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universities must become leading forces in

better society and brighter future. We have
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leadership
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と人類の幸福を実現するためには、大学が中心となって新し
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い価値観、新しい科学技術や社会システムのあり方を提示す
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を開始しています。
Waseda Vision 150 では、創立150周年を迎える2032

university we aspire to become by our 150th

年に本学のあるべき姿（ビジョン）
を思い描き、その実現に向

anniversary in 2032, and present 13 Core

けた13の核心戦略と具体的なプロジェクトを提示していま

Strategies as well as speciﬁc Projects toward the

す。学術研究面では、総合大学の強みである多様な分野での

realization of the vision. In the ﬁeld of academic

知の集積を活用し、社会の複合的な課題の解決に結びつい

research, our goal is to become a world-class

たイノベーティブな独創的研究を発展させ、その成果を組織

International Research University. One of our

的な戦略のもと社会へ還元していくことで、世界トップクラス

strengths as a university ‒ our integration of

の「国際研究大学」へ進化することを目指しています。

knowledge in diverse disciplines ‒ will be

2032年、
「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」

leveraged to pursue innovative and original

を展開する早稲田大学が、
よりよい社会と明るい未来の創造

research linked to solving society s complex set

のため、世界を先導する姿を思い描き、その実現に向けた歩

of issues. Moreover, the fruits of our research

みを進めています。
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Research at Waseda in 2032 as outlined
in the Waseda Vision 150
Waseda Vision 150が掲げる2032年のWASEDAの研究

Research that will ultimately contribute to real

acclaimed research center that can make its research

world peace and happiness in human society

vision a reality, the Waseda Vision 150 will focus on

The Three Policies for Enhancing Research Capabilities
研究力強化のための3つの方針

Waseda Vision 150 :mid-to-long term strategic plan

reviewing and strengthening the research support

to mark the 150th-year anniversary of the University s

network and system and facilitating the promotion of

Commercializing Research and Establishing Our Position as an International Research University

establishment.

young researchers, as well as preparing research

研究を事業化し国際研究大学としての地位を確立

Waseda has proclaimed its research vision for 2032 as

organizations and structures and also promoting

research that will ultimately contribute to real world

international collaborative studies. At the same time,

Organization of Research

peace and happiness in human society. The

the University will take on the challenge of developing

研究の組織化

University s original research aims to broaden and

new research ﬁelds that can also contribute to the

organize the knowledge of human society and

reform of society, and continue its efforts to be a

contribute to resolving global issues in relation to the

university that can help to create an even brighter

environment, poverty, disasters, and conﬂicts. In

future.

Research-oriented development
研究指向の展開

Promotion of internationalization

order to realize this, Waseda will carry out speciﬁc

国際化推進

Enhancing and Strengthening team/organization-based research
チーム型、組織型研究の拡充・強化

New challenge in ﬁelds linked to social issues
社会の課題と結び付いた分野への新たな挑戦

Further facilitation of international collaborative research and employment of international personnel
国際共同研究への一層の推進、国際人材の活用

Setting up the Head Ofﬁce for the Program for

projects mainly under three Core Strategies.

Promoting the Enhancement of Research Universities
Waseda has been working on renewing the structure of

Waseda University has been selected for the Program

social issues. It will strive to establish Waseda s position

its research council and promoting exchanges between

for

Research

as an international research university, through

を提言するなど、積極的に本学の研究力強化にも取り組ん

researchers outside the faculty framework, as well as

Universities run by the Ministry of Education, Culture,

steadfastly implementing initiatives for strengthening

できました。

developing

strategically

Sports, Science and Technology (MEXT), as a university

the research promotion structure and accelerating the

implemented. Furthermore, it is also one step ahead of

that conducts outstanding world-class research with

development and reform of the research environment.

other universities in Japan by being the ﬁrst to set up a

promising global ﬁndings and which endeavors to

Center for Research Strategy staffed with dedicated

enhance its internationally-supported research system

As a part of strengthening its research promotion

research management staff (URA: University Research

and environment.

structure, Waseda will enhance the functions of the

織・体制の整備、国際共同研究の推進を進めていくと同時

Center for Research Strategy and focus on the

に、社会の変革にも対応すべく新たな研究分野の開拓にも

key

research

to

be

Promoting

the

Enhancement

of

Administrator). The Center conducts surveys and studies

評価を行い、本学が推進すべき研究戦略と実現可能な方策

Waseda Vision 150では、
研究ビジョンが実現できる国際的
に評価された研究拠点を形成するために、研究支援体制・制
度の点検・強化、若手研究者プロモーションの推進、研究組

on the academic research activities of researchers and

Waseda has positioned this Program as a key driving

appropriate placement and use of URA staff, so as to

挑戦し、
よりよい未来の実現に寄与する大学であり続けられ

their relevant domestic and international research

force of the Waseda Vision 150 initiatives, and has set

achieve more sophisticated and streamlined research

るよう前進していきます。

trends, using the acquired data to analyze and assess the

up the Research Enhancement Head Ofﬁce with the

promotion work. The University will put in place a

University s

president

parent

system for assisting in the promotion of research

recommended research strategies and achievable

organization

Research

strategies, and carrying out tasks related to pre-awards

早稲田大学は、世界水準の優れた研究を進め、国際的に通

research policies. Through these initiatives, the Center

Enhancement Head Ofﬁce has formulated three basic

and other collaborative programs. In this way, Waseda

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

for Research Strategy has been actively working to

policies for enhancing research capabilities based on

will build a system enabling researchers to smoothly

込める大学として、文部科学省「研究大学強化促進事業」に

enhance the research capabilities of Waseda.

the Waseda Vision 150, which will help to shape

and effectively carry out their research activities.

採択されました。

research

capabilities

and

propose

of

the
as

program
the

promotion

manager.

The

研究力強化本部の設置

Waseda as a research organization that can compete
So as to develop the University as an internationally

with the world, and promote real studies linked to

「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」

本学は、本事業をWaseda Vision150の取り組みを重点

創立150周年に向けて動き出した中長期計画 Waseda

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

Vision 150 。2032年のWASEDAの研究ビジョンに「世界

体に総長を本部長とする「研究力強化本部」を設置しまし

Core Strategies for conducting research that will ultimately

の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」を掲げ、本学の

た。
この研究力強化本部では、Waseda Vision150に基づ

contribute to real world peace and happiness in human society

独創的な研究が、人類の知を拡充・組織化し、環境・貧困・災

いた研究力強化のための3つの基本方針を打ち出し、世界

「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」に向けた核心戦略
The advancement of original
research and the strengthening of Waseda s
international communication capabilities

International development of

Taking on the challenge of new ﬁelds

Waseda as a global university

in education and research

世界のWASEDAとしての国際展開

新たな教育・研究分野への挑戦

害・紛争等の地球的課題の解決に貢献することを目指して

と競える研究集団の形成と社会と結びついた実学を推進し

います。その実現のために、主に3つの核心戦略のもと具体

ます。そのための研究推進体制の強化、研究環境の整備・改

的なプロジェクトを実行しています。

革の加速化と着実な取り組みの実行を通して、国際研究大
学としての地位を確立していきます。

独創的研究の推進と国際発信力の強化
Promote international development by

Tackling the creation of academic areas

これまでも本学は、研究院体制を新たに整備し、学術院の枠

Developing an internationally competitive

building

that

を越えた研究者間の交流の促進や本学が戦略的に遂行す

研究推進体制の強化としては、研究戦略センターの機能を増

research

overseas universities and institutions, etc.

sciences,

support for research, and enhancing the

海外の大学・機関との戦略的パートナーシップの構築

considering the development of academic

べき重点研究の創出に取り組んできました。さらに、国内の

強し、URAの的確な配置と活用を通した研究推進業務の高

communication of Waseda s research to

を図るなど、国際展開を推進する。

度化と効率化を実現します。研究戦略推進支援業務、
プレア

organization

and

boosting

strategic

partnerships

with

transect
and

the

humanities,

natural

sciences;

social
and

ﬁelds for Waseda to address in the future.

他大学に先駆けて、専従の研究マネジメント人材（URA：

the world.

人文・社会・自然科学を横断する新たな学問領域の創

University Research Administrator）
を配置した研究

ワード業務、その他の連携業務を担う体制を整備し、研究者

競争力のある研究組織の体制整備や研究支援のより

出に挑戦し、将来的に早稲田が取組むべき学問分野の

一層の充実、
研究の国際発信の強化などを行う。

展開を考える。

戦略センターを設立し、研究者の学術研究活動とそれを取り

がより円滑に研究活動を実施できるシステムを構築します。

巻く国内外の研究動向の調査による本学の研究力の分析・
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Research System
研究体制
Waseda University, as part of its initiatives to enhance its research capabilities based on the Waseda Vision 150,

早稲田大学では、Waseda Vision 150にもとづいた研究力強化の取り組みを実施する体制整備として、新たに「研究力強化本部」を設置しまし

has established the new Research Enhancement Head Ofﬁce. With the President acting as Director of this new

た。総長を本部長とし、研究推進部と研究戦略センターが中心となって、世界と競える研究集団の形成と、社会と結びついた実学の推進に取り組み

ofﬁce, Waseda will exert efforts toward creating a world-class research group and promoting practical science

ます。

linked with society, centered on the Research Promotion Division and the Center for Research Strategy.

Academic Affairs Division

Research Enhancement Head Ofﬁce

教務部

研究力強化本部
Review of
employment system

Personnel Division
人事部

雇用制度等検討

Research Congress
全学研究会議
Create basic strategies to facilitate well-planned,
university-wide, comprehensive research projects.

Head Ofﬁce Manager：President
本部長：総長

Advisory, Reporting

全学の研究に関わる総合的、計画的な推進を図るための基本戦略の策定

諮問、答申

Deputy Head Ofﬁce Manager：Vice-President

Participation

本部長代理：副総長

参画

Research Implementation Divisions

● Policy decision, Planning

研究実施部局

研究力強化のための方針決定、企画
Faculty 学術院
Financial Affairs Division
財務部

Review of ways for
efﬁcient use of
research funding
効率的な研究費運用検討

Dissemination of
information

広報室

研究戦略センター

Faculty of Law

Faculty of Social Sciences

法学学術院

社会科学総合学術院

● URA：University Research

Faculty of Letters, Arts and Sciences

Faculty of Human Sciences

文学学術院

人間科学学術院

Faculty of Education and
Integrated Arts and Sciences

スポーツ科学学術院

研究企画課

Administrator

Research Support Section

研究マネジメント人材（URA）の配置
● Strategic research planning based

研究マネジメント課

on rigorous survey and analysis
Collaboration
協働

国際部

● Review of systems
Review of policies for
promoting
international research

徹底した調査と分析にもとづく戦略的

Faculty of Commerce
商学学術院

Faculty of International
Research and Education
国際学術院

大型プロジェクト創出、研究拠点形成

体制整備

Research Collaboration and
Promotion Center
産学官研究推進センター

海外連携

教育・総合科学学術院

研究プランニング

Establishment of research centers

● Development/Maintenance of systems

Global Network

Faculty of Sport Sciences

● Creation of large-scale projects

研究制度の見直し

国際研究促進施策検討

理工学術院

研究推進部

Research Management Section

International Affairs Division

政治経済学術院

Center for Research Strategy

研究支援課

情報発信

Faculty of Science and
Engineering

Research Promotion Division

Research Planning Section
Ofﬁce of Information
and Public Relations

Faculty of Political Science and
Economics

Research Council 研究院
Organization for University
Research Initiatives

Comprehensive Research
Organization

重点領域研究機構

総合研究機構

Institute for Nanoscience &
Nanotechnology

Organization for Islamic Area
Studies

ナノ理工学研究機構

イスラーム地域研究機構

Organization for Asian Studies

Organization for European Studies

アジア研究機構

日欧研究機構

Organization for Japan-US Studies

Green Computing Systems
Research Organization

日米研究機構

グリーン・コンピューティング・システム研究機構

Collaboration

Support

産官学連携促進

研究支援

Waseda Institute for Advanced
Study

Center for Advanced Biomedical
Sciences：TWIns

高等研究所

先端生命医科学センター

Overseas Network

Center for Japanese Language

海外協定校／機関

日本語教育研究センター

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

Overseas Outspots

Goverment

Corporations

海外拠点

行政

企業
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Research Activities

研究活動紹介

Humanities

Science and Engineering

人文科学分野

理工学分野

Japan s largest-scale humanities research system fosters
unique, multidisciplinary joint studies.

Active members in this ﬁeld are engineers and researchers who can
resolve the various issues facing society from the perspectives of science
and technology, and have the advanced expertise and broad knowledge
required to create new values and technologies for future generations.

日本最大規模の人文科学研究組織を活かし、
専門領域を超えたユニークな共同研究も活発に展開

12P

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

13P

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

13P

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

14P

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

15P

Aizu Yaichi Museum 會津八一記念博物館

15P

Waseda University Archives 大学史資料センター

Social Sciences
社会科学分野

By building strong networks with non-Waseda University
institutions in and outside of Japan, action-oriented specialists
who are needed in the academic and business worlds are
fostered.
国内外の学外機関と太いネットワークを構築し、
学術・実業界で求められる行動的なスペシャリストを育成

社会が直面する諸問題を科学技術の観点から解決し、次世代の新しい価値や技術を創造できる
高度な専門知識と幅広い知見を備えた技術者・研究者が活躍

24P

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

25P

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

26P

Global Information and Telecommunication Institute 国際情報通信研究センター

26P

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

27P

Institute for Nanoscience & Nanotechnology ナノ理工学研究機構

Interdisciplinary and
Integrated Research
学際・融合分野
To solve the global challenges and issues facing humanity of the 21st century,
interdisciplinary research is pursued from a comprehensive perspective,
without being bound by conventional academic disciplines and methodologies.
21世紀の地球的・人類的課題の解決のため、
従来の学問分野や手法にとらわれない総合的な視点で

18P

Organization for European Studies 日欧研究機構

19P

Institute for Research in Contemporary Political and Economic Affairs 現代政治経済研究所

19P

Institute of Comparative Law 比較法研究所

19P

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

30P

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

20P

Research Institute of the Faculty of Commerce 商学学術院総合研究所

31P

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

20P

Center for Finance Research ファイナンス研究センター

31P

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

21P

Institute of Asia-Paciﬁc Studies アジア太平洋研究センター

32P

Center for Advanced Biomedical Sciences : TWIns 先端生命医科学センター

21P

Organization for Japan-US Studies 日米研究機構

32P

Organization for Asian Studies アジア研究機構

32P

Organization for Islamic Area Studies イスラーム地域研究機構

Other Research Organizations
その他の研究組織
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33P

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

学際的な研究に取り組む

34P

Organization for University Research Initiatives
重点領域研究機構

35P

Comprehensive Research Organization
総合研究機構
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Humanities
人文科学分野

Takumasa Senno, Professor,
Faculty of Letters, Arts and
d
Sciences

Raised in different environments, yet sharing

modern society by simply reading the

common values Understanding modernity

literature about it. From time to time, we

through a reconstruction of knowledge

must experience society ﬁrst hand,

The way we do humanities research is changing. No

approaching it from a variety of angles

longer is it enough to merely pursue research in

that include literature, history, sociology,

ﬁelds like literature, history, or philosophy. Rather,

and

文学学術
文学
学術院 千野拓政 教授

there is now a need for researchers to share the

convergence

総合人
総合人
人文
文科学
科学研究セ
研
ンター 研究所員

knowledge of their specialized areas with each other

various kinds of knowledge, we can

while reconstructing their academic ﬁelds in novel

arrive at new insights.

Rese
Re
search
sea
c er
e , Research Institute for Letters,
Arrttss and
A
n Sci
c ences

psychology.
and

Through

the

reconstruction

of

ways. And that knowledge must be made accessible
to students. I believe that realizing this kind of
research and education is the role of the Waseda
University Research Institute for Letters, Arts and

Proﬁle

者たち、
「知」の再構築で現代を紐解く
人文学の研究のあり方が変わってきています。も

Sciences.

プロフィール

異なる環境で育っても共通する東アジアの若

う以前のように文学、史学、哲学など各分野だけ

After graduating from the School of Letters, Arts and

One of my research themes is the youth culture of

を研究していれば事足りる状況ではありません。

Sciences Ⅰ at Waseda University in 1979, Professor

East Asia. Right now, in the cities of Japan and East

教員同士が各専門分野の『知』を共有しながら新

Senno completed a doctoral program at the

Asia, we are seeing the formation of cultures based

たに学問を再構築する必要があります。それを学生に還元し

Graduate

on

ていく。そうした研究・教育を実現するのが総合人文科学研究

School

of

Humanities

of

Tokyo

separated

histories

and

societies

that

Metropolitan University in 1988. He commenced

nevertheless have much in common and inﬂuence

his current position in 2004 after time spent as an

each other. For instance, the works of the author

Assistant Professor in the Department of Economics

Haruki Murakami have swept across East Asia,

私の研究テーマの一つに、東アジアの若者文化があります。現

of Ryutsu Keizai University and as an Assistant

through even China, the Republic of Korea, and

在では、
日本も東アジアの各都市も、それぞれの歴史や社会を

Professor in the School of Humanities of Meisei

Singapore. What s interesting is, despite differences

ベースにしながら、双方向に影響しあって共通性のある文化

University. He currently also holds concurrent

in history and social background or major variations

を形成しています。例えば、作家・村上春樹の作品は、中国、韓

appointments as a Professor of the Program in

in the way that his works have been translated, the

国、
シンガポールなど東アジアを席巻しています。面白いこと

Cultural Studies at Shanghai University (research

readers of each region respond to Murakami s books

に、歴史や社会背景が異なり、翻訳にも大きな違いがあるにも

advisor for the doctoral program) and a member of

in similar ways. Many readers share the loneliness

かかわらず、各地の読者の反応はよく似ています。多くの読者

the academic committee for Reviews and Research

and feelings of isolation felt his main characters, and

が主人公の孤独、閉塞感に共感し、作品から癒しを感じている

on Chinese Literature, a publication of East China

they are comforted by his stories. This signiﬁes that

のです。
これは、東アジアの若者が同じような問題に直面し、同

Normal

the youth of East Asia are facing similar problems and

じような考え方をし始めているということを意味しています。

University.

He

specializes

in

modern

Chinese literature and culture. His research themes
cover

a

broad

range

of

modern

starting to think in problems ways.

Chinese

subcultures, including ﬁlm, manga, and anime.

センターの役割だと考えています。

こうした現象をどう捉えるか。
「若者を取り巻く社会環境が共

How should we interpret this phenomena? Some

通の心理や悩みを生んでいる」という見方もできますし、
「文学

would say that the social environments of these

のあり方が世界的に変化しつつある」という文化システムから

1979年早稲田大学第一文学部卒業、1988年東京都立大学人文

youth are giving rise to a common psychology and

のアプローチも可能でしょう。１つの事象を研究するにも複眼

科学研究科博士後期課程単位取得満期退学。流通経済大学経済

concerns, but we might also take a cultural systems

的に捉えることが求められます。

学部専任講師、明星大学人文学部助教授、教授を経て、2004年よ

approach and view this as the result of continuing

り現職。現在、上海大学大学院文化研究系兼任教授（博士後期課

cultural changes in literature. Research into even a

複雑化した現代の社会は、文献を読むだけでは理解できませ

程研究指導）、華東師範大学『現代中文学刊』学術委員会委員も

single phenomenon requires that we understand it

ん。
ときには現場に出かけ、文学・歴史・社会学・心理学など多

務める。専門は中国近現代文学・文化。近代文学の誕生から、同時

from multiple perspectives.

様な切り口からアプローチすることが必要になります。様々な

代の中国映画・漫画・アニメなどのサブカルチャーまで幅広く研究
テーマとする。

『知』を結集し再構築することで、新たな知見を生み出すことが

We cannot truly comprehend our complexiﬁed

できるのです。

Published books
これまでに出版した書籍
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Humanities -人文科学分野-

Research Institute for Letters, Arts and Sciences

Institute for Advanced Studies in Education
http://flas.waseda.jp/rilas/

総合人文科学研究センター

http://www.waseda.jp/kyoikusoken/

教育総合研究所

■Pioneering a New Frontier for Research in the

to spread the research achievements of its

■Seeking the way forward for education

Humanities

researchers far and wide throughout the

through an organic link with society

Triggered by the Shakespearian research of Dr.

world.

Shoyo Tsubouchi, the Faculty of Letters, Arts and

■社会との有機的連関を
通して教育のあり方を探求する

The institute has a 28-year history, dating back

本 研 究 所 の 活 動 は 、前 身である教 育 総 合 研 究 室（ 開 設

to the establishment of a research center for

1986年）以来、28年目を迎えます。教育実践の場との連携

Sciences has been advancing research on the

Looking toward the future, RILAS will continue

advanced studies in education in 1986.

を重視し、教育問題の基礎的・総合的研究を推進しつつ、普

humanities for more than 120 years with the

to partner with a wide-range of researchers

Emphasizing coordination between educational

遍的かつ個性豊かな文化の創造を目指す教育の普及と進

missions of bringing knowledge accumulated

inside and outside of Waseda University while

practice and research, it promotes fundamental

展に寄与するべく、学内外の研究員の総力をあげて、学力・

年次フォーラム「東アジア文化圏と

through the study of the humanities and culture

working to develop a diversity of research

and comprehensive research on educational

食育・教員養成など多様化する教育問題についての研究成

村上春樹ー越境する文学、危機の
中の可能性ー」
（2013）

to future generations and seeking answers to

projects meant to pioneer study in the

issues.

しています。
果を発信しています。

the issues facing humanity. The Research

humanities.

To contribute to the spread and developmentt of

International symposium
（2013）

Institute for Letters, Arts and Sciences (RILAS)

Online journal "WASEDA
RILAS JOURNAL No.1"
オンラインジャーナル「WASEDA
RILAS JOURNAL No.1」

was established within the Faculty. The Institute

universal

does not just delve into the specialized areas of

坪内逍遥博士のシェイクスピア研究に端を発し、人文科学・

culture, researchers on and off

each its researchers, but goes so far as to

文化科学の蓄積を未来に継承し、人類が直面する課題に向

campus are vigorously engaged
d in

advance

but

individualistic
stic

cooperative

き合いその答えを模索することを使命として、人文科学研

publishing research ﬁndings on

research while joining together and fusing each

究を１２０年余にわたって発展させてきた文学学術院のも

various educational issues such
h as

research theme. RILAS aims to create academic

とに設立されたのが、
「総合人文科学研究センター」
（略称

academic achievements, teacher
her

ﬁelds suited to new social circumstances and to

「人文研」または「RILAS」）です。各研究所員の専門分野の

and

教育最前線講演会シリーズの
教育最
ひとつ「数学オリンピックにみる
才能教育」
のポスター
才能教

education aiming at creating
g a
■人文科学研究分野のフロンティアを開拓する

interdisciplinary

Poster of the institute's
lecture series
lectu

Published
d booklets and bulle
etin
ns
bulletins

training, and dietary education.

当研究所発行のブックレッ
当研究所発行
行のブックレットおよび所
トおよび所報
所報

研究を掘り下げるだけではなく、各々の研究テーマの連携

deliver the fruits of that research to society.

や融合をはかりながら学際的な共同研究を進めていきま

Within RILAS, efforts are underway to fulﬁll the

す。そして、新たな社会状況に適した学術分野を創出し、そ

four missions of fostering young researchers

の研究成果を社会へ還元することを目指しています。

through

linkages

with

graduate

school
of

人文研では、大学院教育と連動した若手研究者の育成、海

researchers from overseas; the promotion of

外からの研究員の受け入れ、講演会やシンポジウムなどの

international

through

国際的な研究交流の促進、そして社会からの要請に応じた

lectures, symposiums, and other opportunities;

受託研究・共同研究の受け入れ、これら４つの使命を果た

and the acceptance of funded and joint research

すために活動しています。研究所員の専門は、思想、文学、

that is responsive to the demands of society.

言語学、美術・芸術論、史学などはもとより、心理学、社会学

Researcher specialties cover a wide range of

などまで幅広く、さらに現代の先端的な領域に取り組む研

ﬁelds, from philosophies, literature, languages,

究者も少なくありません。特に人文研の研究活動の柱とな

the

and

るのは学際的な13の研究部門であり、その研究分野も、た

sociology. Many researchers are also further

とえば「イメージ文化史」
「知の蓄積と活用にむけた方法論

involved in contemporary, leading-edge areas

的研究」など総合性の高い研究内容となっています。

educational

arts,

programs;
research

and

history

the

acceptance

exchanges

to

psychology

of study. In particular, at the core of research
activities

for

the

humanities

are

the

13

センター研究誌・WASEDA RILAS JOURNAL」を刊行し、

into highly comprehensive research on topics

研究所員の研究成果を広く世界に向けて発信しています。

such as the history of cultural studies of image
methodological

research

toward

the

accumulation and utilization of knowledge.

the WASEDA RILAS JOURNAL , and is working
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■One of Japan s largest providers of Japanese
education, and a place for practicing advanced

■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では、個々の学生の日本語レベル

theories of Japanese language education
The Center for Japanese Language (CJL) at

や 目 的 に 応じた 日 本 語 教 育 を 実 施しています。学 内 約

Waseda University offers Japanese language

4,500人の留学生を対象に日本語科目を開講するととも

education that is tailored to match the Japanese

に、1年間・半年間の「日本語教育プログラム」と、3週間・6

abilities and study objectives of individual

週間の「短期日本語集中プログラム」を運営し、世界各国か

students. The CJL is open to the approximately

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

4,500 international students enrolled in Waseda

員、外国人研究者に門戸を開いているのも特色の一つで

University,

す。大学院日本語教育研究科と連携し、先端的な日本語教

and

offers

Japanese

language

courses as well as a one-year and half-year

Building22, location of
the Center
日本語教育研究センターのある
22号館

育理論を実践する場にもなっています。

Japanese Program

running for three and six

weeks. Another notable feature of the CJL is that
it is open to overseas researchers and overseas
faculty, in addition to international students

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
究のパイオニアとなるべくさまざまな研究プロジェクトを展
開していきます。

Additionally, RILAS also publishes an online journal,

http://www.waseda.jp/cjl/

日本語教育研究センター

Japanese Language Program and Short-term
また、オンラインジャーナル「早稲田大学総合人文科学研究

interdisciplinary research divisions which delve

and

Center for Japanese Language

from around the world. The CJL also works with
the

Graduate

School

Linguistics

and

practicing

advanced

of

functions

Japanese
as

theories

a
of

Applied

place

for

Japanese

language education.
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Humanities -人文科学分野-

The Tsubouchi Memorial Theatre Museum

Aizu Yaichi Museum
http://www.waseda.jp/enpaku/

坪内博士記念演劇博物館

■Asia s only Theatre Museum, and symbolic as

■ 演劇の早稲田 の象徴的存在

■University Museum housing valuable cultural

アジア唯一の演劇博物館

Waseda of Dramatic Arts

シェイクスピアを講義する
坪内逍遥の胸像

and contribute to the research
and education of the arts

assets

both within and outside the

The Tsubouchi Memorial Theatre Museum is the

The Aizu Yaichi Museum houses approximately

only museum in Asia s specializing in the

20,000 artifacts primarily from the collection of

dramatic arts. It features a huge collection of a

Aizu Yaichi (1881-1956), who was renowned

million of items related to theatre and video

not only as a historian of Eastern Art, but also as

images, which depict the history of theatre as

a poet and calligrapher. The Permanent Exhibi-

reﬂected in the materials gathered since the

tion Gallery features a diverse range of items

東洋美術史研究者のみならず歌人・書

Museum s

to

spanning from his calligraphy works to the

家としても知られる會津八一（1881

exhibiting these valuable historical items, the

antiques and Eastern and modern artworks he

〜1956）のコレクションを中心に約2

fervently collected, as well as archaeological

万点の収蔵品を有する博物館。常設展

materials and items from the Ainu people. The

示室では會津八一の書や彼が蒐集し

Shigenori

and

た古美術品、東洋および近現代の美術作品、考古資料、
アイ
ヌ民族資料など幅広い資料を展示しています。
また、富岡重

establishment.

In

addition

museum is also available for use by researchers
A bust of Tsubouchi Shoyo,
who lectured about
Shakespeare

http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

會津八一記念博物館

Monument inscribed with a tanka

and institutions around the world and functions
as a center for the study of theatre arts and

台座歌碑 會津八一筆
「むかしひと こゑもほからに

たくうちて とかししおもわ

みえきたるかも」

Tomioka

Collection

Gallery

drama.

アジアで唯一の演劇専門の博物館であり、これまで収集さ

Special Exhibition Gallery each hold inspiring

The Museum has been selected to participate in

れた演劇・映像に関する百万点にもおよぶ膨大なコレク

exhibits designed by expert staff. These exhib-

University.

■貴重な文化財を有する開かれた
大学ミュージアム

major programs such as the Global COE

ションは、設立以来培われた 演劇の歴史 そのものと言え

its

Yaichi

Program and the Distinctive Joint Research Site

ます。
これらの貴重資料を展示するだけでなく、世界の研究

Museum enable visitors to

らの展示を通じ、大学における知の歴史的所産に触れる

Facility Promotion Project (both run by the

者・機関の研究の利用に供することで、演劇に関わる研究

appreciate

ことのできる開かれたミュージアムとして学内外の研究・

Ministry of Education, Culture, Sports, Science

の中心的拠点として貢献しています。

about Waseda s intellec-

and Technology (MEXT)), and is highly rated as a

これまでに「グローバルCOEプログラム」や「特色ある共同

tual

research institution outside Waseda as well.

研究拠点の整備の推進事業」
（いずれも文部科学省）などの

The building, based upon the 16th century
Fortune Playhouse in England, is itself a
theatrical artifact

大型プログラムに採択されており、研究機関として学外から

the

Aizu
and

historical

learn

常設展示室

憲コレクション展示室や企画展示室ではそれぞれの専門
スタッフにより意欲的な展覧会が企画されています。これ

in

Permanent Exhibition
Room

教育に寄与しています。

artifacts,

Yaichi Aizu
（1881〜1956）

も高い評価を得ています。

文化人として知られる會津八一（1881〜1956）
（加藤諄 撮影）

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

Waseda University Archives
http://www.waseda.jp/archives/index.html

大学史資料センター

1

■Unraveling the history of Waseda University

■早稲田大学の歴史を紐解く

The Waseda University Archives Center traces

創立以来、本学が歩んできた歴史は貴重

the University s history, treating as a valuable

な財産となって積み重ねられています。本

asset, since its foundation. The Center collects,

センターは、130年以上にわたる本学の

organizes and exhibits materials on the history

歴史や創設者大隈重信に関する資料を

of Waseda spanning over 130 years and its

収集・整理・公開すると同時に、企画展示

founder Shigenobu Ōkuma, and holds special

や講演会を開催し、所蔵資料や研究成果

exhibitions and lectures to widely publicize the

を広く公開しています。また、在学生向け

University s artifacts and research ﬁndings. It

の自校史関連科目の設置、
『早稲田大学

also publishes the journal

史記要』の刊行など、大学史研究を通じて

Waseda University Archives
2

3

1. Permanent Exhibition Room（The middle Ages）
常設展示室(中世)

2. Permanent Exhibition Room（Folk Performing Arts）
常設展示室(民俗芸能)

3. Shoyo Memorial Room
逍遙記念室
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Transactions of
and has set up a

近現代史研究全般へ寄与しています。

course on the history of Waseda University for
current students. These are some of the Center s
initiatives for contributing to general research
on modern history through the study of the
University s history.

Shigenobu Okuma
（1838-1922）,
the founder of Waseda University
大隈重信（1838〜1922）東京専門学校（早稲田
大学の前身）創設者、早稲田大学初代総長、佐賀
県出身、政治家としては立憲改進党総理、外務大
臣、総理大臣（二度）等を歴任
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■早稲田大学 研究活動紹介2014

P16-17

Social Sciences
社会科学分野

Mutsuko Asakura, Professor,
Faculty of Law
Researcher, Institute for Comparative Fundamental
Rights Studies, Organization for European Studies

UK in 1975. This was the world s ﬁrst law to prohibit

we are living in an age that requires

indirect gender discrimination, which is the act of

lawyers who are equipped with the

unfair treatment leading to gender inequality by the

global wisdom and knowledge that can

application

facilitate coexistence between different

of

gender-neutral

standards.

The

incorporation into UK Law of this new concept of sex

countries and ethnic groups.

法学学術院 浅倉むつ子 教授

discrimination marked a fresh starting point in the

日欧研究機構 日欧比較基本権理論研究所

history of the sex discrimination doctrine within the

グローバルな人権感覚を身につけた法律家

area of labor. Currently, many advanced nations

の活躍により、
ジェンダー平等後進国からの

have

脱却を

研究所員

Proﬁle

プロフィール

introduced

discrimination

into

regulations
their

on

indirect

antidiscrimination

ジェンダー(性差)と労働法の問題を考えるとき、
イギリス法の研究は避けては通れません。なぜ

legislation.

なら、
イギリスが1975年に施行した性差別禁止

After graduating from the Faculty of Law at the

In 1985, Japan formulated the Law on Equal

法は、世界で初めて間接性差別の禁止を規定し

Tokyo Metropolitan University in 1971, Professor

Employment Opportunity for Men and Women,

た画期的な法律だからです。間接性差別とは、性

Asakura completed the second semester of a

which was the country s ﬁrst law to prohibit

中立的な基準を適用することによって、ジェン

Doctoral Course at the University s Graduate School

gender-based

of

ダー不平等な結果をもたらす正当性のない取扱

of Social Sciences in 1979. She then worked as an

employment. It was revised in 2006 to include the

いのことをいいます。
イギリスがこの間接性差別

assistant professor and professor at the University s

prohibition of indirect discrimination. However,

禁止という新しい概念を取り入れたことは、労働における性

Faculty of Law, and commenced her current

despite this Law, the issue of gender discrimination

差別禁止法理の歴史における新たな出発点でした。現在で

position in 2004. Professor Asakura is a Doctor of

discrimination

in

the

area

still exists in Japan.

は、先進国の差別禁止立法の多くに、
この間接差別禁止規定

Law specializing in labor law and gender law. She

Although

が導入されています。

has successively served as Representative Director

discrimination, standards and customs that equate

of the Japan Labor Law Association, Director of the

to indirect discrimination still exist. Consequently,

日本では、1985年に男女雇用機会均等法が制定され、
これ

Japan Association of Gender and Law, and First

gender discrimination effectively remains deeply

が雇用における性差別を禁止する日本初の法律になりまし

Director of the Ofﬁce for Promotion of Gender

rooted in Japanese society. This is veriﬁed by the

た。2006年には、間接差別を禁止する法改正が行われまし

Equality, Waseda University. Professor Asakura is

Gender Gap Index, which indexes each country on

た。
しかし、日本にジェンダー差別がなくなったかといえば、

also currently a member of the Science Council of

the level of equality between men and women. In

決してそうではありません。法制度はあっても、間接性差別と

Japan.

2013, Japan fell three ranks down to 105th place. So

なる基準や慣行がなお存在し、その結果、事実上のジェン

when it comes to the issue of gender equality, Japan

ダー格差は、いまだに根強く残っています。その証拠に、各国

is an undeveloped nation.

における男女平等の度合いを指数化したジェンダーギャップ

学研究科博士後期課程単位取得満期退学。東京都立大学法学部助

指数で、日本は2013年に順位を3つ落として105位に後退

教授、教授などを経て、2004年より現職。博士（法学）。専門は労働

In order to eliminate gender discrimination in labor,

しました。
日本はジェンダー平等に関しては後進国なのです。

法、
ジェンダー法。
日本労働法学会代表理事、
ジェンダー法学会理事

it is essential that Japan sets up social systems

長、早稲田大学男女共同参画推進室初代室長などを歴任、現在、
日

incorporating the appropriate laws. For instance,

本学術会議会員も務める。

systems for realizing fair wages, such as the principle

社会的なシステムの構築が不可欠です。
ヨーロッパに存在す

of equal pay for the work of equal value that exists in

る同一価値労働同一賃金原則のような公平な賃金を実現す

Europe, need to be established in Japan as well.

るシステムを、
日本でも確立していくことが必要でしょう。

in gender equality, through the activities of lawyers

In particular, I would like to see people who will

法曹になる人にはとくに、人権やジェンダー平等の発想を身

with a global perspective on human rights

become legal professionals understand and acquire

につけて欲しいものです。
日本でも、社会や環境の変化から、

The study of United Kingdom (UK) Law is imperative when

the mindset of human rights and gender equality.

日々新たな法的な課題が生まれています。異なる国や民族と

considering the issue of gender and labor law, the reason

Even in Japan, social and environmental changes are

も共生しうるようなグローバルな知恵を備えた法律家が必要

being the revolutionary Sex Discrimination Act enacted in the

giving rise to new legal issues every day. I believe

な時代だと思います。

1971年東京都立大学法学部卒業、1979年同大学大学院社会科

the

legal

system

prohibits

gender

労働におけるジェンダー格差を解消するには、法律を含めた

Freeing Japan from its status as an undeveloped nation

Published books
これまでに出版した書籍
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P18-19

-社会科学分野-

Organization for European Studies

Institute for Research in Contemporary Political and Economic Affairs
http://www.kikou.waseda.ac.jp/nichioh/

日欧研究機構

The EU Ambassador and
President of Waseda
University
EU大使と早稲田大学総長

■Serving as a Bridge between Europe and the

and ﬁrst such domestic organization to be run

World of Japanese Research and Education

by a singular university. Activities are ongoing

留学フェアでのプレゼンテーション
「ヨーロッパ留学の魅力」

International Symposium
国際シンポジウム

■Analysis of contemporary issues of mass
communications and journalism

collect materials on the postwar period, and carry out systematic
studies of postwar history.

Since its foundation, Waseda University has

at EUIJ Waseda on academic and researcher

The Institute for Research in Contemporary Political and Economic

been

exchanges

wide-spread

Affairs was established in 1978 with the objective of the

collaborations in the political, government,

interdisciplinary study of issues faced by the modern world, and

and

also

the proposal of worthwhile policies to address them. The Institute

本研究所は、現代世界が直面している課題を学際的に研究し、有意

University s diverse collaborations with such

underway on global issues via collaboration

primarily conducts research in the ﬁelds of politics and economics.

な政策提言をすることを目的として、1978年に設立されました。政

diverse partners as the European Union (EU), the

between Japan and the EU. The EUIJ is sure to

Carrying on Waseda University s tradition in research on mass

治・経済に関わる分野を主要な研究対象にしています。早稲田大学

EU Framework Program for Research (FP), the

fulﬁll a great role by helping to realize the

communications and journalism, it conducts studies and collects

のマス・コミュニケーション、ジャーナリズム研究伝統を引き継ぎ、マ

Erasmus Mundus Program, and the EU Executive

Waseda University s goal of fostering human

materials on these areas. In recent years, the Institute has

ス・コミュニケーションとジャーナリズムの研究ならびに資料収集を

Training Program (ETP).

resources that can be active on the global

broadened the scope of its research activities and strengthened its

行っています。近年では、他の研究機関との連携を深め、環境・エネ

The Organization for European Studies was

stage. It will also act as a tremendous bridge

ties with other research institutes to conduct interdisciplinary

ルギーの学際研究、サステイナビリティ学の創世、EUの総合的な研

established in 2009 based on such a tradition

between Waseda and the EU as well as Japan

studies on the environment and energy, contribute to building the

究、戦後期の資料収集、戦後史の体系的な歴史研究など、研究活動

and those cooperative relationships, and with

and Europe.

new ﬁeld of Sustainability Science, pursue integrated EU studies,

に拡がりを見せています。

upholding

a

tradition

of

profound

exchange with Europe.
That

the
Presentation on
Attractiveness of Study in
Europe at Waseda Study
Abroad Fair

http://www.waseda-pse.jp/ircpea/jp/

現代政治経済研究所

tradition

intent

of

is

complemented

undertaking

by

the

the

business

along
worlds.

with

Initiatives

are

■マス・コミュニケーションとジャーナリズムの
現代的問題の分析

strategic

construction of a research and education

■ヨーロッパと日本の研究・教育の世界の懸け橋へ

network while furthering closer collaboration

本学は、建学以来、
ヨーロッパとの深い交流の伝統を紡いで

with the research institutes and universities of

きました。

Institute of Comparative Law
比較法研究所

http://www.waseda.jp/hiken/index-j.html

overseas

EU（ヨーロッパ連合）とも、EU研究・技術開発枠組み計画

organizations doing work related to the EU. Its

（FR）、エラスムス・ムンドゥス・プログラム、EUビジネスパー

founding aim was to become a global center for

ソン研修プログラム（ETP）など様々なコラボレーションを重

research on the EU and European region.

ねてきました。

Europe

global

日欧研究機構は、そうした伝統と協力関係を踏まえ、欧州の

inﬂuence as the home of the giant political and

研究機関や大学、国内外のEU関係機関などと緊密な連携を

economic union that is the EU. As such, a

図りながら研究・教育のネットワークを戦略的に構築し、EU・

deepened knowledge and understanding of the

欧州地域研究の世界的な拠点となることを目的として2009

EU and its neighboring countries will be

年に設立されました。EUという巨大な政治・経済の連合体を

indispensable to an understanding of the

抱える欧州が世界に及ぼす影響は極めて大きく、今後の国際

international community as a whole going

社会を理解するうえで、EUとその周辺諸国に関する知識と理

forward.

解を深めることは必要不可欠と考えられます。

The Organization tackles research in not only

本機構は、政治・経済、国際関係、法律など社会科学分野に留

the social sciences ﬁelds of political economy,

まらず、人文科学、歴史、バイオメディカルグリーンサイエンス

Center for Professional Legal Education and Research

international studies, and law, but also the

など環境や生命医科学などの理工系分野の研究も扱ってお

法務教育研究センター

humanities, history, and science and technology

り、
今後は日欧の文理融合の研究も目指していきます。

ﬁelds including environmental as well as

また、同じく2009年にはＥＵとの協働事業として、単独の大

biological

as

学で運営するものとしては日本国内で初めてで、かつ唯一の

Biomedical Green Science. There are also plans

EU Institute in Japan(EUIJ)をＥＵＩＪ早稲田として本機

for the organization to pursue research into

構を拠点に設置しました。ＥＵＩＪ早稲田では、ＥＵとの学

ﬁelds that integrate the humanities and sciences

術交流、研究者交流はもちろん、政界・官界・産業界そして広

within Europe and Japan.

く市民社会と連携し、
グローバルな課題に日本とＥＵが協働

In 2009, in the same year as the Organization

して取り組むための活動をすすめています。世界で活躍する

was founded, a cooperation project with the EU

人材の養成という本学の目標を実現するうえで大きな役割を

also saw the creation within the Organization of

果たすことはもちろん、早稲田とＥＵ、
日本とヨーロッパとの

EU Institute in Japan (EUIJ) Waseda, the ﬁrst EUIJ

大きな架け橋になるものと確信しています。

Europe

and

domestic

possesses

and
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and

extremely

medical

large

sciences

such

■Conceptualizing transnational law in a
globalized modern society

■グローバル化した現代社会において
トランスナショナルな法を構想

The Institute of Comparative Law was established in 1958 to

本研究所は日本と諸外国の法制を比較研究し、わが国の

compare the legal systems of Japan and other countries with an aim

法学教育および研究に寄与するとともに、世界の法学の

to contribute to legal education in Japan, as well as to the

発展に貢献することを目的として1958年に設立されま

development of legal studies worldwide. Since its establishment, it

した。以来資料収集整備に努め、特に諸外国の法令、判

has diligently gathered a sizable collection of resources, especially

例および法律関係雑誌の蓄積は、比類のない程度に達し

on foreign laws, judicial precedents and law-related magazines. The

ています。当研究所は、研究員の共同研究を推進する他、

research center promotes co-research between afﬁliate institutions

海外の協定校を通じて外国法の研究を進めるとともに、

to promote foreign law studies, and plays a key role in overseas

情報の海外への発信基地として機能しています。

Various research activities
多彩な研究活動

communication.

■Fostering outstanding legal professionals
through research and continuing education

http://www.waseda.jp/law-school/cpler/

and 4) strengthening ties with alumni by providing legal
information services for those in the legal profession.

The Center for Professional Legal Education and Research (CPLER) is
made up of the Research Department, Education Department, and

■研究や継続教育を通じ、優れた法律専門家を養成

External Relations Department. Its aim is to contribute to the

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

development of a society based on the rule of law and foster

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

outstanding legal professionals. The Center carries out work such as:

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

1) theoretical and applied research related to the practice of law, 2)

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

providing education on the practice of law at Waseda Law School as

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

well as carrier support for graduate students from it, 3) providing a

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

high level of professional education in terms of the legal profession,

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。

Building27 location of
the Institute s ofﬁce
センターの事務所を置く27号館
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Social Sciences

P20-21

-社会科学分野-

Research Institute of the Faculty of Commerce

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)
http://www.waseda.jp/foc/rifc/

商学学術院総合研究所

■Multifaceted research by two divisions with

■バックグラウンドの異なる2つの研究部門による
多角的な研究

different backgrounds

社会人教育風景

本研究センターでは、アジア太平洋を中心とする地域の歴

Paciﬁc region

史、政治、経済、産業、社会、文化および国際間の諸問題を、

is comprised of the Research Institute of Business

により構成され、商学学術院の研究活動の一層の発展と充

WIAPS is active in a wide range of interdisciplin-

グローバルかつ地域的な観点から学際的に研究していま

Administration and the WBS Research Center. It

実および研究成果の社会還元をめざしています。

ary research projects on diverse issues in the

す。アジア太平洋研究科専任教員が運営する研究部会、講

Asia-Paciﬁc region from a global and regional

演会、
シンポジウムおよび「アジア太平洋討究」等の出版活

perspective, including in the ﬁelds of history,

動を通じ、研究と教育のネットワーク構築を図り、世界トップ

politics, economics, industry, society, culture

レベルの研究者と互角の戦いができる質の高い成果の発

A seminar held by a
research panel from the
Institute

and international relations. Many research

信をめざしています。

セミナーの風景

activities of the Faculty of Commerce, and return
the research ﬁndings to society.

The Research Institute of Business Administration was founded in 1974 by the teaching staff of the Faculty of
Commerce, who established the Institute as researchers. As an institution connecting the industrial world with

当センター研究部会主催の

projects are conducted by WIAPS research
groups, and a variety of public lectures and

academia, the Institute researches advanced issues broadly related to business administration, using a

symposia detailing the results of these projects

multifaceted approach.

are offered by full-time faculty members of the

産業経営研究所は、1974年に商学部の教員を研究員として創設されました。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

Graduate School of Asia-Paciﬁc Studies. Results

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。

of these research projects are also published in
the Journal of Asia-Paciﬁc Studies. Through

WBS Research Center WBS研究センター
The WBS Center originated from the long-standing System Science Institute, and was set up as an independent

these activities, WIAPS aims to develop a center
of excellence and academic networks for

in 1997. The Center offers business education for adults, such as regional research on Asia and a range of

research and education in the Asia-Paciﬁc and

WIAPS research meeting,
opportunity for presentation
of researsh results

funded research and joint research programs. It aims to ﬁnd out speciﬁc measures for resolving the various

to contribute to the development of the region.

研究成果の発表の場である
WIAPS研究会

body of the International Administration Division in the Institute of Asia-Paciﬁc Studies, which was established

アーミテージ&ナイ
白熱討論（大隈講堂）

development of the rapidly growing Asia

本研究所は、産業経営研究所とWBS研究センターの2部門

Research Institute of Business Administration 産業経営研究所

Debate session with
Armitage and Nye

■成長著しいアジア太平洋地域の共生と発展に貢献

■Contributing to the coexistence and

The Research Institute of the Faculty of Commerce

aims to further develop and enhance the research
Business education class
for adults

http://web.waseda.jp/gsaps/

アジア太平洋研究センター

Journal of Asia-Paciﬁc Studies
当センターの紀要「アジア太平洋討究」

issues that occur in a business workplace, and obtain higher-level research ﬁndings that can be returned to the
education ﬁeld and society as a whole.
WBS研究センターは、長い歴史を持つシステム科学研究所を母体として、
アジアの地域研究や様々な受託研究・共同研究をはじめ社会人を

Organization for Japan-US Studies

対象としたビジネス教育を実施するために1997年に設置されたアジア太平洋研究センター国際経営部門が独立して設置されました。
ビジ
ネスの現場で起こる諸問題に対して、具体的な解決策を探り、
より質の高い研究成果を得ること、そして、得られた研究成果を教育の現場な

http://www.kikou.waseda.ac.jp/wojuss/

日米研究機構

らびに広く社会へ還元することを目的としています。

■Addressing emergent global issues from the
Japan-U.S. perspective

Center for Finance Research

Waseda
http://www.waseda.jp/wnfs/finance/

ファイナンス研究センター

University

and Cooperation: Designing New Japan-U.S.
Research and Roles. Within that, we now focus on

Organization

for

Japan-US

Studies (WOJUSS) is a collaborative research

intergovernmental rule-making in the Asia-Paciﬁc
region and the domestic political process.

institution on Japan-U.S. relations and global issues.
■Striving to become Japan s core research

Public Pension and Finance, and Study of the

institution for ﬁnance

Asian Financial Market.

The Center for Finance Research promotes

Cyber Trading Room
サイバートレーディングルーム

It also serves as a hub for scholars from multiple

■日米研究の視点からアジア太平洋の諸問題を追究

disciplines across the globe. Our research mission is

日米研究機構は、日米間に存在する諸課題の研究や日米が

to conduct comprehensive analysis on a common
■わが国のファイナンス分野の中核的研究機関を目指して

agencies and external research institutes and is

本研究センターでは、企業法人、官公庁、外部研究機関との

central

for

共同研究・受託研究を積極的に推進し、産学官連携の要と

stimulates

して、市場型ファイナンスのインフラに貢献することをめざ

洋秩序：日米の新しい研究と役割の構想」とい

innovation for next-generation ﬁnance with an

しています。
また、最新・最先端の研究成果を併設の大学院

う共通の研究テーマのもとに、日米関係を総

emphasis on human resource development and

ファイナンス研究科の教育プログラムに還元するリサーチ

合的に分析し、特に「アジア太平洋地域におけ

social contribution. The results of cutting-edge

＆エデュケーションの方針のもと、人材育成・社会貢献にも

るルールづくりと国内政治過程」に焦点を当て

educational

力点を置き、次代の金融イノベーション創出を志向していま

研究を進めています。

programs at the Graduate School of Finance,

す。2014年度は新たな研究プロジェクトとして「マクロファ

Accounting and Law. In ﬁscal 2014, the Center

イナンス」、
「公的年金とファイナンス」、
「アジア金融市場に

1

International symposium

will offer new research projects on Macroﬁnance,

関する研究」を実施しています。

2

Policy Seminar ポリシーセミナー

to

building

market-oriented

research

are
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the

ﬁnance.

often

infrastructure
Also,

applied

to

it

1

海外大学との連携（UBC、
カナダ）

共同して解決すべきグローバルな課題の研究等を対象と

co-research between corporations, government

project dubbed Asia-Paciﬁc Order of Competition

Joint events with
Universities overseas
（UBC Canada）

し、国内外から幅広い分野の研究者を結集できる組織とし
2

て設立されました。
「競争と協力のアジア太平

国際シンポジウム
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Science and
Engineering
理工学分野

Keiji Kimura, Professor, Faculty
of Science and Engineering
Researcher, Advanced Multicore Processor
Research Institute, Green Computing Systems
Research Organization

理工学術院

木村啓二 教授

グリーン・コンピューティング・システム研究機構
アドバンストマルチコアプロセッサ研究所 研究所員

computer systems today is power consumption

basically leaves the tasks to the

and subsequent heat generation. Although we

students. We hope that this will enable

have been able to raise the computational

the

capabilities of computers, we are hindered in other

knowledge and develop practical skills

areas such as power consumption and securing a

by carrying out research in corporation

physical space for cooling.

with researchers and professionals

In other words, what is being demanded now is

working in the front line of industry.

highly power-efﬁcient computing that can realize a

Nothing makes me happier than to

system with low power and energy consumption

see the students grow as researchers

while still maintaining advanced computational

and individuals through their activities

capabilities. A high level of power efﬁciency means

at the Center.

students

to

cultivate

expert

that an equivalent amount of energy is conserved,
which results in an eco-friendly computer system.

地球に優しいコンピュータとは？身近に応
用される技術を産官学が一体となって開発

The Green Computing Systems Research and

Proﬁle

プロフィール

Development Center is a facility for facilitating the
research

and

development

of

eco-friendly

する
環境に優しいコンピュータシステムの構築を目
指し、私たちは研究に取り組んでいます。現在の

computing systems and training necessary human

コンピュータシステムの課題のひとつは、消費電力とそれに

resources by working in collaboration with indus-

伴う発熱です。
コンピュータの計算能力を高めることはできま

try, government and academia. The Center aims to

すが、電力消費や物理的な冷却用のスペース確保などが足

input the ﬁndings of its research back into society.

枷になっています。逆に言えば、高い計算能力を維持したま

Some everyday examples of the Center s activities

ま、
システムの低消費電力かつ低エネルギー消費を実現した

include research on accelerat-

電力効率の高いコンピューティングがいま求められていると

ing the automotive engine

いうことです。電力効率が高いということは、その分だけエネ

He is researching on software cooperative processor

control and enhancing the

ルギー消費を抑えることになりますので、結果として地球に

architectures like malti-cores and many-cores and also

image processing capabilities

優しいコンピュータシステムになるわけです。

application Program on those archtectures.

of capsule endoscopy. We are

Professor Kimura graduated from the Faculty of
Science and Engineering at Waseda University in 1996,
and received his ph. D degree in 2001. After working
as an assistant, full-time lecturer and associate
professor at the Waseda University Faculty of Science
and Engineering, he got his carrent position in 2012.

1

1996年早稲田大学理工学部卒業、2001年同大学大学院理工学
研究科博士後期課程修了。博士（工学）。早稲田大学理工学部助
手、専任講師、准教授を経て、2012年より現職。

even working on extending

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

the charging interval of smart-

は、産官学連携で研究開発、および人材育成を行うために

phones.

設立された研究施設です。
この施設では、地球に優しいコン
ピュータシステムを産官学共同で研究開発し、それを社会

2

マルチコアプロセッサアーキテクチャに代表される先端的なマイ

Of course, Waseda students

に還元することを目的としています。私たちの身近なところ

also

the

でいえば、自動車エンジン制御の高速化や飲む内視鏡の画

クロプロセッサの構成方法、プロセッサとソフトウェアの協調動

Center s research, particularly

像処理能力の向上などがあります。
スマートフォンの充電間

作、および先端的マイクロプロセッサの能力を使いこなすアプリ

in

隔を長くするような研究も行っていますよ。

ケーションに関する研究を行う。

The Center determines a rough

get

involved

conducting

in

experiments.

plan for the experiment and

もちろん学生たちにも研究に参加してもらいます。特に実験
に取り組むときは、
大まかな方針を決めたら、
あとは学生たち

What is an eco-friendly computer? We are developing
technology applicable to daily life in collaboration

3

1

情報家電用8コアマルチコアRP-2
2

with industry, government and academia.
We are conducting our research with the aim of building an
eco-friendly computer system. One of the issues with

Low Power Consumer Electronics
8 core Homogeneous Multicore RP-2
Low Power Consumer Electronics
15 core Heterogeneous Multicore RP-X
情報家電用ヘトロジニアス15コアマルチコアRP-X

3

になるべく任せるようにしています。産業界の第一線で活躍
している方たちと肩を並べて研究に取り組むことで、専門的
な知識が養われ、実践力が鍛えられていくと考えているから
です。
彼らが成長する姿を見るのは、
この上ない喜びですね。

Evaluation Board of RP-X
RP-X評価ボード
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Science and Engineering

-理工学分野-

Green Computing Systems Research Organization
http://www.kikou.waseda.ac.jp/gcs/index.php

グリーン・コンピューティング・システム研究機構

■For Realizing an Eco-Friendly Low‒Carbon
Society

Waseda Research Institute for Science and Engineering

technology that consumes minimum power

The Green Computing Systems Research Organiza-

On the industry-academia joint research ﬂoors on

tion is a consortium of Waseda University organiza-

the 3rd and 4th ﬂoors, numerous researchers

tions (Advanced Multicore Processor Research

from joint research corporations are participating

Institute;

in

Computing

Laboratory;

the

research

as

Researcher,

■One of the largest research institutions for

activities between university and industry

Science and Engineering in Waseda

through solar power operation.

Perceptual

http://www.wise.sci.waseda.ac.jp/

理工学術院総合研究所

Visiting

(Waseda Innovation Network for Science and

The Waseda Research Institute for Science and

Technology (WINeST))3.Research communica-

Engineering includes two institutes: the Kagami

tion and outreach(e.g. Science Gallery).

Memorial

Research

Institute

for

Materials

Science and Technology; and the Research

■学内最大規模の理工系研究組織

Institute for Science and Engineering (RISE) for

本研究所は、社会との連携を図りつつ、学際研究を含む理工

organically and efﬁciently promoting basic and

学の基礎およびその応用に関する研究を有機的かつ効率的

applied research of science and engineering,

に推進するため、各務記念材料技術研究所、
および理工学研

Organization s mission is to contribute to the

including interdisciplinary studies, while estab-

究所の2 つの研究所を置いています。

creation of a sustainable global society. However,

lishing ties with society.

その他、①若手研究者育成事業（アーリーバードプログラム）

The Institutes also run independent and original

②産業界との交流活動（先端研究交流室/WINeST先端研究

research

者交流会）、③研究成果広報活動（サイエンスギャラリー）等、

Global Software Engineering Laboratory; and

Researcher, and Adjunct Researcher.

Global Robot Academia Laboratory) that are

The

Research

engaged in the research and development of
green ICT, in particular, research of the ultra-low

Green

Computing

Systems

power and high-performance many-core proces-

we also consider it our duty to train the junior

sor being promoted in collaboration with industry

researchers of Waseda University engaged in

and government. To carry out this research and

leading-edge joint research, into talents who will

development work, the Green Computing Systems

contribute to the development of creative

Research and Development Center was estab-

technologies as company researchers.

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

conducting green innovation research aimed at

■地球に優しい低炭素社会を実現するために

and commenced activities with Dr. Tokiji Ishikawa as its ﬁrst director. Initially the Laboratory mainly studied castings and casting

the realization of an eco-friendly and sustainable

グリーン・コンピューティング・システム研究機構は、環境に配

low-carbon society.

慮した持続可能な低炭素社会の実現に向けたグリーンイノ

ceramics and semiconductors in the industrial materials ﬁeld, the Laboratory also focused on enhancing research in these areas.

The server room on the 2nd ﬂoor of the Center is

ベーション研究を行う最先端の研究施設として、
グリーン・コン

Through this course of development, on October 21, 1988, in commemoration of the 50th anniversary of its founding, the Laboratory

equipped with two parallel computers which

ピューティング・システム研究開発センターを設立し、産官と連

possess the highest performance in the world.

携して研究を推進している、超低消費電力で高性能なメニーコ

lished as a leading-edge research facility for

support

activities,

including

the

following: 1.Program for Developing Young

総合研究所独自の研究支援活動も行っています。

Researchers (Early Bird Program), 2.Exchange

The Castings Research Laboratory was established in 1938 using funds donated by Koichiro Kagami and his son, Yoshiyuki Kagami;
materials, but as industrial technology progressed, it broadened the scope of its research to include the ﬁelds of plastic processing,
surface processing, powder metallurgy, and many others. Recognizing the growing importance of electronic materials such as

changed its name to the Kagami Memorial Research Institute for Material Science and Technology. It currently conducts diverse

Power is supplied to the 2nd ﬂoor server room

アプロセッサを中核とした、
グリーンＩＣＴ技術の研究開発を

from solar panels installed on the roof. Demonstra-

目的としている『アドバンストマルチコアプロセッサ研究所』
・

tion experiments are being conducted with the

『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

goal of realizing practical applications of computer

アリング研究所』
・
『グローバルロボットアカデミア研究所』が集
結して構成された組織です。

Building 40 (Green Computing Systems Research and Development Center)
40号館（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）

本センター２階のサーバールームには、世界最高性能の並列

research centered on core research and project studies.
本研究所は1938年、各務幸一郎氏・良幸氏父子のご寄付により、鋳物研究所として創立され、石川登喜治博士を初代所長に迎え、研究活動を開始
しました。当初は、鋳造および鋳物材料の研究が主体でしたが、その後の工業技術の発展に対応して塑性加工・表面加工・粉末冶金などの分野への
拡大、
さらには工業材料の分野ではセラミックスや半導体などの電子材料の重要性の増大に鑑み、
これらの分野の増強を図ってきました。
このよう
な経過により、1988年10月21日、創立50周年を契機に名称を「各務記念材料技術研究所」と改めました。現在は基幹研究とプロジェクト研究を中
核とした多様な研究が展開されています。

Waseda Research Institute for Science and Engineering

理工学研究所

The aim of the Institute is promoting basic and applied research of science and engineering, including interdisciplinary studies, while
establishing ties with society, and contributing to the development of science technology and the welfare of people. Its research activities

コンピュータを２台設置し、屋上に備えたソーラーパネルから、

are ﬁnanced externally, mainly by funded and joint research from industry and public organizations, and by grants from the University.

２階のサーバールームに電力を供給し、太陽光で駆動する低消

The external funds received by the Institute equate to roughly half of the total external funds for the entire university, making it the
center of research activities at Waseda. It currently has over 1,000 researcher staff from within and outside the University, including 14

費電力のコンピュータ技術の実用化へ向けて実証実験を行っ

professors as well as internal associate professors and junior researchers.

ています。

At present, the Institute is conducting around 100 projects in each research division on biology, the environment, science, and

３・４階の産学共同研究フロアでは、共同研究企業から多数の
研究者が、研究員・客員研究員・招聘研究員という様々な立場
で参画しています。

technology. It aims to publish the research ﬁndings of these projects and actively return them to society, through providing assistance
in holding lectures and introducing its various activities by publishing magazine. In this way, the Institute is facilitating the
development of young researchers and supporting a wide range of research activities.
理工学研究所の目的は、
「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」ことにあります。研究所の活動は、産業界・公的機関等からの受託・共同研究を中心とする外部資金と、大学からの交付金により展開されています。

更に、持続可能な地球社会の形成への貢献は本機構の使命で

本研究所が受け入れる外部資金は、本学全体の外部資金総額の約半数に相当し、まさに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。現在、14

すが、最先端の共同研究に取り組んだ本学の若手研究者が、企

名の研究重点教員ほか、学内兼任研究員、次席研究員等1000名を超える学内外の研究員が所属しています。

業の研究者として、独創的な技術開発に貢献していく人財にな
るように育成することも、本機構の務めであると考えています。
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バイオ系、エンバイラメント系、サイエンス系、テクノロジー系の各研究部門で約100のプロジェクト研究が行われているほか、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て、講演会の開催支援やムック本発行による本研究所の諸活動の紹介等、様々な研究支援活動と若手研究者の育成活動を
行っています。
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Science and Engineering

-理工学分野-

Global Information and Telecommunication Institute
http://www.gits.waseda.ac.jp/research/research_j.html

国際情報通信研究センター

■Contributing to the realization of an afﬂuent

Takuro Sato, Dean of GITI
佐藤拓朗 国際情報通信
研究センター所長

Institute for Nanoscience & Nanotechnology

■豊かで先進的な情報通信社会の実現に貢献

and sophisticated information and

近年、情報通信技術の発展を背景に社会活動の急速なグ

communications society

ローバル化が進みつつありますが、今後、
より豊かな情報化

http://www.all-nano.waseda.ac.jp/nano/index.html

ナノ理工学研究機構

■ナノテクノロジーの先端に挑む

■One-stop research center as a

ワンストップ型研究組織

nanotechnology frontier
The Institute for Nanoscience and Nanotechnology

ナノテクノロジー分野の研究活動を拡充し、対外的なワンス

is a one-stop research center as a nanotechnology

トップ機能を果たすことを目的に設置された機構です。クラス

frontier. Our Nanotechnology Research Center has

100のクリーンルームおよび化学系実験室等で構成する「ナノ

class-100 clean rooms and chemical experiment

テクノロジー研究センター」を有しており、最先端のナノ加工

The recent rapid pace of globalization against

社会を実現していくためには、情報通信技術のさらなる高度

the

information

化や情報通信を巡る経済的・社会的問題の解決が必要とさ

technology has brought to light the need to

れています。
この社会的要請に応えるべく、本研究センターで

rooms equipped with advanced nano-processing,

装置、計測装置、評価装置等を設置し、研究者および学生に最

resolve economic and social issues that stem

は、国内外の研究・教育機関と連携して活発な研究を展開す

measurement,

新の研究環境を提供しています。外部機関との連携を積極的

from its use. Responding to such social needs,

るとともに、情報通信を通じて国際社会に貢献しうる人材を

providing

a

に 行って お り、
「 ナノテ クノロ ジ ー プ ラットフォー ム 」や

the

育成しています。

state-of-the-art research environment. The Center

「GRENE」等の国家プロジェクトに参画し、社会人教育の実施

backdrop

Institute

of

advances

provides

in

active

research

in

collaboration with research and education
institutions in Japan and abroad, and develops
individuals who will contribute to the global
society through information communications.

and

evaluation

researchers

and

instruments,

students

with

actively collaborates with external organizations

や全国的共用プラットフォームの一員として活動するととも

participates in national projects such as the

に、
「６大学特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研

Nanotechnology Platform and GRENE (GREen

究プロジェクト」、
「4大学ナノ・マイクロファブリケーションコン

Network of Excellence) as an active member of the

ソーシアム」などの大学連携プロジェクトを展開しています。

Clean room
クリーンルーム内での
作業風景

nationwide shared platform and for continuing
education. It also participates in collaborative
Visitors from Jazan University,
Saudi Arabia（2013）
サウジアラビア ジャーザーン
大学来訪（2013年）

Internatinal Symposium
（2012）

projects with associated universities including A

国際シンポジウム（2012年）

challenge to new joining technology by Research
Institute cooperation and Academic Consortium
for

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

Nano

and

Micro

Fabrication

of

four

Universities .
http://www.waseda.jp/ipsrc/

■From Kyushu to the World:International-level

SEM images of mesoporous Pt rods prepared using
PAAM of 250nm in diameter

research center open to Asia

PAAMで作製した250ｍｍの直径のメソポーラス白金ロッド

Established in 2007, the Information, Production
and Systems Research Center has ﬁve departments
comprising of Overseas Partnership, Automobiles,
High School Partnership, Collaborative Research
and Social Contribution. It aims to become a global
top-level research center that is widely open to

Hardware development of PSO
algorithm
PSOアルゴリズムのハードウェア開発

Asia. The Center also endeavors to beneﬁt the
automobile and LSI industries by attracting more
young people to these research ﬁelds.

Book-reading robot
"Ninomiya-kun"
台本を読み聞かせるロボット
「二宮くん」

Fabrication of functional polyimer composite microchip for
electrophoresis
電気泳動分析用ポリマーマイクロチップの作製

■北九州から世界へ、
アジアに開かれた国際的水準の研究センター
本研究センターは2007年に設立され、海外連携部門、自動

Scanning Transmission
Electron Microscope

Olympic-Logo drawn by Electron
Beam Lithograph

車関連部門、高等学校等連携部門、共同研究部門、社会貢

STEM像

電子線描画装置で書いた
オリンピックロゴ

献部門の5つの部門を設けて事業を展開しています。自動
車産業やLSI産業に貢献し、海外協定大学との共同研究を
行うなど、アジアに開かれた国際的水準の研究センターを
めざします。その他、将来を担う若者、特に高校生に理工学
Autonomous platooning of
small EV

の面白さを伝える社会貢献にも努力しています。

DNA separation part fabricated by hot embossing

Sn‒O‒C composite material

ホットエンボス後のDNA分離機構部

スズ―酸素―炭素系複合材料

小型電気自動車の自律隊列走行
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Interdisciplinary
and Integrated
Research
学際・融合分野

A human science-based approach for resolving

precisely now, in the present day of an

issues is particularly relevant in an increasingly

increasingly complex society, when we

complex society

need to work together to resolve the

We cannot expect to resolve social issues using only a
itself is comprised of multiple elements. What we

Hiroko Kase, Professor,
Faculty of Human Sciences
Researcher, Advanced Research Center
for Human Sciences

人間科学学術院

issues we face?

singular approach, especially considering that society

加瀬裕子 教授

人間総合研究センター 研究所員

need is a human science-based approach; basically, a

社会が複雑化する今こそ、人間科学的なア
プローチで問題解決を

interdisciplinary approach. Actually, we naturally tend

私たちがなにか社会問題を解決しようとすると

to adopt a interdisciplinary approach when tackling

き、ひとつのアプローチだけでは解決できません。

certain issues. Nevertheless, academic research

というのは、社会自体が複数の要素で形成されて

remains vertically structured in its approach. The

いるからです。そこで必要になるのが人間科学的

Advanced Research Center for Human Sciences was

な、つまり学際的なアプローチです。事実、私たち

set up against this backdrop, and aims to create a

は、ある問題に取り組むとき、
自然と多角的なアプ

community of researchers who can utilize their

ローチを取り入れています。にもかかわらず、学術

respective expertise while conducting joint studies.

研究はいまだに縦割りのまま。
こうした状況を踏
まえ人間総合研究センターが設立されました。
こ

Proﬁle

プロフィール

One of my research areas is social work in an aging

こでは、それぞれの専門性を生かしながら共同研

society. Social work refers to the study of systems and

究を行う研究者のコミュニティーづくりを目指しています。

mechanisms for facilitating the independence of
people who no longer have any place to go. Actually,

私の研究分野のひとつに、高齢化社会におけるソーシャル

After graduation from the Japan College of Social

at our Graduate School, a class for aging study are

ワークがあります。
ソーシャルワークとは行き場を失った人た

Work, Professor Kase completed a Doctoral Course

conducted

of

ちの自立を促す制度や仕組みを研究することです。実際、大学

(ﬁrst semester) at the Japan Women s University.

architecture, emviornmental psychology and social

院では、建築学・環境心理学の教員と共同で授業を行い、
『福

After working as a social worker at the Musashino

work.

祉の視点からみた環境づくり』について考えるために、ストッ

Also, in order to enable the students to consider the

クホルムにある高齢者住宅や公共施設を訪問します。滞在期

topic

間は１週間です。この間、ハードとソフトが福祉にどう生かさ

City Welfare Public Corporation and a professor at
the Obirin University Faculty Management and
Policy she commenced her current position in 2004.
Professor Kase acquired a Doctorate in Human
Science through her research of dementia care

of

in

conjunction

creating

an

with

professors

environment

from

the

perspective of welfare, a one-week trip to Stockholm

れているのかを学びます。そして深夜まで討論を繰り広げる。

is arranged for the students to visit public facilities

建築学やリハビリテーション科学の研究生など参加者は十人

and housing for the elderly there.

十色です。重要なのは参加者全員が目標を明確化すること。な

During their week at Stockholm, the students learn

ぜなら、ひとつの目的に対して、様々な見地からアプローチす

management. Her speciality areas of research cover

how they can apply both hard and soft elements in

ることが問題解決に繋がることを体験して欲しいからです。

a wide range of themes in welfare for the elderly,

welfare, and discuss this and other topics well into the

including gerontology, social work for the aged, and

night. The diverse range of participants includes

人間科学は問題解決型のアプローチ手法です。ですが、研究

policies for community-based care.

research

and

者同士が連携しなければ、その良さは発揮されません。社会

rehabilitation science. All participants need to have a

が複雑化している今だからこそ手を取り合う必要があるので

clear view of their purpose for participating, as we

はないでしょうか。

日本社会事業大学社会福祉学部卒業、日本女子大学大学院博士
課程前期修了。武蔵野市福祉公社ソーシャルワーカー、桜美林大
学経営政策学部教授を経て、2004年から現職。認知症ケアマネ
ジメントの研究により、博士（人間科学）を取得。専門は老年学、高
齢者ソーシャルワーク、在宅ケア政策など、広く高齢者福祉を研究
テーマとする。

students

from

architecture

want them experience for themselves how one goal
can be approached from multiple perspectives and
subsequently lead to the resolution of an issue.
Human science is an approach used for problem
solving. So researchers need to work together in
order to get the most out of this approach. Isn t it

Published books
これまでに出版した書籍
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Interdisciplinary and Integrated Research

-学際・融合分野-

Advanced Research Center for Human Sciences

Institute for Sport Sciences
http://www.waseda.jp/human/archs/

人間総合研究センター

The research results presented at the Center are

■Research Project Contributing to the

http://www.waseda.jp/sports/ssrc/

スポーツ科学研究センター

■Chasing the Possibilities that Sports Bring to

に、その成果を広く社会に還元することを
目的として設立されました。研究・調査の実

Coexistence of Humanity, Society, and Nature

not just utilized for nurturing young researchers

To establish both a healthy and happy human

who will support the next generation, but are

The mission of this institute is to promote

施や研究成果の発信に加え、センターと他

lifestyle and a lifestyle that is proactive for

passed back into society. That s because we

interdisciplinary

sciences

機関を結ぶ窓口として門戸を広く開放する

society, Waseda University has founded the

believe our research is contributing to the

comprised of sport humanities, sports business,

ことで、学際領域としてのスポーツ科学研

Advanced Research Center for Human Sciences.

coexistence of humanity, society, and nature.

sports medicine, exercise science and coaching

究を促進し、研究成果の社会還元を実現し

science, by conducting high quality research,

ています。

In other words, the Center comprehensively and

Society

ﬁeld

of

sport

scientiﬁcally investigates, from the point of

■人間・社会・自然の共存に資する研究プロジェクト

exploring

human development, issues brought on by our

健康で幸せな人間生活と社会に積極的にかかわる生活、こ

disseminating new knowledge to the world.

existence as humans and the moves we make;

れらを確立するために人間総合研究センターは設立されま

and is also a Center for realizing a state of

した。言い換えるならば、われわれ人間の存在や行動に関す

■「スポーツ」が社会にもたらす可能性を追求

harmony

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

本研究センターは、スポーツ文化、スポーツビジネス、スポー

し、人間・社会・自然が調和した状態を実現するための研究

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

センターでもあります。

学研究領域における研究活動をより一層活性化するととも

between

humanity,

society,

and

nature.

breakthrough

knowledge,

Pitching motion analysis

and

投球動作分析の実施（春季キャンプにおける実験）

Deformation of softball when struck
打撃による軟式野球ボールの変形

The Center is characterized by its unique
research system. Three-year research projects

本センターの特徴は研究体制にあります。３年間の研究プロ

are advertised to promote the development of

ジェクトを公募して学際的な研究を展開しており、10件程度

interdisciplinary research, from which 10 or so

の研究プロジェクトが採択され、特色あるテーマに取り組ん

research projects are adopted, and approached

でいます。

with diverse themes.

また招聘研究員制度を活用することで、学外の研究機関と連
携して行う共同研究や受託研究などの研究場所としても機

Also, by making use of the adjunct researcher

能していますので、学外からも多くの研究者がプロジェクトに

system, the Center serves as the site for joint

参加しています。
これは研究者同士のコミュニティづくりにも

research and funded research conducted in

つながります。

collaboration

with

extramural

research
extramural

本研究センターで展開される研究の成果は、次代を担う若手

researchers are involved in research. This also

研究者の育成のためにフィードバックするだけではなく、社

leads to our researchers serving as builders of

会に還元していきます。
これは、人間・社会・自然の共存に資

the community.

する、
と考えているからです。

institutes,

therefore

many

Environmental Research Institute
http://www.waseda.jp/weri/

環境総合研究センター

■Industry, academia, and government working

■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

together with local residents for a realistic

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

approach towards the environment
Established in 2002, this institute promotes

をめざす研究推進体制を早稲田大学内に構築するため、

research to address increasingly severe and

2002年に開設された研究機関です。早稲田大学が持つ総

Waseda advanced
Electric micro Bus 3

complex global-scale environmental issues.

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

Maximizing Waseda s comprehensive research

で問題の解決に向けた研究開発を行うとともに、
「現実・現

早稲田大学が開発した
電動バスWEB-3

capabilities,

物・現場」のなかで研究開発の成果を実証する実践的アプ

the

institute

adopts

an

integrated-discipline and empirical approach to
R&D. Our concept of approach is:

ローチにも積極的に取り組んでいます。

Realistic

solutions for real issues in real situations.

W-BRIDGE Tanzania Project
W-BRIDGEタンザニアプロジェクト

Measurement of visual line
視線の動きの測定

Biomass investigation of Indonesian forest
インドネシア森林バイオマス調査
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Engine evaluation
research Lab.

Solar energy research
plant

エンジン燃焼実験室

太陽エネルギー実験施設

WASEDA UNIVERSITY RESEARCH ACTIVITIES -31-

■早稲田大学 研究活動紹介2014

P32-33

Interdisciplinary and Integrated Research

Other Research Organizations -その他の研究組織-

-学際・融合分野-

Center for Advanced Biomedical Sciences : TWIns, Waseda.
http://www.twins.sci.waseda.ac.jp/

先端生命医科学センター：TWIns（ツインズ）

Rat robot for behavior
survey of small animals
小動物の行動調査のための
ラット形ロボット

■Center for promoting collaboration in
next-generation medical and science
engineering
Waseda University and the Tokyo Women's Medical
University collaborated in the ﬁelds of artiﬁcial hearts and
biometrics 40 years ago, and since then has accumulated
shared research and knowhow on medicine and science
engineering. So as to further develop these ﬁelds and
ﬁndings and to carry out research for creating new academic
areas in bioscience and medical engineering, in 2008 the Waseda
University Center for Advanced Biomedical Sciences was
established in the Tokyo Women's Medical University-Waseda
University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences
(TWIns). Through the combination of different ﬁelds and fusion of
technology, this Center endeavors to develop preventative
technology for illnesses and new medicine for intractable
diseases, and in doing so, also train human resources that will
lead the way in next-generation medicine.

■次世代医理工連携推進の拠点
協力し、医学と理工学の共同研究ノウハウを蓄積してきました。これら
をさらに発展させ、生命科学・医工学分野での新たな学問領域の創出
をめざす研究に取り組むため、2008年に東京女子医科大学との連携

アジア研究機構
第10回国際シンポジウム報告書

著者直筆と伝わる
イブン・ハルドゥーン自伝の写本
（トルコ・スレイマニイェ図書館蔵）、
共同研究の一環として日本語訳を
おこなっている
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WIAS was established with the aim of increasing

し、優秀な若手研究者の育成を図るために設立されました。分野

the volume, quality, scope and international

を限定せず、文理の枠を超えて広く世界から集った人材が、学内
のどの教育組織にも属さず自立した環境で研究に専念していま

施設（TWIns）」に早稲田大学先端生命医科学センターを設立しまし

University

た。本センターでは、異分野の組み合わせや技術の融合によって、今ま

researchers,

all

たな領域を切り開く、独創的で先進的な研究活動を行うことが可

で治らなかった病気に対する新しい医療や病気の予防技術への挑戦

disciplines. WIAS researchers are provided with

能です。限られた任期期間中、高等研究所の研究員は各種競争

good research environment in which they pursue

的資金への申請、論文投稿や学会発表などによる成果発信、月

を通し、次世代の医療を担う人材の育成に取り組んでいます。

Visualization of blood ﬂow

TWInsの外観

血流の可視化実験の様子

by

nurturing

recruited

promising

worldwide

young

from

their research as being independent from other

例研究会での発表やセミナーの企画運営が求められる一方、

departments and schools of Waseda University.

キャリア形成として各学術院等との連携により教育活動に携わる

They undertake creative advanced researches to

機会を提供されています。任期終了後は、主に大学の専任教員や

identify issues for the future and carve out new

企業・研究機関の研究員としての職を得て巣立っていきます。

ﬁelds
The exterior of TWIns

of

study

through

interdisciplinary

分野を超えた研究者交流

are expected to apply for various competitive
成果発信と
アウトリーチ活動
Dissemination of
research achievements
and outreach
initiatives

research funds and disseminate their research
http://www.kikou.waseda.ac.jp/asia/

the Board in Asian Studies. We are determined to make
a full commitment to peace in Asia and in the world.

results through papers and presentations during
their

appointments.

Also,

they

have

the

obligations to operate and manage academic
conferences

and

seminars,

and

make

presentation at a monthly workshop. For the

本機構は、過去1世紀以上にもわたる早稲田大学とアジアとの友好関係

purpose of career development, WIAS offers

を基盤に、いかに「アジア市民」としての共通の価値観を生み出せるか

opportunities for the researchers to engage in

的としています。学内のアジア研究を支援する一方で、アジア研究におけ
る「知の共創」を掲げ、国内をはじめ世界における拠点創出をめざし、積

自立的な
研究への専念
Independent
research
教育活動の
機会の提供
Educational
experience
若手研究者
Young
researchers
学内の
研究組織との連携
Collaboration with
internal research
organizations

分野を超えた
研究交流
Interdisciplinary
research exchanges

a

■アジア研究における知の共創

というテーマに挑戦し、アジア研究の未来を戦略的に切り開くことを目

若手研究者育成の枠組み

研究費獲得
Acquire
research funds

with the departments and schools across Waseda
University. After spending a few years of their

を研究者はもとより、学生、そして、広く社会に還元するのが、学内で開

次世代の研究者育成とともに、本研究所は先端研究に携わる

appointments at WIAS with plentiful experience,

人々が交流するグローバルなアカデミック・コミュニティの形成

かれる「OAS 国際シンポジウム」、
「アジアセミナー」であり、当機構刊行

the researchers obtain full-time positions at

にも取り組んでいます。国際的な研究業績を持つ海外の研究者

の「ワセダアジアレビュー」です。当機構は、アジアと世界の平和で豊か

universities or at research institutions.

を訪問研究者として受け入れ、大学内での講義・セミナーの実施

In

next-generation

け てい る ほ か 、海 外 の 大 学 や 研 究 機 関 との 研 究 交 流 協 定

researchers, WIAS has been building a global

（MOU）締結や、世界各国における大学が設置する高等研究所

academic community allowing leading-edge

などとの国際的な連携により、先端的なテーマの研究を推進して

researchers to interact with one another. WIAS

います。

な未来を築くために貢献する決意です。

become the core organization for Islamic studies in Japan.

等を通じて若手研究者や教員、大学院生などとの交流機会を設

addition

to

developing

as visiting fellows and they interact with young

イスラーム地域研究とは、現代問題への歴史的なアプローチと地域間比

researches, faculty and graduate students of the

較の手法を活用することにより、イスラームとイスラーム文明に関する実

university through lectures and seminars held by

証的な知の体系を築くことを目的とする新たな研究分野です。

WIAS as well as Waseda University. WIAS has also

を結ぶネットワーク型の組織を形成し、5拠点が一体となった共同研究
を実施しています。

WIAS Promising
Researchers
高等研究所研究員

accepts distinguished researchers from abroad

■イスラーム文明に関する実証的な知の体系を築く

本機構を中心拠点に東京大学・上智大学・京都大学・東洋文庫の各拠点

Young researcher
development activities

educational activities as well in collaboration

極的にネットワーク形成の活動を行います。また、これらの活動の成果

http://www.kikou.waseda.ac.jp/ias/

Interdisciplinary
Interaction

interactions with other researchers. All WIAS
researchers are on ﬁxed-term appointments and

イスラーム地域研究機構

A Manuscript of the
Autobiography by Ibn
Khaldun（Süleymaniye
Library）
. We are translating
it into Japanese as a part
of joint research

高等研究所は、早稲田大学が世界最高水準の研究大学をめざ

Great Leap Forward into the World

す。分野を超えた相互交流を通じて、将来的課題を掘り起こし新

Organization for Islamic Area Studies

■Building a framework of empirical
knowledge on Islam and Islamic civilization
Islamic Area Studies is a new research ﬁeld with the goal of
amassing a body of empirical knowledge on Islam and
Islamic civilization, emphasizing both comparative regional
studies and an historical approach to contemporary issues.
Our organization is characterized by a joint research
network, which consists of ﬁve research centers located at
the University of Tokyo, Sophia University, Kyoto University,
the Toyo Bunko (Oriental Library) and Waseda University.
In 2008, the Minister of Education accredited our
organization as a Joint Usage/Research Center, where
scholars could come and join from across the nation; it has

■若手研究者の飛躍を支え、世界につながる研究拠点

■Research Platform for Promising Researchers

proﬁle of the research activities at Waseda

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

アジア研究機構

The Report of the 10th
International Symposium
of Organization for Asian
Studies

http: //www.waseda.jp/wias/

高等研究所

本学と東京女子医科大学は40年前より人工心臓や生体計測の分野で

Organization for Asian Studies（OAS）

■Creation of Knowledge Across the Board in
Asian Studies
With a history dating back more than a century of sharing
profound relationships with other Asian nations, we aim to
produce common values as Asian citizens and pave a
new path for the future of Asia. While supporting
Asia-related researches at home, we seek to extend our
existing connections with other institutes across the globe
and obtain world recognition as the premier institute in
Asian Studies. For this purpose, we hold OAS International
Symposium , a series of public lectures called Asia
Seminars and publish Waseda Asia Review to provide
an opportunity for both students and the general public to
take part in the process of Creation of Knowledge Across

Waseda Institute for Advanced Study (WIAS)

signed a memorandum of understanding (MOU)
with

research

institutes

overseas,

and

本機構は、全国の研究者が集う場として2008年度から文部科学大臣に

collaborated with institutes for advanced studies

よる共同利用・共同研究拠点としての認定を受けました。2013年度に

within universities around the world to further

は再認定を受け、引き続き我が国全体のイスラーム地域研究の中核を

enhance cutting-edge research.

担っていきます。
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Other Research Organizations -その他の研究組織-

Organization for University Research Initiatives

Comprehensive Research Organization
http://www.kikou.waseda.ac.jp/jyuten/

重点領域研究機構

■Promoting key research initiatives through a
top-down approach according to Waseda
University s strategy
Waseda University, aiming to become an
international
research
university,
has
a
responsibility to contribute to the resolution of 21st
century global issues through leading academic
studies and research. To this end, at Waseda we
have positioned our key research initiatives to be
research which take campus-wide approach by
transcending beyond the framework of faculties
and research organizations and bringing together
researchers from various disciplines, while
leveraging our strengths and transforming our
weaknesses into strengths.
Based on the needs of society, as well as the
ﬁndings of the analysis of Waseda University s
strengths and weaknesses, research which
satisﬁes our aims is selected according to the key
initiatives that are established on the basis of
Waseda University s research strategy. The
Organization for University Research Initiatives
carries out these robust research activities with
support from the university.

Key Research Initiatives (FY2014)

Through promoting key research initiatives, the
Organization will bring invigoration our
university s research, including human resources
development; and establish an independent and
sustainable research organization by, among
other means, acquiring new external research
funds. Furthermore, we will contribute to realizing
an even better society by making our research

■Project research institutes: bottom-up

outcomes applicable to the greater society.

more

The Comprehensive Research Organization

research activities springing from

coordinates the wide range of Project Research

unrestricted ideas of researchers

Institutes, as well as providing them support

The Project Research Institutes launched in

and facilitating the visibility and outreach of

2000, as a new form of research activity at

their research outcomes.

Waseda

University.

The

Project

Research

Institutes are comprised of a core staff of four or
full-time

faculty

members

from

all

■研究者の自由な発想によるボトムアップ型の
研究活動、
「プロジェクト研究所」

disciplines. The Project Research Institutes are

早稲田大学における新しい研究活動の形態として、
「プロ

■大学の戦略によるトップダウン型、重点領域研究の推進

set up as limited-time events in order to

ジェクト研究所」は2000年に発足しました。
プロジェクト研

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

promote unrestricted and ﬂexible research

究所は、所属する学術院を問わず4名以上の専任教員が中

献することは、国際研究大学を目指す本学の責務と言えます。早稲

activities, especially research activities based on

核となり、自由で柔軟な研究活動、
とりわけ社会連携にもと

societal collaboration. Such a format enables

づく研究活動を促すために時限的に設置されます。そのた

田大学は、そのために全学的な視点で学術院・研究機構等の枠を
超えて研究者が結集し、本学の「強み」を活かし、
「弱み」を「強み」
に変えうる研究を、本学の重点領域研究として位置づけています。
社会的要請や本学の「強み」
・
「弱み」の分析結果、本学の研究戦略
に基づき設定された重点領域のもと、趣旨を満たす研究を選定

Waseda University to quickly catch up with the

め、社会と時代のニーズをいち早くキャッチアップし、
さまざ

needs of society and the times, making possible

まな学問領域を横断する多面的なアプローチが可能です。

a variety of approaches to cross-disciplinary and

し、大学の支援を受けながら本機構において活発な研究活動を展

multifaceted research. At present, more than

開しています。

現在では120以上のプロジェクト研究所が設置されており、
「研究の早稲田」を担う重要な存在となっています。

120 Project Research Institutes have been

総合研究機構は、
このような多種多様なプロジェクト研究所

重点領域研究の推進を通して、人材育成を含む本学の研究の活性

established, playing important roles in Waseda

を調整し、各研究所の支援や研究成果の広報活動などを

化を行い、新たな外部研究資金の獲得等を通した自立性・持続性

as a research university.

担っています。

のある研究体制を確立します。さらに、研究成果を広く社会に還元
することで、
よりよい社会の実現に貢献します。

重点領域研究（2014年度実施）

Asian synergy in the global context 地球の中でのアジアの共生
●アジアにおける共生型サービスビジネスモデルの探求
（太田正孝

http://www.kikou.waseda.ac.jp/

総合研究機構

Outside

Within

学外

学内

Corporations

商学学術院教授）

●文明移動としての
「仏教」からみた東アジア世界の歴史的差異と共生の研究（新川登亀男

文学学術院教授）

●アジアにおけるムスリム・マイノリティと非ムスリム・マジョリティの共生に関する国際比較研究
（小島宏

Undergraduate

企業・民間団体

社会科学総合学術院教授）

学部

Basic science as the foundation for future development 数理・物理等基礎科学を中心とした未来開拓科学
●非線形偏微分方程式研究
（柴田良弘
●光と物質の相互作用

理工学術院教授）

Government

−基礎物理からデバイス応用まで−（多辺由佳 理工学術院教授）

●最先端宇宙科学観測による新たな宇宙像の探究−世界レベルの宇宙科学観測・技術融合センターの設立−
（鳥居祥二

理工学術院教授）

行政

Reconstruction from major disasters and construction of new social systems 大規模災害からの復興と新社会システムの構築

Participation
Collaboration

●インフラ・防災系復興研究プロジェクト

連携

東北地方太平洋沖地震津波の被災分析と復興方略研究（柴山知也 理工学術院教授）
東日本大震災復旧・復興に向けた環境診断および対策技術の提言（香村一夫 理工学術院教授）
●都市計画・社会システム系復興研究プロジェクト

文化遺産から学ぶ自然思想と調和した未来型復興住宅・都市計画に関する総合研究（中川武 理工学術院教授）

大学院

他大学

Interdisciplinary research hub

大規模災害への復元力のある新たなグローバル社会システムの再構築（早田宰 社会科学総合学術院教授）

evolving through collaboration

Bioscience, physical biology, nanobiotechnology, biotech imaging, and chemical biology
「課題設定型重点領域研究」バイオサイエンス、
フィジカルバイオロジー、ナノバイオテクノロジー、バイオイメージング、ケミカルバイオロジー
理工学術院教授）

Other Research
Institutions

コラボレーションで

Research
Institutes/Center

進化する学際的研究拠点

研究所・センター

学外研究機関

Support

Paradigm shifts in a super-aged society 超高齢社会におけるパラダイムシフト
●超高齢社会の到来を見据えたアクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究
（樋口満

支援

スポーツ科学学術院教授）

Development in comprehensive agriculture, forestry, and ﬁshery industry studies 生産からサービスまでを見据えた融合型農林水産学の展開

-34- WASEDA UNIVERSITY RESEARCH ACTIVITIES

Graduate School

Other Universities

早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト
（須網隆夫 法学学術院教授）

●持続型の食料供給体系―農学・バイオ・社会科学の学際・融合研究体制を基礎として―（天野正博

参加

プロジェクト研究所

複合巨大クライシスの原因・影響・対策・復興に関する研究：原子力災害とリスクガバナンス
（松岡俊二 国際学術院教授）

●早稲田バイオサイエンス国際共同研究拠点の形成
（石渡信一

Project Research
Institutes

人間科学学術院教授）

Comprehensive Research Organization
総合研究機構
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Waseda University Research Network
早稲田大学研究ネットワーク
Domestic Network

Honjo campus
本庄キャンパス

Waseda campus

GERMANY

U.S.-Japan Research Institute (USJI)

European Center in Bonn

Washington D.C. (Headquarters)

Poppelsdorfer Allee 110, 53115 Bonn, Germany

1875 I Street NW, Suite 512, Washington, DC 20006

Tel : +49-228-7669620

Tel : +1-202-775-4161

Fax : +49-228-7669621

Fax : +1-202-775-4165

E-mail : bonn-ofﬁce@list.waseda.jp

E-mail: usjp@us-jpri.org
※It has been jointly-established in Washington D.C. as the U.S. 501(C)(3)NPO.

早稲田キャンパス

5大学共同でワシントンD.C.に米国NPO・免税団体として設立

FRANCE
Paris Ofﬁce
Nishi-waseda campus
西早稲田キャンパス

Tokorozawa campus
所沢キャンパス

Sciences Po

CHINA

27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex 07 France

Beijing Ofﬁce (Beijing Education and Research Center)

Tel : +33-1-45-49-77-67

Ziyuan Da Sha 702 shi, Bei Da Jie 151 Hao, 100080 Zhong Guan Cun

Fax : +33-1-45-49-77-61

Hai Dian Qu, Beijing, People s Republic of China

E-mail : paris-ofﬁce@list.waseda.jp

Tel : +86-10-5887-6701
Fax : +86-10-5887-6702

U.S.A.
Nihonbashi campus
日本橋キャンパス

E-mail : beijing-ofﬁce@list.waseda.jp

San Francisco Ofﬁce（WASEDA USA）
44 Montgomery Street, Suite 2440, San Francisco, CA 94104

Shanghai Ofﬁce (Shanghai Education and Research Center)

Tel : +1-415-693-9286

5F, Training Center, Fudan University School of Journalism

Fax : +1-415-693-9287

No.400, Guoding Rd.,

E-mail : infosf@wasedausa.org

Yangpu District, Shanghai, 200433, People s Republic of China

Kitakyushu campus

Tel : +86-21-6510-0099

北九州キャンパス

Higashi-fushimi campus

Kikuicho campus

Toyama campus

東伏見キャンパス

喜久井町キャンパス

戸山キャンパス

Global Network

New York Ofﬁce（WASEDA USA）

Fax ： +86-21-6510-8596

One Grand Central Place,

E-mail : shanghai-ofﬁce@list.waseda.jp

60 East 42nd Street, Suite 1634,
New York, N.Y., 10165 U.S.A.

TAIWAN

TEL/FAX : +1-646-360-3805

Taipei Ofﬁce (International Center Taipei)

E-mail : infony@wasedausa.org

5F, Shin Kong Life Bldg., 123, Sec. 2, Nanking East Rd., Taipei, Taiwan, 104
Tel : +886-2-2507-4501
FAX ： +886-2-2507-4882
E-mail: taipei-ofﬁce@list.waseda.jp

Paris Ofﬁce

THAILAND

Shanghai Ofﬁce

パリオフィス

Beijing Ofﬁce

Bangkok Ofﬁce / Waseda Education (Thailand)

上海オフィス

北京オフィス

195 Empire Tower, 15th Floor, Room 1511-1512
South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok 10120 Lift No. 27, 28, 31, 32
Tel : +66-2-6703456
Fax : +66-2-6703460

New York Ofﬁce

Taipei Ofﬁce

ニューヨークオフィス

台北オフィス

E-mail : wet@list.waseda.jp

San Francisco Ofﬁce
サンフランシスコオフィス

European Center in Bonn

SINGAPORE

ヨーロッパセンター（ボン）

Singapore Ofﬁce
57 West coast Road, Singapore 127366
Tel : +65-6771-8185
Fax : +65-6773-2951
E-mail : singapore-waseda@list.waseda.jp

U.S.-Japan Research Institute (USJI)
日米研究インスティテュート

Waseda Bioscience Research Institute in Singapore (WABIOS)
11 Biopolis Way, #05-01/02 Helios,
Singapore 138667
Tel : +65-6478-9721
Fax : +65-6478-9416
Singapore Ofﬁce
シンガポールオフィス

Waseda Bioscience Research
Institute in Singapore(WABIOS)

Bangkok Ofﬁce

E-mail : wabios@list.waseda.jp

バンコクオフィス

早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所
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Commitment to Research Ethics
研究倫理に対する取り組み

Out charter, guideline, and other rules

Research Promotion Division

憲章・規程等の制定

研究推進部

Accounting Center
（Acceptance Inspection Ofﬁce）

Waseda University Academic Research
Ethics Charter

アカウンティングセンター（検収担当）

学術研究倫理憲章

Strategic acquisition and focused
distribution of research funding
研究費の戦略的獲得・重点的配分

Checking of received goods
物品の納品チェック等

Guidelines Regarding Academic
Research Ethics
学術研究倫理に係るガイドライン

Internal Audit Ofﬁce
（Internal Audit Division）
監査室（内部監査部門）

Regular internal audits of
public research funds

Research budget management and
adjustment
研究費予算の管理・調整

Support and consultation related to
research fouding enforcement
研究費執行に係る支援・相談

Rules for Prevention of Misconduct
Regarding Research Activities
研究活動に係る不正防止に関する規程

Development and implementation
of preventive measures against
fraudulent use of research funding
研究費不正防止対策の策定・実施

公的研究資金の定期的な内部監査

The Academic Research Ethical
Review Committee

Newly-appointed faculty seminar
新任専任教員セミナー

学術研究倫理委員会

Online consultation
Course on research ethics for students

WEB相談窓口

学生対象研究倫理科目

On-demand training for researchers
研究者向けオンデマンド研修

Building of research support system
研究サポートシステムの構築

Holding of lectures and other meetings

Guide for Research Grant

講演会等の開催

研究助成ガイド

Research Information and Resources
早稲田大学の研究に関する情報
Researcher Database 研究者データベース
日本語

https://www.wnp7.waseda.jp/Rdb/app/ip/ipi0201.html

ENGLISH

https://www.wnp7.waseda.jp/Rdb/app/ip/ipi0201.html?lang̲kbn=1

Web Magazines 研究情報WEBマガジン
日本語

http://www.waseda.jp/rps/information/magazine/index.html

ENGLISH

http://www.waseda.jp/rps/en/information/magazine/index.html

Contacts 関連連絡先
Research Collaboration and Promotion Center（Waseda TLO）／産学官研究推進センター
（承認TLO）
Contact-tlo@list.waseda.jp
Ofﬁce of information and Public Relations／広報室
koho@list.waseda.jp
International Ofﬁce／国際課
Intl-ac@list.waseda.jp
Center for International Education（CIE）
／留学センター
http://www.cie-waseda.jp/jp/
cie@list.waseda.jp
International Admissions Ofﬁce
（IAO）Admissions Center／入学センター国際アドミッションズ・オフィス
http://web.waseda.jp/admission/
adm-iao@list.waseda.jp
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Waseda University Research Promotion Division
1-104 Totsukamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-8050, JAPAN
TEL +81-3-5272-4637 / +81-3-3202-2568
FAX +81-3-5286-8380
早稲田大学
〒169-8050

研究推進部
東京都新宿区戸塚町1-104

TEL 03-5272-4637 / 03-3202-2568
FAX 03-5286-8380

発行日
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◆Data on Research Activities

研究活動データ

Transition of Acquired Research Funds
受入研究費の推移
Million
（￥）

in Millions of Yen
（￥）

10,000

Speciﬁed Donations
指定寄付金

Research Grants

8,000

研究助成金

Joint Research
共同研究

6,000

Contract Research
受託研究

4,000

Subsidies

Subsidies
補助金

Contract Research
受託研究

Joint Research
共同研究

Research Grants
研究助成金 ※1

2008

2009

2010

2011

2012

4,361

5,554

4,649

5,220

5,449

4,431

2,770

3,336

2,468

2,964

572

915

620

685

731

53

109

86

142

152

406

351

328

402

336

9,823

9,699

9,019

8,917

9,632

補助金

Speciﬁed Donations
指定寄付金 ※2

2,000

Total
合計
0
2008

2009

2010

2011

※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

2012

※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付金

Collaboration with External Organizations（Contract Research/Joint Research）
受託研究・共同研究における学外機関との提携状況
Million
（￥）

Number
（件数）

6,000

600

in Millions of Yen
（￥）

Private Research
Fund

5,000

500

民間研究費

Public Research

Number of
Public Research Programs

2008

2009

2010

2011

2012

246

192

185

229

219

￥3,927

￥2,613

￥2,907

￥2,184

￥2,665

433

478

438

457

502

￥1,076

￥1,072

￥1,049

￥ 969

￥1,030

2008

2009

2010

公的研究件数

Fund
4,000

400

公的研究費

Number of
3,000

300

Private Research
Programs
民間研究件数

2,000

Public Research Fund
公的研究費

200

Number of

Number of
Private Research Programs
民間研究件数

Public Research
1,000

100

Programs

Private Research Fund

公的研究件数

民間研究費

0
2008

2009

2010

2011

2012

Main Achievements of TLO Activities
TLO活動報告
Number
（件数）

in Millions of Yen
（￥）

160

Domestic
国内

140

Overseas

Number of Invention Cases
届出のあった発明件数

2011

2012

142

117

147

120

121

78

73

105

82

92

39

39

65

61

76

45

17

28

35

30

12

20

22

22

31

70

75

64

83

63

￥16,809

￥ 7,634

￥ 9,396

海外

120
100

Techonlogy

Number of Patent
Applications（Domestic）

Transfer

特許出願数（国内）

技術転移契約数

80

Number of
Invention Cases

60

届出のあった
発明件数

40

Number of Technical Rights
（Domestic）
権利化数（国内）

Number of Patent
Applications（Overseas）
特許出願数（外国）

20
技術移転契約数

権利化数

特許出願数

技術移転契約数

権利化数

特許出願数

技術移転契約数

権利化数

特許出願数

技術移転契約数

権利化数

特許出願数

2008

Technology Transfer

Technical Rights

Patent Applications

0

Number of Technical Rights
（Overseas）
権利化数（外国）

Technology Transfer
技術移転契約数

Total income of TLO Activities
実施料収入
2009

2010

2011

2012

￥ 5,484 ￥13,759
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概況報告

Enrollment:53,576
（as of 2013 May）

Faculty:5,455 and Staff:1,264
（as of 2013 May）

学生数

教職員数

Undergraduates:44,295

Faculty 教員
Full-time:2,137 専任 ／ Part-time:3,318 非常勤

学部生

Graduate Students
（Master s Program）
:7,228

修士課程

Graduate Students
（Doctoral Program）
:2,053

博士後期課程

Staff 職員
Full-time:819 専任 ／ Part-time:445 非常勤

Finance
（USD1=JPY94/2012）

Global Network
（as of 2013 May）

財務

グローバル・ネットワーク

Income：approx. JPY98 Billion（approx.USD1,038 Million） 収入

Exchange Agreements:354

Expense：approx. JPY94 Billion（approx.USD1,003Million） 支出

Partner Institutions:418

交換協定数
海外協定校および機関数

Countries:77

協定国

Financial Assistance
（Academic Year2012）

Faculty Exchange（Academic Year 2012）

奨学金

国際的な研究交流

Financial Assistance：approx. JPY16.0 Billion
（approx.USD171 Million）

交付額

Number of Recipients：23,638

Overseas Scholars at Waseda:261

外国人研究者

International Student Enrollment
（Academic year 2013）
外国人留学生

Abroad Category

留学生カテゴリー別海外留学生数

海外派遣教員

交付人数

Waseda Student Studying Abroad
海外留学生
（Academic year 2013）
◆Study

Waseda Faculty Going Abroad:3,886

◆Academic

Level 学位別内訳

Number
（人数）

312

Exchange 交換

551

TSA/ISA※

67

Double Degree ダブルデグリー

154

Privately Financed 私費留学

1,084

Total 合計

◆Region

ISA（Individualized Studies Abroad）
プログラム

Number
（人数）

Undergraduate 学部生

1,552

Asia アジア

Graduate 大学院生

2,000

Middle East 中東

32

Master s 修士課程 1,403

Europe ヨーロッパ

214

Doctoral 博士後期課程 450

North America 北アメリカ

201

Non Degree 科目履修生 147

Central and South America 中・南アメリカ

28

Africa アフリカ

25

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

※TSA（Thematic Studies Abroad）
プログラム

of Origin 出身地域別内訳

Number
（人数）

3,743

Total 合計

◆Data of Waseda University Library

191

3,220

23

Oceania オセアニア

3,743

Total 合計

数字で見る早稲田大学図書館

Wasada University Library is one of the most extensive private university libraries in the country. The library has a long history started in 1882
when the University was originally founded as Tokyo Senmon Gakko. Wasada University Library consists of 23 libraries including the Central
Library, Campus Libraries, School Libraries, and Student Reading Rooms.
早稲田大学図書館は、東京専門学校の図書室設置（1882年）以来、125年をこえる歴史をもち、国内の大学のなかでも有数の規模を誇る図書館です。学内には中央図書館をはじめ、4つの
キャンパス図書館（高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館）や、学生読書室、教員図書室など、数々の図書館・図書室があり、
これらを総称して「早稲田大学図書
館」
と呼んでいます。

AS of 2012
2012年度データ

5,624,351 冊

54,476 種

and 2,038,497 foreign books.

magazines and 19,891 foreign magazines

reading rooms and libraries.

雑誌タイトル数（内訳）
：和書34,585冊

すべての図書館、読書室の閲覧席総数

Total number of books. 3,585,854 Japanese books
総蔵書数（内訳）
：和書3,585,854冊

約

洋書2,038,497冊

34,883 タイトル

Number of electronic journals.
電子ジャーナルのタイトル数

Number of magazine titles. 34,585 Japanese
洋書19,891冊

5,083 席

Number of reading seats in all

2,070,760 人

841,367冊

54,848 m

年間の利用者数

年間の総貸出数

すべての図書館、読書室の総面積

Annual number of users.

Annual number of lending books.

2

Total area of reading rooms and libraries.

