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研究を進めていく上で、十分な研究費を確保することは重要な要素の一つです。そこで今回、基礎研究

から実用化に至るまでを対象とするJSTやNEDO等の各種補助金について昨年度の年間公募時期を参考に

してまとめましたしてまとめました。

公募時期の予定を参考にして下さい。申請に際して本部でお手伝いできることがあれば相談下さい。

（予定が変更になる場合があるので注意して下さい。）
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新コーディネータの紹介！！新コーディネータの紹介！！

☆～平成２１年7月～☆☆ 平成２１年7月 ☆
農商工担当の新コーディネータとして着任（専門：機械工学）

加藤恵一です。今年７月より働いています。

企業から「宝を見つけた」の声が聞こえるような仕事にしたいと企業から「宝を見つけた」の声が聞こえるような仕事にしたいと

思ってます。農・商・工という幅の広い分野で、多様なニーズがあると

思いますが、起業意識を持ち仕事をしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

産学連携ニュースの記事に関するお問い合わせは、産学連携推進本部「 ℡0532-44-6975（内線6975)
またはoffice@chizai.tut.ac.jp 」までお願いします。次回発行は12月頃の予定です。なお産学連携ニュースWEB版を
htt // hi i t t j /t i / 2006 ht lに掲載しております

よろしくお願いします。

http://www.chizai.tut.ac.jp/topic/newpage2006.htmlに掲載しております。

編集委員長 ： 冨田 充 （知的財産部リーダー）
委 員 ： 岩本容岳 （産学連携推進本部専任教授） 渡辺久士 （客員教授、弁理士）

林孝彦（留学生センター准教授） 濱口康典 （知財連携コーディネータ）
野中尋史（知財連携コーディネータ）
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豊橋技術科学大学学長

大学再編と産学連携大学再編と産学連携

榊 佳之

本学は開学以来産業界と密接な連携をとり発展してきました。そして近年は産学連携推

進本部を設置し その連携を 段と強めております しかし 昨今の経済の停滞や国際的

そこで本学ではこのたび次の時代を見据え

進本部を設置し、その連携を一段と強めております。しかし、昨今の経済の停滞や国際的

な競争の激化、更には温暖化をはじめ地球規模の問題の顕在化など社会環境は大きく変化し、大学も企業も

今後の進むべき方向を再検討すべき時期に来ていると思われます。 課程／専攻【図１】 大学再編計画
そこで本学ではこのたび次の時代を見据え

た教育研究組織の再編を行い、我が国の「基

幹産業を支える先端的技術分野」と共に「持

続的発展社会の構築に対応する先導的技術分

現行（８課程／専攻）

１．機械システム工学
基幹産業を支える先端的技術分野基幹産業を支える先端的技術分野

再編後（５課程／専攻）再編後（５課程／専攻）

★機械・システムデザインコース続的発展社会の構築に対応する先導的技術分

野」を新たな柱とし、持続的発展社会への方

向性を明確に打ち出しました（図１）。また

次代の産業を主導する「よい意味でのエリー

２．生産システム工学

３．電気・電子工学

４．情 報 工 学

I. 機械工学I. 機械工学

II. 電気・電子情報工学II. 電気・電子情報工学

III 情報 知能 学

★機械 システムデザインコ ス
★材料・生産加工コース
★システム制御・ロボットコース
★環境・エネルギーコース

★材料エレクトロニクスコース
★機能電気システムコース
★集積電子システムコース
★情報通信システムコース

★情報工学コ ス
次代の産業を主導する よい意味での リ

ト技術者」を養成するために企業と協働で人

材養成を行う「テーラーメイド／バトンゾー

ン教育プラン」を大学院に導入しています

４．情 報 工 学

５．物 質 工 学

６．建 設 工 学

増設（社会情勢を反映）

III. 情報・知能工学III. 情報・知能工学

IV 環境・生命工学IV 環境・生命工学

持続的発展社会を支える先導的技術分野持続的発展社会を支える先導的技術分野

★情報工学コース
★知能情報システムコース

★未来環境工学コース

（図2）。さらに研究面では、世界的な研究

拠点を構築すべく、その第１弾として本学が

世界に誇るセンサーチップ技術と脳科学など

７．知識情報工学（昭和63年）

８．エコロジー工学（平成5年）

増設（社会情勢を反映） IV. 環境・生命工学IV. 環境 生命工学

V. 建築・都市システム学V. 建築・都市システム学

★生命・物質工学コース

★建築コース
★社会基盤コース

「先端知」が融合する「エレクトロニクス先端融合研究所（仮称）」を開設する計画です。

一方、産学連携についてはこれまで通りに推進本部を中心に展開することにしております。これまで多数

の特許の取得、企業との個別の共同研究、クラスター事業の展開などの高い実績を積み上げており、それを

引き続き発展させることが最適と判断してお

ります。新しい方向を目指した本学の研究組

織を大いに活用して本学との連携を一段と強

【図２】

化していただければと願っております。

しかし長い目でみますと、急展開する世界

にあって産学連携も将来的には時代に合わせ

た連携 タイルを検討する必要があるかとた連携のスタイルを検討する必要があるかと

思います。すなわち、今後は環境関連技術、

医療融合技術など高度で複合的な分野が発展

し またグロ バル化が 段と進むと思われし、またグローバル化が一段と進むと思われ

ます。そこでは、専門を異にする多様な研究

者・技術者、機関・企業が時には国境を越え

て包括的に連携し 協力することも必要になて包括的に連携し、協力することも必要にな

ると思われます。すでに、大学でのシーズ発

掘、企業でのニーズへの展開という一方向型

は崩れつつありますが 本学としても将来はどのような姿がよいのか 皆様と共に検討していきたいと思い
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は崩れつつありますが、本学としても将来はどのような姿がよいのか、皆様と共に検討していきたいと思い

ます。今後とも本学へのご支援をよろしくお願いいたします。

創設時（昭和５３年）
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産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択

産学連携推進本部長補佐

田中 三郎
本学は、文部科学省と経済産業省が共同で公募した

平成21年度産学官連携拠点形成支援事業の「グロー

バル産学官連携拠点」と「地域中核産学官連携拠点」

の２分野に応募しました。全国41件の提案に対して15件が採択され、

その内の２件に選ばれました。

「グローバル拠点」では、名古屋大、名古屋工業大、岐阜大、三重大

と連携して【東海地域 環境調和型高付加価値モノづくり拠点形成】と

題し、ナノテクやモノづくりを中心とした拠点形成を目指します。「地

域中核拠点」では県境を跨いで静岡大、浜松医科大、光産業創成大学院

豊橋技術科学大学

大と連携して【光・電子技術イノベーションン創出拠点】と題し、光や

センシングを中心とした新産業創出を目指します。いずれも県や市、商

工会議所などの機関と連携して今後進める予定です。

本事業が採択された地域 は 省推進中 事業に対 追加的な支

地域中核産学官連携拠点

産業形成を目指して農商工連本事業が採択された地域では、両省推進中の事業に対して追加的な支

援が実施されるほか、今後10年間、採択地域が競争的資金に応募する

場合優先的に採択されるなどの措置が考慮されます。

産学連携成功事例紹介（雨水の貯留と浸透促進効果を有する新型道路側溝の開発）

産学連携事例紹介産学連携事例紹介

●概要

ゲリラ豪雨など都市型水害対策用として貯留や浸透効果を高め、しかも側溝周囲の段差を解消した道

路側溝を独創的なアイデアで開発に取り組み、新規事業化に成功しました。

●産学連携体(共同研究)

豊橋技術科学大学

側面形状が路盤転圧に及ぼす影響の評価

雨水の貯留と浸透効果の評価雨水の貯留と浸透効果の評価

フジプレコン株式会社

コンクリート2次製品の開発・製造・販売

●経緯

落ち蓋式U形側溝（断面）
（従来の側溝）

新型排水側溝（断面）
（SE側溝）

●経緯

2008年4月、開発した新型排水溝(SE側溝)の排

水や貯留の能力及び転圧されたＳＥ側溝周囲の砂利

や砂の状態を評価できないかと考え、とよはしTLOに技術相談に伺いました。早速、村田元科学技術

コーディネータ、永森特許流通アドバイザが現地を訪問されたのがきっかけとなりました。豊橋技術科

学大学の先生（三浦均也教授と柳田秀記准教授）、TLO及び弊社間で打合せを重ね、豊橋市の補助を受

けて、実物の側溝を用いて試験を行い、評価を行うことになりました。

●成果

①今回の産学連携の成果に関し、今春、プレキャスト鉄筋コン

クリート製品Ⅱ類で日本工業規格(JIS)の適合認定証を受ける

ことができました また 産学連携の良い例であることからことができました。また、産学連携の良い例であることから、

とよはしTLOの優秀賞も受賞することができました。

②新型排水溝の利用長は昨年実績の約2倍に急増しており、弊

社の新しい事業に成長することを期待しています社の新しい事業に成長することを期待しています。

●産学連携について（永森特許流通アドバイザからの一言）

大掛かりで、非常に難しい試験でしたが、期待通りの試験結果

が得られました。これは企業と先生方双方の努力・能力の結集が

ＳＥ側溝
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豊橋市駅前商業ビル側溝施工例
が得られました。これは企業と先生方双方の努力 能力の結集が

成功に導いたもので、産学連携の好例であると考えています。
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平成21年4 8月実施事業平成21年4 8月実施事業平成21年4～8月実施事業平成21年4～8月実施事業

①名駅前イノベ1周年記念講演会（7/14 名古屋キャッスルプラザ）

中部地域全体の産学官連携の拠点である名古屋駅前イノベーションハブが開中部地域全体の産学官連携の拠点である名古屋駅前イノベ ションハブが開

所してから２年目を迎えました。これを記念して講演会が開催され、榊学長が

「豊橋技術科学大学における技術者養成と産学官連携」と題した特別講演を行

いました。

②地域中核産学官連携拠点形成事業キックオフミーティング

（８/５ オークラアクトシティ浜松）

本学は「産学官連携拠点」に《グローバル》と《地域中核》の双方に同時採

択されました。これを受け《地域中核》のキックオフミーティングが文科省・

経産省から担当課長を招き、懇親会には文部科学大臣や浜松市長も駆けつける

など華々しく挙行されました 本学からは石田本部長以下が出席しました

③豊橋技術科学大学・ＪＳＴ新技術説明会（７/17 ＪＳＴホール（東京））

企 ど 参 が 盛

など華々しく挙行されました。本学からは石田本部長以下が出席しました。

企業など１２０名を超える参加者があり、盛況な説明会となりました。

６件の未公開特許を中心に研究情報とその活用について説明を行いました。

個別相談では、限られた時間の中で３０件を超える相談等が寄せられました。

社会貢献のために 得られた成果を積極的に活用・推進してまいります

今後の実施予定事業今後の実施予定事業

社会貢献のために、得られた成果を積極的に活用・推進してまいります。

＜直近の展示会スケジュール＞ 積極的な出展参加と情報交換の機会として活用下さい！

日 程 展 示 会 名 場 所 出 展 概 要

エコ～環境資源を大切にしよう～
10月21日(水)
～23日(金)

びわ湖環境ビジネスメッセ
2009

滋賀県長浜ドーム
エコ～環境資源を大切にしよう～

環境負荷を低減する製品・技術・サービス等を対
象とした国内最大級のエコ総合見本市

10月23日(金) かわしんビジネスフェア
豊川信金主催～ビジネスマッチングの場～

10月23日(金)
～24日(土)

かわしんビジネスフェア
2009

豊川市総合体育館 新製品・新技術紹介、新規事業提案、異業種との
情報交換など

10月30日(金)
東海ｉＮＥＴ新技術説明会

東京JSTホ ル
～連携パートナーを募る～

発明者自身が企業関係者に新技術を説明10月30日(金)
東 技術 会

(第2回)
東京JSTホール 発明者自身が企業関係者に新技術を説明

第2回は連携16機関から6大学が参加

11月5日(木)
しんきんビジネスフェア

2009
ポートメッセなごや
（名古屋金城ふ頭）

～新たな出会いが福招く～
東海地区（愛知・岐阜・三重・静岡）の中堅中小11月5日(木)

2009 （名古屋金城ふ頭）
東海地区（愛知 岐阜 重 静岡）の中堅中小
企業対象

11月11日(水)
～14日(土)

メッセナゴヤ
2009

ポートメッセなごや
（名古屋金城ふ頭）

～安全・安心・信頼～
名古屋を中心としたものづくり企業対象

11月16日(月)
MIフォーラム

2009

オークラ
アクトシティ浜松

４Ｆ平安の間

～浜松・東三河医工連携フォーラム～
榊学長の基調講演、本学、浜医大、静大の連携事
例とシーズ・ニーズ発表
参加者・発表者によるミーティング広場も開設参加者 発表者によるミ ティング広場も開設

11月25日(水)
～27日(金)

アグリビジネス創出フェア
2009

幕張メッセ
～ここで始まる産学官連携～

食と農林水産に関係する企業・研究機関対象

東三河 ～東三河発地域発の新事業創出を～
12月1日(火)

東 河
医工連携フォーラム

2009
豊橋商工会議所

東 河発地域発の新事業創出を
医工連携の実用化促進を目指し本学や北大のシー
ズ、産学連携事例、薬事法への対応等を報告

12月2日(水) セミコン・ジャパン
幕張メ セ

～半導体産業・世界最大の国際展示～
半導体の製造プロセスを支える装置 材料に関す
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12月2日(水)
～4日(金)

セミコン ジャパン
2009

幕張メッセ 半導体の製造プロセスを支える装置・材料に関す
る総合イベント

東海地域
グローバル産学官連携拠点

東海地域環境調和型
高付加価値モノづくり拠点形成

ナノテクを活用した部材開発・加工を
核とした世界を先導する「モノづくり」
イノベーションの拠点を形成する

独自の光関連技術を推進して、新
産業形成を目指して農商工連
携、医工連携への重点的

展開を行う

光・電子技術
イノベーション創出拠点

浜松・東三河
地域中核産学官連携拠点

豊橋技術科学大学
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産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択産学官連携拠点形成支援事業の採択

産学連携推進本部長補佐

田中 三郎
本学は、文部科学省と経済産業省が共同で公募した

平成21年度産学官連携拠点形成支援事業の「グロー

バル産学官連携拠点」と「地域中核産学官連携拠点」

の２分野に応募しました。全国41件の提案に対して15件が採択され、

その内の２件に選ばれました。

「グローバル拠点」では、名古屋大、名古屋工業大、岐阜大、三重大

と連携して【東海地域 環境調和型高付加価値モノづくり拠点形成】と

題し、ナノテクやモノづくりを中心とした拠点形成を目指します。「地

域中核拠点」では県境を跨いで静岡大、浜松医科大、光産業創成大学院

豊橋技術科学大学

大と連携して【光・電子技術イノベーションン創出拠点】と題し、光や

センシングを中心とした新産業創出を目指します。いずれも県や市、商

工会議所などの機関と連携して今後進める予定です。

本事業が採択された地域 は 省推進中 事業に対 追加的な支

地域中核産学官連携拠点

産業形成を目指して農商工連本事業が採択された地域では、両省推進中の事業に対して追加的な支

援が実施されるほか、今後10年間、採択地域が競争的資金に応募する

場合優先的に採択されるなどの措置が考慮されます。

産学連携成功事例紹介（雨水の貯留と浸透促進効果を有する新型道路側溝の開発）

産学連携事例紹介産学連携事例紹介

●概要

ゲリラ豪雨など都市型水害対策用として貯留や浸透効果を高め、しかも側溝周囲の段差を解消した道

路側溝を独創的なアイデアで開発に取り組み、新規事業化に成功しました。

●産学連携体(共同研究)

豊橋技術科学大学

側面形状が路盤転圧に及ぼす影響の評価

雨水の貯留と浸透効果の評価雨水の貯留と浸透効果の評価

フジプレコン株式会社

コンクリート2次製品の開発・製造・販売

●経緯

落ち蓋式U形側溝（断面）
（従来の側溝）

新型排水側溝（断面）
（SE側溝）

●経緯

2008年4月、開発した新型排水溝(SE側溝)の排

水や貯留の能力及び転圧されたＳＥ側溝周囲の砂利

や砂の状態を評価できないかと考え、とよはしTLOに技術相談に伺いました。早速、村田元科学技術

コーディネータ、永森特許流通アドバイザが現地を訪問されたのがきっかけとなりました。豊橋技術科

学大学の先生（三浦均也教授と柳田秀記准教授）、TLO及び弊社間で打合せを重ね、豊橋市の補助を受

けて、実物の側溝を用いて試験を行い、評価を行うことになりました。

●成果

①今回の産学連携の成果に関し、今春、プレキャスト鉄筋コン

クリート製品Ⅱ類で日本工業規格(JIS)の適合認定証を受ける

ことができました また 産学連携の良い例であることからことができました。また、産学連携の良い例であることから、

とよはしTLOの優秀賞も受賞することができました。

②新型排水溝の利用長は昨年実績の約2倍に急増しており、弊

社の新しい事業に成長することを期待しています社の新しい事業に成長することを期待しています。

●産学連携について（永森特許流通アドバイザからの一言）

大掛かりで、非常に難しい試験でしたが、期待通りの試験結果

が得られました。これは企業と先生方双方の努力・能力の結集が

ＳＥ側溝
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成功に導いたもので、産学連携の好例であると考えています。

Toyohashi University of Technology Industry-university cooperation news

平成21年4 8月実施事業平成21年4 8月実施事業平成21年4～8月実施事業平成21年4～8月実施事業

①名駅前イノベ1周年記念講演会（7/14 名古屋キャッスルプラザ）

中部地域全体の産学官連携の拠点である名古屋駅前イノベーションハブが開中部地域全体の産学官連携の拠点である名古屋駅前イノベ ションハブが開

所してから２年目を迎えました。これを記念して講演会が開催され、榊学長が

「豊橋技術科学大学における技術者養成と産学官連携」と題した特別講演を行

いました。

②地域中核産学官連携拠点形成事業キックオフミーティング

（８/５ オークラアクトシティ浜松）

本学は「産学官連携拠点」に《グローバル》と《地域中核》の双方に同時採

択されました。これを受け《地域中核》のキックオフミーティングが文科省・

経産省から担当課長を招き、懇親会には文部科学大臣や浜松市長も駆けつける

など華々しく挙行されました 本学からは石田本部長以下が出席しました

③豊橋技術科学大学・ＪＳＴ新技術説明会（７/17 ＪＳＴホール（東京））

企 ど 参 が 盛

など華々しく挙行されました。本学からは石田本部長以下が出席しました。

企業など１２０名を超える参加者があり、盛況な説明会となりました。

６件の未公開特許を中心に研究情報とその活用について説明を行いました。

個別相談では、限られた時間の中で３０件を超える相談等が寄せられました。

社会貢献のために 得られた成果を積極的に活用・推進してまいります

今後の実施予定事業今後の実施予定事業

社会貢献のために、得られた成果を積極的に活用・推進してまいります。

＜直近の展示会スケジュール＞ 積極的な出展参加と情報交換の機会として活用下さい！

日 程 展 示 会 名 場 所 出 展 概 要

エコ～環境資源を大切にしよう～
10月21日(水)
～23日(金)

びわ湖環境ビジネスメッセ
2009

滋賀県長浜ドーム
エコ～環境資源を大切にしよう～

環境負荷を低減する製品・技術・サービス等を対
象とした国内最大級のエコ総合見本市

10月23日(金) かわしんビジネスフェア
豊川信金主催～ビジネスマッチングの場～

10月23日(金)
～24日(土)

かわしんビジネスフェア
2009

豊川市総合体育館 新製品・新技術紹介、新規事業提案、異業種との
情報交換など

10月30日(金)
東海ｉＮＥＴ新技術説明会

東京JSTホ ル
～連携パートナーを募る～

発明者自身が企業関係者に新技術を説明10月30日(金)
東 技術 会

(第2回)
東京JSTホール 発明者自身が企業関係者に新技術を説明

第2回は連携16機関から6大学が参加

11月5日(木)
しんきんビジネスフェア

2009
ポートメッセなごや
（名古屋金城ふ頭）

～新たな出会いが福招く～
東海地区（愛知・岐阜・三重・静岡）の中堅中小11月5日(木)

2009 （名古屋金城ふ頭）
東海地区（愛知 岐阜 重 静岡）の中堅中小
企業対象

11月11日(水)
～14日(土)

メッセナゴヤ
2009

ポートメッセなごや
（名古屋金城ふ頭）

～安全・安心・信頼～
名古屋を中心としたものづくり企業対象

11月16日(月)
MIフォーラム

2009

オークラ
アクトシティ浜松

４Ｆ平安の間

～浜松・東三河医工連携フォーラム～
榊学長の基調講演、本学、浜医大、静大の連携事
例とシーズ・ニーズ発表
参加者・発表者によるミーティング広場も開設参加者 発表者によるミ ティング広場も開設

11月25日(水)
～27日(金)

アグリビジネス創出フェア
2009

幕張メッセ
～ここで始まる産学官連携～

食と農林水産に関係する企業・研究機関対象

東三河 ～東三河発地域発の新事業創出を～
12月1日(火)

東 河
医工連携フォーラム

2009
豊橋商工会議所

東 河発地域発の新事業創出を
医工連携の実用化促進を目指し本学や北大のシー
ズ、産学連携事例、薬事法への対応等を報告

12月2日(水) セミコン・ジャパン
幕張メ セ

～半導体産業・世界最大の国際展示～
半導体の製造プロセスを支える装置 材料に関す
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12月2日(水)
～4日(金)

セミコン ジャパン
2009

幕張メッセ 半導体の製造プロセスを支える装置・材料に関す
る総合イベント

東海地域
グローバル産学官連携拠点

東海地域環境調和型
高付加価値モノづくり拠点形成

ナノテクを活用した部材開発・加工を
核とした世界を先導する「モノづくり」
イノベーションの拠点を形成する

独自の光関連技術を推進して、新
産業形成を目指して農商工連
携、医工連携への重点的

展開を行う

光・電子技術
イノベーション創出拠点

浜松・東三河
地域中核産学官連携拠点

豊橋技術科学大学



Toyohashi University of Technology Industry-university cooperation news

公的資金情報のご案内公的資金情報のご案内公的資金情報のご案内公的資金情報のご案内

研究を進めていく上で、十分な研究費を確保することは重要な要素の一つです。そこで今回、基礎研究

から実用化に至るまでを対象とするJSTやNEDO等の各種補助金について昨年度の年間公募時期を参考に

してまとめましたしてまとめました。

公募時期の予定を参考にして下さい。申請に際して本部でお手伝いできることがあれば相談下さい。

（予定が変更になる場合があるので注意して下さい。）

実

基礎

応用

実用
企業と共同申請

大学単独申請
省エネルギー革新技術

技術開発機構

～1年
～1,000万円/年

基礎

～3年
1億円

技術開発機構
技術開発機構

～１年
年

技術開発機構

省 ネルギ 革新技術
開発事業（事前研究）

～3,000万円/2年

大学発事業創出
実用化研究開発

（マッチングファンド）

～1億円
技術開発機構

産業技術研究助成
（若手研究グラント）

技術開発機構

エコイノベーション
推進事業

～1,000万円/年
技術開発機構

～5,000万円/4年

10月 3月12月

（マッチングファンド）

１１月～公募予定 1月～公募予定 3月～公募予定

10月 3月12月

～3年
～1億円/年

～3年
～2,000万円

～1年
～400万円/年

SCOPE 環境省

1年

A-STEP
【FS】ステージ
本格研究開発ステージ

戦略的情報通信
研究開発推進制度 環境研究技術開発

等推進費

農林水産省

シーズ発掘試験
A発掘型 B発展型

～1年
200～500万円/年

イノベーション創出基
礎的研究推進事業

～5年
～7,000万円/年

～10/16 〆切

～10/30 〆切

農林水産省

A発掘型 B発展型礎的研究推進事業

1月～2月 予定 1月～3月 予定

新コーディネータの紹介！！新コーディネータの紹介！！

☆～平成２１年7月～☆☆ 平成２１年7月 ☆
農商工担当の新コーディネータとして着任（専門：機械工学）

加藤恵一です。今年７月より働いています。

企業から「宝を見つけた」の声が聞こえるような仕事にしたいと企業から「宝を見つけた」の声が聞こえるような仕事にしたいと

思ってます。農・商・工という幅の広い分野で、多様なニーズがあると

思いますが、起業意識を持ち仕事をしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

産学連携ニュースの記事に関するお問い合わせは、産学連携推進本部「 ℡0532-44-6975（内線6975)
またはoffice@chizai.tut.ac.jp 」までお願いします。次回発行は12月頃の予定です。なお産学連携ニュースWEB版を
htt // hi i t t j /t i / 2006 ht lに掲載しております

よろしくお願いします。

http://www.chizai.tut.ac.jp/topic/newpage2006.htmlに掲載しております。

編集委員長 ： 冨田 充 （知的財産部リーダー）
委 員 ： 岩本容岳 （産学連携推進本部専任教授） 渡辺久士 （客員教授、弁理士）

林孝彦（留学生センター准教授） 濱口康典 （知財連携コーディネータ）
野中尋史（知財連携コーディネータ）
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編集 発行／国立大学法人豊橋技術科学大学 産学連携推進本部

2009.Sep.

14vol.
編集・発行／国立大学法人豊橋技術科学大学 産学連携推進本部

豊橋技術科学大学学長

大学再編と産学連携大学再編と産学連携

榊 佳之

本学は開学以来産業界と密接な連携をとり発展してきました。そして近年は産学連携推

進本部を設置し その連携を 段と強めております しかし 昨今の経済の停滞や国際的

そこで本学ではこのたび次の時代を見据え

進本部を設置し、その連携を一段と強めております。しかし、昨今の経済の停滞や国際的

な競争の激化、更には温暖化をはじめ地球規模の問題の顕在化など社会環境は大きく変化し、大学も企業も

今後の進むべき方向を再検討すべき時期に来ていると思われます。 課程／専攻【図１】 大学再編計画
そこで本学ではこのたび次の時代を見据え

た教育研究組織の再編を行い、我が国の「基

幹産業を支える先端的技術分野」と共に「持

続的発展社会の構築に対応する先導的技術分

現行（８課程／専攻）

１．機械システム工学
基幹産業を支える先端的技術分野基幹産業を支える先端的技術分野

再編後（５課程／専攻）再編後（５課程／専攻）

★機械・システムデザインコース続的発展社会の構築に対応する先導的技術分

野」を新たな柱とし、持続的発展社会への方

向性を明確に打ち出しました（図１）。また

次代の産業を主導する「よい意味でのエリー

２．生産システム工学

３．電気・電子工学

４．情 報 工 学

I. 機械工学I. 機械工学

II. 電気・電子情報工学II. 電気・電子情報工学

III 情報 知能 学

★機械 システムデザインコ ス
★材料・生産加工コース
★システム制御・ロボットコース
★環境・エネルギーコース

★材料エレクトロニクスコース
★機能電気システムコース
★集積電子システムコース
★情報通信システムコース

★情報工学コ ス
次代の産業を主導する よい意味での リ

ト技術者」を養成するために企業と協働で人

材養成を行う「テーラーメイド／バトンゾー

ン教育プラン」を大学院に導入しています

４．情 報 工 学

５．物 質 工 学

６．建 設 工 学

増設（社会情勢を反映）

III. 情報・知能工学III. 情報・知能工学

IV 環境・生命工学IV 環境・生命工学

持続的発展社会を支える先導的技術分野持続的発展社会を支える先導的技術分野

★情報工学コース
★知能情報システムコース

★未来環境工学コース

（図2）。さらに研究面では、世界的な研究

拠点を構築すべく、その第１弾として本学が

世界に誇るセンサーチップ技術と脳科学など

７．知識情報工学（昭和63年）

８．エコロジー工学（平成5年）

増設（社会情勢を反映） IV. 環境・生命工学IV. 環境 生命工学

V. 建築・都市システム学V. 建築・都市システム学

★生命・物質工学コース

★建築コース
★社会基盤コース

「先端知」が融合する「エレクトロニクス先端融合研究所（仮称）」を開設する計画です。

一方、産学連携についてはこれまで通りに推進本部を中心に展開することにしております。これまで多数

の特許の取得、企業との個別の共同研究、クラスター事業の展開などの高い実績を積み上げており、それを

引き続き発展させることが最適と判断してお

ります。新しい方向を目指した本学の研究組

織を大いに活用して本学との連携を一段と強

【図２】

化していただければと願っております。

しかし長い目でみますと、急展開する世界

にあって産学連携も将来的には時代に合わせ

た連携 タイルを検討する必要があるかとた連携のスタイルを検討する必要があるかと

思います。すなわち、今後は環境関連技術、

医療融合技術など高度で複合的な分野が発展

し またグロ バル化が 段と進むと思われし、またグローバル化が一段と進むと思われ

ます。そこでは、専門を異にする多様な研究

者・技術者、機関・企業が時には国境を越え

て包括的に連携し 協力することも必要になて包括的に連携し、協力することも必要にな

ると思われます。すでに、大学でのシーズ発

掘、企業でのニーズへの展開という一方向型

は崩れつつありますが 本学としても将来はどのような姿がよいのか 皆様と共に検討していきたいと思い
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は崩れつつありますが、本学としても将来はどのような姿がよいのか、皆様と共に検討していきたいと思い

ます。今後とも本学へのご支援をよろしくお願いいたします。

創設時（昭和５３年）


