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　研究、教育、社会貢献が大学の３つの使命と

されていますが、研究は大学にとって教育と社

会貢献の基盤をなす重要な活動です。本学で

は学術研究推進センター（Center for Academic 

Research Promotion、以下CARP）が研究推進の

シンクタンクとなり、学内に設置されている研

究所と研究センター等の活動や、個々の研究者

の研究費取得のサポートを行うなど、研究の要

となる役割を果たしています。CARP傘下には、

本学が経常経費の多くを負担している常設機関

である各研究所と、逆に外部資金を大きな財源

としてプロジェクトペースで活動を行っている

研究センターとがあります。

　このように性格が異なる研究所と研究セン

ターですから、それぞれの特徴を活かして研究

機能を補完し合えば研究における大学全体のプ

レゼンスを高めることが可能になると思います。

すなわち常設の研究所は、本学の存立意義等の

本質に迫る研究や、地域やヒトに密着した息の

長い研究を継続することが可能です。一方で外

部資金に大きく依拠して活動する研究センター

は、研究提案書が採択されて初めて存続すると

いう性格上、社会のニーズに合致したテーマに

集中的かつ機動的に取り組めます。

　しかし研究センターを取り巻く環境は厳しく

なってきています。本学で2015年度に９件のセ

ンターが選定されていた文部科学省の私立大学

戦略的研究基盤形成支援事業は、今後私立大学

研究ブランディング事業に変化し、補助事業額

が小規模になるとともに、本学から年間１件の

みしか申請できなくなりました。一方で本学は

世界大学ランキング入りを目指すなど、研究成

果の公表や産官学連携等に対する責任は年々大

きくなってきています。CARPは、こうした期待

に応えるため、本学が持てる研究リソースを可

能な限り活用し、研究機関と研究者にさらなる

支援を行えるよう研究改革を進めて行こうと考

えています。

Hidetoshi Kitawaki
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　人間科学総合研究所は、哲学、文学、歴史学、言
語学、言語教育学、心理学、教育学、社会福祉学、
経済学、経営学、法学等の幅広い分野の研究者が集
い、学際的・総合的な研究を行うために2002年に
設立されました。研究員は東洋大学の教員のほか、
客員・奨励・院生研究員によって構成され、現在で
は180名を超えるメンバーが21世紀の社会を見据
えた研究に取り組んでいます。

　研究員の多彩多様な専門分野を活かして、グロー
バル化する現代社会や変容する地域社会をみつめた
共同研究課題を設定し、これに積極的に取り組んで
来ました。
　2015年度からは井上円了記念研究助成「歴史研
究の新展開とグローバルシティズンシップ」を推進
し、この分野の国際的なセンターを目指して活動し
ています。同時に、グローバル社会に相応しい人材
育成を目指す総合研究「多文化理解と言語教育」と、
地域社会との積極的な連携を目指す「発達臨床相談
における相談員の研修と相談支援活動」を当研究所
の重点課題として推進しています。地域貢献に関し
ては「被災地における子どもと子育て家庭の居場所
づくりに関する取り組み構築」も行っています。
　一方、共同研究を応援する活動として研究チーム
への助成を行っています。現在、国際化する現代社
会を解明する共同研究として５チームが緻密な活動
を 行 っ て い ま す（「Research into the effect of 
individual tutoring on second language writing  
performance」「大学の外国語教育の現状と未来」「日
仏カップルと家族の研究」「大学教育のビジョンと
接近法」「ヨーロッパ近現代におけるギリシャ悲劇
の女性像の変容」）。また地域社会を考察する研究と
して2チームが活動しています。（「東洋大学井上円
了記念博物館所蔵「辻善兵衛家文書」の研究」「子
どもの貧困問題への福祉的対応を巡る研究」）。若手
研究者支援研究も「和歌文学の歴史的研究」「首都
における権力の比較史」「歴史叙述としてのさまざ
まなメディア―マンガ・映画・ドラマｰ」の3チー
ムが活動しています。
　さらに当研究所には研究の社会的還元をはかる活
動の一環として発達臨床相談室が付設され、専門の
研究員（東洋大学専任教員）が、悩める親や子ども

▲ピーター・バーク　ケンブリッジ大学名誉教授を
　招聘しての国際セミナー

▲アルド・トリーニ　ベネチア大学教授を
　招聘しての特別講義

Institute of Human Sciences

に対して相談活動を行い、地域社会と結合した実践
的な活動を行っています。

　共同研究の成果や各種研究員の個人研究の成果は、
公開シンポジウムないし公開講演会の開催や、『人
間科学総合研究所紀要』等を通して公表されていま
す。特に公開シンポジウムでは、海外の著名な研究
者を招聘するものなど、国内外の人的ネットワーク
を活かした活動を行っています。

　今後は上記の成果を踏まえ、若手研究者の育成、
研究のグローバル化をさらに積極的に推進していき
ます。特に海外研究者を招聘しての国際セミナーと
研究の拠点化については、外部資金の調達も含め、
いっそう充実させていきます。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-7492  FAX ≫ 03-3945-7491
　　　　　　　 E-mail ≫  ihs@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/ihs/

研究所の目的（概要）

研究所の活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）
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　現代社会総合研究所は、2002年７月に、グロー
バル・エコノミー研究センター、経営研究所、社会
学研究所、比較法研究所を統合して、社会科学分野
の学術的・総合的な研究所として発足しました。本
研究所の目的は、経済学、経営学、法学、政治学、
社会学等の各領域の研究、およびそれらの総合的研
究を通じて、独創性ある研究・調査を行い、多様化・
複雑化する現代社会の諸問題の解明に貢献し、広く
社会の発展に寄与することです。

　
　本研究所では、共同研究プロジェクトに重点をお
いた独創性・実践性ある研究調査の推進、産学官連
携によるプロジェクトの推進などを積極的に実施し
ております。研究所発足当初より「環境・共生」の
問題に取り組んでおり、定期的にシンポジウム等を
開催するなど、その成果をひろく公表し、社会に還
元してきました。2016年度より、研究所の研究テ
ーマを、「環境」「情報」「法律」「地域経営」「シーズ」
の５本を柱とし、東洋大学の附置研究所として研究
を進捗させています。産官学連携で構成される「Ｉ
ＣＴ教育研究プロジェクト」では、ＩＣＴ教育の内
容や方針を多角的に検証しており、ＩＣＴ教育全般
の研究と共に、佐賀県武雄市のスマイル学習などの
実施支援、検証作業を行っています。「スポーツの
現代的課題プロジェクト」は、法律分野の研究員を
中心に、スポーツに関する現代的な諸問題について、
幅広く社会科学的な見地から研究を行っています。

「地方創生に関わるグローバル戦略研究会」は、人
口減少や超高齢化というわが国が直面する課題に対
し、政府が推進する「地方創生」のあり方を多面的
に考察するものです。地域間競争のみならずグロー
バル競争が一段と進展する中で、持続可能な地域経
営を目指して、その未来像を多面的に提起していき
ます。「ナリッヂ・スペース研究会」は、現代社会
に於ける人間存在の環境としてのナリッヂ・スペー
ス（広義の情報空間）を、生成・発展・展開・意図
的な再構成といった多様な側面から捉え、関連分野
の研究方法の認識から始めて、当該空間の運用に資
する成果の提示を目的としています。その他の活動
として、企業の協賛を得て全学参加型の「東洋大学
観光コンテストプレゼン対抗戦」を企画し、その成
果を研究所ＷＥＢサイトで動画配信しております。

Institute of Social Sciences

このように、本研究所は、社会に開かれた多彩な活
動を展開し、その成果を還元しています。

　本研究所の研究成果として、年報『現代社会研究』
を年1回発行するほか、萌芽的研究の支援を目的と
した「Working Paper Series」を発行しています。
研究所発足当初から定例で開催している「環境シン
ポジウム」をはじめ、著名人を招いての特別講演会
や研究会、若手研究者の育成や支援を目的とした研
究発表会を開催するなど、現代社会を探究する意義
のある情報発信の機会を作っています。産官学連携
の「ＩＣＴ教育」に関わる研究プロジェクトの成果
は、これまで第一次および第二次報告書として発行
され、その取り組みは日本での先行的な動向として
注目を集めています。「スポーツの現代的課題」では、
定期的に研究会を開催し、その成果を「プロジェク
ト・ペーパー」として刊行しています。

　本研究所は、これまで蓄積してきた実績を活かし
つつ、社会のニーズにあった課題に取り組み、時代
の要請に応える活動を展開していきます。社会的に
意義のある政策提言等に繋がる研究を行い、学内は
もとより、企業や他大学、政府ならびに研究機関と
の協同研究を積極的に推進し、広く情報発信すると
ともにその研究成果を社会に還元できるよう取り組
んでいきます。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-8539  FAX ≫ 03-3945-8539
　　　　　　　 E-mail ≫ gensoken@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/gensha/

▲特別講演会「地方創生による地域経営の未来」

▲タブレットＰＣを使った武雄市の
　スマイル学 習の検証研究

研究所の目的（概要）

研究の達成状況

今後の展開（目標）

研究所の活動・特色
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　1958年、東洋学研究所は、学祖井上円了の「諸
学の基礎は哲学にあり」との建学の精神にのっとり、
近代思想・欧米思想の研究との密接な連関の上に東
洋思想の特質を深く研究し、現代社会に積極的な貢
献をなしうる機構を確立したいという明確な理念の
もとに設立されました。東洋学研究所は、この設立
の理念に沿って、「東洋における哲学、宗教、歴史、
民俗、文学、言語等の各領域の古典的並びに近現代
的な研究、調査、それらの総合研究を通じて、東洋
文化の特質を解明し、グローバルな視点での異文化
理解の進展に貢献する」という目的のもと、東洋文
化の各領域の調査研究を推進し、若手研究者を育成
するとともに、研究成果の公表を通じて社会貢献に
努めています。

　東洋学研究所は、所属する各研究者の研究を推進
するとともに、その成果を社会に還元するために
種々の活動を行っています。研究の推進としては、
研究発表例会を定期的に開催するとともに、研究所
の紀要として『東洋学研究』を刊行することで研究
発表の場を提供し、学内外研究助成への取り組みを
促しています。
　また、共同研究について、学内外の競争的資金の
獲得による各種の研究プロジェクトを推進し、それ
ぞれのプロジェクトで研究成果発表会、講演会、シ
ンポジウム等が開催され、研究報告書が刊行されて
います。これらのプロジェクトでは、若手研究者を
研究協力者やリサーチアシスタントに任用するなど
して後継者の育成にも努めています。
　更に社会貢献の観点から、東洋学研究所が主催す
る研究発表例会、研究成果発表会、講演会、シンポ
ジウム等は全て公開とし、一般の人々が最新の研究
成果に触れる機会を提供しています。これは閉鎖的
アカデミズムからの学問の解放を説いた学祖の理念
を継承するものです。

　毎年、研究発表例会を数回開催しており、発表者
は若手を中心に十数人に及びます。また、B5版で
数百ページに及ぶ大冊として刊行されている『東洋
学研究』は、今年で第53号を数えるに至っています。
東洋学研究所では、本学の井上円了記念研究助成に

より、研究所の研究員を研究代表者とする数々の研
究所プロジェクトが行われてきました。現在は以下
のプロジェクトが行われています。
１．「般若経の教理・儀礼・実践の総合的研究」
２．「日本、モンゴル、インド、中国における共生
的精神文化の諸相」
　そして、研究所長が研究代表者となって行う、上
記井上円了記念研究助成の大型研究特別支援助成に
よる研究として、以下の研究が行われています。
「世界の諸地域における仏教の哲学的社会学的研究」
この研究において、イタリア・フランス・中国・韓
国・台湾・インドの研究者を講演会やシンポジウム
に招き、活発な討論、研究交流を行っています。
　また、東洋大学が韓国の金剛大学校、中国人民大
学と共催する国際シンポジウム「日・韓・中 国際
仏教学術大会」において東洋学研究所は中心的な役
割を果たしています。
　このように、東洋学研究所では斯界の水準をリー
ドする数多くの研究が行われており、多くの研究者
が研究所における研究業績をもとに、東洋大学およ
び他研究機関で活躍しています。

　今後も東洋学研究所は、自らが培ってきた長い伝
統を基礎として、基礎研究をいっそう充実させると
ともに、東洋的な死生観や自然観に基づく自然や異
文化との共生といった、現代的な諸問題にも取り組
んでいきます。
　そのためにも国内の大学・研究機関との交流をい
っそう盛んにするとともに、現在、金剛大学校や中
国人民大学と行っているような学術の国際交流を拡
充し、海外からの研究者の受け入れを積極的に行う
など、日本を代表する東洋学の研究拠点となること
を目指していきます。

Institute of Oriental Studies

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-7483  FAX ≫ 03-3945-7483,  03-3945-7513
　　　　　　　 E-mail ≫ toyogaku@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/toyogaku/

▲東洋学研究所紀要
　『東洋学研究』

▲2015 年7 月25 日に
開催された、共同研究
    「世界の諸地域における
仏教の哲学的社会学的研究」の
公開講演会での討論

研究所の目的（概要）

研究の達成状況

研究所の活動・特色

今後の展開（目標）
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を行っています。先に触れた「学術フロンティア」
の集大成としては、『ANSWER：アジア地域情報総
合検索』CDROM版などを刊行しました。これらの
研究成果については、国内外の研究機関・研究者か
ら注目されています。

　本研究所は、学内外・海外の研究者・研究機関と
の協力と連携の上に、さらに活動を活発化させてい
きます。研究成果を様々な形で内外に公表しつつ、
世界におけるアジア文化研究の拠点の一つとして、
その役割を果たすことを目標としています。

Asian Cultures Research Institute

　本研究所の目的は、アジアおよび隣接する地域の
文化に関する基礎的かつ総合的な調査研究を通じて、
アジア地域の文化構造の学術的解明に貢献すること
です。
　本研究所は、1959年に「アジア・アフリカ文化
研究所」として創設され、1963年に「東洋大学ア
ジア・アフリカ文化研究所」と改称しました。その
後、2002年の学内研究所体制の変革に際して、現
名称に改めています。現在、研究員50余名、さら
に客員研究員50名以上、院生研究員若干名を擁して、
アジアにかかわる様々な研究を展開しています。

　本研究所は、中国・韓国などの東アジアから東南
アジア・南アジア、さらには西アジアに至るまでの
アジア広域を研究対象としています。それぞれの専
門をベースに、たとえば「境域」をキーワードとし
て地域間の連関を解明するなど、常に新たな研究テ
ーマを発掘しています。
　研究の中核を担うのが所内に組織された研究班で
す。研究班では、学内外の中規模・大規模の公的研
究助成金を取得しながら、時限的なプロジェクトを
組織しています。また多くの研究員・客員研究員が
個別に科研費などの公的研究助成金を得て、研究に
取り組んでいます。2002年度から2009年度までは、
文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業であ
る「学術フロンティア」に採択されました。これを
機に国内外で研究成果を刊行し、インドネシア・国
立ディポネゴロ大学アジア研究センターをはじめ、
アジア諸地域の研究機関と共同研究を深化させてい
ます。

　研究所の研究成果は、年刊の『アジア文化研究所
研究年報』において論文として、また年次集会や随
時開催されるシンポジウム・ワークショップでのプ
レゼンテーションの形で発表されています。研究年
報は、2015年度に通算50号となりました。
　また、『華陽国志訳注稿』、『明代西南民族史料-明
実録抄』（研究叢刊全２巻）をはじめとする研究書
の出版、『大東』や『東洋』などの稀覯刊行物の
CD-ROM版・DVD版 史 料 集 の 製 作、Tatar Exiles 
and Japanな どACRI Research Paper Seriesの 刊 行

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-7490　FAX ≫ 03-3945-7513
　　　　　　　 URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/acri/

▲平成27年度第2回公開研究例会

▲平成27年度公開学術シンポジウム

▲韓国（トンヨン市壁画村）

研究所の目的（概要）

今後の展開（目標）

研究所の活動・特色

研究の達成状況
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康づくりのサポートといったアプローチを通じて地
域活性化の実現に向けた検討を行っています。さら
に、外部からの受託研究も積極的に行っており、平
成28年度は、東京都北区、群馬県館林市（商業観
光課ならびにつつじが岡公園課）、栃木県大田原市

（政策推進課）と連携した地域活性化研究を推進し
ています。これらの受託研究では、課題解決策の立
案にとどまらず、その実現についても検討している
ことが特徴と言えます。

　研究所としての活動をより効果的に進めるために、
本年度新たに下記の2つについて取り組みます。
⑴効果的な自主研究事業実施に向けた環境整備
　より大規模な研究活動の実施に向けて研究環境の
充実化を図り、複数の研究員が取り組む包括的・学
際的アプローチ実施のための仕掛けを行います。複
数の教員や所属、キャンパスが異なるメンバーから
構成されるという研究所としての特色、存在意義を
高め、それらを有効活用できる環境整備を行うこと
で、より多彩なアプローチでの地域活性化研究を展
開していきます。
⑵研究成果のアウトリーチ・外部主体とのマッチング
　産官学の連携がより進むように、研究所としての
取り組みや各研究所員の地域活性化につながる研究
の情報を積極的に公開していきます。具体策として、
研究所や研究員の研究情報発信の充実化、即時性を
重視した研究成果のWeb上での公開など、研究成
果を外部へ効果的に発信し、外部関係者が抱える課
題・問題と研究員とのマッチングをはかり、地域活
性化に資するためのプロモーションにも主体的に取
り組みます。

　地域活性化研究所の設置目的は、人文・社会・自
然科学の学問分野を横断した学際的な見地から、国
内外の地域における様々な問題点の解決を通じて、
地域活性化に貢献していくことにあります。そのた
め地域社会との連携も不可欠であり、産・官・民と
研究所が有機的につながり、協働しながら問題点の
発見、解決策の検討とその実現のそれぞれについて
研究しています。「地域」を共通の「研究・課題フ
ィールド」と設定しながら、その現場に赴き、多く
の人々に接することで研究を進めていくという研究
方法は、本学研究所の中でもユニークな存在と考え
られます。本研究所は2002年7月に大学の附置研
究所として板倉キャンパスに設置され、現在、研究
員は本学教員51名のほか、21名の客員研究員が研
究活動を行っています。

　
　本研究所では、それぞれの研究員が各自の専門と
豊かな現場経験を活かして、地域の諸問題の解決に
向けて多彩なプロジェクトを展開してきました。現
在グローバル化にともない多様化する地域社会にお
ける複雑な諸問題に取り組み、学術的な調査・研究
はもちろんのこと、地域貢献という形で広く地域住
民の方々に成果を還元していくための研究活動を続
けています。ここ数年の研究所の自主研究事業とし
て、地元NPOと協働した川越市連雀町周辺地域の
地域活性化ワークショップ、板倉町民を対象にした
健康づくりのための運動教室や科学的根拠に基づく
食育指導の実施、児童を対象としたキッズサイエン
ススクールなどを行うとともに、大学キャンパスの
近隣地域にある自治体や企業との産官学連携の研究
にも主体的に取り組み、地域資源の掘り起こしや健

Institute of Regional Vitalization Studies

お問い合わせ≫ 〒 374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野 1-1-1　TEL ≫ 0276-82-9105  FAX ≫ 0276-82-9801　　　　　　
　                        URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/irvs/

研究所の目的（概要）

研究所の活動・特色、研究の達成状況

今後の展開

▲運動教室の様子 ▲館林市内の観光資源調査 ▲平成27年度研究発表会風景
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　本研究所の目的は、工業技術及び生命科学に関す
る研究及び調査並びに他分野との共同研究を通じて、
科学技術の進歩と産業の発展に貢献する、と定義さ
れています。「工業技術」という言葉は本学の歴史
的な経緯によるものであり「産業技術」と解釈して
構いません。本学における科学技術に関する基礎的
研究成果を産業界に展開したり、また一方で、産業
界からの技術的ニーズに対応した共同研究や受託実
験を行ったりしています。そのため本研究所は、
50年以上にわたって、学内的にはこういった研究
活動を推進する機関としての機能を果たし、対外的
には科学技術の共同研究並びに実践的教育を促進す
るための産業界との窓口の役割という機能を果たし
てきています。

　本研究所の関係する産業は、製造業、建設業、医
療・福祉、農業など多彩です。本研究所の研究員は、
川越キャンパスの理工学部・総合情報学部、板倉キ
ャンパスの生命科学部・食環境科学部の教員だけで
なく、朝霞キャンパスのライフデザイン学部や白山
キャンパスの法学部・社会学部にも研究員がいます。
技術的な課題のみならず、それらを取り巻く社会的・
経済的・法律的・人材管理の心理学的な観点など多
面的な「ものの見方」が必要ですので、この点で本
研究所は総合大学の強みをいかんなく発揮していま
す。学外との産学交流事業としては、①受託研究・
共同研究の推進、②賛助会員との産学連携研究活動
の推進、③受託実験、④技術相談の対応、⑤企業へ
の出張講座、などの技術サービスを実施しています。
さらに対外的な成果発表・社会貢献活動としては、
①刊行物による研究所の紹介、②研究発表及び定期
的な講演会の開催、③賛助会員・卒業生及び地域住
民との技術交流会の開催、④埼玉県産業技術総合セ
ンター・埼玉県中小企業振興公社・県内他大学との
産学間連携、⑤地域金融機関との業務協定による連
携（セミナーや見学会などの実施）、⑥自治体や商
工団体との連携（活動への協力）、などを実施して
います。

　学内研究の支援として、本学の研究助成金及び工
業技術研究所独自の研究プロジェクト助成金を通し

Research Institute of Industrial Technology

て、研究開発活動を積極的に推進しています。平成
27年度は、科学的根拠に基づいたがん予防に有効
なビタミンＥサプリメントの開発、微粒子粒径計測
法によるMQL加工油微粒子計測及びMQL加工装置
の高性能化、超軽量モータの基礎研究、スポーツと
音、メンタルヘルス不調と生活習慣の関係、に関す
る学内研究を推進し、また、バイオセンサの感度に
対する水晶振動子の加工精度の影響、及び接着系あ
と施工アンカーに関する産学連携研究を推進しまし
た。その他、企業からの受託研究・共同研究、受託
実験、技術相談を実施し、また、出張講座や地方自
治体・金融機関・産学連携推進機関が実施する各種
活動に積極的に貢献しました。これらの活動や成果
は、機関誌「工業技術」やニュースレターを発行し
広報しています。

　本研究所の研究員の活動は多彩ですので、今後は
これを有機的に組織化し、また国内外の外部機関と
の連携を進めることで、これまでの実績を基礎とし
ながら今後は研究活動をより促進し強化します。

お問い合わせ≫ 〒 350-8585　埼玉県川越市鯨井 2100　TEL ≫ 049-239-1322　FAX ≫ 049-232-0981
　　　　　　　  E-mail ≫ kougiken@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/riit/

 研究所の目的（概要）

研究所の活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）

◀研究発表会　

◀産学連携講演会

◀学外展示会への出展
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が主な研究内容となります。
　若年期からの住環境を含めた健康増進プラン実現
のための研究においては、①生活習慣病予防に有効
な抗酸化機能など機能性素材のスクリーニング、②
生活習慣病予防の基礎的研究、③生活習慣病発症リ
スク評価法の研究、④生活習慣病予防のヒト応用研
究の4グループに分類し、効率的に研究を進めてい
きます。
　高齢期におけるケアプランの強化では、高齢化に
伴う機能の低下を遅らせる予防措置が重要な課題と
なるため、①主として活動的な状態にある高齢者の
生活機能の維持・向上を図ることにより、精神・身
体・社会のそれぞれにおける活動性の維持・向上を
図っていくこと、②要支援・要介護状態に陥るリス
クが高い高齢者の早期発見・早期対応により要支援
状態になることを遅らせること、③要支援・要介護
状態にある高齢者を対象に要介護状態の改善や重度
化を予防するという、3つの視点から研究を進めて
いきます。

今後の展開（目標）
　研究所のスタートの年である2015年度にそれぞ
れの研究領域の課題を明らかにする調査・研究をグ
ループごとに実施しました。今後、これらの調査研
究については、学内・学外の研究機関・企業との連
携を積極的に模索し、戦略的かつ実効性の高い調査・
研究を推進します。また、関連省庁、医療機関等の
専門家を招聘して「健康寿命延伸」に関するシンポ
ジウムを開催、健康寿命延伸に関わる問題点を総合
的に検討します。これらの研究所の研究成果および
事業・イベント等の活動内容については、研究所報
告書「スマートライフ」及び研究所ホームページを
通じて、積極的に広く社会に発信していきます。

Institute of Life Innovation Studies

お問い合わせ≫ 〒 374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野 1-1-1　TEL ≫ 0276-82-9105  FAX ≫ 0276-82-9801　　　　　　
　                        E-mail ≫ mllife-t@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/lii/

研究所の目的（概要）

研究所の活動・特色

今後の展開（目標）

▲研究拠点（板倉キャンパス 5号館）▲開設記念シンポジウム

▲骨量測定

▲体力測定

　ライフイノベーション研究所は、現在の日本社会
が抱える重要な課題である「健康寿命の延伸」につ
いて総合的な調査・研究を行うため、2015年4月
に組織されました。本研究所では、総合大学の強み
を生かし、健康寿命延伸のために必要な健康増進や
高齢期におけるケアプランの強化を中心に調査・研
究を進め、研究成果を発信していきます。

　本研究所では健康寿命延伸のために必要な研究領
域である「若年期からの住環境を含めた健康増進プ
ラン」および「高齢期におけるケアプランの強化」
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⒟若手研究者の育成　最先端研究成果を教育プログ
ラムに反映するために、国際大学院「学際・融合
科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻」を
2007年に開設しました。学科横断型の学部教育
も実施しています。

⒠Web教育システムの開発　Web教育プログラム
「Global Educational Outreach for Science,
Engineering and Technology（ GEOSET）」を開発・
発信しています。小学生・中高校生・大学生・大
学院生・研究者を対象とした幅広い教育プログラ
ムを提供しています。

⒡国際シンポジウムの主催　国際シンポジウム「バ
イオ科学とナノテクノロジーの融合に向けて」を
毎年開催しています。

⒢国際セミナーの主催　海外連携大学と共同で「バ
イオ・ナノ融合国際セミナー」を国内外で開催し
ています。また、「産業界のためのセミナー」を
学内外で開催しています。

⒣情報発信　研究教育成果は、Webおよびセンタ
ーパンフレット、研究成果報告書、国際シンポジ
ウムプロシーディングスにより発信しています。

　当センターでの研究成果は国際論文誌で発表され、
過去5年間(2011 ～ 2015年度)における発表論文誌
の平均インパクトファクターは3.00を超えるなど、
国際的にも評価を得ております。

　これまでの研究教育プログラムをさらに発展させ、
「ナノ・ロボティクスの構築：ナノロボットのバイオ・
医療・環境分野への応用」に関する国際研究教育拠
点を形成します。
　最先端施設・機器・装置、バイオ・ナノ融合実験
室、コモンルーム、学生の居室、国際セミナー室、
Web 教育スタジオ、国際産学連携推進室、国際知
財推進室等が整備されており、国際的な観点から最
先端教育研究プログラム・産学連携プログラムを実
施します。
　また、海外最先端大学と教育研究連携協定を締結
しており、博士号の質を保証するためにダブル・デ
ィグリー・プログラムを実施します。

　バイオ・ナノ融合サイエンスおよびテクノロジー
は21世紀の最も重要な分野の一つです。東洋大学
バイオ・ナノエレクトロニクス研究センターは①最
先端研究、②若手研究者の育成、③国際連携を推進
することを目的として1996年に設立され、以来、
世界に先駆けて「バイオ科学とナノテクノロジーの
融合研究」を実施してきました。
　本センターで推進している研究は以下のように分
類されます；
⒜ナノテクノロジーとバイオテクノロジーおよびそ
れらの融合に関わる基礎研究（探索的・科学的研究）、
⒝ナノエレクトロニクスの展開およびナノエレクト
ロン・デバイスの開発（基礎・開発研究）、⒞極限
環境微生物の発掘および微生物の応用を目指したバ
イオサイエンス・テクノロジー研究（探索的・科学
的・開発研究）、⒟バイオ・ナノハイブリッド構造
体を基盤としたバイオ・医療・環境デバイスの開発

（探索的・科学的・開発研究）

⒜最先端バイオ・ナノ融合研究の推進　センター研
究者同士およびセンター研究者と海外研究者が連
携して、バイオ・ナノ融合研究を推進・実施して
います。研究成果はすべて国際論文誌に発表し、
論文1編当りの平均インパクトファクター・被引
用回数により、論文の重要度を評価しています。

⒝研究教育の国際連携　24名の外国人客員研究員、
20の海外大学、7企業と連携して、共同研究の実
施および教育プログラムの開発を行っています。
また、連携大学・企業と共同で国際シンポジウム・
国際セミナーを開催しています。

⒞最先端施設・機器・装置の充実　中長期計画に基
づき、最先端の施設・機器・装置を整備してきま
した。研究センター（バイオ・ナノAlpha棟）内に
ナノエレクトロニクス・スーパークリーンルーム
とバイオテクノロジー・クリーンルームを整備し
ており、また、バイオ・ナノBeta棟には大型装置（透
過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、走査型プロ
ーブ顕微鏡）、種々のスペクトロスコピー分析・解
析装置等を導入しており、最先端バイオ・ナノ融
合研究を遂行するシステムが構築されています。

Bio-Nano Electronics Research Centre

お問い合わせ≫ 〒 350-8585  埼玉県川越市鯨井 2100　TEL ≫ 049-239-1375  FAX ≫ 049-234-2502
　　　　　　　E-mail ≫ bnel@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/bnel

研究センターの目的（概要）

今後の展開（目標）

研究の達成状況

研究センターの活動・特色
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ベトナム、インドネシア、フィリピンの大学や政府
機関の職員を対象に短期PPPセミナーを行っていま
す。2016年では2月にベトナムのホーチミン市で
自治体職員向け、5月には日本に招聘中の南アフリ
カ共和国財務省職員に向けて短期PPPセミナーを行
っています。

　APPPIは、アジア諸国が連携して活動を行う組織
として設立し、本学のほか、フィリピン、マレーシ
ア、ベトナム、インドネシアのみならず、ラオス、
カンボジア、ミャンマーといった国々の大学やPPP
を推進する国際機関とのネットワークを構築・拡大
していきます。また、2015年に本学が国連CoEの
一拠点である「地方政府PPPセンター (Specialist 
Centre of Excellence on PPPs in Local Governments)」
として認定を受けたことにより、APPPIは今後、ア
ジア開発銀行や国際協力機構（JICA）との連携を深
めつつ、地域再生支援プログラム等を通して日本と
アジアの自治体や企業の交流促進を図っていきます。

　本学は2011年、成長著しいアジアの経済・イン
フラ開発において活用されている公民連携（Public-
Private Partnership, PPP）を推進するため、マハ
ティール元マレーシア首相、塩川正十郎元総長（故
人）が名誉アドバイザーに就任し、アジアPPP研究
所（Asia PPP Institute, APPPI）を設立しました。
PPPに関する研究・教育、PPPを通じたプロジェク
ト実施可能性調査、地域再生支援プログラム実施に
関する技術相談・助言等の活動を通じ、世界のPPP
教育研究機関、国連、各国政府機関・自治体等との
相互連携を深めています。

　近年、アジアにおける経済・社会インフラ開発需
要は、アジア開発銀行の推計で8.3兆ドル（約830
兆円）に達しています。アジアでは、世界銀行、ア
ジア開発銀行をはじめとする国際開発金融機関やア
ジア諸国資金のみでは公的資金が50兆円程度に限
られている状況にあります。780兆円の民間資金が
必要であり、これを解決する手段としてPPPが重要
視されていますが、現状ではそのノウハウが不足し
ています。この状況打開に貢献するためAPPPIは、
PPP活用・推進を通じて域内の経済成長・発展に貢
献するため、研究・教育活動を展開しています。
　教育・研究として、国際標準となるPPPテキスト
ブックの作成、国内外における短期PPPセミナー、
PPPコンセプトを活用した地域再生支援プログラム
などを行っています。産官学の連携により、日本の
企業等のPPP事業分野における海外事業進出支援、
事例の詳細分析、各国の法制度等の解説、今後のプ
ロジェクト情報等の提供、実施支援も活動の一環と
しています。

　フィリピンのブトワン市（2011年）、マンダウエ市
（2012年）、セブ州（2015年）、北スリガオ州（2015年）、
キルギス（2012年）およびマレーシアのケダ州（2016
年）においてPPP実施可能性調査を実施し、報告書を
発表しています。本研究成果を踏まえ、フィリピン
では既に日系企業数社が投資を行っています。
　2013年3月にマレーシアの国際イスラム大学マ
レーシア（IIUM）と提携し、APPPIのアジア活動
拠点を設置しました。また、2012年からマレーシア、

お問い合わせ≫ 〒 100-0004　東京都千代田区大手町 2-2-1　新大手町ビル 1 階　
 TEL ≫ 03-3231-1021　E-mail ≫ ml-ppp@toyo.jp　URL ≫ http://www.apppi.net/

研究所の目的（概要）

今後の展開（目標）

研究所の活動・特色

研究の達成状況

Asia Public/Private Partnership Institute

▲マレーシアケダ州でのPPP可能性調査発表

▲南アフリカ財務省職員向け短期PPPセミナー

▲マハティール閣下へのマレーシアケダ州のPPP調査報告発表



お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20   TEL≫03-3945-7213・7556  FAX ≫03-3945-7906
 E-mail ≫ ml-enryo@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/enryo/
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▲東洋大学創立者 井上円了博士 ▲2015年度公開シンポジウム

　本センターは、本学創立者井上円了博士の建学の精
神、教育理念、思想及び事跡の研究ならびに東洋大学
史等に関する研究を推進し、それらの普及を図ること
により、哲学館以来の東洋大学の特性を内外に示し、
その歴史と伝統を継承し発展させて、世界及び日本の
文化の向上に貢献することを目的としています。

　2014年5月に新たに出発した本センターは、こ
れまでの井上円了記念学術センターの業務内容を踏
襲し、井上円了に関する研究と調査、関係資料の調
査・収拾・整理・保存、公開展示及び資料提供、学
校法人東洋大学の学校史に関する研究及び調査なら
びに資料収集等のほか、研究成果を広く社会に発信
すべく公開講演会・シンポジウムを開催し、また、
国際井上円了学会を中心とした国際的な研究交流を
推進しています。

　改組に伴う諸事業の実施体制の整備を済ませ、資
料の収集や保存、貸し出しなどの地味ながら必要不

可欠な事業を行う一方、研究活動を軌道に乗せ、『井
上円了センター年報』第24号を発行し研究成果を
公開するほか、11月にベネツィアで海外研究集会
を開催し、イタリア人研究者との研究交流の礎を築
きました。また、3月には「井上円了の哲学を活かす」
と題してシンポジウムを開催、併せて、応用倫理学
の第一人者である加藤尚武氏による「死生観の東西」
と題する特別講演を行い、一般市民を含めた参加者
との活発な意見交換が行われました。

　これまでの事業を着実かつ円滑に行うとともに、
本年度より定期的に公開研究会を開き、研究交流を
深めるとともに、学生も含め、学内外に研究成果を
広く発信する機会とします。また、本年度から本セ
ンター内に帰属させた国際井上円了学会により、国
内外の研究者を集めての研究交流集会を開催するほ
か、常時海外研究者と情報交換を行います。さらに、
過去2年間の研究を基にして、「井上円了の哲学を
活かす」ことと「妖怪学の学的体系の構築」を二本
柱として、公開講演会等を開催し、本センターの活
動をさらに広く社会に発信して行きます。

Inoue Enryo Research Center 

研究センターの目的（概要）

研究センターの活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）

◀2015年度国際シンポジウム
（イタリア ヴェネツィア・
カ・フォスカリ大学）
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ア・ザイスバーガー教授からお話をいただき、参加
者からの質疑を交えながら積極的な意見交換の機会
を設けました。

　当初3年間を、研究センターのキックオフ期間と
位置づけ、体制整備（研究員・顧問の任命、管理体
制の構築など）を行います。研究活動に関しては、
初年度にキックオフ・イベントを開催し内外に同セ
ンターをディセミネートし、また世界各国のイノベ
ーターに関するセミナー・シリーズをスタートさせ
ます。こうした活動の成果は、年次報告として公表
するとともに、キックオフ期間の終了までにグロー
バル・イノベーターに関する文献を出版することを
目指します。

　2016年1月に設立されたグローバル・イノベー
ション学研究センター（CGIS）は、グローバル・
イノベーション学という新たな学問体系を創造・確
立し、国際社会の多様なシステムのイノベーション
理論と方法の研究、ならびにグローバル・イノベー
ション活動を担う人材育成方法の研究を目的として、
グローバル化とイノベーションのメカニズムと相互
作用を追究し、未来世代のために真に公平で豊かな、
活力に満ちた国際社会の動向を先導する役割を担う
ことを目指しています。
　さらにグローバル・イノベーション学研究センタ
ーは、より強固なグローバル社会の基盤を構築する
ため、研究者や学生に諸外国との知的交流の機会を
目的とした「Intellectual Exchange（知的交流）」
のシステム構築に注力し、教育・研究活動を促進し
ていきます。今後研究センターでは、世界各地で活
躍するグローバル・イノベーターに関するセミナー・
シリーズを開催し、その内容を体系化し、学内外へ
提言します。

　グローバリゼーションとイノベーションは、21
世紀の世界に求められる最も重要な二つの概念です。
グローバル・イノベーション学という新しい学問体
系の構築という大きな目標を念頭に置きつつ、激変
する経済社会に対応するための政府・企業・個人の
在り方に関する戦略的な研究・教育を進めます。ア
カデミズムと現実社会を繋ぐ“連結環”として、また
学内と学外のリソースの結節点として、積極的な役
割を果たしていきます。

　グローバル・イノベーション学研究センターでは、
日本ではまだ十分な実態が把握されていないと考え
られている新興国の経済社会について理解を深める
ことを目的に、2016年4月18日、研究センター主
催のセミナー「新興国の経済発展と投資機会」を開
催。企業のCEO、CIOの方々をはじめ、金融機関や
投資専門家の方々にご参加いただきました。キーノ
ートスピーカーとして、国際戦略研究所（IISS）所
長のジョン・チップマン博士や経営大学院ISEAD（イ
ンシアード）シニア・プロフェッサーのクローディ

Center for Global Innovation Studies

お問い合わせ≫ 〒 112-8606 東京都文京区白山 5-28-20   TEL≫03-3945-7769   FAX ≫03-3945-7906　
 E-mail ≫ ml-gkk@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/cgis/

研究所の目的（概要）

研究所の活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）

▲オマール・ロディ氏（左）と
ザイスバーガー教授（右）のトークセッション

▲「新興国の経済発展と投資機会」セミナー

▲チップマン博士（左）とのトークセッション
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　東洋大学計算力学研究センターは、私立大学学術
フロンティア拠点として、2005年から活動を開始
しました。わが国における計算科学や計算力学の分
野は、「京」コンピュータに代表されるハードウェ
アと共に、それを使いこなすソフトウェア開発力も
最高水準にあります。本センターは、設立以来、様々
な面から 計算科学や計算力学の発展に寄与してき
ました。 現在本センターでは、2011年に開始した
科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業CREST
および2012年に採択された文部科学省の私立大学
戦略的研究基盤形成支援事業に基づき、次世代スー
パーコンピュータ向け計算力学ライブラリの開発や、
超大規模流体—構造連成解析手法の開発およびその
精度・妥当性検証に取り組んでいます。

　本センターに参加する研究員は、東洋大学の複数
学部の教員（国際地域学部、総合情報学部、理工学
部）、博士研究員、大学院生などを中核とし、また
客員研究員として関連分野の内外の研究者から構成
されています。それぞれの専門分野は、構造解析、
流体解析、破壊解析、逆問題・最適化、大規模並列
計算、可視化など、計算力学分野で必要とされるほ
ぼ全ての分野に跨っていて、この分野における専門
家集団であると言えます。これらの研究員が、
CRESTや私立大学戦略的研究基盤形成支援事業につ
いて活動を行っています。

　2005年からの私立大学学術フロンティア拠点で
の研究以来、本センターでは一貫して毎年年報を発
行し、また、年に複数回国内外でシンポジウムやフ
ォーラムを開催してきました。その間、産官学共同

Center for Computational Mechanics Research

研究や国際交流に力を入れ、特に、韓国成均館大学
および台湾龍華科技大學とは学生ワークショップや
セミナー等を開催し、大学間で提携を結ぶまでに至
りました。現在進行中の２つのプロジェクトについ
てはいずれも研究期間の最終年度を迎えております
が、開発したライブラリを一般に公開するなど、成
果を随時公開しながら、残りの研究期間で研究をま
とめ上げようとしているところです。

　計算科学や計算力学の分野では、これまで主とし
て行われてきたような単純な物理モデルの解析だけ
でなく、マルチフィジックス・マルチスケールな問
題を、高速かつ高精度に解くことが求められていま
す。これに合わせ、CRESTでは「京」コンピュータ
等のスーパーコンピュータを効率良く用いて超大規
模な問題を扱う研究を、私立大学戦略的研究基盤形
成支援事業では、マルチフィジックス問題について、
その解の精度や妥当性の検証と併せて研究を行って
います。これらにより、計算科学・計算力学的手法
でより社会に貢献することを目指しています。

お問い合わせ≫ 〒 350-8585　埼玉県川越市鯨井 2100　TEL ≫ 049-239-1475　FAX ≫ 049-239-1475
　　　　　　　 E-mail ≫ shienka4@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/ccmr/

研究センターの目的（概要）

今後の展開（目標）

研究センターの活動・特色

研究の達成状況

▲流体—構造連成解析による液体中の弾性体の変形挙動
▲2013年に開催された東洋—成均館—龍華３大学合同
学生ワークショップ（東洋大学白山キャンパスにて）

▲粒子法と有限要素法を組み合わせた大規模流体—構造連成解析
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　本センターは、平成25年に文部科学省の私立大
学戦略的研究基盤形成支援事業（平成25年度～平
成29年度）の一つに採択されたことに伴い設置さ
れたセンターですが、それ以前に支援を受けてきた
同事業のプロジェクト（平成20年度～平成24年度）
およびオープン・リサーチ・センター整備事業（平
成15年度～平成19年度）の研究成果を受け継いで
いますので、センターとしては14年目を迎えるこ
とになります。現在は、自然災害や事故、犯罪被害
などによって生じる困難な状況を広く「社会的逆境」
と捉え、そこからの精神的回復・成長過程について、
社会心理学、社会福祉学、社会学の視点を関連づけ
ながら、基盤となる個人的・社会的資源を明らかに
することを目的に活動を行っています。最終年度に
向けて、これまで得られた知見から個人的「強み」
を特定し、その育成に関する心理的技法の検討や、
育成につながる政策・制度に関する提言を行う予定
です。現在、学内の教員15名と客員研究員7名に加
えて、研究支援者１名、リサーチアシスタント3名
が研究活動に従事しています。

　具体的なテーマとしては、犯罪被害者や加害者の
認知、ジャーナリストの惨事ストレス、仮設住宅住
民の心理、カルト被害者の再適応などが扱われてい
ます。こうした問題の基底にある心理的過程を解明
するために、社会的認知や自己制御に関する基礎的
研究も積極的に行われています。また、本センター
では拠点としての役割をいっそう強化するために、
海外から研究者を招聘して学内の研究者と共に研究
会やシンポジウムを開催し、大学院生を含めて協同
研究を企画立案するなど、さらに深い水準での理解
を目指しています。国内外の組織と研究協力関係を
結び、こうしたネットワークを通じて研究を活性化
させることにも力を入れています。

   各グループの研究成果は、毎年刊行される研究年
報と、ほぼ隔年に刊行される書籍『現代人のこころ
のゆくえ』に掲載されています。25年度末に実施
された「社会的逆境」に関する大規模なネット調査

の結果も、順次これらの冊子において報告される予
定です。また、本センターで扱われる問題は人々の
日常生活に密接に関わることもあり、国内外の学会
でシンポジウムを開催したり、ホームページに研究
成果を掲載したりするなど、情報の社会還元を積極
的に進めています。

　これまで10年以上にわたる研究成果とネットワ
ークを基盤にして、個人と個人、個人と社会のイン
タラクションという視点に立って、社会的逆境から
の精神的回復・成長の過程を実証的に明らかにし、
さらに研究成果を社会に還元していく予定です。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-7259　FAX ≫ 03-3945-7496
 E-maill ≫ hirc21@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/hirc21/

研究センターの目的（概要）

今後の展開（目標）

研究の達成状況

研究センターの活動・特色

21st Century Human Interaction Research Center

▲研究年報 ▲現代人のこころの
　ゆくえ4

▲ストラスブール大学との共同シンポジウム
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Research Center for Public/Private Partnership

　 本 学 は2006年 に わ が 国 で は じ め て 公 民 連 携
（Public/Private Partnership, PPP）を専門とする公
民連携専攻を経済学研究科に設置しました。2008
年度の本センター設置により、本学は、教育・研究
両面にわたってPPPの中心的機関として努力してい
ます。2011年には、国連PPP推進局からPPP専門
の研究教育機関として認定され、2015年には国連
のInternational PPP Centre of Excellence（ICoE)と
して認定を受けました。ICoEは、国連が世界の持
続的発展のためにPPPを推進することを目的として、
世界の専門機関を認定しているものです。今後、本
学はICoEの研究拠点「Specialist Centre of Excellence 
on PPPs in Local Governments（国連CoE地方政府
PPPセンター）」として活動してまいります。

　公民連携専攻の修了生の中で、継続的に研究に貢
献する意思と能力を有する者が、リサーチ・パート
ナーとして研究の中心的な役割を担っています。彼
らは、日常は自治体や民間企業などにおいてPPPの
実務に携わっており、その経験を反映させることで
研究の実質化を図っています。
　少子高齢化、人口減少、インフラの老朽化、自治
体財政の逼迫等の課題が山積する中で、PPPは重要
な政策ツールとして認識されるようになってきてい
ます。本センターが現在注力しているのは、地方自
治体における公共施設マネジメントの支援と官・民・
市民の連携による経済開発や公共サービスの効率化
です。全国の自治体や民間企業の方々からさまざま
なご相談を頂いています。

　本センターでは、自治体との連携でPPPによる経
済開発や公共サービスの効率化の研究を行う「地域
再生支援プログラム」を実施しています。具体的な
事例としては、岩手県紫波町における岩手県フット
ボールセンターの募集要項（RFP）策定支援をはじ
めとして、PPP事業において民間企業や市民が参加
しやすい事業環境を構築するための「最適RFP理論」
の構築、RFP作成のガイドラインなどを公表してい
ます。このほかにも、神奈川県三浦市と共同で進め
ている移住・二地域居住促進策検討による地方創成
支援など、幅広い活動を行っています。

お問い合わせ≫ 〒 100-0004　東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 1 階 　
 TEL ≫ 03-3231-1021　  E-mail ≫ ml-ppp@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/pppc/

研究センターの目的（概要）

研究センターの活動・特色

研究の達成状況

▲国際PPPフォーラムを毎年開催

▲『公民連携白書』（時事通信社）を2006年より刊行

　2014年から全国の自治体が策定を求められている
「公共施設等総合管理計画」の策定支援の受託研究や
PPPによる地域開発の検討などを行っています。国
連CoE地方政府PPPセンターとしては、これまでに本
学が「地域再生支援プログラム」で支援した自治体
のPPPをベストプラクティスとして世界に発信して
います。2013年に設置した「省インフラ研究会」では、
産学官の情報交換とノウハウの共有により、今後の
インフラや公共サービスのあり方を検討しています。
　これらの研究成果は、国内外からの投稿を受け付
けている「PPP研究センター紀要」で発表しています。

　公共施設マネジメント、バランスバジェットなど
の問題に取り組み、地方創生や地域経済の活性化、
人口減少対策に役立つ研究を行います。また、国連
CoE地方政府PPPセンターとして、自治体PPPの世
界標準の制作や事例研究を進めてまいります。

今後の展開（目標）
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　経営力創成研究センターは、2014年に私立大学
戦略的研究基盤形成支援事業に採択され、「スモー
ルビジネス・マネジメントの創造と国際的企業家育
成の研究」の研究テーマのもとに活動を展開してお
ります。
　スモールビジネスの創造とマネジメント変革、ス
モールビジネスの創造と国際的企業家育成、国際的
企業家精神とベンチャービジネス・マネジメントの
3つの研究グループを通して、スモールビジネス・
マネジメントの創造と国際的企業家育成の構築を目
的として取り組んでおります。

　経営力創成研究センターには、3つの研究グルー
プが編成され、研究活動が行われています。
　スモールビジネスの創造とマネジメント変革研究
グループでは、技術力を持ったマイクロビジネス、
日本発ベンチャー企業家の経営力創成、日本的経営
を基礎にして国境を意識することなく活動する国際
的企業家を対象としたスモールビジネスのマネジメ
ント力の研究を行っております。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-7398　FAX ≫ 03-3945-7396　  
 　　　E-mail ≫ ml-rcm@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/rc/rcm/

▲年報『経営力創成研究』第12号▲シンポジウム会場風景

▲シンポジウムの様子

Research Center for Creative Management

　スモールビジネスの創造と国際的企業家育成研究
グループでは、アジアを起点とするスモールビジネ
ス企業家の視点から、スモールビジネスの事業継続
性とその発展を研究しております。
　国際的企業家精神とベンチャービジネス・マネジ
メント研究グループでは、企業の成長・発展の原動
力として投資を獲得できる魅力を持ったベンチャー
企業と国際的企業家育成について、EU、米国、アジア、
日本の国際比較を行うことによってスモールビジネ
スの創造と国際的企業家育成を研究しております。

　2015年度は、計画通り、年3回のシンポジウムの
ほか、海外企業調査としてベトナムの北部ハイフォ
ン市とハノイ市の工業団地と進出企業へ、国内企業
調査としては、主に九州の企業を訪問し調査しました。
これらの活動報告および各研究員の論文を収めた年
報『経営力創成研究』第12号を刊行しました。また、
新興市場に上場しているベンチャー企業等1,000社を
対象としたアンケート調査も実施しました。

　2016年度は、前年度と同じくシンポジウム（年3
回）、海外企業調査（年1回）、国内企業調査（年2回）、
年報『経営力創成研究』第13号を刊行するほか、10
月に海外から講師を招聘した国際シンポジウムの開
催を計画しています。また、過去2年間の研究成果
と前年度のアンケート調査を踏まえ、国際シンポジ
ウムを開催した上で、中間成果物として図書を刊行
する予定です。なお、年報や図書等の研究成果につ
いては、各研究機関、企業、教育機関等に広く公表
するとともに、各研究員が執筆した論文は電子化し、
ホームページ等でアクセスできるようにしています。

研究センターの目的（概要）

研究の達成状況

研究センターの活動・特色

今後の展開（目標）
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　国際共生社会研究センター（以下「センター」）は、
途上国協力においてポストMDGsの新たな指標とな
る、持続可能な開発目標（SDGs）の実施に向けた
国際貢献のあり方に関する研究と実践とを行うこと 
を目標としています。研究対象地域も従来から活動
してきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グロー
バル化時代に即した発展を実現する手法の開発を目
指しています。

　センターの研究者の大部分が所属する国際地域学
研究科では、アフリカとのビジネス促進のための
ABEイニシアティブによる学生を多数受け入れ、研
究を継続しています。センターでは、従来から蓄積
したアジア地域におけるノウハウに加え、新しくア
フリカ地域における地の利を活かした研究を行うこ
とにしました。開発途上国における「社会・経済基
盤形成の研究」「社会形成のための人材育成研究」「ビ
ジネスによる持続可能な社会生成の研究」を通じて
グローバル化時代の国際貢献手法を実践するという
点に特色があります。

　文部科学省オープン･リサーチ・センター整備事
業により平成１３年度に発足したセンターは、一貫
して開発途上国の発展に寄与すべく活動を進めてき
ました。センターでは毎年開催される国際シンポジ
ウムとワークショップ、ニュースレターや年次報告
書の発行、アジア発展途上地域でのフィールドワー
ク等をルーチンとして研究内容を公表してきました。
その成果は平成２０年度までに「環境共生社会学」

「国際環境共生学」「国際共生社会学」の３冊の単行
本にとりまとめられています。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL&FAX ≫ 03-3945-7747　  
 　　　E-mail ≫ cesdes@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/orc/

Center for Sustainable Development Studies

研究センターの目的（概要）

研究センターの活動・特色

平成２２年度～２６年度には私立大学戦略的研究基
盤形成支援事業のスキームでプロジェクト「アジア
開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」
を実施しました。毎年アジア各国から要人 を招い
て国際シンポジウムを開催すると共に、研究成果を
具現化するために実際の国際貢献プロジェクトの発
掘も行ってきました。その研究成果は単行本 「国際
開発と環境－アジアの内発的発展のために－ （国際
開発学会審査委員会特別賞受賞）」および「国際開
発と内発的発展フィールドから見たアジアの 発展
のために」等にまとめ、公開してきました。
　さらに平成２７年度には、引き続き前年度までと
同じ私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択さ
れ、 新プロジェクト「アジア･アフリカにおける地
域に 根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の
開発」 を立ち上げました。平成２８年度にはこの研
究を進めていくと同時に、研究をさらに進めるため
ABEイニシアティブ によるアフリカ支援と連携す
るとともに、アフリカに研究拠点を形成することや
アフリカに関する国際シンポジウム、ワークショッ
プの開催などの活動を行うこととしています。

　センターにおいては世界的な開発の目標である
SDGsの実現のため、センターの活動の実績をふま
えたフィールドワークや実践的な研究によりグロー
バル化時代を意識し生活環境の改善や産業振興など
の分野におけるODAやNGO活動、研究協力など幅
広い国際貢献手法の研究を行います。このような活
動を通じてセンターは、わが国で国際貢献を行う組
織に研究成果を広く還元できるような国際貢献拠点
となることを目指します。また平成29年度にはこ
れまでの研究を取りまとめた書籍の刊行を予定して
います。

▲フィリピン台風被害の調査風景▲国際シンポジウム▲アフリカにおける水汲みの様子

今後の展開（目標）
研究の達成状況
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く、ドイツやインドの哲学研究者を招聘した研究会
を開催することで研究基盤の構築、強化を行い、さ
らに、持続可能な社会形成のための哲学を発信する
市民公開シンポジウム「里山の思想」を開催しまし
た。

　公開シンポジウムや研究会、ワークショップ等で
国内外の研究者、実践家と連携し、研究成果を様々
なかたちで発信していきます。年度末には研究年報、
別冊を刊行することにより、広く、かつ後世に残る
形で、国内外の社会へ成果を還元していきます。同
時に、研究支援者等の雇用により若手研究者の育成
も積極的に行っていきます。

　国際哲学研究センター (IRCP)は、「エコ・フィロ
ソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)と発展的
に統合し、現代社会が抱える諸問題に応じた、新し
い時代の哲学を切り開くべく活動しています。
　グローバル化による価値観の多様化や、それに伴
う地球規模の構造変化からくる社会的、経済的、宗
教的摩擦に対して、適切な進路の提言や、将来的に
展開可能な様々な選択肢を提示するためには、人々
の固有性を維持しつつも、なお普遍的かつ根源的な
基準を形成することのできる思想的基盤としての哲
学が必要となります。この課題を解決するために、
国内外の哲学研究者を中心に、学際的な連携研究を
行うことで、実践に必要な情報や方法を模索し、
22世紀の地球社会に向けて問題解決型、発信型の
哲学を確立すること、すなわち、「世界哲学」のた
めのいくつかの拠点を築いていくことが本研究セン
ターの目的です。

　3つのユニットを形成し、国内外の研究機関との
連携のもとで研究を発展させていきます。
　第1ユニット「哲学研究グループ」は「日本にお
ける哲学的方法のイノヴェーション」を課題として
います。「日本哲学」を中心に据えつつも、新実在論、
方法論、「ココロ」の哲学などの研究テーマを取り
上げ、「22世紀の世界哲学」という課題設定の意味
と問題点を明らかにしていきます。
　第2ユニット「宗教研究グループ」は「宗教の超
克と調和に向けて」を課題とし、特に、アジアの国々
や地域がどのような宗教問題を抱えているか、また
宗教自身に内在する問題はなにかを討議していきま
す。「多文化共生社会における思想的基盤」の構築
に向けて、新たな提言を行います。
　第3ユニット「エコ･フィロソフィ研究グループ」
は「エコ･フィロソフィの展開」を課題とし、西洋的、
自然科学的な視点でとらえられがちな環境問題に、
東洋的な自然観や、身体論、システム論による「環
境」概念の再構築といった哲学的アプローチを導入
することで、文理融合した学際研究による環境デザ
インの実践を目指します。

　東洋大学が哲学研究の国際的な研究拠点となるべ

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　TEL ≫ 03-3945-4209・7534 
 　　　E-mail ≫ ircp@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/ircp/

International Research Center for Philosophy

研究センターの目的（概要）　

今後の展開（目標）

研究センターの活動・特色

研究の達成状況

▲公開シンポジウム「里山の思想」

▲連続研究会「現代社会が直面する宗教問題」

▲即興ダンスワークショップ
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ユニットでは、知的障害者の自立生活に不可欠な自
己決定支援とプログラムの開発、支援者養成、地域
生活支援に関する研究を行います。子どもユニット
では、母子世帯を中心とする子ども家庭支援のプロ
グラムの作成を行うとともに、職員研修を実施し、
その成果を一般家庭の子育て支援に拡大していきま
す。また、３ユニットの共通基盤を担う理論・歴史
グループを設け、ユニットの枠を超えた研究活動を
行っています。

　福祉社会開発研究センター編により、『地域にお
けるつながり・見守りのかたち』（中央法規出版、
2012年）、『山あいの小さなむらの未来―山古志を
生きる人々―』（博進堂、2013年）を刊行しました。
また、研究紀要『福祉社会開発研究』や各種資料集
を毎年発行し、一般市民・実践者向けの講演会やシ
ンポジウムを開催しています。2015年3月には内
蒙古・台湾・中国・韓国で活躍する東洋大学大学院
を修了した研究者を招き、国際シンポジウムを開催
しました。

　これまで各分野でばらばらに議論されてきた地域
における支援システムを、見守り支援と生活支援の
観点から、より一般的な地域支援システムとして理
論化し、将来の日本における社会福祉の支援システ
ムのあり方についての長期的な展望を得ることを目
指しています。
　また、若手研究者（研究支援者、RA）に対し、
社会福祉の現場との交流を通じて、体系的な実務デ
ータの作成と分析に貢献できる能力、研究プロジェ
クトのマネジメント力の育成を図ります。

　福祉社会開発研究センターは、文部科学省「私立
大学学術研究高度化推進事業」の選定を受けて、
2007年に発足しました。自治体等との連携のもと、
多様な理論的・実践的研究を展開してきました。こ
の研究成果を進化･発展させ、2013年７月からは、
文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
の採択を受け、高齢、障害、子どもの社会的孤立に
対応する見守り･自立支援の仕組みと、一般的な支
援方法やシステム等のあり方を検討しています。将
来の日本における社会福祉の支援システムのあり方
についての長期的な展望を得ることを目的とします。

　近年の社会福祉研究の特色として、社会経済構造
の変動に伴い、貧困・所得格差、孤立・孤独死、児
童・高齢者への虐待、消費者被害、ホームレス、ワ
ーキングプアなど、社会関係の脆弱化にともなう
様々な生活上の困難が取り上げられており、このよ
うな問題の複雑性に対し、多面的な支援体制の構築
が求められています。
　当センターでは、現在、「高齢者、障害者、子ど
もの社会的孤立に対応する見守り支援･自立支援に
関する総合的研究」をテーマとして研究を推進して
います。そして、以下に挙げる4つのユニット･グ
ループが相互の連携を図りながら、現場や行政の担
当者との協働の下、ネットワーク・システムや、制
度･政策の形成等をめざした総合的研究を行ってい
ます。このなかには、東日本大震災被災地における
支援システム、韓国などの東アジアにおける生活支
援と連動させた研究も含まれています。
　高齢ユニットでは、社会的孤立を深める一人暮ら
し高齢者、認知症高齢者、家族介護者への見守り支
援と生活支援のシステムを中心に検討します。障害

Research Center for Development of Welfare Society

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20   TEL＆FAX ≫03-3945-7504　
 E-mail ≫ cdws20813@yahoo.co.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/cdws/

研究センターの概要（沿革）

研究センターの活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）

▲韓国大邱大学校との合同セミナー▲2015.3.7国際シンポジウム登壇者 ▲2016.3.11シンポジウム



21

評価分析ならびに河川底質における菌叢解析では非
常に興味深い結果が得られ，今年度調査への重要な
示唆を与えています。重金属および医薬品による生
態毒性学研究も実験室内研究が順調に進んでいます。

　人為由来の環境変化に対する生物個体群の生存戦
略・環境適応に関する知見は，人間社会が抱える多
様性ある生態系保全および持続社会構築といった社
会問題を解決するための基盤となります。本研究の
成果が，水辺環境の保全・保護に貢献する新たな指
針となり，生物資源の有効活用，生活の豊かさの向
上に貢献するだけでなく，人類の持続的発展に貢献
する人材育成や我が国の革新的な環境技術開発に資
することを目標とします。

　平成21年度から生命科学部生命科学科に新たに
応用生物科学科ならびに食環境科学科（平成25年
度に食環境科学部食環境科学科に改組）が開設され
て以降，学科間での連携が強く求められていました。
その中で，3学科教員6名を含む共同研究が平成
22-25年度の文部科学省科学研究費基盤研究B「個
体群理論に基づく銀ナノ粒子の水環境生態リスク研
究（研究代表者・柏田祥策）」，平成24年度経済産
業省製造産業局化学物質管理課・リスク評価に係る
新規課題（研究代表者・柏田祥策）などに採択され
るに至り，3学科教員を中心とした生命環境 科学研
究が本格的に開始されました。今回、私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業に、新規採択された研究課
題「人為由来環境変化に対する生物の適応戦略と小
進化」では，化学物質による環境汚染が生物および
生態系さらには 生態系進化に与える影響を評価す
ることを目的としています。

　人間の活動に起因する化学物質による環境汚染は，
生態系構成生物を遺伝子レベルから改変するほどの影
響力を持ちます。慢性的な化学物質による環境汚染に
対して，生物は進化の中で獲得した様々な機能を活用
して生き残りを図っています。しかし，汚染環境に適
応した生物は，遺伝形質の偏りによって種内生物多様
性が低下して生態系が脆弱化するか，あるいは新たに
獲得した形質が他生物の生存に対して脅威となること
があります。本研究センター では，そうした化学物
質による環境汚染の生物・生態系・生態系進化に与え
る影響を評価するために，渡良瀬川流域および江戸川
水系を中心とした野外調査および生物・化学分析を行
い，代表的な人為由来環境変化である重金属汚染およ
び医薬品類（抗菌剤）汚染に対する生物個体および個
体群の戦略的環境適応（小進化）を明らかにします。
本研究は，水環境生態系の保全および持続的社会の構
築に資すると期待されます。

　
　昨年度に引き続き渡良瀬川流域および江戸川水系を
中心とした野外調査および生物・化学分析を行い，代
表的な人為由来環境変化である重金属汚染および医薬
品類（抗菌剤）の分析を進めています。過去における重
金属汚染状況の4次元解析および生物多様性への影響

Research Center for Life and Environmental Sciences

お問い合わせ≫ 〒 374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野 1-1-1   TEL＆FAX ≫0276-82-9029　
 E-mail ≫ kashiwada@toyo.jp　URL ≫ http://www.aqua-env.org/

研究センターの目的（概要）

研究センターの活動・特色

研究センターの活動・特色

今後の展開（目標）

▲PerkinElmer　NexION　ICP質量分析装置による無機分析

▲AB SCIEX　TripleTOF®5600+ System (LC-MS/MS)による
　有機化合物の分析

▲渡良瀬遊水地における生態調査
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　川越キャンパス7号館、共生ロボットハウスおよ
び板倉キャンパス5号館を中心として、ストレス試
験環境・脳機能解析環境・生体防御機能解析環境を
構築し、それぞれの研究テーマに取り組んでいます。
また、国際連携プログラムを推進し、オーストラリ
アをはじめとした海外の研究機関との研究を実施し
ています。さらに毎年、生体医工学研究センターシ
ンポジウムを開催しています。

　今後、①暑熱ストレスに対する基盤的生命科学研
究、②診断とケアマネージメント研究、③可視化シ
ステム開発の3つの研究テーマに分類し、暑熱スト
レスの可視化研究と、ストレスコーピングを多階層
的な観点から実施する予定です。何れも横断的にそ
れぞれの研究成果を共有し、学外研究者および企業
との熱中症予知・診断機器の開発や熱中症予防飲食
料品の実用化開発を産学連携研究として進めていき、
社会への還元を目指します。

　東洋大学生体医工学研究センターは今後の少子高
齢者社会における社会的要請に応え、本学教育研究
活動の新たな取り組みの中核を担う役割を果たすも
のとして、2010年に設立されました。これまでの
医工学研究は医療に直接的に係わる学問分野として
発展してきましたが、医療のみならず生活の場にも
適用できる新たな医工学研究の領域への展開が求め
られています。そこで日々の生活を改善することに
より自己の持つ調節能力、防衛能力、治癒能力を高
め、予防・症状の軽減を図り健康を維持していくセ
ルフメディケーションを重要課題として研究を展開
しています。
　本研究センターでは、6年前から「脳科学を基盤
としたストレスの可視化によるヘルスサポートシス
テムの開発」をテーマとして研究活動を行ってきま
した。さらに今年度からその研究基盤を具体化させ
て、「暑熱ストレス応答の可視化研究とストレスコー
ピングの多階層的研究」を新たに開始しました。こ
れは日本の酷暑地域の代表である群馬と埼玉にキャ
ンパスを有する東洋大学の研究グループが新たに発
信する独創的な研究プロジェクトで、暑熱ストレス
により発症する熱中症の予防と対処法（コーピング）
を地域住民へのローカルな対策から、地球規模で深
刻化する温暖化に向けてグローバルに研究成果を提
供することが本研究センターの趣旨となっています。

　人（生体）は自然環境、社会環境、食品環境など
外なる環境と細胞・組織・器官、さらには心などの
内なる環境の影響を受けつつも自己の機能により恒
常性を維持しています。健康であるためには、この
機能をいかに高め、機能しやすい環境をつくり、補
助するかが重要です。これまでのプロジェクトでは、

「脳科学的アプローチ」により、ストレスの可視化
を試み、健康を維持するための運動プログラム、バ
イオフィードバックシステム等のヘルスサポートシ
ステムの開発に成功してきました。さらに、地球温
暖化とヒートアイランド現象によって深刻化してい
る”暑熱”が生体に与えるストレスに対して、脳・神
経科学、精神科学、免疫科学、医工学を専門とする
研究者が有機的に連携し、科学的根拠に基づく暑熱
ストレスの定量法、可視化法、それに必要なセンサ
ー装置の開発を行います。

Research Center for Biomedical Engineering

お問い合わせ≫ 〒 350-8585 埼玉県川越市鯨井 2100   TEL＆FAX ≫049-239-1943　
 E-mail ≫ bme@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/bme/

研究センターの概要（沿革）

プロジェクトの活動・特色

研究の達成状況

今後の展開（目標）

▲脳機能解析環境

▲生体ストレス測定環境
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　　　洋大学における学術研究の一層の推進を図る
　　　ことを目的として、学術研究推進センターで
は、以下の活動を行います。これにより、本学が卓
越した研究力を有する大学としての地位を確立し、
国際的にも高い水準の研究拠点を有する大学となる
ことをめざしています。

お問い合わせ≫ 〒 112-8606　東京都文京区白山 5-28-20　
 　　　TEL ≫ 03-3945-7778　研究推進部　研究推進課  　FAX ≫ 03-3945-7906
            E-mail ≫ ml-gkk@toyo.jp　URL ≫ http://www.toyo.ac.jp/site/lc/

Center for Academic Research Promotion

　　　術研究推進センターでは、本学の研究活動の
　　　成果等の研究情報に関する集積管理を行い、
2007年 か ら 東 洋 大 学 研 究 者 情 報 デ ー タ ベ ー ス

（Researchers Information System of ToyoUniversity）
http://ris.toyo.ac.jp/ により、本学の研究活動の成果
等を公開しています。東洋大学研究者情報データベ
ースについては、2013年にリプレイスされ、国立
情報学研究所が開発し、科学技術振興機構が管理し
ている研究者情報データベースであるresearchmap 
と連携したデータベースとなっています。

1 6

2 7

3
8

4

9

5

10

研究力強化及び研究高度化のための
中長期計画の策定

複数の研究分野を横断する個性的で先端的な
本学として重点を置く
研究プロジェクトの企画推進及び大型補助金
等へ申請する研究プロジェクトの選定

科学研究費助成事業（科研費）を
はじめとする学外研究費の導入及び
学外研究機関等との連携推進

産官学連携活動を通じた、国及び
地方公共団体並びに産業界との受託研究・
共同研究等の推進

学内研究助成事業の助成方針の策定

研究機関の設置、点検評価、
改廃の検討及び活性化

海外の研究機関等との連携強化及び
研究活動の国際化推進

研究活動の推進に関する外部情報の収集、
研究活動の成果等の学内外への広報

研究活動の成果等の集積整理
（データベースの維持管理等） 

大学院教育との連携による次代を担う
若手研究者の育成の推進




