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宮城県 東北大学 日本電信電話株式会社

両者の強みを活かし、「安心なくらしを支える基盤技術」をビ
ジョンとして設定し、災害対策・防災分野で新たな価値の創出
と震災復興への貢献をめざし、2018年よりビジョン共有に基
づく共同研究を開始。

福島県 会津大学 TIS株式会社

「在庫管理システムと自律移動
配送ロボットを連携させた搬送
業務の自動化」を目指す実証実
験

共同で「在庫管理システムと自律移動配送ロボットを連携さ
せた搬送業務の自動化」を目指す実証実験を会津大学内の
LICTiA（先端ICTラボ）にて、2019年11月26日～11月28日
に実施。 

山形県 東北芸術工科大学 クックパッド株式会社
食育絵本が毎月1冊届くサービス「おりょうりえほん」の新たな
取り組みとして、グラフィックデザイン学科の学生が遊びから食
が学べる絵本の共同制作に取り組む。

群馬県 群馬大学 パイオニアスマートセンシングイ
ノベーションズ株式会社

2019年11月21日から名古屋市で開催された「あいちITS
ワールド2019」において、自動運転バスの自動走行およびパ
イオニア製3D-LiDARセンサーによる周辺検知のデモンスト
レーションを行う。

埼玉県

共栄大学 イオンモール春日部、春日部市

イオンモール春日部で行われた「スポーツウィーク」に学生が
協力。国際経営学部スポーツビジネスコースの田蔵奈緒准教
授のゼミ生を中心とした国際経営学部、教育学部の有志がス
ポーツゲームを考案し、企画・運営を行う。

埼玉工業大学 自動運転技術開発センター、
株式会社ミクニライフ&オート

2019年4月に設立した自動運転技術開発センターが「埼玉
県スマートモビリティ実証補助金」の採択を受けて、株式会社
ミクニライフ＆オートの協力により産官学連携で自動運転バ
ス開発を進めている。また、スクールバスの自動運転の導入に
向けて、公道による実証実験を2019年12月23日より開始し
キャンパスと最寄り駅のJR高崎線岡部駅間のスクールバスと
して、公道約1.6km間を走行する。

千葉県

千葉工業大学 ASTROCEAN株式会社、
株式会社大林組

世界で2例目となる、大学ロケットによる洋上発射実験を共同
実施。千葉県夷隅郡御宿町の網代湾上に浮かべる発射場か
ら、小型ハイブリットロケットの洋上発射実験を試み、成功。ロ
ケットは工学部機械電子創成工学科の3年生が、正課科目実
験・実習の一環として設計製作したもので、近年の急激な宇宙
開発の成長によるロケット発射不足の解決に貢献を目指す。

千葉商科大学 よい仕事おこしフェア実行委
員会、城南信用金庫

地域社会の発展に寄与するため、互いに支援・協力することを
合意し協定を締結。主な連携として千葉商科大学及び城南
信用金庫双方の有するネットワークを活用した、中小企業支
援及び地域産業振興と地域創生に必要な事項を行う。

和洋女子大学

とうかつ中央農業協同組合、
コメ・スタ 流山おおたかの森
S・C店、トラットリア パーチェ、
居食屋ダイニング パストール

健康栄養学科と、とうかつ中央農業協同組合とイタリアンレス
トラン3店舗(コメ・スタ 流山おおたかの森S・C店／トラットリア 
パーチェ／居食屋ダイニング パストール)は産学連携を通じ、
松戸特産の「あじさいねぎ」を使ったレシピを開発。

東京都

大妻女子大学 株式会社高島屋、
内田染色有限会社

家政学部被服学科のゼミが、高島屋の呉服担当バイヤーと
ともに江戸小紋・手描き友禅の老舗「内田染色有限会社」と
コラボレーションし、「若い女性の感覚で楽しむ江戸小紋と手
描き友禅」をテーマに着物と帯を制作。新宿高島屋で展示販
売。

共立女子大学
共立女子短期大学

全国農業協同組合連合会埼
玉県本部（JA全農さいたま）

低糖質パン「ブラン ブレッド」、
「ブラン カンパーニュ」開発

家政学部 食物栄養学科において、低糖質パン「ブラン ブレッ
ド」と「ブラン カンパーニュ」を開発した。商品化された低糖質
パンは、家政学部 食物栄養学科の村上昌弘教授の監修の
もと、公認学生団体「食で世界を笑顔にする会 くすくす」の学
生たちが開発を行った。

駒沢女子大学 株式会社東都、
株式会社創建 「コマジョリノベ」プロジェクト

人文学部住空間デザイン学科では、学生が賃貸住宅のリノ
ベーション提案や新築賃貸住宅のコンセプト提案を実現する
産学連携活動を企業と協同で2013年度から展開し、好評を
博してきた。プロジェクトの第二弾では、東京都調布市の住宅
街に新築する賃貸集合住宅内の3タイプの住戸のうち、各自
に指定された一住戸のデザインを企画・提案する。

芝浦工業大学 新産住拓株式会社

デザイン工学科の蘆澤雄亮助教およびデザイン工学科の学
生は、新産住拓株式会社と共同で新築住宅を検討する一般
の方に住宅設計のノウハウが分かる「すまいづくりのちょっとし
たコツ」冊子を制作し、2019年１０月より住宅展示場にて無
料配布を開始。

玉川大学 西松建設株式会社 LED農園®産レタス「夢菜®」開
発

産学連携事業として進めてきた「LED農園®産」リーフレタス
の販売を、Odakyu OXの店舗で行っている。
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東京都

帝京平成大学 株式会社横浜DeNAベイス
ターズ

横浜DeNAベイスターズ公式戦で、「帝京平成大学デー」を開
催。現代ライフ学部 観光経営学科の学生が、授業の一環と
してプロ野球公式戦でのイベント企画・運営に携わった。学生
は下記の5つのチームに分かれ、企画立案から当日の対応ま
でを行った。
1．スタジアム演出グループ（試合中にバックスクリーンで流
す15秒動画の制作）
2．グッズ企画販売グループ（2種類のグッズの立案と当日の
接客販売）
3．ファンサービスグループ（来場者が参加できるクイズや
ゲームの企画運営とフェイスシールなどノベルティの制
作）
4．プロモーショングループ（横浜スタジアム周辺情報や選手
へのインタビュー記事を載せたフリーペーパーの制作）
5．観戦ツアーグループ（横浜スタジアム内でのツアーやイベ
ント参加募集から運営を通じてお客様へのおもてなしを
実践）

デジタルハリウッド大学 株式会社博報堂プロダクツ

2年生から5名の学生を選抜し、展示会「起爆展2nd Explo-
sion」を開催。プログラム内容から展示様式、指導内容及び
学生への直接指導に至るまでの全てを、博報堂プロダクツが
プロデュース・ディレクションを行う。

東京家政大学 株式会社美松、
埼玉県秩父市米農家

白藤プロジェクト

幻のお米「白藤（しらふじ）」を、復活させることを目的にプロジェ
クトを立ち上げる。現在は白藤米作りには一度区切りをつけて
いるが、引き続きお米を活動の中心とし、「米作り・食育・食物ア
レルギー」の3つを軸に幅を広げ様 な々活動を続けている。

東京家政学院大学 タイガー魔法瓶株式会社
用いたレシピ開発と献立提案

社に提案。

東京工科大学 株式会社夢現舎

関東有数の山車祭りである「八王子まつり」において、ビーコ
ン端末を利用して観客が見ている山車の歴史解説などを、ス
マートフォンで閲覧できるサービスを提供。 同祭の公式ガイド
アプリをスマートフォンにダウンロードし、ビーコン端末が設置さ
れた19台の山車の半径30m以内のエリアに近づくと、それぞ
れの歴史的背景などの情報が自動的に表示される。訪日客向
けの多言語対応（英語・中国語・韓国語）や日本語音声ガイド
だけでなく、デジタルサイネージとの連動といった機能も備えて
いる。

東京女子体育大学 公益財団法人東京都スポー
ツ文化事業団

競技力向上 テクニカルサポート
事業

2009年より、高校生アスリートの競技力向上・育成・強化を目
的に、5年間にわたり連携してきた東京都競技力向上スポー
ツ医・科学サポートが、一定の成果を上げ終了。その取り組み
が、新たにオリンピックや国際大会を目標に「テクニカルサポー
ト事業」として、2014年にスタート。大学はこの事業で、陸上
競技（短距離・跳躍）のコンディションサポート・パフォーマンス
サポート・トレーニングサポートを行う。

武蔵野美術大学 サミット株式会社 エコバッグデザインプロジェクト

スーパーマーケットを展開するサミットと共同で、エコバッグのデ
ザインに取り組む。学生は実際の店舗を見学したり、店頭でお
客様に話を聞いたりするなどしてアイデアを膨らませ、慣れない
ミシンと格闘して試作品を制作。現在、商品化に向けて話し合
いを進めている。

目白大学 ジギョナリーカンパニー株式会社
「MachiTag」
西武新宿線沿線まちあるき
MAP

牛山ゼミとジギョナリーカンパニー株式会社が、連携して西武
新宿線沿線まちあるきMAPをSNSサイト「MachiTag」にてリ
リース。花小金井・野方～沼袋・上石神井～上井草を、フィー
ルドワークにより地域の魅力再発見 。

立正大学 株式会社ラフール
心理学部は、株式会社ラフールとの産学連携共同開発研究
の成果を日本健康心理学会で発表。仕事の負荷以外の多面
的な要素と就業継続／退職意図との関連性を分析。

石川県 金沢工業大学 北菱電興株式会社

農業イノベーションに向けて、新たな実証研究を開始。高品位
いちご研究圃場を、白山麓キャンパス内に設置。2019年10
月に同大学で開催された「KIT地方創生イノベーションシンポ
ジウム」で公開。

静岡県 静岡大学 株式会社Happy Quality、
サンファーム中山株式会社

A-SAP 産官学金連携イノベー
ション推進事業

AIによる灌水制御で、高糖度トマトの大量安定生産に成功。
今後は、様々な異なる栽培条件での実証実験を進めるだけで
なく、IoTやAIといった情報科学的アプローチを活用した新た
な栽培手法の確立、教育教材化など研究開発していく。
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滋賀県 成安造形大学 マルシェア 薫（かおる）

滋賀県内外の雑貨店や飲食店が約30店舗集まるマルシェ
（市場）「マルシェア 薫（かおる）」を2019年11月23日に開
催。プロジェクト演習の一環で2015年から始まり、今年で5回
目の開催。学生主体で企画、リサーチ、アポイント、広報物の
デザインなどを全て行っており、マルシェの意義、主旨に賛同す
る滋賀県内外の雑貨店、飲食店に出店を依頼している。

京都府

京都大学(大学院) ユニ・チャーム株式会社 トイレトレーニング専用紙おむつ
『トレパンマン』

トイレトレーニング初期に親子のやる気を引き出す行動を研究
し、その結果をもとに「ごほうびシール」「おなじ絵さがし」「わくわ
くお絵かき」を搭載したトイレトレーニングの成功率がアップす
る新しい紙おむつ『トレパンマン』を全国発売した。

京都産業大学
感染症分子研究センター
（Center for Molecular Re-
search in Infectious Diseas-
es）

他に類を見ない鳥インフルエンザに特化した研究機関として、
社会に向けて研究成果を発信し活動を進めている。特に産
官学連携においては、国内外の研究機関や企業との共同研
究、受託研究等を通して抗菌性、抗ウイルス性の素材や材料
等を開発し、鳥インフルエンザウイルスの感染を未然に防ぐこ
とで社会に大きく貢献。

立命館大学 三菱地所株式会社
戦略的DX（デジタルトランス
フォーメーション）パートナーシッ
プ協定

人とロボットが協働する、Society5.0時代の施設運営管理モ
デルの構築に向けた実証実験や情報発信等を行うことを目
的とした、「戦略的DX（デジタルトランスフォーメーション）パート
ナーシップ協定」を締結。運搬ロボット、清掃ロボット「Whiz」の
教育・研究および実用化に向けた取り組みなどを行っている。 

大阪府

大阪芸術大学
大阪府、
大阪市、
株式会社カプコン

eスポーツ大会「大阪文化芸術
フェス2019 × eスポーツ 大カ
プ芸杯01

大阪府、大阪市などで構成される大阪文化芸術フェス実行委
員会と産官学連携で、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター
Ｖ アーケードエディション」を競技タイトルとしたeスポーツ大会
「大阪文化芸術フェス2019 × eスポーツ 大カプ芸杯01」
を、2019年10月22日に開催した。 

近畿大学 株式会社川俣町農業振興公社、
福島県川俣町 プロジェクト「川俣シャモ　すき

焼きセット」

俣町の特産品である「川俣シャモ」の新たな商品を産官学連
携で開発。農学部の学生が商品企画や販売・マーケティング
方策の提案、文芸学部の学生がPRポスターやレシピ表のデ
ザインを担当。

近畿大学 NIPPON Tablet 株式会社

三宅町のPRと特産品育成品目
の普及啓発、起業の機会創出を
目的として公募したキッチンカー
の無償貸付先事業者（店舗名：
えん屋）の運営

「キッチンカーによるキャッシュレス化推進事業」に基づき、三
宅町のPRと特産品育成品目の普及啓発、起業の機会創出
を目的として公募したキッチンカーの無償貸付先事業者（店
舗名：えん屋）を選出。キッチンカーは三宅町の内外を巡り、特
産品育成品目の金ゴマを使った「みたらし団子」や「ぶっかけ
蕎麦」を販売。今後も、数多くの三宅町内外のイベントに出店
計画中。

兵庫県

大手前大学 カモ井加工紙株式会社、
西宮ロフト

学生たちが西宮市について市場調査を行い、名産・名所をモ
チーフとしデザインされたカモ井加工紙株式会社製造のマス
キングテープ6種が、2019年10月18日より西宮ロフトにて限
定販売が開始された。

大手前大学
大手前短期大学

伊丹市、
松谷化学工業株式会社

ヘルシー志向の希少糖スイーツ
公開講座

大手前大学 総合文化学部スイーツ学コース、大手前短期大
学が伊丹市、松谷化学工業株式会社と産官学連携イベント
「ヘルシー志向の希少糖スイーツ公開講座」を開催。 

甲南女子大学 伊丹市 、株式会社ノーリツ 

おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」を運営する株式
会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生
活環境学科と伊丹市の産官学連携により、「おふろ」をテーマ
にしたCO2削減を図るウォームビズ推進イベントを開催。

愛媛県 愛媛大学 西条市、四国中央市、
新居浜市、今治市

西条市、四国中央市、新居浜市、今治市と連携・協働し、魅力
ある地域文化を収集し、展示するなど観光まちづくりに活かす
実践に取り組んできた。

高知県 高知県立大学 ディグランド株式会社、日高村 県立大学in日高村エクスカー
ション

デジタルタイムカプセルアプリ「Diground」を運営するディグ
ランド株式会社、日高村、高知県立大学が協働し、訪日外国
人の文化交流を目的とした「県立大学in日高村エクスカーショ
ン」を2018年5月20日に実施した。

福岡県 九州大学 久山町、
株式会社ディー・エヌ・エー

疫学調査「久山町研究」の研究成果に基づき、「ひさやま元
気予報」を開発し、疾患の発症に関する情報を提供、個人の
行動変容を促すICTを活用した健康増進への取り組みを久山
町民に向けて行っている。

熊本県 崇城大学 天草モリンガファーム、
熊本県産業技術センター

モリンガの機能性表示食品としての申請書類作成や商品化
をサポートするほか、パッケージデザインにも参加。また、中小
企業が商品開発、特に機能性表示食品の開発をするには、
届出書類の作成や機能性評価等のハードルが高いため、崇
城大学が拠点となり、そのサポートをすることを図っていく。

大分県 大分大学 株式会社オーイーシー

AI活用をテーマとした包括共同
研究提携による初の共同研究
「病態変化を捉える光センシン
グ技術とそのデータ解析手法の
開発」を開始

包括提携からの産学連携意見交換会にて、OECが有するAI
を活用したデータ解析手法と、理工学部共創理工学科応用
化学コース井上高教准教授の分光分析と画像化装置により
得られるデータ解析手法とのマッチングにより、共同研究を開
始して、実用化への加速を目指す。
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