プロジェクト

人の技能や心身機能を拡張するロ
ボットテクノロジーの基盤技術を確立
し、高齢者や障害者の症状改善およ
びQOL 向上への実用を目指します。

理工学術院 教授 岩田 浩康

2002年早稲田大学大学院理工学研究科機械工学
専攻博士後期課程修了、博士（工学）。早稲田大学大
学院理工学研究科講師、同生命医療工学研究所助
教授、早稲田大学理工学術院准教授などを経て、14

年より現職。研究テーマは、リハビリ支援システム、
遠隔医療 IRTなど。
URL  http://jubi-party.jp/

Key Researchers

人間支援ロボットテクノロジーの新展開
岩田心身覚醒RTプロジェクト

国際研究プロジェクトを通じて高エ
ネルギー宇宙物理学を牽引するとと
もに、革新的な放射線イメージセン
サーを開発し広く社会に還元します。

理工学術院 教授 片岡 淳

1995年東京大学理学部物理学科卒業、2000年同大
学院理工学研究科博士課程修了、博士（理学）。東京
工業大学大学院理工学研究科助手、同助教、早稲田
大学大学院先進理工学研究科准教授を経て、14年よ
り現職。専門は、ガンマ線宇宙物理学、放射線応用
物理学。
URL  http://www.spxg-lab.phys.waseda.ac.jp/

Key Researchers

高精度放射線イメージセンサーの開発
片岡高精度放射線イメージングプロジェクト

2016年度〜2017年度〜
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2015年度〜

日本文学･文化について世界の優れ
た研究者と対話を重ねながら個人研
究･ 共同研究を推進。同時に次世代を
担う若手研究者を育成します。

文学学術院 教授 十重田 裕一

1993年早稲田大学大学院文学研究科日本文学専
攻修了、博士（文学）。大妻女子大学専任講師、早稲
田大学文学部助教授を経て、2003年より現職。専
門は日本近代文学・文化。研究テーマは「モダニズ
ム文学」「メディア検閲と文学」「映画と文学」など。
1994年窪田空穂賞受賞。
URL  https://researchmap.jp/read0182137

Key Researchers

世界の中で日本文学・文化を再想像する
トエダ日本文学・文化再想像プロジェクト

社会・経済ネットワークを通して技術
や情報がどう伝播し、それによって経
済がどう発展・成長するのか。データ
を用いて実証分析を行います。

政治経済学術院 教授 戸堂 康之

1991年東京大学教養学部卒業、94年アジア経済研
究所開発スクール修了、95年スタンフォード大学食
糧研究所修士課程修了、2000年同大学経済学部博
士課程修了、博士（経済学）。東京大学大学院新領
域創成科学研究科国際協力学専攻教授などを経て、
14年より現職。
URL  http://www.f.waseda.jp/yastodo/

Key Researchers

経済成長におけるネットワークの役割を探る
戸堂ネットワークと経済成長プロジェクト

人間の骨格筋や腱組織の「機能」「形
態」「材質」に注目。身体運動機能への
作用メカニズムを解明し、効果的なト
レーニング方法を開発します。

スポーツ科学学術院 教授　川上 泰雄

1988年東京大学教育学部体育学健康教育学科卒
業、91年同大学院教育学研究科身体教育学コース修
了、博士（教育学）。東京大学助手、同大学助教授、早
稲田大学助教授を経て、2005年より現職。専門は、
バイオメカニクス、運動生理学、骨格筋のメカニクス。

URL  http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm

Key Researchers

人の筋腱特性とその可塑性を包括的に研究
川上筋腱特性開拓プロジェクト

ゲノムDNA を核内に収納するクロマ
チン。この構造とダイナミクスによる、
エピジェネティックな遺伝子制御のメ
カニズムを明らかにします。

早稲田大学 名誉教授 胡桃坂 仁志

1989年東京薬科大学薬学部卒業、95年埼玉大学大学院理
工学研究科博士後期課程修了、博士（学術）、薬剤師。アメリ
カ国立保健研究所博士研究員、理化学研究所研究員、早稲
田大学理工学部（当時）助教授、同大学理工学術院教授を
経て、2018年より同大学名誉教授、東京大学定量生命科学
研究所教授。専門は構造生物学、分子生物学、生化学。
URL  http://www.kurumizaka.sci.waseda.ac.jp/

Key Researchers

クロマチンダイナミクスの構造基盤を解析
胡桃坂エピジェネティクス構造基盤プロジェクト
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高精度で環境負荷も低い分離技術で再利用を促進
　現状の資源消費型社会から資源循環型社会への移行は喫緊の課題ですが、それを妨げる要因の一つ
が製品のリユース・リサイクルを達成するための技術の不十分さです。製品から高精度に有用物を回収す
る際には、環境負荷の高い化学的分離技術に頼っているのが現状であり、結果として高価な元素は再利
用されますが、高付加価値の素材でも元素として価値の低いものは破棄されています。私は比較的環境 
負荷の低い物理的分離技術と化学的分離技術を組み合わせて、製品から多様な素材を高い精度で分離
し、機能を可能な限り残して処理するなど、小回りの利くリユース・リサイクルのシステムを確立して資源
循環型社会への移行を促したいと考えています。
　またメーカーでは製品の軽量化や高強度化のため、異素材を結合したマルチマテリアルの利用も進ん
でいます。今後はこうした分離しにくい素材の分離技術の開発はもちろん、分離のしやすさを前提とし
た製品づくりの仕組みも必要でしょう。そのためリサイクルに携わる企業などから現場のニーズを聞い
て研究の参考とし、また分離技術の活用促進を目的に情報発信も積極的に行っています。

分離技術の原理を解明して効率化にも期待
　当研究室では、すでに圧縮力・衝撃力・剪断力などを細かく制御した技術によって、携帯電話などの廃
電子基板からの部品剥離、リチウムイオン電池からのCoやAlの分離、太陽光パネルからのガラス回収な
どに成功しています。さらにプロジェクトでは、研究室で開発した新規電気パルス法を用いたリサイクル
技術の革新を目指しています。新規電気パルス法は分離する製品に合わせて電極位置・電圧・電流を制
御し、精度や選択性を高められる点が特徴で、リチウムイオン電池の場合は前述した分離技術よりも高い
回収率を実現し、Al箔からCo粒子を適切に分離できるためリサイクル効率も高められる見込みです。
　これらの研究は素材や製品に合った分離技術を用い、一般化しづらいことが難点でした。しかしプロ
ジェクトを通じて電気パルスが作用するナノ秒、マイクロ秒に起きている現象を捉え、分析することも可能
になります。作用の原理を解明すれば効率化や他の素材への応用も図れ、結果をシミュレーションする
研究も進むでしょう。私自身もこれからの研究にワクワクしています。

廃水中の有害物質の除去、都市鉱山の有効活用などを研究
する創造理工学部の所千晴教授の狙いは、人間の生産活動
が生み出す多種多様な製品を、なるべく環境負荷のかからな
い仕組みによって処理・再利用することです。ますますリサ
イクルニーズが高まると見られるリチウムイオン電池、太陽
光パネルなどを対象に、これまでも物理的分離技術、あるい
は化学的分離との融合技術を用いた有用物の回収で成果を
上げています。プロジェクトでは製品を素材別に容易に分離
濃縮する技術の確立を目指し、結果として「再利用しやすい
モノづくりの仕組み」推進を目指します。

環境負荷をかけず再利用する仕組みを確立

高精度な分離技術による循環型社会への貢献
所資源循環プロジェクト

1998年早稲田大学理工学部資源工学科卒業後、2000年東
京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻修士課程 
修了、2003年同博士課程修了。博士（工学）。2004年早稲田
大学理工学部助手、2007年早稲田大学理工学術院専任講師、
2009年同准教授を経て、2015年より現職。2016年より 
東京大学生産技術研究所特任教授を兼担。専門は資源循環 
工学、化学工学、粉体工学。日本学術会議第三部会員、日本工学 
アカデミー会員。経産省や環境省等の審議会や検討会の委員
や、化学工学会、粉体工学会、資源・素材学会、環境資源工学
会等の理事も務める。
URL  http://www.tokoro.env.waseda.ac.jp/

所 千晴　TOKORO, Chiharu

理工学術院　教授　（創造理工学部）

#01
C l o s e  u p

▲リチウムイオン電池のアルミ箔と正極活物質の物理的分離

　■ 主要論文

1）C Tokoro, Y Yatsugi, H Koga, S Owada 
Sorption mechanisms of arsenate during coprecipitation 
with ferrihydrite in aqueous solution 
Environmental science & technology 44 (2), 638-643, 2010

2）C Tokoro, S Suzuki, D Haraguchi, S Izawa 
Silicate removal in aluminum hydroxide co-precipitation 
process 
Materials 7 (2), 1084-1096, 2014

3）C Tokoro, T Sakakibara, S Suzuki 
Mechanism investigation and surface complexation 
modeling of zinc sorption on aluminum hydroxide in 
adsorption/coprecipitation processes 
Chemical Engineering Journal 279, 86-92, 2015

4）C Tokoro, M Kadokura, T Kato. 
"Mechanism of arsenate coprecipitation at the solid/liquid 
interface of ferrihydrite: A perspective review" 
Advanced Powder Technology, in press.
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CNTの用途に応じた実用合成技術の開発
　私の研究の根底には、多様な元素を使って物質を生産・消費してきた社会を、ありふれた元素をもとに多様な
機能を生み出すことによって、持続可能な社会に変えたいとの思いがあります。炭素で直径数ナノメートルの円
筒状のカーボンナノチューブ(CNT)を作ると、半導体集積回路、フレキシブルデバイス、太陽電池や電池、軽量
な電線など多様な用途が拓けます。ただし直径や層数、長さ、結晶性など求められる構造は用途により多様な 
ため、用途に合った合成法の開発が欠かせません。これまでに長尺・高純度ナノチューブの高収率流動層合成法、
高結晶性CNTの気相合成法、成形CNTアレイの基板上合成法など、各種の合成法を開発してきました。これら
は産学共同研究中で、数年後には実用化したいと思っています。

ナノチューブベースの二次電池
　二次電池は自動車や航空機の電動化や再エネ電力の導入拡大に欠かせません。その電極は活物質と導電
材とバインダを金属箔に塗ることで作られていて、CNTも導電材としての利用が始まっています。一方で長尺・ 
短径なCNTは、互いに絡まり付着することでスポンジ状の自立膜になります。私たちは、このスポンジに活物質 
を入れて電極を作り、軽量で高エネルギー密度の二次電池を開発しています。

導電性のCNTと絶縁性のBNNTの組み合わせ
　窒化ホウ素ナノチューブ（BNNT）はCNTと同様の構造を持ちながら、黒色で導電性のCNTに対し、無色透
明で絶縁性に優れるという特徴を持ちます。CNTとBNNTで導電性と絶縁性のスポンジを作り各種材料を 
入れると、多様な機能を自在に創製できます。例えば、デバイス性能は固体間の界面で律されることが多く、 
柔軟な材料で界面を繋ぐニーズが高く、ナノチューブスポンジに熱伝導材料や導電材料を入れて熱界面材料
や異方性導電膜を開発しています。さらに導電部と絶縁部を交互に重ねたナノチューブマトリクスを構築し、
500℃でも壊れない電池電極とセパレータを開発しました。リチウムイオン電池の安全性向上に加え、急速充
放電や大規模化の際の発熱対策、さらには宇宙など極限環境での高温動作などに繋がります。

BNNTの実用合成法の開発に着手
　このようにCNTとBNNTが揃うと可能性が広がりますが、BNNTの研究開発はCNTと比べて20年ほど遅れ
ている印象で、BNNTはいまだに高価です。炭素は安価で扱いやすい気体原料が沢山ありますが、ホウ素では
そのような原料が見つかっていませんでした。我々は最近になって安価で扱いやすいホウ素原料からのBNNT
合成に成功、実用合成技術の開発に取り組んでいます。
　こうした研究開発と並行して、将来的に技術・製品を社会に導入した際の影響・効果のアセスメントも始めて
います。ありふれた元素を用いても、製品として製造・流通・廃棄される段階で環境負荷が高くなっては、却って
逆効果です。そして他大学、企業などの多様な立場の人と協働し「再生可能エネルギーと物質循環でまわる社
会」を目指したいと思います。

社会に役立つモノづくりを担う化学工学分野で、先進理工 
学部の野田優教授はありふれた元素を用いナノ構造制御に 
よる機能の実現と、安全で効率的な生産技術の開発に取り 
組んでいます。特徴は、ナノチューブ単独の機能を重視する 
従来型研究ではなく、ナノチューブを受け皿に別の材料を 
組み合わせることで、多様な機能を持つ複合材料を創製 
する点です。本プロジェクトでは、柔軟で高耐熱という相反
する機能を併せ持ちながら、導電性と絶縁性という異なる 
特性を持つ2種類のナノチューブを用い、新たなモノづくり 
の基盤技術の確立を目指しています。

ナノ材料を受け皿に多様な機能を実現

ナノチューブを実用的に作り使う
野田ナノチューブプロジェクト

1994年東京大学工学部卒業後、1996年同大学院工学系研究
科修士課程修了、1999年同博士課程修了。博士（工学）。同大
学院工学系研究科助手、助教、准教授を経て、2012年より現
職。2009年-2013年JSTさきがけ研究員・兼任。平成17年
度化学工学会奨励賞（玉置明善記念賞）受賞、米国IEEE 2016 
EDS Paul Rappaport Award受賞、早稲田大学ティーチング 
アワード（2014年度春学期、2016年度春学期）受賞など。 
フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会副会長も務める。
URL  http://www.f.waseda.jp/noda/index-j.html

#02
C l o s e  u p

1）K. Hasegawa and S. Noda*, 
"Millimeter-tall single-walled carbon nanotubes rapidly 
grown with and without water," 
ACS Nano 5(2), 975-984 (2011). 
DOI:10.1021/nn102380j

2）D.Y. Kim, H. Sugime, K. Hasegawa, T. Osawa, and S. Noda*, 
"Sub-millimeter-long carbon nanotubes repeatedly grown 
on and separated from ceramic beads in a single fluidized 
bed reactor," 
Carbon 49(6), 1972-1979 (2011). 
DOI:10.1016/j.carbon.2011.01.022

3）K. Hasegawa and S. Noda*, 
"Lithium ion batteries made of electrodes with 99 wt% 
active materials and 1 wt% carbon nanotubes without 
binder or metal foils," 
J. Power Sources 321, 155-162 (2016). 
DOI:10.1016/j.jpowsour.2016.04.130

4）H.Y. Teah*, T. Sato, K. Namiki, M. Asaka, K. Feng, and S. 
Noda*, "Life cycle greenhouse gas emissions of long and 
pure carbon nanotube synthesized via on-substrate and 
fluidized-bed chemical vapor deposition," 
ACS Sustainable Chem. Eng., in press. 
DOI:10.1021/acssuschemeng.9b04542

　■ 主要論文

野田 優　NODA, Suguru

理工学術院　教授　（先進理工学部）

▲長尺・高純度カーボンナノチューブの流動層合成
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スポーツ選手のメンタルを数値化する
　人は五感からの情報を迅速に処理し、そこから得た認知や意思決定を基に行動します。こうした過
程において、本人も自覚しない無意識下の情報および処理の影響は大きく、私の研究室ではその科学的 
解明に取り組んでいます。「顔と身体表現における顕在的・潜在的過程」の研究では、人が魅力的と感じ
る顔について、被験者の記憶や感想に加え、眼球運動・皮膚電位・脳波の計測などから無意識の過程に
も着目して評価。被験者が意識の上では迷っていても、視線はすでに最終的に選ぶ顔ばかり見ている
ケースが多いことなどを明らかにし、異文化比較によって顔の魅力の普遍性と多様性に迫りました。
　プロジェクトでは、「スポーツ選手のメンタルの状態とパフォーマンスの関係」の解明もテーマです。 
これまでも生体信号からメンタルの状態を推定する手法を構築し、計測用に結成した野球チームの協力
で、メンタルの影響を数値化する研究を行ってきました。これを活かして周囲の人との関係性、「今日は 
あの選手と相性がいい」と感じるときのメンタルの状態と選手同士の連携なども研究予定です。

日常生活でのメンタルの安定にも寄与する研究
　観客の応援が選手の力になる。この定説を科学的に検証するため、観客の応援と選手のパフォーマン
スの関係についての実験室実験や実際の試合での検証も目指しています。まず実験環境の中で、褒めら
れ続けたり、悪口を言われ続けたりするとパフォーマンスにどう影響するかを評価し、脳波測定などで 
脳機能などにも迫りたいと考えています。同時に画像解析で得た体の動きや体表温などから、体に計測
機器をつけなくても心身の状態が推定できる手法の開発も進めます。高度な計測機器や画像解析技術
が登場しても、その結果を心と結びつけるためには心理学者の知識とノウハウが欠かせません。
　私がスポーツを対象にしたのは、真剣勝負の中で心と体の動きが計測でき、メンタルからの影響を 
勝敗や成績で明確に評価できるから。そして過酷な状況で使える計測技術は日常生活に容易に応用 
可能なため、心身状態の計測データをもとに、メンタルを安定させる暮らし方なども明らかにできるで
しょう。今後はスポーツ以外の分野、医療・介護、学校教育、職場の人材活用など多様な分野での活用 
も目指します。

人間の認知・意思決定・行動の過程に、どのような要因が 
どう影響するのかを、実験心理学、認知科学、脳神経科学な
どの手法で科学的に解明しています。基幹理工学部の渡邊克
巳教授はこれまでの研究から、潜在的（無意識的）過程の影
響が大きいことを突き止め、現在は本人が自覚しない「周囲 
の人との関係性」も研究中です。本プロジェクトではスポー
ツ選手のメンタルの状態と選手同士の連携、観客の応援と
選手の活躍の関係なども対象に、実験室実験とフィールド 
実験の両面から解明を進めていきます。

無意識下の情報や処理が認知行動に影響

潜在的過程が認知行動に与える影響の研究
渡邊潜在情報プロジェクト

1995年東京大学文学部心理学科卒業、97年同大学院総合 
文化研究科認知行動科学専攻修士課程修了、2001年カリフォ
ルニア工科大学計算科学—神経システム専攻博士課程修了、
Ph.D取得。日本学術振興会特別研究員、産業技術総合研究所
人間福祉医工学研究部門研究員などを経て、07年東京大学 
先端科学技術研究センター認知科学分野准教授。15年より
現職。
URL  http://www.fennel.sci.waseda.ac.jp/

渡邊 克巳　WATANABE, Katsumi

理工学術院　教授　（基幹理工学部）

#03
C l o s e  u p

　■ 主要論文

1）Isomura, T. & Watanabe, K. (2020) Direct gaze enhances 
interoceptive accuracy. Cognition, 195, 104113.

2）Abe, M.O., Koike, T., Okazaki, S., Sugawara, S.K., 
Takahashi, K., Watanabe, K., & Sadato, N. (2019). 
Neural correlates of online cooperation during joint force 
production. NeuroImage, 191, 150-161. 

3）Nakamura, K., & Watanabe, K. (2019). Data-driven 
mathematical model of East-Asian facial attractiveness: 
The relative contributions of shape and reflectance to 
attractiveness judgements. Royal Society Open Science, 
6: 182189.

4）Aucouturier, J.-J., Johansson, P., Hall, L., Segnini, R., 
Mercadié, L., & Watanabe, K. (2016) Covert digital 
manipulation of vocal emotion alter speakers’ emotional 
state in a congruent direction. Proceedings of the National 
Academy of Science, 13 (4), 948-953.

5）Lauwereyns, J., Watanabe, K., Coe, B., & Hikosaka, O. 
(2002) A neural correlate of response bias in monkey 
caudate nucleus. Nature, 418, 413-417.

▲様々な行動反応や生理・神経信号が解析の対象となる
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　「スマート化」するとは、ICTが社会に広く浸透し、エネルギーや環境への社会的関心が大きくな
り、無駄を省き、効率化を図り、全体の最適化を目指すこと。今はまさにスマート化する社会に向
かっていると言えます。そして目指すべきスマート社会は、生活者にとって生きる基本とも言える住・
食とともに、活動すること、それらが快適で健全・安心であること、環境にも優しくサポートされる
ことを同時に叶えることが必要だと考えます。
　スマート社会技術融合研究機構［Advanced Collaborative Research Organization for 
Smart Society（ACROSS）］は、スマート社会の理想ビジョンを描き、最先端で牽引していくために、

「スマートハウス・マンション・ビル」、「スマートヘルスサポート」、「スマートモビリティ」、「スマートフー
ド」、「スマートグリッド」という5つのスマートドメインを10の研究所で切り拓き、情報・エネルギー・
サービスをもって有機的に結合する社会を目指します。さらに、「大学の知見の提供」、「共同プロジェ
クトの企画と提案」、「人材交流」を実践し、「人」が交流し「技術」を開花させる「場」の形成を通して、
社会が求める優れた成果を目指します。

スマート社会技術の世界トップレベルの研究拠点を目指して

スマート社会技術融合研究機構
Advanced Collaborative Research Organization for Smart Society

▲機構イメージ図

設　置  研究院　　 設立年  2014年
Website  http://www.waseda.jp/across/

　本学の自動車用エンジンと触媒の研究は、創造理工学部総合機械工学科、先進理工学部応用化学科を起
源とし、非常に長い歴史と伝統を有し、高い評価を受けてきました。
　2014年に、欧州等の有力市場で注目されているクリーンディーゼルエンジンの研究開発を実施するため、
経済産業省の「クリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発事業」の各種プロジェクトを、自
動車用内燃機関技術研究組合（AICE）から受託し中心的存在として関わってきました。さらに、内閣府-JST
の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」の課題である「革新的燃焼技術」においても研究拠点校とし
て採択されました。この2本の事業を中心に展開し、自動車の心臓部である最先端の内燃機関、触媒の開発
分野において、国際競争力を維持・発展させながら、次世代自動車へとスムーズに橋渡しを展開していく研
究拠点の設立を目指して、2014年に本機構が発足されました。
　発足以来、本学の有力な研究者が一致協力し、研究プロジェクトを円滑に遂行していくことで、機械工学
系のR＆Dシステムを一新するモデルを提案してきました。さらに、実践的研究を通じて産業界・学界で活躍で
きる有為な人材の輩出や、それらの成果の産業界や行政等、社会システム等への実装化を目指しています。

革新的なエンジン技術開発のための自動車パワートレーン研究拠点

次世代自動車研究機構
Research Organization for Next Generation Vehicles

▲早稲田大学58号館ラボ

設　置  研究院　　 設立年  2014年
Website  http://www.waseda.jp/nextgv/top/

　本機構においては、環境に配慮した持続可能な社会の実現を目指し、グリーンイノベーション
推進に必要となる超低消費電力プロセッサ、次世代コンピューティング、ソフトウェア等、様々な次
世代情報通信（ICT）技術に関わる研究を積極的に推進しています。６つの研究所『アドバンストマ
ルチコアプロセッサ研究所』、『知覚情報システム研究所』、『グローバルソフトウェアエンジニアリ
ング研究所』、『グローバルロボットアカデミア研究所』『次世代コンピューティング基盤研究所』『フ
ロンティア流体構造連成解析研究所』が集結し、産業界とも積極的に交流し、超低消費電力で高
性能なメニーコアプロセッサを中核としたグリーンICTの研究開発を産学連携によって推進します。
2011年4月竣工の経済産業省「産業技術研究開発施設整備事業」の支援による「グリーン・コ
ンピューティング・システム研究開発センター」は、産学連携研究の拠点として、また最先端の共
同研究に取り組む若手研究者が、独創的な技術開発に貢献していくための拠点としても重要な役
割を果たしています。

地球に優しい低炭素社会の実現に向けたＩＣＴ基盤技術の構築

グリーン・コンピューティング・システム研究機構
Green Computing Systems Research Organization

▲プロジェクト研究所間の連携・相乗効果

設　置   研究院　　 設立年  2011年
Website  https://www.waseda.jp/inst/gcs/
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地域・地域間研究機構
Organization for Regional and Inter-regional Studies

　地域・地域間研究機構（ORIS）は、早稲田大学のアジア研究機構、日米研究機構、日欧研究機構
を統合し、アジア研究ユニット、アメリカ研究ユニット、欧州研究ユニットとして存続させ、さらに新しく
アフリカ研究ユニットを加え、2015 年4 月に設置されました。本機構は、これらの研究機構の研究
成果を基礎に、「アジア、アメリカ（北米・中南米）、欧州、アフリカ、中東諸国の地域間関係と共生可
能性」というテーマのもとで、①各地域では現行の価値やルールを含む地域秩序が歴史的にどのよ
うな過程を経て形成されてきたのか、そして、グローバリゼーションが進む世界において、②どのよ
うな領域でどのようにすれば地域を越える価値やルールに基づく共通の秩序が形成され、さらにそ
れを他の領域に拡大することができるのか、という研究課題に取り組んでいます。

機構の事業
◦ アジアの視点からの学際的な地域研究および地域間研究の拠点形成
◦ グローバル共有知の発見・創出と教育および社会への還元
◦ 研究者・実務者の交流の場の形成と若手研究者の育成
◦ 世界のWASEDAとしての国際展開の促進

地域を超えた「和解と共生」の仕組みの構築

設　置  研究院　　 設立年  2015年
Website  https://www.waseda.jp/inst/oris/

　ナノ理工学研究機構とＡＳＭｅＷ（先端科学・健康医療融合研究機構）で実績を重ねた研究者を
集結し、最先端の装置群を備えた研究施設をもつ本機構は、7つのプロジェクト研究所、２０を超え
る大型公的研究と国内外の企業との多彩な共同・受託研究など、世界的課題のバックキャスティ
ング型の研究開発を推進しています。
　文科省のナノテクノロジープラットフォーム事業などにより整備・運転されるクラス１００を含む３
つのクリーンルーム、化学系実験室、ナノ加工・計測・評価装置などナノテクノロジー研究センター
は、最先端蓄電池、センサ研究施設を持つスマートエナジーシステム・イノベーションセンターとと
もに、研究者および学生に水準高い研究環境を提供しています。また、主要大学付属研究所との
協定や産学官連携による「ナノテクノロジーフォーラム[NFM]」など、若手研究者や技術者の交流・
人材育成、また社会への発信も推進しております。

ナノテクを起点に「早稲田型」のイノベーションに挑む

ナノ・ライフ創新研究機構
Research Organization for Nano & Life Innovation

▲ NTRCのクリーンルームにおける実験風景

設　置  研究院　　 設立年  2015年
Website  https://www.waseda.jp/inst/nanolife/

　ロボット研究者が共通に持つ永遠のテーマは、「人間とロボットの共生」です。本機構では、真に
豊かな人間社会を目指すためにロボットの平和的活用を促進する研究拠点の形成に向け、『災害
対応』（災害対応ロボティクス研究所）、『ヘルスケア』（ヘルスケアロボティクス研究所）、『共創』（ヒュー
マン・ロボット共創研究所）を研究テーマに据えた研究活動を実施しています。
　現在の早稲田ロボット研究の特徴は、産業用ロボットに特化せず、“人間”という分からないもの
を対象とし、必ず自分たちでオリジナルのロボットを作ることにあります。モノづくりを通して、コン
ピュータや電気回路、機械の材料、設計に関する知識の他に、医学や心理学など他分野の知識も
取り入れています。
　早稲田大学では、ロボット技術の発展を世界に先駆けて「真の知的社会基盤」へ成長させるため、

「21世紀COEプログラム」などを契機に、「人とロボット技術の共生」を目指した教育研究拠点を
設立しました。多数の「突破力」のある若手人材の創出と、世界最高水準のロボットテクノロジー
の形成を目指し、国際的競争力を更に強化するため、世界のロボット研究中心拠点としてより一
層尽力していきます。

人と共生するロボットの開発を目指して

次世代ロボット研究機構
Future Robotics Organization

▲人と共生するロボットの開発を目指して

設　置   研究院　　 設立年  2015年
Website  https://www.waseda.jp/inst/fro/
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　本機構は、大学の産学連携活動からイノベーションを創出し、社会実装を
実現させるための学内研究支援体制を確立させることを目指しています。こ
の活動を通じて、現代社会における課題解決の加速化と新しい産業社会を
構築する価値創造に本格的に参画することを目指しており、そのことが、これ
からの本学における産学連携活動の目指すべき姿であると考えています。
　イノベーション創出、社会実装の実現のためには、従来の枠組みから組織
対組織の連携、つまり大学対企業との連携に発展させていくことが必要であ
ると考えられます。
　そのためには、複雑な業務を専門人材に任せ、研究者が研究活動に専念
できる環境を整備する必要があります。
　本機構は、副総長を機構長、企業トップの経験者を副機構長に嘱任し、更
に企業活動の経験がある高度職業人材や法務、知財の専門家を招聘するこ
とで、研究活動のマネジメントを大学として支援する体制を戦略的に構築し
ていくことを目的としています。機構の活動を通じて得られた経験と知見を
大学全体に広めていくことを使命としており、学内の多くの研究者を巻き込
んで、本学の研究力と社会貢献力の一層の向上に努めていきたいと考えて
います。

産学連携によるイノベーション・エコシステムを実現させる「社会実装研究拠点」の早期確立を目指して

オープンイノベーション戦略研究機構
Research  Organization for Open Innovation Strategy

▲ 7つのリサーチ・ファクトリー

設 置   リサーチイノベーションセンター　 設立年  2018年
Website  https://www.waseda.jp/inst/oi/

総合研究機構
Comprehensive Research Organization

社会と時代のニーズをいち早く捉え、様々な学問領域を横断する多面的
なアプローチを通じて人類社会の発展と福祉に資する先端的研究を育むこ
とを目的として、「プロジェクト研究所」の制度が2000年4月に発足しまし
た。このプロジェクト研究所の顔ぶれはきわめて多彩であり、「時代の社会
システムを創造する」、「文化の継承・発展に資する」、「地域社会の未来に貢
献する」、「新しい教育のあり方を探る」、「科学技術の最先端に迫る」の５つ
のテーマのもと、4名以上の専任教員が、所属する学術院や文系・理系の
研究分野を問わず集まり、外部資金等をもとに様々な研究課題を設定して
自由で柔軟な研究活動を時限的に展開しています。また、学外の研究者に
も研究員として参画していただくことで、本学を中核とした研究組織がグロー
バルに展開されています。このような多種多様なプロジェクト研究所群は、
約100を超えるプロジェクト研究所からなっている。これらの運営を統括し
ているのが本機構であり、本学全体の教員、研究者の研究活動を活性化し、
とりわけ社会連携に基づく研究活動を促進する研究母体として大きな役割
を担っています。

また、2020年度からは、本学の「強み」を具体的な先端研究として顕在
化させ、拠点形成の実現を目指して全学的なチーム型研究を展開する、「重
点領域研究」の研究課題を実施するプロジェクト研究所も本機構に所属し
ています。これは、研究機構の再編と本学研究組織の効果的な活用に伴う
改編の一環によるもので、「重点領域研究」のプロジェクト研究所に対しては、
従来どおり大学が研究活動を支援しつつ、体系的な評価システムやプロジェ
クト・マネージャーの進行管理により、実効性のある研究マネジメントを行っ
ています。

コラボレーションで進化する学際的研究拠点

▲ユネスコ世界遺産研究所

設　置  研究院　　 設立年  2000年
Website  https://www.waseda.jp/inst/cro/

▲奈良美術研究所

▲スポーツ栄養研究所

RESEARCH  ACTIVITIES24

研究機構 Research Organizations



RESEARCH  ACTIVITIES 25



現代政治経済研究所
Waseda Institute of Political Economy

　1978年に設立された本研究所は、現代社会が直面している課題を学際的に研究分析し、将来
社会も見据えた有意な政策を提言すべく活動しています。また、本学がマス・コミュニケーション、
ジャーナリズムの世界とその研究に大きな貢献を果たしてきた伝統を引き継ぎ、これらの分野にお
ける現代的な問題を政治学・経済学の視点から分析研究することにも、設立当初から携わってき
ました。
　近年は、他の研究機関との連携を深め、環境・エネルギー・医療・開発の学際研究、サステイナ
ビリティ学の創世、EUの総合的な研究、戦後期の資料収集、戦後史の体系的な歴史研究などへ
と射程を広げています。このような関連分野における研究の深化や発展を受けるとともに、早稲
田大学における研究体制、国際的な研究力の向上および研究者養成に一層貢献するべく、若手
研究者への支援の充実などにも力を入れています。
　設立から40年を経過した本研究所は、早稲田大学のみならず日本の政治経済研究の中心的
な拠点となるよう、スーパーグローバル大学創成支援（SGU）「実証政治経済学拠点」と連携しつつ、
これまで以上にさまざまな研究に挑戦していす。

政治・経済・ジャーナリズム研究の中心的研究組織

▲比較法研究所創立６０周年記念国際シンポジウム「持続可能な社会の
ための法を求めて－Law and Sustainability学の推進」(2018年9月
29日～30日　小野記念講堂)

▲ 27号館（小野梓記念館）

▲日・EUフレンドシップウィークシンポジウム

設　置  政治経済学術院　 設立年  1978年
Website  https://www.waseda.jp/fpse/winpec/

　本研究所（比研）は、日本と諸外国の法制度の比較研究と、日本の法学の研究教育に貢献することを
目的として1958年に設立されました。爾来、日本・諸外国の法制度資料の体系的な収集整備に努め、
法令、判例及び法律関係雑誌の蓄積は国内屈指の規模を誇ります。また、今日では日本の固有の法制
度の展開に伴い、世界への日本法の発信や、現代の法学の重要課題の発見と問いかけもしています。
　比研は、法学各分野の最先端の研究者を全世界から招きシンポジウム等を開催しているほか、研究
所員は21件の共同研究プロジェクトを組んで活発な比較法研究を行っています。さらに全所的研究プ
ロジェクトとして、「Law and Sustainability学（持続可能社会法学）の推進」を掲げ、経済成長を前提
とした近代以降の社会生活が自然資源の枯渇や地球環境の破壊を早め、生産と労働の過剰を生んで
いる現実を反省し、将来世代も視野に入れた持続可能社会への転換を図り、経済・社会・環境の三つの
要素のバランスを取りつつ調整するための法と法学の役割を考察しています。
　比研は、紙媒体では『比較法学』『比較法研究所叢書』『Waseda Bulletin of Comparative Law』
の定期的な刊行、オンラインでは「Topics of Japanese Law」「比研オンライン・ジャーナル」「比研オン
ライン・フォーラム」の随時刊行により、研究成果を発信しています。

グローバル化の歪みをグローバル・リージョン・各国の三層で正す法を構想

比較法研究所
Institute of Comparative Law

設　置  法学学術院　　 設立年  1958年
Website  https://www.waseda.jp/folaw/icl/

　法務教育研究センター（CPLER）は、優れた法律専門家を養成し、法の支配を基盤とする社会の
発展に寄与することを目的として、「研究部門」「教育部門」「学外連携部門」の３部門を設け、① 法
律実務に関する理論的・応用的な研究、② 大学院法務研究科における実務教育および同研究科
修了生に対するキャリア支援、③ 法律専門職に対する高度な専門教育、④法律専門職に従事す
る本大学出身者への法律情報サービスの提供等を通じた連携強化などの事業を行っています。
　2016年度から「理論と実務の架橋」に特化した法律雑誌『法務研究論叢』を毎年刊行してい
ます。これまで蓄積してきた法科大学院制度における教育・研究の成果を社会に還元する場であ
るとともに、大学院法務研究科を修了した若手法曹が研究面での成果を公表する場となることが
期待されています。
　また、同じく2016 年度より「法務リカレント講座」（継続教育講座）を開講し、法曹となってから
も持続的・継続的にサポートすることを目的として、大学院法務研究科を修了した法曹等を主な
対象に、新たに先端的かつ実際的なカリキュラムを提供しています。詳細は、本センターのWeb
サイトをご参照ください。

研究や継続教育を通じ、優れた法律専門家を養成

法務教育研究センター
Center for Professional Legal Education and Research

設　置  法学学術院　　 設立年  2007年
Website  https://www.waseda.jp/folaw/cpler/

社会科学

社会科学
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　「総合人文科学研究センター」（略称「人文研」または「RILAS」）は「人文科学・文化科学の知の
蓄積を未来に継承し、人類が直面する課題に向き合いその答えを模索すること」を使命として、早
稲田大学の人文科学研究を120 余年に渡って発展させてきた文学学術院の下に設立されました。
　人文研における研究活動の特徴は、各研究所員の専門分野を単に掘り下げるだけではなく、各々
の研究テーマの連携や融合をはかりながら共同研究を進めている点にあります。現在は学際的な
15の研究部門を核として、多様な研究活動が行われています。
また各研究所員による研究活動に留まらず「大学院教育と連動したキャリア初期研究者の育成」「海
外からの研究者の受け入れ」「講演会・シンポジウムなどの国際的な研究交流の促進」「社会の要
請に応じた受託研究・共同研究の受け入れ」といった点も大きな活動の柱です。
　今後も学内外の多くの研究者と連携しながら、人文科学研究のパイオニアとして、様々な研
究プロジェクトを展開して参ります。各研究所員の研究成果は総合人文科学研究センター研究誌

「WASEDA RILAS JOURNAL」（オンラインジャーナル）にて広く公開しておりますのでぜひご覧
ください。

人文科学研究のフロンティアを拓く

総合人文科学研究センター
Research Institute for Letters, Arts and Sciences

▲第9回東アジア人文学フォーラム

▲産研フォーラム（井深大記念ホール）

設　置  文学学術院　　 設立年  2012年
Website  https://www.waseda.jp/flas/rilas/

　情報化・国際化がますます進展して多様な価値観が交錯する現代社会の中で、教育の真価が
厳しく問われています。特に先端的かつ学際的な視野に立って広く教育の今日的な課題をとらえ
つつ、明日の教育をどうするのかという具体的な実践に関わる取り組みが求められています。
　本研究所は1986 年4 月に教育学部の教育総合研究室として出発しましたが、1998 年9 月
に全学的な規模の教育総合研究所に改組されました。研究室の設立からすると、はや30 年の歴
史を刻んできたことになります。その成果をしっかりと受け継ぎつつも、今日的な課題を視野に収
めた効果的な研究成果を目指したいものです。
　本研究所の主な活動は、講演会・シンポジウム・研修会等の開催、公募研究とその支援、「所報」

「早稲田教育評論」「早稲田教育叢書」「早稲田教育ブックレット」等の刊行物の編纂・発行となっ
ています。公募研究に関しては、その成果をこれらの出版物や研究発表によって公開しています。
　本研究所は、所長・副所長ならびに管理委員および運営委員（総務部会・編集部会）、そして事
務局の連携・協力によって運営されています。教育に携わる方々、教育に関心を抱く方々の積極
的な参画を期待しています。

教育の本質を踏まえた上で今日的な課題を総合的に探究する

教育総合研究所
Institute for Advanced Studies in Education

設　置  教育・総合科学学術院　 設立年  1986年
Website  https://www.waseda.jp/fedu/iase/

　早稲田大学産業経営研究所は、1974年の設立以来、今日まで45年にわたり、産業界とアカデミッ
クな世界をつなぐ研究機関として、産業経営に広く関わる最先端の諸問題をさまざまな視角より研究し
ています。
　現在、当研究所では、当学商学部および大学院会計研究科に所属する教員を中心に、学外からも数
多くの招聘研究員を迎え、各研究テーマに応じた研究分科会を設置し、日々、学術研究の推進に取り組
んでいます。
　また、内部的な研究推進に留まらず、「研究活動で得られた学術的成果を通じて、実社会に貢献すること」
を使命として、機関誌の刊行、研究会・講演会の開催、フォーラム・シンポジウムの開催、学外機関から
の研究・研修事業の受託等、研究成果の発信・還元や教育分野との連携にも積極的に取り組んでいます。
　最近では、フォーラム地方開催や、国際学会共催によるシンポジウム、シリーズ講演会、海外提携校
や一般企業からの受託教育など、これまでとは異なる新たな取り組みにも挑戦しています。
　今後も、当研究所では、産業経営分野での研究推進および社会貢献のため、新たな挑戦を続けてい
きます。

産業経営に関わる最先端の諸問題をさまざまな視角より研究

産業経営研究所
Research Institute of Business Administration

設　置  商学学術院　　 設立年  1974年
Website  http://www.waseda.jp/sanken/index.html

社会科学

社会科学
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ビジネス・ファイナンス研究センター
Institute for Business and Finance

　早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターは、ファイナンス研究センターとWBS研究セン
ターを母体として、2017年9月1日より新たに活動を開始しました。
　ビジネスおよびファイナンスを中心に基礎的・応用的研究を行うことで、ビジネスおよびファイ
ナンスに関する中核的研究機関としての役割を果たすとともに、研究成果を社会に還元する高度
な専門知識を持った職業人を養成し、広く人類社会の発展に寄与することを目的としています。
　また、エグゼクティブ教育の中核を担う存在として、MBA教育部門である早稲田大学ビジネス
スクール（WBS）と一体となって、時代を担う経営のプロを育成するための教育・研修プログラム
を展開しています。
　本センターとWBS双方の教育・研究システムを一体化することで、ビジネス・ファイナンス分野
の基礎的・応用的研究を通じて世界水準の研究成果を生産・発信し、教育の現場ならびに広く社
会に還元することを目的としています。

世界水準のビジネス・ファイナンス研究推進とエグゼクティブ教育の展開

▲早稲田地球再生塾勉強会

▲材研外観

▲エグゼクティブ教育風景

設　置  商学学術院　　 設立年  2017年
Website  https://www.waseda.jp/fcom/wbf

　前身となる理工学部研究所が1940年に開設されて以来、組織や名称は時代とともに変化しまし
たが、本研究所は、「学際研究を含む理工学の基礎およびその応用に関する研究を社会との連携を
図りつつ展開し、科学技術の発達と人類の福祉に貢献する」ことを変わらぬ活動の理念としています。
　研究活動は、本研究所に所属する学内外1,000名近くの研究員によって展開されており、受託・
共同研究等により本研究所が受け入れる外部資金は、本学全体の受入資金総額の約半分に相当し、
本学における研究活動の中核をなす存在となっています。学外諸機関と連携したプロジェクト研究
はバイオ系、エンバイラメント系、サイエンス系、テクノロジー系の4部門で年間約80件にのぼります。
それらの研究成果の広報と社会への積極的な還元を目的とした講演会の開催支援や、刊行物発行
による本研究所の活動紹介等、多種多様な研究支援活動に加え、アーリーバードプログラムをはじ
めとする若手研究者の育成・支援も行っています。
　また、2018年度からは7つの重点研究領域を設置するとともに、早稲田地球再生塾（Waseda 
Earth Regeneration School：WERS）を立ち上げ、本学における理工系研究の更なる発展を目指
しています。

学内最大規模の理工系研究組織

理工学術院総合研究所
Waseda Research Institute for Science and Engineering

　我が国最初の私立大学理工系附置研究所として1938年に「鋳物研究所」として設置された早
稲田大学各務記念材料技術研究所（以下、材研）は、当初は、その当時重要な国策であった造船
等重工業の発展を支える基盤材料としての鋳物の研究拠点としての役割を果たしました。その後、
1988年の創立50周年を機に現在の名称に改称し、幅広い材料の研究を行ってきました。
　大学内での組織上の位置付けに関しては、2006年に早稲田大学の附置研究所から理工総研
のクラスター研究所へ、しかし2017年度行った箇所化により理工学術院の附置研究所となり、 
現在、理工総研からの独立を果たしております。そしてさらに、箇所化の半年後となる2018年4月 
1日には、文部科学省が行っている共同利用・共同研究拠点の認定を受け、早稲田大学だけで 
なく、全国に開かれた研究所として新たな一歩を踏み出すこととなりました。その事業名は「環境
整合材料基盤技術共同研究拠点」です。今後は、全国にある材料系共同利用・共同研究拠点と
共に、我が国の材料研究の発展に寄与できるよう一層の努力を重ねていきたいと考えております。

私学最初の理工系研究所

各務記念材料技術研究所
Kagami Memorial Research Institute for Materials Science and Technology

設　置  理工学術院　　 設立年  1938年
Website  https://www.waseda.jp/fsci/zaiken/

社会科学

設　置  理工学術院　　 設立年  2006年
Website  https://www.waseda.jp/fsci/wise/
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国際情報通信研究センター
Global Information and Telecommunication Institute

　高度に発達した情報通信システムは、人間同士のコミュニケーションを始め、セキュリティー、医
療福祉、交通運輸、エネルギー流通等の社会インフラ分野まで幅広く利用され、豊かな社会の実
現に貢献して来ました。しかしその一方で、情報通信システムの発展を背景に進行した社会のグ
ローバル化が新たな格差（情報格差）を生み出し、これが経済格差の問題、環境問題、資源・食料・
人口問題等と結びつくことによって、社会の不安定化要因になりつつあるという指摘もあります。
私たちが、今後も豊かで安心・安全な社会を築いてゆくためには、情報通信システムの高度化や
信頼性の向上に務めるのはもとより、情報通信を巡る諸問題の解決にも努めなくてはなりません。
　国際情報通信研究センターでは、あらゆる産業界との連携に加え、世界中の大学や研究機関、
国の研究機関や行政省庁と連携をとりながら、分野を横断した多様な学術領域および実務領域
において高度な情報通信基盤を形成することを目標に、情報通信技術を通じて社会に貢献する研
究者の育成を行なっています。

豊かで安全・安心な未来社会の実現に貢献

▲無人航空機を用いた広域センサーネットワーク実験

▲早稲田大学が開発した電動バスWEB-3

▲ IPS海外連携シンポジウムの開催模様

設　置  理工学術院　　 設立年  1998年
Website  https://www.waseda.jp/fsci/giti/

　本研究センターは、地球規模で複雑化する環境問題の解決をめざすべく、2002 年に開設されました。早稲
田大学が持つ総合力を最大限に発揮し、学問領域統合型の研究アプローチで問題の解決に向けた研究開発を
行うとともに、「現実・現物・現場」のなかで研究開発の成果を実証する実践的アプローチにも積極的に取り組
んでいます。
　科学技術の発展によって、我々の生活は物質的に豊かになった反面、種々の社会経済活動を通じて資源・エ
ネルギーを大量消費してきた結果、様々な環境・資源問題を引き起こしており、そこには、二律背反的な多くの
難題が潜んでいるのが現状です。このような課題に取り組むには、多様な視点を持つことが極めて重要であり、
我々の生活圏としての地域（自然、都市、農漁村、森林・山間地域）、国全体、アジアから全世界へと繋がる空間
的な視点や、環境問題に関わる過去、現在、未来という時間的な視点、また、多様な産業や社会・経済システム
や法制度・政策との関わり、さらには伝統や文化、ライフスタイルに及ぶ視点まで広範に及びます。産学官に市
民を加えた関係主体が参加し、検討を尽くし、将来の目標と計画を共有して、それぞれの立場と特質を活かしな
がら連携して問題解決にあたらなければ、累積される負の遺産は修復不可能なものとなるでしょう。本研究セ
ンターでは学内外の研究者や諸機関と連携し、実践的な研究を通じて社会に貢献することを目指しています。

産学官民が一体となって取り組む、環境への実践的アプローチ

環境総合研究センター
Environmental Research Institute

設　置  理工学術院　　 設立年  2002年
Website  https://www.waseda.jp/fsci/weri/

　本研究センター（IPSRC）は、北部九州に集積する自動車産業や半導体産業の知的高度化への
貢献、国内外研究機関や企業との共同研究・プロジェクト参画、中高生へ理工学の学びの機会提
供、市民公開講座・技術セミナー開催など、教育研究から地域・社会貢献まで、大学院情報生産 
システム研究科（IPS）と一体となり幅広い活動を展開しています。中でも年一回開催する「IPS海
外連携シンポジウム」には毎年国内外から約150名が集まり、共同研究成果や最新技術・研究動
向をプレゼンやポスターで発表すると同時に、参加者の横断的な交流の場を提供する一大イベント 
として成長しています。
　またIPSRC、IPS、他3大学と企業が集う「北九州学術研究都市」では自動車を重点分野に掲げ
ており、企業から一線で活躍するエンジニアを講師として招聘し、カーエレクトロニクス、カーロボティ
クスを学ぶ「連携大学院」を開講し、また無人自動車走行運転の実証実験などを行う次世代交通
の実験フィールドとして、産学官連携による世界レベルの研究拠点を形成しています。

ものづくりの系譜を継ぐ街、北九州から、産学官連携による世界レベルの研究拠点として発信

情報生産システム研究センター
Information, Production and Systems Research Center

設　置  理工学術院　　 設立年  2007年
Website  https://www.waseda.jp/fsci/ipsrc/
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先端社会科学研究所
Institute for Advanced Social Sciences

　先端社会科学研究所は、社会科学の学際的・国際的・臨床的研究を組織化し推進するとともに、
その研究成果を教育にフィードバックすることを目的として、2016 年、早稲田大学社会科学総合
学術院に開設されました。本研究所の理念は次の３つです。

◦ 社会の複雑性多様性を認識し、それを全体として把握するための社会科学の「総合化」
◦ 文理諸科学の進歩を取り入れ、社会科学の境界領域を融合深化するための社会科学の「学際化」
◦ 社会と実践的に関わる研究活動を重視し、今必要とされる研究成果を生み出すための社会科

学の「臨床化」

　本研究所は、グローバルイシュー研究部門とソーシャルデザイン研究部門から構成されます。こ
の２部門は、大学院社会科学研究科の２専攻と結びつき、教育との連携を図っています。研究活動
として、各部門に設置された時限付きプロジェクト研究グループによる研究、社会科学学際雑誌「ソ
シオサイエンス」の発刊等を行い、それらの研究成果を研究所ホームページを通じて発信しています。

社会科学の学際的・国際的・臨床的研究の拠点へ

▲無菌状態での組織細胞の継代培養操作

▲実験室での脳波計測風景

▲先端社会科学研究所開設記念国際シンポジウム（2016年4月23日）

設　置  社会科学総合学術院　 設立年  2016年
Website  https://www.waseda.jp/fsss/iass/

　本研究センターは、人間・社会・自然の調和と秩序ある発展を目指し、人間の存在および行動に
関する諸問題を科学的かつ総合的に探求し、もって健康にして幸福な人間生活および積極的な社
会生活の確立に資することを目的として設立されました。
　その目的を達成するための１つとして厳密な選考を行う３種類の研究プロジェクトを実施しています。
大型競争的研究資金を獲得するための助走・準備を支援する企画準備プロジェクト、獲得した大型
競争的研究資金のより効率的な運用を支援する大型研究支援プロジェクト、自由な課題設定によ
る一般研究プロジェクトの３つの研究プロジェクトを有し、様々なテーマでの研究を推進しています。
　また、学内外の研究機関とも連携し、多くの招聘研究員、共同研究や受託研究の受け入れを行っ
ており、多角的な研究を探究できる体制づくりを行っています。これは研究者同士のコミュニティ構
築にもつながっています。
　本研究センターで展開される研究の成果が、次代を担う若手研究者の教育や支援に寄与すること、
さらに、その成果がさらに広く社会へと還元されることによって、現代社会が抱える数多くの難題の
解決に今後も貢献していきます。

人間に関する諸問題を人間発達の観点から総合的かつ科学的に探求

人間総合研究センター
Advanced Research Center for Human Sciences

　スポーツ科学研究センターは、スポーツ文化、スポーツビジネス、スポーツ医科学、身体運動科
学およびコーチング科学のスポーツ科学研究領域における研究活動をより一層活性化させるとと
もに、その成果を社会に広く還元することを目的として2006年9月に設立されました。本研究セ
ンターは、大学院スポーツ科学研究科およびスポーツ科学部における教育・研究と密接な連携を
保ちながら研究成果の水準を高めています。研究・調査の実施や研究成果の発信、研究会や講
演会の開催に加え、センターと他機関を結ぶ窓口としても機能しており、研究成果の社会還元を
実現しています。
　高齢化の進む現代社会ではアクティヴ・ライフの意義が益々高まっています。また、2020年オ
リンピック・パラリンピック東京大会を前に、アスリートを科学的にサポートするスポーツ科学への
期待も高まっています。この時代だからこそ、本センターがさらに活気づき、人々の幸福を高める
ための研究拠点になるものと考えられます。

「スポーツ」が社会にもたらす幸福と可能性の探求

スポーツ科学研究センター
Institute for Sport Sciences

設　置  スポーツ科学学術院　 設立年  2006年
Website  https://www.waseda.jp/fsps/rcsports/research/

社会科学

設　置  人間科学学術院　 設立年  1987年
Website  https://www.waseda.jp/fhum/archs/
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アジア太平洋研究センター
Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

　現在、世界経済に占めるアジア太平洋地域の割合は50％以上になっています。経済の進展に
伴い、人々は物質的な豊かさを享受できるようになりましたが、その一方で貧困、環境、安全保障
など、生活に深刻な影響を与える問題が山積しています。ヒト、モノ、カネ、情報などが国境を活
発に移動するようになったグローバル化社会においては、これらの問題は国内に止まらず、国際
問題となっています。
　アジア太平洋研究センターでは、上述したような問題について、３つの領域（地域研究、国際関係、
国際協力・政策研究）を研究活動の中心に置く専任教員により、グローバルかつ地域的な観点か
ら学際的な研究が行われています。専任教員はセンター内に研究部会を設置し、研究成果につい
ては「アジア太平洋討究」を通じて積極的に外部に公開しています。また、学外からの受託研究費、
寄付金、補助金により研究プロジェクトも実施されており、国内外の大学・研究機関・企業と連携し、
研究ネットワークの形成にも力を入れています。国際共同研究、国際シンポジウムを開催するなど
研究成果の海外への発信にも努めており、アジア太平洋地域における国際研究活動において、重
要な役割を占めています。

成長著しいアジア太平洋地域の諸問題について学際的研究を推進

▲ 20周年記念シンポジウム「アジア太平洋における分裂と統合の力学」

設　置  国際学術院　　 設立年  1997年
Website  https://www.waseda.jp/gsaps/wiaps/
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　情報処理技術並びに通信技術の急速な発展に伴い、多種多様かつ大量なデータの取り扱いが可
能となったことで、データ科学（データサイエンス）の重要性が高まっています。データ科学はデータ
から新しい知見を手に入れ、これを意思決定に役立てるための総合科学であり、理工系・人文社会系
を問わずあらゆる学問・研究領域において必要になってきております。またこれまでそれぞれの専門
領域で積み重ねられてきた「理論」と「データによる実証」が融合することで、これまでには無い新しい
学問・研究の展開が期待されています。
　本センターでは、私立総合大学の強みを最大限に活かし、理工系・人文社会系の専門領域で得ら
れた知見と、最新のデータ科学との融合を図るプラットホームを提供することにより、総合知・新しい
知の創造と複雑でグローバルな社会問題解決を行うことができる人材の育成を目指すとともに、大
学全体の研究力の向上を目指しております。また、国内外の大学や企業と大規模なネットワークを形
成し、世界の先進的研究教育モデルの拠点として、実践的な教育と最先端の研究の普及に努めてま
いります。
　より詳細な内容は、ホームページを是非ご覧ください。

データ科学と専門知識の融合による新たなる知の創出

データ科学センター
Center for Data Science

設立年  2017年
Website  https://www.waseda.jp/inst/cds/

高等研究所
Waseda Institute for Advanced Study (WIAS)

　高等研究所は、早稲田大学が世界最高水準の研究大学を目指す上で、優秀な若手研究者の育
成を図るために設立されました。研究分野を限定せず、広く世界から集った人材が研究に専念し
ています。
　研究員は、人文科学、社会科学、自然科学もしくは学際的分野における各自の研究テーマに取
り組んでいます。研究員には各種競争的資金獲得、論文投稿や学会発表による成果発信、月例
研究会での発表やセミナーの企画運営が求められますが、各自の研究テーマや分野の枠を越えて
大きなスケールで他の研究者と連携していくことができるよう、他機関との講演会共催支援など、
各種の交流機会も与えられます。
　研究員はまた、各学術院等における教育に携わる機会も与えられます。このような経験を経て、
研究員は主に大学教員や企業・研究機関の研究職に就き、巣立っていきます。
　高等研究所はまた、顕著な研究業績を有する訪問研究員を海外から受け入れ、本学教員や若
手研究者との交流機会を設けています。現在、世界各地の大学が設置する高等研究所との国際
的な連携も進めており、本学全体の研究水準向上にさらに貢献してゆきます。

若手研究者の飛躍を支え、世界につながる研究拠点

▲高等研月例研究会の開催模様

社会科学

設立年  2006年
Website  https://www.waseda.jp/inst/wias/

▲  CJL授業風景

　日本語教育研究センターでは、個々の学生の日本語レベルや目的に応じた日本語教育を実施し
ています。学内の5,000人を超える留学生を対象に日本語科目を開講しており、現在学内総留学
生のうち約半数が日本語科目の受講をしております。また、本センターでも独自に1 年間・半年間の

「日本語教育プログラム」と、3 週間・6 週間の「短期日本語集中プログラム」を運営し、世界各国
から留学生を受け入れています。留学生だけでなく、外国人教員、外国人研究者に門戸を開いてい
るのも特色の一つです。大学院日本語教育研究科と連携し、先端的な日本語教育理論を実践する
場にもなっています。
　また、日本語教育研究センターでは、日本語および日本語教育の向上発展に資することを目指して、
日本語教育に関する理論的・実践的研究プロジェクト、研究会を立ち上げ、研究活動を行っています。
さらに、本センターにおける日本語教育活動を学内外に発信すること、日本語教育の向上に資する
ことを目的に、年に一度、紀要『早稲田日本語教育実践研究』を発行しています。本誌では、「論文」「イ
ンタビュー」「ショート・ノート」「実践紹介」などの記事を掲載しています。

国内最大規模の日本語教育の展開と先端的日本語教育理論の実践

日本語教育研究センター
Center for Japanese Language

設立年  1988年
Website  https://www.waseda.jp/inst/cjl/
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▲ TWInsの外観

　本学と東京女子医科大学は、50年以上も前より人工心臓や生体計測の分野で協力し、医学と
理工学の共同研究を進めてきました。さらに生命科学・医理工学領域の研究に両学で組織的に
取り組むため、2008年に東京女子医科大学との連携施設「東京女子医科大学・早稲田大学　
連携先端生命医科学研究教育施設」を設立し、両学同時に「先端生命医科学センター」を設置し
ました。恒例となっている研究交流セミナーでは、両学から教員、研究員、臨床医、学生が参加し、
口頭発表や80件を超えるポスター発表において活発な議論が交わされています。
　人類にとって健康や福祉は大きなテーマであり、病気の予防、診断、治療には、画像情報伝達
技術、バイオマテリアル、AIなどの最先端テクノロジーを導入し、高度な先端技術を実現すること
が望まれています。そのためには医学・医療と理工学の融合による生命科学や医理工学といった
領域の深化・発展が必要不可欠ですが、TWInsで行われている研究分野は、生命科学、医学、理
工学、生物学、など多岐にわたり、新たな学問領域を生み出すには最適な環境です。TWInsは高
度先端医療の実現を目指す、次世代型医理工連携の推進拠点として活動して参ります。

高度先端医療の実現を目指す次世代型医理工連携推進の拠点

先端生命医科学センター（通称：TWIns） 
Center for Advanced Biomedical Sciences:Tokyo Women’s Medical University – Waseda University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences

設　置  理工学術院　　 設立年  2008年
Website  https://www.waseda.jp/inst/twins/

▲バークリーに所在するオフィス外観（カフェ2F）

　本学は、海外の優れた学術機関との交流協定の締結やこれら協定に基づく学生交流・学術交流を進めており、
15の海外拠点で交流のサポートを行っています。このうち北米と欧州の拠点は国際的な研究交流連携を構
築するための活動を行っています。
　サンフランシスコオフィス（2012年開設）は、北米における本学の教育や研究活動の支援や人的ネットワー
ク形成など多岐に渡る活動を行っています。研究戦略センターや研究推進部と連携し米国の研究大学や機
関とのネットワーク形成と強化を行い、また、本学から派遣される研究者や学生の現地での活動をバックアッ
プしています。
　ブリュッセルオフィス（2016年開設）は、ヨーロッパにおける本学の認知度向上と国際共同研究の推進を
目的としています。欧州連合の首都である当地には、教育・研究分野においても多くの情報、関係者が集ま
り、その役割は重要性を増しています。本学はブリュッセルオフィスを通じて欧州の産学官のネットワークを形
成・強化し、研究ワークショップや、日本・EUの共通の関心事について議論・発信する「Waseda Brussels 
Conference」を通じ、国際連携パートナーとしてのWASEDAが選ばれるよう、活動をしています。

教育・研究サポートを行う海外拠点

サンフランシスコオフィス・ブリュッセルオフィス
San Francisco Office ・ Brussels Office

設　置  国際部　　 設立年  2012年（サンフランシスコオフィス）
2016年（ブリュッセルオフィス）

Website  http://www.waseda.jp/inst/us-office/（サンフランシスコオフィス）https://www.waseda.jp/inst/brussels-office/en/（ブリュッセルオフィス）
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會津八一記念博物館
Aizu Museum

国際文学館
The Waseda International House of Literature

　東洋美術史研究者のみならず歌人・書家としても知られる會津八一（1881-1956）は、美術史
の研究と教育には作品と直に接することが不可欠であると述べ、それを「実学」と名付けて提唱し
ました。そしてその実践にと、私財を投じて中国の明器、鏡、瓦磚など4,000点余りを集め、学生
の教育、研究の資料としました。これが現在の會津八一コレクションであり、当博物館収蔵品のひ
とつの柱となっています。さらに、戦前より行われた考古学の発掘資料、寄贈された近現代の美
術作品、土佐林義雄コレクションのアイヌ民族資料など、いずれも早稲田大学独自の貴重な文化
遺産となっています。そして、1998年の博物館の開館以来、校友の皆様をはじめ、富岡重憲コレ
クション、内山基コレクション、延原観太郎コレクション、服部和彦コレクション、小野義一郎コレ
クション、安藤更生コレクションなどの寄贈を受け、収蔵品は計約2万件にのぼります。これらを
常時、展示公開し、学内外の研究、教育に活用される博物館を目指すとともに、大学における知の
歴史的所産にいつでも接触できる開かれたミュージアムとなるよう努力しています。

2019年6月、本学は早稲田大学国際文学館（通称「村上春樹ライブラリー」）を設立し、村上
文学を基点に、グローバルに文学を研究・発信し、国際交流を図る取り組みを始めました。このプ
ロジェクトは、村上春樹氏が小説作品の直筆原稿・執筆関係資料・書簡・インタビュー記事・作品
の書評、さらには海外で翻訳された膨大な書籍、蒐集した数万枚のレコード等を本学に寄託・寄
贈いただくことが契機となって生まれた画期的な試みです。

場所は村上氏と縁の深い坪内博士記念演劇博物館に隣接する4号館で、建築家隈研吾氏によっ
て斬新なリノベーションを施し、2021年4月に早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）
として竣工予定です。村上文学研究の中心として内外の研究者や読者から注目を集めており、開
館に向けた準備を進めています。

貴重な文化財を有する開かれた大学ミュージアム

村上春樹ライブラリー　―誰もが集う「文学の家」に

▲  2号館會津八一記念博物館外観

▲国際文学館外観（イメージ）

設立年  1998年
Website  https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

設立年  2019年
Website  https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/wihl/

▲演劇博物館正面　16世紀イギリスのフォーチュン座を模して設計さ
れており、建物自体がひとつの劇場資料となっている

　坪内博士記念演劇博物館は、日本国内に限らず世界各地の演劇・映像関連資料を収集・所蔵する演劇と映像
を専門とする博物館で、百万点以上に及ぶ所蔵コレクションを展覧会や『enpaku book』をはじめとする刊行物、
データベース等により広く公開しています。
　早くからデジタルアーカイブ構築にも取り組み、演劇情報総合データベース「デジタル・アーカイブ・コレクショ
ン」も充実しています。公開資料は浮世絵、歌舞伎・浄瑠璃の台本・番付や舞台写真、現代演劇上演記録など多
岐にわたり、なかでも浮世絵の役者絵コレクションは世界最大規模です。また、能面など立体資料の3D化を進め、
将来を見据えたアーカイブ構築を目指しています。
　さらに、当館の演劇映像学連携研究拠点は2009年度より文部科学省から「共同利用・共同研究拠点」の認
定を受け、演劇研究・映像研究を牽引しています。数々のテーマ研究・公募研究が進められ、2016～18年度に
は機能強化支援事業の採択を受けました。国内外の優れた演劇関連の研究機関と活発に国際シンポジウムを開
催するなど、国際的な共同研究を進めています。
　また、地域文化振興にも積極的に取り組み、演劇・映像文化の普及に貢献してきました。一般の方も利用でき
るライブラリーも併設し、関連書籍やシナリオ・台本類などの資料は、研究のみならず多方面で活用されています。

“演劇の早稲田”の象徴的存在 アジア唯一の演劇専門総合博物館

坪内博士記念演劇博物館
The Tsubouchi Memorial Theatre Museum

設立年  1928年
Website  https://www.waseda.jp/enpaku/

©隈研吾建築都市設計事務所
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早稲田大学は、すべての研究者が、研究活動の社会に与える影響の大きいことを認識し、常に良心に従って研究活
動を遂行できるよう、諸規程を定め、諸施策を実行しています。

学術研究倫理委員会
学術研究倫理委員会は、研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程に基づき設置され、不正防止、不正対
応に取り組んでいます。

利益相反マネジメントの実施
本学は、公的資金研究に関係する利益相反を対象として、「公的研究費に関する利益相反マネジメント規程」を制定し、同規程に
基づき設置した利益相反マネジメント委員会の下で当該マネジメントを実施しています。

研究倫理に係る取り組み

学術研究倫理に係る規程等の制定
早稲田大学学術研究倫理憲章は、本学の研究活動に携わるす
べての研究者等の倫理的な態度、行動規範として制定されまし
た。学術研究倫理に係るガイドラインは、学術研究倫理憲章に
則った行動指針であり、大学の責務と、研究者の責務について、
具体的に定めています。また、研究活動に係る不正防止および
不正行為への対応に関する規程では、研究不正、研究費不正の
防止と不正行為への対応を定めています。

学術研究倫理に関する行動規範・規程等

早稲田大学学術研究倫理憲章

学術研究活動に係る者の倫理的な態度と行動規範

学術研究倫理に係るガイドライン

研究者の責務や研究活動の適切な遂行等に係る具体的な指針

研究活動に係る不正防止および
不正行為への対応に関する規程

研究／研究費不正の防止と不正行為への対応等に係る規程

研究・実験に関する審査体制
本学では研究対象を保護し、研究の公正性と信頼性
を確保することを目的として、各規程を定め研究計画
の倫理審査および実験計画の審査を行っています。

人を対象とする
研究に関する
倫理審査委員会

ヒトES細胞研究
専門倫理委員会

ヒトゲノム・
遺伝子解析研究
倫理委員会

バイオセーフティ
委員会

遺伝子組換え
実験

審査委員会

動物実験
審査委員会

研究倫理オフィス▶	https://www.waseda.jp/inst/ore/
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早稲田大学  研究活動紹介

Research Activities

早稲田大学　研究推進ワンストップ窓口
〒169-8050　東京都新宿区戸塚町 1-104

 URL  https://waseda-research-portal.jp/inquiry/
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