慶應義塾大学
SFC 研究所

ごあいさつ

研究体制

SFC の研 究 活 動
多彩な研究領域

オープン・イノベーションをもたらす
先導的な知行のプラットフォーム
SFC 研究所は、慶應義塾大学湘南藤沢キ

元するためのさまざまな仕組みが整っています。

イノベーションをもたらし、明るい未来を創造する

そして、イノベーションを巻き起こすために必要な、

先導拠点として邁進します。

「 面白い」を共有できる文化が醸成されている
福澤諭吉は、
『 学問のすゝめ』で、「 学問の

泥することなく、「 問題発見・解決 」を中軸に

要は活用に在るのみ。活用なき学問は無学に等

据え、「 知の再編 」を嚮導してきました。キャン

し」
（ 十二編 ）と論じています。躬行実践、自

パスでは、多様な、かつ豊潤な実践知が生まれ

我作古の精神で、活用ある学問を推進します。

出づる処になり、まさに百花繚乱の様相を呈して

そして、いつまでも変わり続けるということをいつまで

います。

も変わらない志として、皆さまとともに明るい未来創

その中で、SFC 研 究 所は 1996 年に発 足。 造に挑みたいと念願しています。今後ともご理解、
ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

究者と一緒に、ダイナミックな知の相互作用を促
し、オープン・イノベーションをもたらすプラットフォー
ムとして寄与してきました。現在、SFC 研究所は、

30を超える「ラボラトリ」、20を超える「 SFC 研
究コンソーシアム」を擁しています。このように産

今回、2016 年度に新設したラボラトリを紹介します。（ 2016 年 10 月現在 ）

産官学連携
企業

※ サークル内の色は、新設ラボラトリの研究領域であることを表しています。

国・政府

研究機関 地方公共団体

といえるでしょう。

るキャンパス」を標榜し、従来の学問領域に拘

国内外を問わず、産官学からの多彩な訪問研

各ラボラトリの研究テーマは、複数の研究領域にまたがっています。

このように、SFC には、研究成果を社会に還

ャンパス（ SFC ）内外の知の相互作用によって

SFC は、1990 年の開設以来、「 未来を創

SFC 研究所には 39 件のラボラトリが設置されています。

教育機関

その他

産官学連携
エイジレス・アカデミー・ラボ
設立：2016 /7 /1

少子高齢社会において年齢に関係無く、無理のな
い新たな成 長（より良く生きる）支 援カリキュラムの
研究と実践を推進する。大学以外にも、施設やコミ
ュニティ、企業との協働をはかり、講演会、シンポジ
ウムの開催、報告会などの機会を作り、課題・情報・
データの共有の 場 を作ることを目的とする。

ラボラトリ

社会貢献

コンソーシアム

情報公開

ラボラトリ

ビレッジ（ SFC-IV ）では、起業家やベンチャー
企業にオフィススペースを提供し、さまざまな事業
創造のための支援、サービスを提供。
その結果、営利、非営利を問わず、多彩な

SFC 研 究 所では、2001 年から、先 端
慶應義塾大学 SFC 研究所 所長

起業家を輩出しています。

飯盛 義徳

組織関連図
湘南藤沢キャンパス
（ SFC ）
大学院

学部

政策・メディア研究科
健康マネジメント研究科

総合政策学部
環境情報学部
看護医療学部

SFC 研究所
SFC 研究所は、2 研究科・3 学部附属の研究所です。

ベーション施 設を開 設しました。

SFC の持つ IT、バイオテクノロジ

研 究 活 動 成 果を広く社 会に公 開する場として、

設立：2016 /7 /6

ー、環 境 調 和 技 術、看 護 医 療、

Open Research Forum 」を毎年開催

研究プロジェクトの現状と将来計画を、展示やワ

健康マネジメント、都市デザイン、
社 会 制 度 設 計 等の知 見を活 用
慶應藤沢イノベーションビレッジ（ SFC-IV ）

し、かつ慶應義塾大学と連携して

http://www.smrj.go.jp/incubation/sfc-iv/

オフィスです。

ークショップ、セッションなどを通して、産業界・国・
地方公共団体・学会等に広く紹介しています。

起業を目指す方を対象とした賃貸

http://orf.sfc.keio.ac.jp/

データから見る研 究 活 動

OR F2 015 の様子

2 0 1 5 年 度 S FC 研 究 所
研究資金

2 0 1 5 年 度 S FC 研 究 所
研 究プロジェクト件 数

SFC Open Research Forum（ ORF ）2015
は、テーマを「 次 世 紀の芽 〜 25 年目に 100
年 後を考える〜」と掲げ、11 月 20 日（ 金 ）、
21 日（ 土 ）の 2 日間、東京ミッドタウンにて開催
し、5466 名の来場者にお越しいただきました。
B 1 F のホールでは、展示 75 団体、ワークショッ
プ 7 団体の計 82 団体が出展し、4F のカンファレ
ンスでは、各界からさまざまなゲストをお招きし、45 のセッションを行いました。ORF 2015
は、16 社の企業にご協賛いただき、協賛企業によるスポンサーセッションを6 セッション開

年、
「SFC Open Research Forum（ORF）」
さらに、インキュベーションを物心両面から支え

む方を支援する場として、インキュ

が果たすべき重要な社会的責任の一端と考え、

社会
成果還元

で、新事業の創出・起業に取り組

SFC では、その研究成果の社会への還元を自ら

本ラボラトリは、AI の技術的な側面の発展のみに
重点を置くのではなく、AI 技術が与える社会への
影響までも分野横断的に考察し、人工知能のあ
るべき未来を、より幅広いステークホルダーと、共創
（ co-design ）するための研究を目的とする。

慶應義塾大学
SFC 研究所

機構、神奈川県、藤沢市と共同

しています。ここでは、SFC で実施している様々な

にて世に問い、また新しい進化を遂げています。
る制度も充実しています。慶應藤沢イノベーション

SFC Open Research Forum (ORF)
「 SFC

受託／共同研究

倒的な経験、実績があります。研究成果は、毎

慶應義塾は、中小企業基盤整備

A I 社 会 共 創・ラボ

補助金／助成金

官学連携による先端的な知の創造において、圧

ベンチャー・インキュベーション支 援

コンソーシアム
大 学が中 心となって研 究テーマを設 定

的研究を行う研究グループであるラボラト

し、企 業や政 府などの外 部の複 数 機 関

リを設けています。ラボラトリは同じ研究ミ

へ共 同 研 究を呼びかけ、「 相 互 利 益 」

ッションを持つ、様々な研 究 領 域の研 究

を前提に、領域を超えて、大規模な研究

者により、横断的、融合的に構成された

課題に取り組む仕組みです。これまでの

慶 應 義 塾 大 学 SF C 研 究 所

組 織です。 国 内 外 の 企 業 や 研 究 所、

共同研究に比べ、はるかにスケールが大

〒 252 -0882 神奈川県藤沢市遠藤 5322

国、地 方 公 共 団 体、他 大 学などとの研

きく、広 範な学 問 領 域にまたがる総 合 的

www.kri.sfc.keio.ac.jp

究交流を促進することを目的としています。
ラボラトリ数：39 件（ 2016 年 10 月現在 ）

な研究が可能です。
コンソーシアム数：22 件（ 2016 年 10 月現在 ）

補助金／助成金

受託／共同研究

催しました。

ブロックチェイン・ラボ
設立：2016 /7 /1

文部科学省などの公的機関が、高等教

企業や国、地方公共団体などの外部機

育の活性化や国際競争力のある大学づ

関と個々に契約し、委託を受けて、あるい

くりを目的として行う支 援 事 業、または、

は共 同で、研 究を行う研 究 形 態です。

民 間 団 体が、特 定 分 野の問 題 解 決や

研究内容は、委託者の要望に沿って決

設立：2016 /4 /1

認知度の向上のために行う支援事業にも

定され、個々のニーズに合った研究を行

とづいて行われる研究です。すでに複数

うことが可能です。

本研究は、今日における科学コミュニケーションのあり方
と、その中心となる科学コミュニケーターの役割を根本的
に問い直し、未来に向けて再設計することを目的とする。

の大型プロジェクトに採択されています。

科 学 技 術コミュニケーションラボ

自律分散型信頼情報の共有と形成の基盤であるブロックチ
ェインの技 術は仮 想 通 貨ビットコインによって普 及しつつ有
る。本ラボラトリは、このブロックチェインの技術について仮想
通 貨にとらわれず、１）安 全 性と安 定 性の検 証と開 発、２）
多 様な応用分 野での展 開の実 証 基 盤の構 築、３）グロー
バルアカデミズムのネットワーク型研究拠点の構築を目指す。

ワークショップ「 未 来 創 造 塾 S B C 」
SFC における滞 在 型 教 育の拠 点である「 未

来創造塾 」において、学生・教員・職員・卒
業生が一丸となって学習環境を自らの手で創
造する「 SBC（ Student

Build Campus ）」
というプロジェクトが、2015 年度からスタートし
ました。このワークショップでは、来場者に様々
なアイディアを出していただき、10 年後の理想

の「 実験キャンパス」をシミュレーションしました。

慶應義塾大学 湘南藤沢事務室
学 術 研 究 支 援 担当
Tel: 0466 -49 -3436
Fax: 0466 -49 -3594
E-mail: info-kri@sfc.keio.ac.jp
小田急江ノ島線／相鉄いずみ野線／横浜市営
地下鉄：湘南台駅下車
神奈中バス「 慶応大学行 」約 15 〜 20 分

JR 東海道本線：辻堂駅下車
神奈中バス「 慶応大学行 」約 25 分

Keio Research
Institute at SFC

GREETINGS

STRUCTURE

A pioneering platform of knowledge
and action that drives open innovation
The Keio Research Institute at SFC strives to
be a leading hub where innovation is brought
through synergy of knowledge from inside and
outside of Keio University Shonan Fujisawa
Campus (SFC) and a bright future is created.
Since its establishment in 1990, SFC has
advocated for its purpose as a campus that
can design the future. Without adhering to
conventional academic fields, and by setting the
core goal of identifying problems and finding
solutions, SFC has conducted a reorganization
of knowledge. The campus has become a place
where bountiful and varied practical wisdom is
brought into existence, as though it has been
colored by all kinds of flowers blooming at
once.
Amongst this activity, the Keio Research
Institute at SFC started its journey in 1996.
In conjunction with various researchers from
industry, government and academia̶from
Japan and abroad̶it has contributed as a
platform to promote a dynamic synergy of
knowledge and to bring open innovation. At
present, the SFC Research Institute boasts more
than 30 Laboratories and more than 20 SFC
Research Consortiums. We have overwhelming
experience and achievements with this kind of
creation of cutting edge knowledge through
collaboration with industry, government
and academia. Every year at the SFC Open
Research Forum (ORF) the results of research
are presented to the public and we continue to
evolve.
Furthermore, we have a comprehensive system
to provide both material support and moral
support for business incubation. The Keio
Fujisawa Innovation Village (SFC-IV) provides
entrepreneurs and start-ups with office space
and support for generating a diverse range of
businesses.

As a result, we have turned out a great and varied number of entrepreneurs in both commercial and nonprofit fields.
There are a variety of measures like this in place
in order for SFC to contribute to society with
the results of research. We surely can say that a
culture is being nurtured where the interesting
ideas, which are necessary for innovation, can
be shared.
In section 12 of An Encouragement of Learning, Yukichi Fukuzawa argues: The essence of
learning lies rather in its practical consequences,
without which learning is still ignorance. By
holding the intention to demonstrate by actions and create history to define the future,
we are striving to create learning with a practical
application. With unchanging will in the face of
continuous change, we are challenging with all
our effort to build a bright future together. We
look forward to your continued understanding
and support.

Executive Director,
Keio Research Institute at SFC

Yoshinori Isagai

Association Chart
Shonan Fujisawa Campus（SFC）
Graduate School

Faculty

Graduate School of Media
and Governance Master s Program
Graduate School of Health
Management Master s Program

Faculty of Policy Management
Faculty of Environment and
Information Studies
Faculty of Nursing and Medical Care

Keio Research Institute at SFC
Keio Research Institute at SFC is affiliated with
two graduate schools and three faculties.

RESEARCH ACTIVITIES AT SFC
Diverse Research Area

Industry-government
-academia Collaborations
Private
Government
Corporations
Research
Local Public
Institutes
Entities
Educational
Others
Institutes

Keio Research
Institute at SFC
Laboratory
Consortium
Subsidies / Grants
Commissioned /
Joint Research

Keio Research Institute at SFC has 39 laboratories.
The research theme of each laboratory is across several research areas.
The 4 laboratories are newly setup in FY2016. (As of October, 2016)
＊ Color of the laboratories are related with the research area inside the circle.

Ageless Academy Lab.

Founded:2016 /7 /1

In the aging society with fewer children, this laboratory promotes research and
practice of a support program which will produce additional improvements in quality
of life that can be achieved without unreasonable efforts. We are targeting everyone,
with or without physical or cognitive disability and regardless of age. Together we will
contemplate what living better means for each individual, and put it into practice. Collaboration will be sought not only with universities, but also industry, the
community and other organizations. Our objective is to create a forum where issues,
information, and data can be shared, by creating opportunities for lectures, symposiums, measurement meetings, and research and experiment debriefing sessions.

AI＆Society Laboratory
Founded:2016 /7 /6

This laboratory will not focus only on
technical developments of AI, but will
also consider the effects that AI technology will have on society from an
interdisciplinary perspective, with a goal
of research towards co-designing how a
future with artificial intelligence should
be with a wide range of stake holders.

INDUSTRY‐GOVERNMENT
‐ACADEMIA COLLABORATIONS

SFC Open Research Forum
SFC, with the notion that dissemination of its
achievements to the public is one of its crucial
obligations, holds the SFC Open Research
Forum as the occasion to announce broadly
its research outcomes. In this forum, future
prospects and results of many ongoing research
projects at the SFC are introduced to industries, national and local governments through
exhibitions, workshops and, sessions.

http://orf.sfc.keio.ac.jp/

Society

Consortium

The Keio Research Institute at SFC has
been based on the laboratories, research groups having advanced research
missions, since 2001. Each laboratory
is a fusional and transdisciplinary organization consisting of the Institute s
researchers sharing similar or related
research interests. Its aim is to streamline cross-fertilizations with domestic,
foreign and international research
partners such as universities through
clarification of its objectives, research
subjects and expertise.

The SFC Research Consortium is a
unique form of research collaboration
in which the university sets the central
research theme, invites a number of
external organizations such as private
corporations and governments for collaborations, and tackles large research
issues while sharing mutual benefits.
In comparison to conventional joint
researches in which this consortium
approach enables executions of comprehensive researches having larger scales
and wider scopes.

The number of laboratories:39
As of October 1, 2016

The number of consortium:22
As of October 1, 2016

Subsidies /
Grants

Commissioned /
Joint Research

This includes researches as parts of supportive projects run by public institutions
such as Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology (MEXT)
to vitalize higher education or to enhance
competence of universities, or by private
organizations for issue resolutions in
specific fields or for improvements of
visibility of certain topics.

This is a framework of research in which
the Keio Research Institute at SFC makes
a contract with an external organization
such as private corporations, government
or local public entities, and then, the research is executed. Research contents are
to be determined along with intentions of
outsourcers so that relevant researches can
be carried out.

Keio Fujisawa Innovation Village(SFC-IV)

http://www.smrj.go.jp/incubation/sfc-iv/

Keio, in conjunction with
the Organization for Small &
Medium Enterprise and Regional Innovation, the Kanagawa
Prefectural Government and
the Fujisawa City Office, set up
a facility named Keio Fujisawa
Innovation Village (SFC-IV) in
the vicinity of the Shonan Fujisawa Campus in March 2006
to support people attempting
generations of new businesses.
It is a building consisting of
rented offices for people intending to utilize knowledge and
perception gained and compiled
by researchers of SFC on IT.

Research‐Related Data

Returning of Research
Outcomes to Society
Contribution to Society
Disclosure
of Information

Laboratory

Supports for Venture Incubation

About ORF2015

FY2015 Total Amount
and Breakdown
of Research Projects (SFC)

FY2015 Total Number of
Cases and Breakdown of
Research Projects (SFC)

SFC Open Research Forum (ORF) 2015 was
held from November 20 to 21 at Tokyo Midtown Hall and Conference under the theme
Seeds for the Next Century attracting
5,466 visitors over the 2 days.
The Midtown Hall featured 75 exhibition
booths introducing research projects, as well
as 7 workshops. At the Midtown Conference,
45 sessions were held in total by researchers
and representatives from various fields.
ORF2015 was organized in cooperation with 16 private corporations and 6 sponsored sessions were held.

Keio Research Institute at SFC
5322 Endo, Fujisawa, Kanagawa, 252 - 0882 , Japan
www.kri.sfc.keio.ac.jp

Office of Research Development and Sponsored Projects,
Shonan Fujisawa Campus, Keio University

Workshop: Miraisozojuku SBC (Student Build Campus)
Blockchain Laboratory

Science and Engineering Communication Laboratory
Founded:2016 /4 /1

This laboratory will fundamentally reexamine both how science communication occurs in the present day, and the leading role that the science
communicator plays, with the goal of redesigning them for the future.

Founded:2016 /7 /1

Blockchain technology, which is a basis for sharing and formation
of decentralized autonomous reliable information, is beginning to
increase in use due to the virtual currency, Bitcoin. This laboratory is not restricted only to the field of virtual currency, but is
setting its sights on blockchain technology for 1) Verification and
development of safety and stability, 2) Establishment of experimental platforms to deploy in various areas of application, 3)
Creation of a networked research base for academics worldwide.

SFC has launched a project called SBC (Student Build Campus), a project to create environment for new education system by the
hands of students, faculty, staff and alumni.
This project is part of Miraisozojuku, a
new initiative for residential education for
Keio University. Through this workshop, we
will simulate the ideal experimental campus for future SFC by collecting ideas from
all the visitors of ORF.

Tel: 0466 -49 - 3436
Fax: 0466 -49 - 3594
E-mail: info-kri@sfc.keio.ac.jp
Odakyu Enoshima Line /
Sotetsu Izumino Line /
Yokohama Municipal Subway:
Shonandai Station
(approx. 15 - 20 minutes by
Kanachu Bus for "Keio Daigaku")
JR Tokaido Line : Tsujido Station
(approx. 25 minutes by
Kanachu Bus for "Keio Daigaku")

