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産学官連携運営体制

（文部科学省 科学研究費助成事業 採択状況）

外部資金の獲得

担当教員：工学部生命環境学科 教授 大嶋正人

概 要：工学部化学系学科の多くのカリキュラムで
環境分野の資格取得を推奨していますが、
体験を通じて身につくようなカリキュラム
は少ない。
本研究では、学生自身がフィールドで採集
した試料を用いて公害防止管理者（国家資
格）試験の出題範囲に含まれる分析を体験
させることで、高い環境意識を持つ化技術
者を育成する実験実習を構築することを目
的とします。

次世代の化学技術者育成の基盤となる
体験型環境教育カリキュラムの構築

科学研究費
助成事業

（基盤研究(C) 2010～2014）

社会・地域への還元

（地域との連携）

連携先：厚木市
担当教員：工学部生命環境化学科 教授 松本利彦

概 要：天然由来の原料をもとに開発された土壌用粉塵防止剤の分
子構造を変換することによって、土壌浸透性および固化能力
を高め、生分解速度も制御可能な高性能粉塵防止剤を開発
することを目的とした共同研究で、厚木市産学共同研究事業
として採択されています。

共同研究：植物由来粉塵防止剤
の強度向上研究開発

研究開発

（2010年度～）

申請件数
採択件数
（含継続）

交付金額（千円）

2011 工27件／芸 9件 工21件／芸1件 40,300

2012 工27件／芸 8件 工16件／芸2件 37,960

2013 工22件／芸10件 工17件／芸4件 37,440

2014 工26件／芸 4件 工12件／芸4件 25,220

2015 工41件／芸 4件 工17件／芸3件 31,200

2016 工47件／芸 5件 工15件／芸3件 33,930

・厚木市との連携

2008年に厚木市と市内5大学による包括協定締結

・中野区との連携

2008年に中野区との相互協力による基本協定締結

・厚木商工会議所
・ＴＡＭＡ－ＴＬＯ
・ＴＡＭＡ産業活性化協会
・かながわ産学公推進連絡協議会
・かながわ産業振興センター
・川崎市産業振興財団

連携先：厚木市
概 要：厚木市広報課から依頼を受け、あつぎビジョン（本厚木

駅北口に設置されている屋外大型映像装置）で放映する
市オリジナルの広報CM制作を行いました。作成したCM
はあつぎビジョンのほか、動画投稿サイトYouTubeでも閲
覧できます。

厚木市行政広報コンテンツ制作

映像制作

（2011年度～）

●2015年度
担当：写真学科 准教授 酒井孝彦

メディア画像学科 助教 森山剛准教授 （作成：写真学科コマーシャル研究室）
映像メディア研究室
・厚木市取り組み事業紹介ＣＭ
・交通マナーＣＭ
・禁煙ＣＭ
・落書き防止ＣＭ 他

制作した「厚木大道芸PR CM」の一部



知的財産管理 特許出願
特許第5540376号
特開2011-66546
特願2009-213682

コマ割り画像生成装置及びプログラム
工学部メディア画像学科
准教授森山剛

特許第4923179号
特開 2008-272582

特願 2007-31285

アスベストの無害化処理方法及び
炭酸マグネシウムの生成方法

工学部
名誉教授 白井靖男 他

特許第5238626号
特開 2010-33560

特願 2009-151405

感覚提示装置
工学部コンピュータ応用学科
教授曽根順治

特願2014-149605
特開2016-023884

調湿ユニット
工学部建築学科
教授 水谷国男

特願 2014-172967 液晶エラストマーの製造方法
工学部生命環境化学科
教授 平岡一幸

特許 第5305200号
特開 2010-237448
特願 2009-85480

金属構造体を含む反射光学素子および該
反射光学素子を備える表示素子

工学部生命環境化学科
教授 山田勝実 他

特許 第6075040号
特開 2014-109688
特願 2012-263945

表示装置の製造方法

工学部メディア画像学科
教授 内田孝幸

工学部生命環境化学科
教授澤田豊
教授山田勝実

微細構造体による電子ペーパー等に関する新しい発明透明から鏡や発光に変化する機能性窓（スマートウィンドウ）
の発明

連続運転を可能にしながら構造を簡素化した調湿ユニットの発明

液晶の異方性とポリマーネットワークのゴム弾性を併せ持つ新し
い材料の製造方法の発明

映像の内容及び演出印象を表わすコマ割り画像を生成するコマ
割り画像生成装置及びプログラムの発明

簡易な構成で手指に力覚及び触覚を提示する感覚提示装置の発明

常温処理が可能で安全性に優れるアスベストの無害化処理方法
とこれらを利用して炭酸マグネシウムを生成する発明
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発明届 特許出願

2009 工8件／芸0件 工6件／芸0件

2010 工5件／芸0件 工3件／芸0件

2011 工8件／芸1件 工7件／芸1件

2012 工7件／芸0件 工7件／芸0件

2013 工7件／芸2件 工5件／芸1件

2014 工3件／芸0件 工3件／芸0件

2015 工7件／芸0件 工4件／芸0件



社会・地域への還元 （地域との連携）

連携先：南足柄市
担当教員：マンガ学科 准教授 細萱敦(現：教授）

デザイン学科 教授 杉下哲
概 要：南足柄市から平成19年度にまちづくり活動推進事業とし

て策定した大雄山駅前活性化計画を推進するために大学
の持つ専門性や学生の持つ若者としての感性を活用した
取組みを行いたいとの委託を受け、地域ブランドとして
若者にも関心を示してもらえる金太郎キャラクターの制
作研究や南足柄市の魅力素材の調査、研究を目的として
取り組みました。教員・学生が現地調査等を通じ地域の
歴史、地理、文化、産業等に触れながら研究・作成を進
め、「金太郎マガジン」2種類の発行・金太郎おみくじの
作成（以上マンガ学科）や観光案内サイン・大雄山駅前

広場 などのデザイン提案（以上デザイン学科）を行いました。

南足柄市 民・官・学連携
大雄山駅活性化研究・開発

マンガ
制作

空間
デザイン

「金太郎マガジン」青と赤の２種発行

成果発表会での展示

連携先：厚木市
担当教員：デザイン学科 教授 杉下哲

概 要：厚木市が飯山地区の地域活性化に向け取りまとめた「花
の里創出事業」などを基本に、飯山観音を中心とした地
域へ事業の具体的イメージにつながる植物や小工作物を
活用した空間デザインの提案を行いました。杉下研究室
の教員２名と学生が、現地調査や厚木市観光資源課・
地元住民との意見交換を行いながら研究を進め、構想案
を作成しました。本構想案の提出を踏まえ、
地域と厚木市は協力して実現を進めることとしています。

中野区ITCコンテンツ産業振興協議会厚木市飯山観音周辺「花の里」
空間デザイン研究

空間
デザイン

意見交換会の様子

連携先：株式会社 日立製作所
担当教員：ゲーム学科 教授 岩谷徹
概 要：筋力トレーニングロボット（商品名：マルチフィットネスマ

シーンスマートトレーナー 販売元：竹井機器工業株式会社）に搭
載する体感型ゲームの企画・制作について株式会社 日立製
作所と共同研究を行いました。本製品は（独）新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、および、（財）に
いがた産業創造機構「ゆめわざものづくり支援事業」「高
付加価値サポート助成事業（特別枠）」の採択・支援を受
け開発されたもので、その中に組み込まれた体感型ゲーム
機能部分を本学の教授岩谷が担当しました。

中野区ITCコンテンツ産業振興協議会筋力トレーニングロボットに
搭載するゲームに関する研究

ゲーム
企画・制作

連携先：厚木市
担 当：マンガ学科 教授 細萱 敦

概 要：厚木市から依頼を受け、飯山白山森林公園の
ハイキングコース入口に設置する案内看板の
キャラクターデザインを担当しました。

中野区ITCコンテンツ産業振興協議会飯山白山森林公園案内看板
デザイン研究

キャラクター
デザイン

（2013年度）

飯山白山森林公園 ハイキングコース案内看板

1.  本学の知の成果を積極的に地域、社会に還元し、人類文化の発展と産業発展
に貢献します。

2. 透明性の高い産学官連携活動を推進し、社会に対する説明責任を果たします。

3. 本学の知を積極的に社会に活かすことを通じて、本学の教育と研究の社会的
な価値を一層高めます。

4. 産学官連携活動を通じて、社会の発展や文化の発展に貢献できる人材を育成
します。

産学官連携ポリシー

平成20年12月16日理事長裁定

本学は、１９２３年以来、社会に有為な職業人の養成を目指し、先端のテクノロジー

やメディアを用い、工学と芸術学の知識・技術と感性を融合した新しい分野の創生に貢

献する創造的人材を輩出してきました。今後はかかる活動に加えて、地域との連携や社

会貢献が大学の知と文化の拠点として重要な使命と考えています。知の創造とその活用

を学外諸機関と連携して進め、大学の知の成果を積極的に創出し社会へ還元することに

より文化と産業の発展に貢献し、あわせて人材の育成に努めます。この目的を実現する

ために、ここに産学官連携ポリシーを表明します。
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