中央大学

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書
１．概要（１ページ以内）
学校法人番号
大学名

中央大学

主たる所在地
事業名

東京都八王子市東中野742－１
超スマート社会の実現に向けた沿岸都市における防災プラットフォームの開発

申請タイプ

支援期間

タイプB

参画組織

研究推進支援本部

審査希望分野

人文・社会系

事業概要

中央大学

学校法人名

131050

収容定員

5年

理工・情報系

○

23924人

生物・医歯系

「地球規模での複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」と
いう将来ビジョンに基づき、「水災害の防災・減災」をテーマとした研究活動を展
開し、「学際的な防災研究拠点としての中央大学」というブランドの確立を目指
す。「災害時における避難行動」や「防護施設の脆弱性」「都市デザイン」に関す
るデータを集積した沿岸防災プラットフォームの構築を核とし、その研究成果を一
般社会へ発信・還元する。
イメージ図

中央大学 中長期事業計画／CHUO VISION 2025

「地球規模での複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」

研究活動・成果の発信を通じて醸成させるブランド・イメージ

研究活動の実績・成果に基づくイメージ醸成
研究活動

スマート避難誘導シ
ステムの開発・提案

都市デザインに対す
るジェネレティブシス
テムの開発・提案

国際展開

沿岸防災プラットフォームの構築

A）豪雨・高潮・津
波に対する浸水計
算データベースの構
築

B）道路や避難場
所の脆弱性に対す
るデータベースの構
築

C）災害時の行動
に関するデータベー
スの構築

D）防災対策の
政策評価手法の
構築

沿岸防災再現水槽・沿岸防災VRシステム
サポート体制
●研究推進支援本部・研究支援室による研究活動のサポート
●外部有識者で構成される外部評価委員会による点検・評価
【目的】
水災害に関わる諸問題を解決するための各種ツールを提案
●適切な浸水情報や避難路の脆弱性に基づく避難誘導の仕組み
●防護施設後背地域の活動の予測・計画・法令を踏まえたまちづくり手法の構築
【背景】
●水災害の増大及び人口密集地域における避難時の諸問題解決の必要性
●防護施設の越流・破堤など最悪のシナリオに基づいた防災・減災設計の必要性
●被災後の訴訟問題への対応も含め、まちづくりの計画・整備・管理と一体となった手法の必要性
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ブランディング戦略実行によるイメージ醸成

ブランディング戦略実行によるイメージ醸成

学際的な防災研究拠点としての中央大学

中央大学

２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的

近年、世界は台風の大規模化、巨大地震の発生の可能性などから、沿岸地域における将来的な水災害の増
大が懸念されている。また、大規模地震が想定される南海トラフに面する地域だけでなく、東京等の人口密
集地域においても、高潮、洪水時における避難等、様々な難しい問題を抱えている。
東日本大震災以前には防波堤や堤防によって、後背地域への浸水を可能な限り防護する考え方が主流で
あったが、東日本大震災において施設のみに頼る防護の限界が露呈したことを受け、防護施設が越流・破堤
した際の避難と合わせた、減災を軸とする防護方針が中央防災会議により提言されるなど、防災・減災に対
する意識が高まってきている。
そのような方針の変化を背景として、洪水、雨水出水、津波または高潮に対する被害軽減を目的とする水
防法が改正され、津波だけでなく高潮・豪雨に対しても、最悪のシナリオに基づいた減災設計を行うことが
義務づけられている。
一方で、沿岸都市部では、堤防等の防護施設の整備水準も高く、人口も多い。そのため、災害に関する情
報の提供や越流もしくは破堤の判断が難しく、避難のタイミングが遅れることが予想され、その結果、浸水
域にいる全人口が避難を完了することは困難を極めることが推測される。また、都市部だけでなく、堤防の
整備と一体となったまちづくりに関して、その計画・整備・管理などの一連の手法はいまだ確立されていな
い。さらに、たとえそのような手法を確立できたとしても、行政側と住民側との合意形成は困難となってお
り、被災後の訴訟といった事態への考慮が必要である。
水災害に関わる防災・減災への取組における諸問題を解決するためには、単に堤防を築く等、物理的な観
点からのアプローチではなく、ソフト面からの解決策を含めたツールを提供する必要がある。すなわち、適
切な浸水情報や避難路の脆弱性に基づく避難誘導の仕組みと、後背地域の活動の予測・計画・法令を踏まえ
たまちづくりの手法の構築が必須である。そこで、本事業では、災害時における避難や防護施設の脆弱性お
よび地域活動の持続性や将来性を踏まえたまちづくり手法の提案を目標として、豪雨・高潮・津波時におけ
る浸水データ、実験や現地のデータに基づく構造物の脆弱性、人の災害時の行動データ、都市デザインに関
するデータ、まちづくりに関する法律や訴訟の判例データ、人口予測のデータを集めた、沿岸防災プラット
フォームを構築するとともに、そのプラットフォームにあるビッグデータを用いて、適切な避難情報発信を
行う避難誘導システムならびに、超過外力を踏まえた災害に強い都市デザイン生成ツールの開発を目的とす
る。さらに、世界各地の沿岸都市において、同様のプラットフォームの構築を行うための方策を法学・経済
学的見地からも検討し、当該国の実情に合わせた防災・減災設計が出来る仕組みを検討する。
このような取組みは、以下の1）～3）の見地から、他に類を見ず、私立大学では唯一の学際的な研究で
あるといえる。
１）これまで本学が理工学部において進めてきた「水をめぐる安全・安心」に関わる理工学分野にお
ける教育・研究の土台を生かした研究であること。
２）本学が「英吉利法律学校」として創設された背景から、本学の建学の精神に基づく実学主義を根
幹とした法学的見地を加えている研究であること。
３）本学では1953年に日本で最初の「人口論」に関する講義科目を設置して以来、人口論（実態人口
学）と人口分析（形式人口学）の二大人口学体系に関する教育・研究を通じて培った実績に基づ
く経済学的見地も加えた研究であること。
【大学の将来ビジョン】

創立130周年にあたる2015年、本学では現在本学を取り巻く環境を分析し、創立140周年（2025年）に向
けた「中長期事業計画（CHUO VISION 2025）」（以下、CHUO VISION）を策定したところである。
（1）教育：「社会の期待に応え、人類の福祉に貢献する力を備えた人材を育成するための総合的な実学
教育の拠点形成」
（2）研究：「地球規模での複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」
（3）社会貢献：「特色ある教育研究に立脚した社会連携とヒューマンネットワーク拠点の形成」
（4）キャンパス：「人類の未来を拓き、常に新たな社会的価値を創出する総合キャンパスの構築」
（5）経営：「本学の継続的な事業活動を支える揺るぎない経営基盤の確立」
さらに、各ビジョン実現のために具体的なアクションプランを組織単位で設定している。また、年度ご
とに各重点行動計画の達成状況について点検・評価をおこなう体制を整え、全学的にCHUO VISIONの実現
に取り組んでいるところである。
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（２）期待される研究成果

本事業の成果として以下A)～D）の4点を掲げる。
A)沿岸防災プラットフォーム
①気候変動や地殻変動の変動性を踏まえた豪雨・高潮・津波における浸水計算のデータ
日本列島周辺に来襲した台風の属性値の出現確率分布等から、モンテカルロ・シミュレーションを用い
て計算し、その台風モデルを用いて数万ケースの台風計算を行い、それに伴う高潮浸水予測計算を実施す
る。同様に、地震においても、地震のスケーリング則を求め、確率津波モデルに必要なパラメータをMwに
応じて推定したケースを数万ケース程度行い、浸水計算を実施する。その際、防護施設は被害状況に応じ
た計算を行う。
②防護施設や避難路、ビル等の脆弱性を評価するための実験データや既存の被災データ
防護施設等の脆弱性および人の災害時における行動予測に関する試験が実規模スケールから縮尺1/20程
度で行うことができる、「ゲート急開放式水流発生装置」「還流発生装置」（これらを合わせて、以後、
「沿岸防災再現水槽」という）を設置し、その水槽で行う試験結果を沿岸防災プラットフォームに保存し
ていくものとする。既存の実験データや、災害時におけるデータでは対応できない数多くの形式の被災メ
カニズムならびに、フラジリティを検討し、そのデータを集積するものとする。さらに、沿岸防災再現水
槽に付帯している「沿岸防災VRシステム」と組み合わせることで、災害時の人の行動を計測し、そのデー
タベースを構築するものとする。
③水災害時における人の避難行動のデータやアンケート結果
これまでの水災害時において既に大規模に実施されている、避難行動に関する住民らのアンケート結果
やそれら避難行動のデータを収集し、定量化・パターン化し、モデルを作成する。
④災害に関する法律や訴訟判例
これまでの災害に関する裁判においては、既に何割かの人々が被災することを前提にされている。そこ
で、どのような訴訟が起き、どのような結果となっているのかについての判例を収集・データ化し、法令
という形で制度設計を行う。
⑤人口予測やそれにともなう後背地域の活動予測データ
人口を加味した形での災害予測手法の改良を行う。これまでの手法では、人口を含めた災害の予測につ
いては検討されていないため、これについてモデルを作成する。また、後背地域の活動についても同様に
シミュレーションから予測データを作成する。
以上、①～⑤の観点で収集したデータベースを作成し、閲覧、更新、修正が可能なプラットフォームを
構築する。
B)スマート避難誘導システム
構築した沿岸防災プラットフォームのビッグデータや、降雨レーダー、津波観測データ等を活用し、避
難開始時間や避難場所を含め、複数の避難経路に関する解が存在するなかで、最適解を選ぶ仕組みとして、
スマート避難誘導システムを構築する。
具体的には、沿岸防災プラットフォームから得られたデータを用いて、避難経路の危険度マップを作成
し、さらに対象となる人の行動パターン等を加え、災害時に、実際に得られた観測データ等から、「いつ、
どこに、どのような経路を通って避難するのが良いのか」を示す仕組みとなる。また、状況によってはオ
フラインになることも考えられるため、その対応策も検討するものとする。その仕組みのなかで、他者の
状況も取り込めるようにすることで、より安全な経路を示すことができるとともに、家族、知人の避難し
そうな場所を示すことが可能となる。
C)災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザインシステム
現状での、防潮堤の高さは、再現確率100年程度の災害に備える高さで決められており、その大きな目的
は、後背地域の被害を軽減し、避難時間を確保することで、持続的なまちづくりと人命を守ることである。
住民のなかには、一方的に計画者が高さを決めていると感じている人もおり、そのため、意思決定のあり
方を巡って合意形成が難しくなるケースが多い。そこで、沿岸防災プラットフォームのデータを用いて、
コンピュータを用いて様々な都市デザインの代替案を複数示すことのできる仕組みを開発する。
具体的には、高潮、津波の浸水確率に応じた、構造物の被災率や、避難シミュレーションによる被災率、
法令に基づく防潮堤の高さや道路、避難場所の限界が示された人口予測等のデータを含め、災害に強い都
市デザインをコンピュータによって自己生成的にデザインできる仕組み（ジェネレティブデザインシステ
ム）を構築する。それによって、多数の都市デザインが示され、それをもって、行政側と住民側とが合意
形成できるようなシステムとなる。
D) 国際展開
沿岸防災プラットフォームに、世界各地の情報（データ）を入れ込むことにより、スマート避難誘導シ
ステムと都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムを世界各地の沿岸都市に適用することが
可能になる。そのような国際展開を行うことで、防災・減災に関するインフラに対するスマート技術を普
及させる。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
【本事業の位置づけ】
本学の前身である英吉利法律学校は、1885年に「實地應用ノ素ヲ養フ」を建学の精神に掲げ、抽象的体
系性よりも具体的実証性を重視し、実社会が求める人材の養成をミッションとして創設した。爾来、時代
や社会の要請に応えるべく、幅広い学問研究と多様な実践的教育を通して、合理的な問題解決を追究する
実学の伝統を培ってきた。
創立130周年にあたる2015年に、創立140周年（2025年）に向けた「中長期事業計画（CHUO VISION
2025）」（以下、CHUO VISION）を策定した。CHUO VISIONでは、建学の精神に基づく本学のミッションを
「グローバルな視野と実地応用の力を備え、人類の福祉に貢献する人材の育成」と再定義し、そのミッ
ションを実現するための具体的ビジョンを設定した（以下、図を参照）。

さらに、各ビジョン実現のために具体的なアクションプランを組織単位で設定し、全学的にCHUO VISION
の実現に取り組んでいる。
なお、CHUO VISIONについては、本学ホームページ上において公開しており、教職員、在学生など学内関
係者に周知するとともに、広く学外に対しても発信している。
（http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/chuovision2025/）
本事業は、「水災害おける沿岸都市部の防災・減災」をテーマとしている。本学はこれまでも「水をめ
ぐる安全・安心」に関わる教育・研究に力を入れてきた。近年では2010年度に文部科学省が創設した「日
中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」（現：「キャンパス・アジア」中核拠点支援事
業）（http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/iwee/）において、本学の「国際水環境理工学人材育成プロ
グラム」が採択された。当該事業は、東アジアをはじめとする世界の諸地域の水環境に関し、総合的かつ
抜本的な改善策を提案・実施できる国際的な人材の育成を目指したものである。
一方、本事業では、水災害時における避難や防護施設等の構造物の脆弱性ならびに地域活動の持続性や
将来性を踏まえたまちづくり手法の提案を目標としている。具体的には、「沿岸防災プラットフォームの
構築」及びそのプラットフォームに蓄積されるビッグデータを用いて、「適切な避難情報発信を行う避難

4

中央大学

誘導システム」ならびに、「水災害に強い都市デザイン生成ツールの開発」をおこなう。この点において、
本事業は本学が取り組んできた「水をめぐる安全・安心」に関わる教育・研究の流れを汲み、さらにその
成果を発展・波及させていく事業と位置づけている。
また、本事業の成果は水災害に対する防災・減災という、東日本大震災以降、我が国が抱える喫緊の課
題解決に資するものであり、「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学の精神を体現する事業でもある。
さらには、「津波・高波・高潮」といった水災害は、チリやインドネシアをはじめとする世界各国の沿
岸都市部でも発生しており、グローバルな視点を加味した研究成果の蓄積が求められている領域でもある。
本事業は、まずは日本国内の沿岸都市部をモデルに沿岸防災プラットフォームの開発を行った上で、その
対象を世界各国の沿岸都市部に広げ、各国の情勢に合わせて防災・減災設計ができる仕組みを提案する。
この点において、本学が掲げる研究分野の将来ビジョンである「地球規模での複雑な諸問題の解決に寄与
する研究」を実現するための中核的事業としても位置づけている。
【本事業のブランディング戦略】
本事業を通じて、「学際的な防災研究拠点としての中央大学」というイメージの浸透をはかる。
本学は英吉利法律学校を起源としており、司法試験合格者数では常にトップ5に位置し、法曹界に多数の
人材を輩出してきた実績から、「法科の中央」というイメージが非常に強い。この点は伝統と実績に裏打
ちされた本学のブランド・イメージの核となっている。また、司法試験以外でも、公認会計士合格者数や
国家公務員試験合格者数（総合職・一般職）では常に私立大学の上位に位置しており、実学教育の成果と
して、資格に強い大学というイメージも広まっている。そうした建学の精神に基づいた実学教育の成果に
よるブランド・イメージが定着している一方で、本学は現在、6学部、8研究科、専門職大学院3研究科を擁
する総合大学となり、各組織が連携した学際的な教育・研究を推進している。しかし、日経BPコンサル
ティングが実施した「大学ブランド・イメージ調査2016-2017（首都圏編）」によると、伝統や歴史、資格
取得に関する評価指標は高い数値となっているが、研究活動に関する評価指標は相対的に低い数値となっ
ている。前述の通り、本学はこれまでも総合大学としての強みを生かした学際的な教育・研究に力を入れ
て取り組んできたところではあるが、一般社会における認知度は決して高くなく、本学のブランド・イ
メージとして成熟していない。原因は、研究の目的・成果の発信対象及び発信媒体が限定されており、大
学のブランド・イメージを形成する段階まで十分に波及できていないためである。そこで本事業では、
「水災害の防災・減災」という社会的関心の高い課題に対して、都心のキャンパスに防災体験施設を整備
することにより、「学際的な防災研究拠点としての中央大学」というイメージを浸透させることを目指す。
具体的なブランディング戦略の最終到達点は、一般社会において学際的な研究を推進する大学としての
プレゼンスを高めること、および本事業の直接的なターゲットである自治体や国内外の研究機関に対し
「学際的な防災研究拠点としての中央大学」というブランド・イメージを定着させることとする。自治体
や国内外の研究機関に対しては、本事業の研究活動における研究者間の交流などを通じても、ブランディ
ングが一定程度、達成されうるが、前述のとおり、情報発信の範囲が限定されてしまう。そこで、そうし
た直接的な研究成果の発信ルートに加え、情報の波及エリアを段階的に拡大させていくというブランディ
ングの展開により、確固としたブランド・イメージとしての浸透を狙う。波及エリアは、研究段階に応じ
て、ステージを1から4までに整理し、各ステージにおけるステークホルダーを設定する。各ステージにお
けるブランディングの展開としては、大学ホームページ内に開設する特設サイトでの情報発信を基軸にし、
それぞれのステークホルダーに応じた個別の施策を講じる。
最初に、本事業の核となる「沿岸防災再現水槽」を構築する段階をブランディング戦略におけるステー
ジ1とし、本学教職員をステークホルダーとする。教職員に対して本事業の概要、期待される成果、及びブ
ランディング戦略について改めて周知し、本学の研究推進における中核的な事業としての位置づけを明確
にする。教職員の本事業に対する理解が深まることで、ステージ2以降の対外的な情報発信を担う組織毎の
役割を明確化し、効果的な情報発信を行うための体制を整備する。
「沿岸防災再現水槽」により、各種実験・データの収集をおこなう段階おいては、直接実験装置を使用
した活動が可能となる。その段階をステージ2とし、高校生・在学生をステークホルダーとして設定する。
「沿岸防災再現水槽」は実際に津波等の水災害を間近で体感できるため、高校生や在学生に対しては、
オープンキャンパスや在学生向けプログラムの一環として、「防災体験プログラム」等、直接的な体験を
通じて本学が推進する研究に触れる機会を設け、興味・関心を高める。また同時に「学際的な防災研究を
推進する大学」というイメージを定着させる。「防災に係る最先端の研究ができる大学」といった本学の
評価が高校生に定着させることで、国内外からの防災研究を志向する人材の取り込みに繋げる。また、在
学生においては、修得した防災の知見を、日本にとどまらず、海外でのフィールドワーク、海外留学や国
際学会での研究発表などを通じて、広く社会に還元できる人材の育成へと繋げる。
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研究活動の成果を発信する段階においては、ブランディング戦略を二つの段階に分け実行する。まず、
ステージ3では、広く一般社会へとブランド・イメージを波及させていく足がかりとして、本学の卒業生、
保護者をステークホルダーに設定する。本学の卒業生数は創立以来、55万を超す数となっており、行政や
産業界など国内外の各方面において活躍している。また、本学では、他の大学に先駆けて1983年に学生の
保護者が所属する父母連絡会が組織され、現在、全国に54支部を有している。そうした本学の強みである
卒業生、保護者とのネットワークに対して、本研究活動の成果を発信することで、「学際的な防災研究推
進拠点としての中央大学」のイメージを浸透させていく。そして、卒業生、保護者が有する人的ネット
ワークを通じ、ステージ4とする一般社会に対して、「防災研究推進拠点」のイメージ醸成を図っていく。
さらにステージ4においては、研究の進度に合わせプレスリリースを発信し、幅広い層に研究成果とブラン
ド・イメージを到達させる取り組みを行っていく。
そうして、ステージ1から4まで、「学際的な防災研究の拠点としての中央大学」のブラド・イメージの
浸透を図った上で、本事業の研究成果を波及させるステークホルダーである自治体や国内外の研究機関に
対し、シンポジウムや展示会などを通じて、ジェネレイティブシステム等、本研究活動の成果を発信する。
自治体や国内外の研究機関とのネットワークを構築し、防災研究拠点としての本学が果たす役割・機能を
明示することで、研究成果の実質的な波及を目指す。

ブランディング戦略について、各ステージにおける具体的な取組及び成果指標を以下に示す。
ステージ

ステークホルダー

取組

成果指標・達成目標

ステージ 0

―

○大学ホームページ内に特設ページ

●特設ページを開設できたか。

を開設
○キックオフシンポジウムの開催

●キックオフシンポジウムが開催で
きたか。

ステージ 1

教職員

○研究戦略会議、学部長会議、各学部
教授会において、本事業の概要と期待
される成果、ブランディング戦略を周
知し、本学の中心的事業としての認識
を統一
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を統
○広報室、入学センター等と連携し、 ●連携体制及び役割、今後の計画を共
情報発信主体としての役割を共有、ス

有できたか。また、計画書等を作成し、

テージ 2 以降の情報発信に向けた具

明示的に共有できたか。

体的方法等の整理・検討
ステージ 2

高校生

○ 受 験 生 向 け パ ン フ レ ッ ト 「 CHUO

●「CHUO UNIVERSITY GUIDEBOOK」に

UNIVERSITY GUIDEBOOK」に本事業の特

記事を掲載できたか。

集を掲載
○受験生向けサイト「CONNECT WEB」

●「CONNECT WEB」に記事を掲載でき

において特集記事を掲載

たか。

○オープンキャンパスにおいて高校

●オープンキャンパスにおいて、防災

生に対する防災体験プログラムを実

体験プログラムを企画し、実施できた

施

か。

○中高生向けサイエンスセミナーに

●サイエンスセミナーにおいて、防災

て防災体験プログラムを実施

体験プログラムを企画し、実施できた
か。

在学生

○ボランティアセンターと連携し、在

●ボランティアセンターにおいて防

学生に対する防災体験プログラムの

災体験プログラムを企画し、実施でき

実施

たか。

○理工系女子学生キャリア支援プロ

●「WISE Chuo」と連携し、
「防災」
「都

グラム「WISE Chuo」と連携し、
「防災」 市デザイン」をテーマにしたプログラ
「都市デザイン」をテーマにしたプロ

ムを企画し、実施できたか。

グラムを実施

ステージ 3

卒業生

○卒業生向け広報媒体「学員時報」に

●「学員時報」に特集記事を掲載でき

特集記事を掲載

たか。

○ホームカミングデーにおいて研究

●ホームカミングデーにおいて研究

活動の成果の発信

活動の成果の発信ができたか。

○学員会と連携し、
「防災」
「都

●「防災」
「都市デザイン」に関する

市デザイン」に関する学術講演会を開

講演会を開催できたか。

催
○中大技術士会と連携し、
「防災」
「都
市デザイン」に関する講演会を開催
○白土都会（旧土木工学科・都市環境
学科同窓会）と連携し、
「防災」
「都市
デザイン」に関する講演会を開催
保護者

ステージ 4

○保護者向け広報媒体「草のみどり」 ●「草のみどり」に特集記事を掲載で
に特集記事を掲載

きたか。

○父母連絡会において研究活動の成

●父母連絡会において研究活動の成

果の発信

果の発信ができたか。

一般社会

【国内向け】

＜自治体、

○YOMIURI ONLINE と提携している

●「Chuo Online」に特集記事を掲載

国内外の研究機関＞

WEB メディア「Chuo Online」に特集

できたか。

記事を掲載、また進捗に応じた記事を

●「Chuo Online」に半年に 1 回程度

定期掲載

進捗・成果に関する記事を掲載できた
か。

○教養番組「知の回廊」にて本事業を

●「知の回廊」の番組を制作したか。

特集したプログラム制作（提携ケーブ

また、放映できたか。

ルビジョン等で放映）
プ

発信
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○プレスリリースの発信

●プレスリリースを年 1 回以上発信
できたか。

○理工学研究所の成果発表会におい

●成果発表会において成果発表でき

て発表

たか。

○イノベーション・ジャパンにおいて

●イノベーション・ジャパンにおいて

本事業内容及び成果発表

成果発表できたか。

○国内シンポジウムの開催

●国内においてシンポジウムを開催
できたか。

○共同研究、受託研究の実施

●共同研究もしくは受託研究を 1 件
実施できたか。

【海外向け】
○大学ホームページ（英語版）内に特

●大学ホームページ（英語版）に特設

設ページを開設

ページを開設できたか。

○海外向け広報媒体「At a Glance」

●「At a Glance」
「Prospectus」に特

「Prospectus」に特集記事を掲載

集記事を開設できたか。

○海外協定校（180 大学）に対して本

●海外協定校のうち、50 大学以上に

事業の紹介記事を掲載したニュース

ニュースレターを発信できたか。

レターを発信
○国際連携推進機構と連携し、海外拠

●いずれかの海外拠点においてワー

点でのワークショップ開催

クショップを最低 1 回開催できたか。

○国際シンポジウムの開催

●国際シンポジウムを開催できたか。

○海外の技術展示会における展示発

●海外で開催される技術展示会にお

表

いて最低 1 回展示発表できたか。

以上のブランディング戦略を遂行することにより、「学際的な防災研究拠点としての中央大学」という
イメージを浸透させ、私立大学としての本学の独自性への認識を強固なものとし、社会の中でのプレゼン
スを高めていく。その成果はCHUO VISIONで掲げるビジョンの実現に資するものであるため、本事業の進
捗・達成度合いを測る指標として、CHUO VISIONで掲げる以下の指標及び達成目標を設定する。
指標
①学外研究費受入総額

2016 年度

2020 年度

2025 年度(※1)

1,311,216,733 円

1,607,400,000 円

1,810,100,000 円

766,467,659 円

880,000,000 円

968,000,000 円

75,275 人

85,000 人

―（※2）

③外国人留学生数

787 人

910 人

1,000 人

④海外留学者数

763 人

1,380 人

2,200 人

(①のうち受託研究費受入額）
②入学志願者数

※1 2025年度は、本事業期間を超えているが、本事業はCHUO VISIONに基づく計画で
あるため、CHUO VISIONに沿い、達成年度を設定している。
※2 大学入学者選抜の一体的改革の動向を見極めた上で、2021年度以降の数値目標
を設定することとしているため、現時点では未設定。

8

中央大学

４．事業実施体制（２ページ以内）
本事業は、理工学部、総合政策学部、経済学部、法学部の10名を超える専任教員で構成され、それぞれの
専門性における知識、ノウハウを基に沿岸防災プラットフォームを構築する。また、浸水計算については気
象庁と、防護施設や道路等の脆弱性については国土技術政策総合研究所、といった関係各研究機関と必要な
データや計算の仕組み等の連携を行い、実態に基づいた事業の取り組みを行う。また、関係行政機関との連
携を行い、具体的な出口戦略を議論するとともに、中央大学にてすでに展開されている「国際水環境理工学
人材育成プログラム（文部科学省補助事象）」で設置されている国際水環境学専攻との連携を行い、本事業
を理解し協働できる人材の育成を行うとともに、国内だけでなく国際的な防災沿岸プラットフォームの構築
に向けた取り組みを行うものとする。
(1)実施体制
A) 沿岸防災プラットフォームの構築
本プラットフォームの構築を行うにあたり、4つのワーキンググループ（以下、WG）で行う。
全体統括者 有川太郎 （理工学部）
〇は、各WG主査
WG1)豪雨・高潮・津波に対する浸水計算データベースの構築
〇山田正
（理工学部）：洪水浸水計算
・有川太郎 （理工学部）：高潮・津波浸水計算、防護施設の脆弱性
WG2)道路や避難場所の脆弱性に対するデータベースの構築
〇大下英吉 （理工学部）：構造物の脆弱性
・平野廣和 （総合政策学部）：貯蔵タンクの脆弱性
・姫野賢治 （理工学部）：道路舗装の脆弱性
・平川大貴 （理工学部）：盛土型堤防の脆弱性
・齋藤邦夫 （理工学部）：地盤の脆弱性
WG3)災害時の行動に関するデータベースの構築
〇樫山和男 （理工学部）：避難等疑似体験システム
・加藤俊一 （理工学部）：避難時の適切な情報伝達システム
・鹿島茂
（理工学部）：避難時における交通手段に関する影響
・有川太郎 （理工学部）：避難行動の実態データ
WG4)防災対策の政策評価手法に関するデータベースの構築
〇谷下雅義 （理工学部）：沿岸域の都市デザインデータ
・亘理格
（法学部） ：都市防災行政の法律に関するデータ
・和田光平 （経済学部）：人口予測データ
・佐藤尚次 （理工学部）：Life Quality Indexに関するデータ
・志々目友博（理工学部）：大災害時における都市環境への影響データ
B) 必要な情報を必要な人に伝えるスマート避難誘導システム
・有川太郎 （理工学部）：統括・避難シミュレータを活用した避難誘導システムの構築
・山田正
（理工学部）：浸水による避難警戒情報
・大下英吉 （理工学部）：構造物の脆弱性評価
・樫山和男 （理工学部）：可視化システムを活用した避難誘導システムの評価
・谷下雅義 （理工学部） ：より効果的な避難誘導に向けた街路デザイン
C) 都市デザインに対するジェネレティブデザインシステム
・有川太郎 （理工学部）：統括・防護施設デザイン
・山田正
（理工学部）：浸水評価
・大下英吉 （理工学部）：構造物の脆弱性評価
・樫山和男 （理工学部）：可視化空間を用いた都市デザイン
・谷下雅義 （理工学部）：自然との共生を踏まえた都市デザイン
・亘理格
（法学部） ：法的整備
・和田光平 （経済学部）：人口増減と都市デザイン
(2)研究の実施体制及び進捗管理方法
沿岸防災プラットフォームにおいては、4つのワーキンググループにわけ、各WGの運営委員会を年2回程度
開催し、WG主査による自己点検を各年度において実施することで、それぞれのWGの運営、進捗状況を管理す
る。他のシステム開発においては、年1度開催し、システムに関する議論を行うものとする。また、有識者
で構成される外部評価委員会を年1回程度開催し、年度における本事業全体の運営・進捗指導を行える体制
をとる。
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(3)全学的な研究支援体制
本研究については、学部・研究科横断的なものであると同時に学際研究の側面を有することから、 ①中
央大学が設置する理工学研究所に、本研究課題に係る共同研究グループを置くほか、他の研究所に所属する
研究者の協力を得て研究を進めること、②全体調整グループ所属の研究者の研究室があるキャンパスに本研
究支援の固定スペースを確保し、リサーチアシスタント等が研究補助作業を行うこと、③全学的な研究支援
職であるURAが拠点運営に携わること、④研究成果の発信については本学広報室が支援すること、⑤当初研
究資金については、研究戦略会議のイニシアティブのもと本学が確保すること、⑥研究をより発展させるた
めに必要な、科学研究費等外部資金の獲得活動について研究支援室やURAが支援すること、等を行う。なお
研究費の適正使用・経費執行管理体制については、上記研究戦略会議の事務局である研究支援室が担う。
(4)自己点検及び評価体制
本研究に係る自己点検については、年次計画記載の数値目標による進捗度チェックを基礎として、中央大
学研究戦略会議（議長：学長）規程6条6号に基づく「研究拠点の自己点検・評価制度要綱」に定める評価指
標を設定し、全体調整グループが自己点検を行うと共に、その結果について年に１回、研究戦略会議に報告
し評価を求めるものとする。この要領は以下の通りである。①事前に「評価指標」を設定し、適切な時期に
「自己評価による効果の検証」を行う。②「評価指標」の設定や「自己評価による効果の検証」の結果をそ
れぞれ研究戦略会議に報告する。③報告を受けた研究戦略会議は、「研究プログラム等対応全学検討会議」
に助言を求める。④得られた助言について、・事前の「評価指標」設定については、代表者に修正を求める
ことができる、・「自己評価による効果の検証」の結果については、代表者に次の研究計画への反映等に活
かすように伝えるものとする。また、「自己評価による効果の検証」の結果は、この自己点検・評価制度の
改善に役立てるものとする。
(5) 外部評価体制
外部評価については、本研究の特性に鑑み、公益社団法人の関係者、行政関係者、国交通省所管の独立行
政法人の研究者ならびに、大学関係者を委員とする外部評価委員会を設置し、意見を求める。委員に対して
は、年1回程度実施し、研究進捗とその国際社会的意義について意見を求めるものとする。また、キックオ
フシンポジウムならびに第3年度と第5年度に予定しているシンポジウムには、外部評価委員のうち最低1名
以上を招聘し、直接意見を求めるものとする。
(6) ＰＤＣＡサイクルの整備及び連携
研究活動、ブランディング戦略、事業全体において、それぞれの活動主体がＰＤＣＡサイクルを整備し、
実行する。また、研究推進支援本部は研究支援室によるブランディング戦略を管理し、研究支援室は研究グ
ループによる研究活動をサポートすることにより、各ＰＤＣＡサイクルを連携させる。
研究活動

活動主体

研究グループ

PDCA

事業全体

ブランディング戦略
報告・共有

報告・共有

研究支援室
サポート

PLAN

DO

CHECK

•
•

•
•

•
•

ACTION

•
•

管理

全体年次計画の立案
各ワーキンググループの年次計画
の立案

•

年次計画の立案

•

各組織との年次計画共有

各ワーキンググループによる計画の
実行
全体調整グループによる進捗管
理

•

広報室をはじめとする学内関係
部署と連携し、計画遂行
研究推進運営委員会による進
捗管理

当該年度の成果指標による自
己点検・評価
外部評価委員による点検・評価

•

各点検・評価に基づく計画の見
直し
達成目標、手法の検討

•

•

•
•
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•
•
•

研究推進
支援本部
研究活動・ブランディング戦略の
年次計画を検討
研究戦略会議への報告
学部長会議を通じて各学部教
授会へ報告・周知

•

研究活動・ブランディング戦略の
進捗管理

当該年度の成果指標による自己
点検・評価
達成目標による進捗点検・評価

•

研究活動・ブランディング戦略の
達成度合いの点検・評価
研究戦略会議への報告

自己点検・評価に基づく計画の
見直し
達成目標、施策の検討

•

•

•

研究活動・ブランディング戦略の
次年度計画を検討
研究戦略会議への報告

中央大学

５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度
目
標

実
施
計
画

○沿岸防災プラットフォームの設計と沿岸防災再現水槽、沿岸防災VRシステムの設置
○大学ホームページ内に本事業を紹介する特設ページを開設
○2年目以降の効果的な情報発信を行うための体制整備
○キックオフシンポジウムの開催
沿岸防災プラットフォームでは、4つのWGにおいてデータベースを構築する。WG1)豪雨・高
潮・津波に対する浸水計算データベースの構築、WG2)道路や避難場所の脆弱性に対するデータ
ベースの構築、WG3)災害時の行動に関するデータベースの構築、WG4) 防災策の政策評価手法
に関するデータベースの構築の4つとなる。WG1では、高潮ならびに豪雨について、日本列島周
辺に来襲した台風の属性値の出現確率分布等から、モンテカルロ・シミュレーションを用いて
計算し、その台風モデルを用いて数万ケースの台風計算を行い、それに伴う浸水予測計算を実
施する。同様に、地震においても、地震のスケーリング則を求め、確率津波モデルに必要なパ
ラメータをMwに応じて推定したケースを数万ケース程度行い、浸水計算を実施する。H29年度
は、それらの計算のうち、1/3程度を実施し、その結果の整理方法について議論する。WG2につ
いては、防護施設、避難路、避難場所等における、波力算定手法ならびに、被災メカニズムに
ついて、現状の知見を整理する。WG3は、人の避難行動に関する既存の知見を収集し、その
データを整理する。具体的には、東日本大震災および近年の洪水時における人の避難行動を時
系列的かつ個人別に整理し、その行動パターンを明らかにする。WG4では、沿岸都市部デザイ
ンの要素、既存の海岸法、水防法、およびそれらに伴う都市のまちづくり法を整理する。ま
た、人口予測、LQI(Life Quality Index)等、地域活動およびその予測に必要な情報を整理す
る。
ブランディング戦略では、ステージ1に相当し、教職員をステークホルダーとする。本事業
の内容及びブランディング戦略を共有し、2年目以降の効果的な情報発信をおこなうための体
制を整備する。また、大学ホームページ内に本事業を紹介する特設ページを作成し、沿岸防災
再現水槽ができる2018年3月後半に、当該水槽についてWEBにて発信し、広く周知する。さら
に、研究参画者、関係機関などを国内外から集めたキックオフシンポジウムを開く。
【達成度合いの検討方法】
① 沿岸防災プラットフォームにおけるシナリオ計算が1万ケース程度計算できたかどうか。
② 本事業の核となる、沿岸防災再現水槽及び沿岸防災VRシステムが設置および稼働できたか
どうか。
③ 大学ホームページ内に特設ページを開設できたかどうか。
④ 沿岸防災プラットフォームに関するキックオフシンポジウムを開き、国内外10機関以上と
本事業の主旨について共有が図れたかどうか。
平成30年度

目
標

実
施
計
画

○沿岸防災プラットフォームの構築
○沿岸防災プラットフォームにあるビッグデータを用いたスマート避難誘導システムの整理
○都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムの要素技術の整理
○高校生・在学生に対する情報発信、体験機会の提供
沿岸防災プラットフォームにおける4つのWGにおけるデータベースの原型を完成させるもの
とする。特に、WG1では、H29年度より行っている浸水計算の残り2/3を行い、後背地域の浸水
におけるデータベースを構築する。H29年度のものと合わせ、およそ10万ケース程度の浸水
マップを作ることとなる。WG2では、H29年度に設置した沿岸防災再現水槽を用いて、防護施設
の脆弱性に関する実験を行い、被災メカニズムや、越流時における越流量の関係を明らかにす
るとともにデータベース化する。また、道路、避難ビルの耐流体力に関する知見を整理する。
WG3では、沿岸防災再現水槽を活用した、沿岸域における水災害の可視化システム(「沿岸防災
VRシステム」)を構築し、リアリティ性の向上を目指す。そのうえで、災害時における避難行
動計測システムを開発し、データ計測を行う。WG4では、避難シミュレーションを活用し、避
難時間のデータベースを構築し、標識データや、道路幅データなどのGISデータをデータベー
ス化する。
また、沿岸防災プラットフォームにあるビッグデータを用いたスマート避難誘導システムお
よび、災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムの要素技術の整理を
行い、防災沿岸プラットフォームでのデータの妥当性について検討する。
ブランディング戦略ではステージ2に相当し、高校生・在学生をステークホルダーとする。
高校生に対しては、各種広報媒体（パンフレット、WEB等）による情報発信を行うとともに、
オープンキャンパスにおいて沿岸防災再現水槽を活用した防災体験プログラムを実施し、直接
11
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的な体験機会を提供する。在学生に対しても同様の防災体験プログラムを実施し、防災に関す
る取組に対しての知見を修得させる。
【達成度合いの検討方法】
① 沿岸防災プラットフォームのシナリオ計算が終了したかどうか。
② WG1、WG2、WG3、WG4のデータベース化ができたかどうか。
③ 沿岸防災プラットフォームにあるビッグデータを用いたスマート避難誘導システムならび
に、都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムの要素技術が整理され、事業に参
画している研究者の間でシステムイメージの共有が図れたかどうか。
④ 各種広報媒体（パンフレット、WEB等）での情報発信ができたか。
⑤ 防災体験プログラムを企画し、高校生向け・在学生向けにそれぞれ実施できたか。
平成31年度

目
標

実
施
計
画

○沿岸防災プラットフォームのデータベース（全体像）の完成
○スマート避難誘導システムの提案
○災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムの提案
○シンポジウムの開催
○イノベーション・ジャパンなどの国内展示会へ出展
沿岸防災プラットフォームにおけるデータベースの利活用をはかるため、データベースの
フォーマットの仕様を公開できるように整理する。WG1では、既存の知見ならびにH30年度に構
築した防護施設の脆弱性を用いて、特に、防護施設の有無により大きく浸水状況がかわるケー
スについて、浸水計算を施し、防護施設の脆弱性や防護施設の有無に応じた浸水データベース
を構築する。WG2では、H30年度とは異なる防護施設ならびに、道路、家屋、ビルの高潮、津
波、洪水に対する脆弱性について、沿岸防災再現水槽を用いて実験を行い、そのデータ収集を
行う。WG3では、H29年度に構築した沿岸防災VRシステムを用いて、100名以上の被験者データ
を取得する。WG4では、GISデータの取得の自動化を避難シミュレーションに組みこみ、H30年
度の結果も含め、避難のしやすい道路のあり方など、災害に強い都市のデザインデータを構築
する。
そのうえで、1都市における災害時を想定し、実際の観測データ、位置情報および沿岸防災
プラットフォームのデータから、最適な避難行動を助ける情報発信システムである、スマート
避難誘導システムのβバージョンを構築する。
また、災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザインシステムでは、WG3で得ら
れた行動データを活用し、WG1の浸水予測マップと合わせて、防護施設、避難路および避難場
所の脆弱性ならびに人口予測を踏まえた、後背地域の被害予測を計算する。そのうえで、防護
施設の高さ等をパラメータとした都市デザインを複数生成できるシステムを開発し、1都市に
対して適用し、その妥当性を検証する。
ブランディング戦略ではステージ3及び4に相当し、卒業生・保護者及び一般社会をステーク
ホルダーとする。卒業生・保護者に対しては、各組織と連携し、本事業に関する講演会を開催
する。一般社会に対しては、シンポジウムを開催し、広く現時点での成果を発表する。
【達成度合いの検討方法】
① 沿岸防災プラットフォームのデータベースのβバージョンを公開ができたかどうか。
② スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザイ
ンシステムの提案ができたかどうか。
③ 卒業生向け、保護者向けそれぞれで講演会を開催できたか。
④ シンポジウムを開催し、100名以上の参加者があったか。
⑤ 展示会に出展できたか。
平成32年度

目
標

○沿岸防災プラットフォームのデータベースを更新追加するための仕組みの構築
○スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザイン
システムの利活用のための問題点を整理
○映像メディアでの成果発信
○企業等との共同研究、受託研究の実施
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実
施
計
画

H31年度に検討した都市における問題点、課題点を整理するともに、沿岸防災プラット
フォームのデータベースを更新追加するための仕組みを構築する。具体的には、WG1では、地
形データや防護施設の更新に合わせ、地形を変化させる仕組みを開発するともに、それにとも
なって自動的に計算できる仕組みを構築する。WG2では、様々な構造形式に対応するために、
沿岸防災再現水槽における試験を随時行い、データベースの更新・追加を行う。WG3では、経
路選択の嗜好性など、常時データを収集しデータベース化することで、災害時における道路や
出入り口における混雑予測に対する活用方法を検討する。WG4では、自然環境、景観といった
要素に対するデータベースの構築を行い、災害に強い都市デザインの多様性をはかる。
また、スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデ
ザインシステムを適用した都市における行政、住民と議論の場を設け、避難計画や、都市デザ
インに対する意見交換を行う。その際にでてくる意見を元に、システムの改良をはかる。ま
た、スマート避難誘導システムは、災害時においてはオフラインである可能性が高く、最低限
の情報(たとえば地震であれば震央とその大きさ)を入力することで、あらかじめ用意されてい
たマップを示すことができるような仕組みを構築し、システムのロバスト性を向上させる。国
際的な普及を図るため、海外の研究者等と連携をとり、国外における1都市を対象とした場合
に生じる問題点を検討する
ブランディング戦略ではステージ4に相当する。さらに広く一般社会へ波及させていくため
に、映像メディア（教養番組の作成、YouTube配信）を活用した成果の発信をおこなう。ま
た、3年目の展示会出展の成果として、企業等との共同研究または受託研究を開始する。
【達成度合いの検討方法】
① 沿岸防災プラットフォームのデータベースを更新追加するための仕組みが構築されたかど
うか。
② スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デザインに対するジェネレティブデザイ
ンシステムの問題点、課題点を整理ができたかどうか。
③ 国外都市を対象とした検討ができたかどうか。
④ 企業等からの共同研究、受託研究が開始できたかどうか。

平成33年度

目
標

実
施
計
画

○構築した防災沿岸プラットフォーム、スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デザ
インに対するジェネレティブデザインシステムの普及
○システムの持続性のある更新方法の構築
○災害に対する都市デザインの重要性と必要性のPR
○国際シンポジウムの開催
H32年度に、地形データや防護施設の更新に合わせ、地形を変化させる仕組みを開発すると
もに、それにともなって自動的に計算できる仕組みを構築するが、H33年度では、そこに様々
な地域の地形データやその都市のGISデータを自動的に取得できる仕組みを構築する。さら
に、確率台風モデル、地震波源モデルを適用し、浸水計算および避難計算を自動化する仕組み
を構築し、防災沿岸プラットフォームにデータベースとして保存できる仕組みを開発する。こ
の仕組みを開発することで、ある程度自動的に計算する仕組みが整えられ、防災沿岸プラット
フォームのデータが更新・追加される仕組みが構築できることになる。また、沿岸防災再現水
槽による実験および、沿岸防災VRシステムを用いた避難行動等のデータ収集も常時行い、脆弱
性や避難行動のデータ収集を行うとともに、それらのノウハウを深化させる。
データベースの集積密度が増すことで、スマート避難誘導システムや災害に強い都市デザイ
ンに対するジェネレティブデザインシステムへの影響を検討し、それらの信頼度の向上につな
がることを確認する。
ブランディング戦略としてはH32年度に引き続き、ステージ4に相当する。一般社会に対し、
避難等の啓発も含め、本事業への認知を広めるとともに、国際シンポジウムを開催し、本学の
ブランド・イメージを国内外において広く発信する。
【達成度合いの検討方法】
① 構築した防災沿岸プラットフォーム、スマート避難誘導システムおよび災害に強い都市デ
ザインに対するジェネレティブデザインシステムの普及と、システムの持続的な更新方法の構
築がなされたかどうか。
② 国際シンポジウムが開かれ国内外の関係機関20以上かつ200名以上の参加がなされたかどう
か。
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
① 既選定事業の進捗状況
2016年度に申請・採択された「アジア太平洋地域における法秩序多様性の把握と法の支配確立へ向けたコン
バージェンスの研究」（研究代表者：法務研究科・教授・佐藤信行）は、アジア・太平洋地域が、世界最大の
経済発展セクターでありながら異なる法文化伝統が認められる地域であることに着目し、この地域の法秩序の
多様性自体を解明し、協調的に併存させ、コンバージェンス（統合止揚）する方法の提言を目的としている。
2016年度は、主に以下のような成果を達成している。
(1) 外部評価委員の決定
(2) 2016年度～2017年度に3つの研究課題（a)国際契約（国際取引）、(b)データプライバシー、(c)紛争解
決、（以下「3課題」という。）及び基盤研究の基本調査研究項目策定に協力を得る海外研究者・機関の決定
(3) 「3課題」について各10の基本調査研究項目案を策定し、外部評価者及び海外研究者・機関へ検討を要請
(4) 研究会等を通じて、本研究プロジェクトの理念を共有するための活動を行った（法学教育・研究シンポジ
ウム・2017．香港大学。発表タイトル：「Chuo's New Research Project on Dispute Resolution
financially supported by the Ministry of Education, Japan」）
(5) アウトリーチ活動として、大学ホームページでの研究概要の説明、事業計画書の英訳発信、大学広報室が
手掛けている広報媒体である「Chuo Online」において当該プロジェクトの連載決定
なお、外部評価委員より、研究進捗および研究手法については「概ね妥当である」との評価を得ている。
② 既選定事業と今回の申請事業の内容の関連性
既選定事業は、法科大学院・法学部を中心としたメンバー構成である。プロジェクト成果として「比較法事
情データベース」を構築し、最終的にこのデータベースを用いて「3課題」についてアジアの国際的な調和の
在り方を提案すること、ひいては世界の法情報センターとして貢献することを目指している。対して当該申請
事業は、理工学部を中心としたメンバー構成である。プロジェクト成果として「沿岸防災プラットフォーム」
というデータベースを構築し、最終的にプラットフォームに集積されたビッグデータを用いて、リアルタイム
避難誘導システムおよび災害に強い都市デザイン生成ツールを開発し、国内外の水防担当者・水防計画立案者
への貢献、ひいては水災害時の避難者に貢献することを目指している。
どちらも本学の中長期事業計画（CHUO VISION 2025）（以下、CHUO VISIONという）で、研究について掲げて
いる「地球規模での複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」に包含される点で共通し
ており、将来的には互いの成果から相乗効果を期待することができるという点で関連性はあるが、内容につい
ては重複しない。
③ 大学の将来ビジョンに照らして、複数の独自色を打ち出す必要性の有無
2016年度採択の研究ブランディング事業は、本学の筆頭分野である「法律」を前面に押し出す提案となっ
た。既に「3．ブランディング戦略」において記載の通り、本学は「法科の中央」というイメージが強く浸透
している。しかしながら、当該申請事業のように、これまで地道に醸成してきた学際研究領域が存在している
にも関わらず、ブランド・イメージとして定着していないのが現状である。当該申請事業において明示してい
る防災・水害・流体・河川・まちづくりを包含する「水の学際研究」というブランド・イメージも、未だ定着
しているとは言い難い。よって当該申請により、これまで戦略的に打ち出してこなかった研究領域の明確な拠
点化を図り、本学の総合大学としての強みを発揮する。
上記のような複数ある学際融合研究の拠点化により、本学のCHUO VISIONにおける研究ビジョンである「地
球規模での複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」をはかることが、本学の研究ブラ
ンディングである。
なお、総合大学としての強みを打ち出す試みは、CHUO VISIONで示す将来ビジョンとも合致している。さら
に、本学の研究推進基本方針の「2．特色ある研究の推進、学術交流の強化：大学間連携、産学官連携や国際
協同研究を推進し、新しい価値、サービスを生み出す特色ある研究拠点の形成と学術交流の強化を目指す」に
も沿う形であることから、複数の拠点を持つことは、本学の進むべき研究の方向性でもある。
④ 複数事業を全学的に実施・支援する体制の整備状況
中央大学では、2015年4月1日に研究戦略会議、研究推進支援本部（旧産学官連携・知的財産戦略本部を発展
的改組）が発足し、それら組織を支える事務組織として研究支援室がある。研究支援室では、主に全学規模で
実施する研究プロジェクト、産学官連携・知的財産の管理・活用、外部資金、国際シンポジウム、研究業績の
作成・発信、発明委員会等を支援・実施しており、後楽園キャンパス、多摩キャンパス両方に設置され、後楽
園キャンパスにおいては、すでに複数の大型研究プロジェクトを支援している実績がある（参考：
http://www.chuo-u.ac.jp/research/rdi/outline/）。また研究推進支援本部には、URA4名、知的財産マネー
ジャ1名が配置されており、日々の研究活動を支えている。さらに、当該事業を契機に広報室をはじめ他部課
室との連携を図りながら研究推進を推し進めている状態であり、プロジェクトの支援体制は盤石であると言え
る。
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