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技科大・高専連携に基づく
地域産学官金協創プラットフォームの構築と

全国展開による自立的な財政基盤・マネジメントの強化
（国立大学経営改革促進事業）



　令和元年 10 月末に採択された「国立大学経営改革促進事業」は、 本学と長岡技術科学大学

とが、高専機構・各高専と連携して、研究と教育の両面で大きなうねりを起こそうという構想

です。日本の各地で活動する企業の研究開発に関するニーズは多様で、これらに広く応え得る

体制を整えることが、企業からの大学に対する信頼感を高め、連携をより密なものとすること

ができると考えました。本学にも 200 人以上の研究者がいて、工学の主要な分野をカバーし

ています。これに長岡技科大の同規模の研究者、さらに高専に所属する 3700 人程度の研究

者が加われば、研究者がカバーする領域は広く、きめ細かなものとなることが期待できます。

　このため、この事業では、まず研究者のシーズのデータベースを作成して、誰と誰が協力で

きるのかを見える化しようと考えています。同時に、大学や高専からの働きかけで、各地の企業、

地方公共団体さらに金融機関等からなるネットワークを設けて、地域産業の発展のためにどの

分野の技術開発やアイデア提示が求められているのかについて絶えず議論が交わされる土壌を

育んでいきたいと考えています。

　この「国立大学経営改革促進事業」は、実践的・創造的・指導的技術者の養成という同じベ

クトルをもつ長岡・豊橋の両技科大及び高専が連携して、地域の企業、地方公共団体、金融機

関をはじめとする外部組織との協働によるプラットフォームを構築・全国展開し、多様な財源

確保・活用によって、財政基盤・マネジメントを強化するとともに、全国ネットの技術・産業

の高度化により、地域課題の解決に取り組むものです。

　本事業の取り組みの一つとして、現在の合同就職説明会をリクルートの場としてだけではな

く、多様な企業ニーズの獲得の場とする産学連携フォーラムに再構築します。本フォーラムを

包括的なマッチングの場として、技科大、各地域の高専、企業と合同で開催し、従来の就職説

明会のほか、教員、URA、産学連携コーディネーターが窓口となり、企業のニーズと三機関の

教員のシーズのマッチングや産学連携による人材育成を行います。その実施により、地域企業

の活性化に貢献できるとともに、得られた参加費により、技科大及び高専が連携した教育研究

等の推進及び財政基盤の強化を目指します。

　今後、三機関の更なる連携強化を推進し、大学運営における自立性を強化しつつ、地域の産

業振興と社会発展に寄与して参りますのでご支援をお願いします。
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・技術シーズ・企業ニーズDB
・�協働拠出金型大型共同研究・
コンソーシアム型共同研究
・間接経費30％化
・連携推進法人検討

　両技科大は、Society5.0 を支えるモノづくり＋ ITの研究分野を中心に
イノベーション創成に貢献する地域大型共同研究および教育連携を強化する
ことにより、多様な財源確保による法人の財政基盤とマネジメントの強化を
図り、地域の特色に応じた産業活性化、新産業創出、地域に貢献する人材育
成、地域活性化を行ないます。

学長のリーダーシップのもと、上記の課題解決に向けて以下を推進します。
１��両技科大・高専連携による全国ネットの技術・産業の高度化と地域活性化
２��幅広い産学連携による財源の多角化と、それによる大学の経営基盤の強化
３��学生教育から社会人リカレント教育まで、IT/AI に強い技術科学人材の効果的育成

基本構想

現状と課題

経営改革のビジョン 全国に展開する高専との連携による重層的かつ多様な教育・研究機会の提供

国立高等専門学校機構国立高専 51 校

豊橋技科大 長岡技科大

地域産学官金協創プラットフォーム
地域企業、自治体との共同研究

・�技術科学統括協議会：産学官金の機関トップの情報
　　　　　　　　　　　共有と協議の場
・技術科学協創センター：地域産業活性化の中心的拠点

東京オフィス

豊橋技科大

全国高専

長岡技科大

地域産学官金協創プラットフォームの
構築による自立的財政基盤強化

取組1 取組2
地域産学官金が連携した人材
育成構想の実現による地域社
会貢献と財政基盤強化

技術科学協創センター
産学連携人材共同育成部門

・教育コンテンツの共有
　リカレント教育
・教育パッケージと有償サービス
・産学連携フォーラム
・先端テクノロジー活用メンバーシップ

　両技科大・高専は、豊富な研究シーズと、高専含め4,100人の充実した教員数により、広範な技術科学分野
を網羅しており、現状でも共同研究件数は他の国立工科系大学を上回り、特に中小企業との共同研究は件数・金
額ともに卓越したものとなっております。本事業により連携が進めば更に拡大できる可能性があります。
そこで、複雑で多様化する技術に対応していくためにはトータルソリューションを提案できる仕組み、体制の構
築が必要です。

高専機構
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取組１ 取組２

事業内容
　本事業では、両技科大が共有しているビジョンに基づく大学経営改革に取り組み、それによる研究成果の社会実装と地方
創生への貢献を進めます。相補的、互恵的関係による広域対応を持続的に可能とするモデルを構築しつつ、他の地域の大学・
高専の参加を得て実施地域を拡大します。

主な取組工程

取組1 取組２
地域産学官金協創プラットフォームの構築
による自立的財政基盤強化

地域産学官金が連携した人材育成構想
の実現による地域社会貢献と財政基盤強化

◆構築する体制 ◆組織再編
　技術科学協創センターに『人材共同育成部門』の設置

◆教育コンテンツの共有化、遠隔地リカレント教育
　…AI、数理・データサイエンス教育

◆パッケージ化有償サービスの提供

◆大学と企業の協力組織の拡充
　…先端テクノロジー活用メンバーシップ、21 世紀ランプ会

◆産学連携フォーラムの開催
　両技科大、各地域の高専、企業の合同開催

◆戦略的大型共同研究拡充手法
　…C 地域産学官金協働プラットフォーム

◆間接経費比率拡大による財政基盤の強化
　…間接経費比率の 30％化

B 技術科学協創センター

東京オフィス

豊橋技科大

高専

長岡技科大

・共同研究支援業務
・オープンラボ整備
・地方協創協働研究の企画・推進
・戦略的大型共同研究企画・推進

A 技術科学統括協議会
《技科大学長、高専機構理事長、外部有識者》
各エリアのプラットフォームの統括、方針策定・提言

トップダウンマネジメント

環新潟
エリア

東海
エリア

全国展開

新産業創出
ベンチャー企業の事業拡大

新事業創出

C 地域産学官金協創プラットフォーム

企業

研究開発への再投資

URA

URA

URA 学の知・人材

行政
ビジョン

企業
ノウハウ

人材の好循環

知の好循環

資金の好循環

戦略的オープンアプリケーション
方式共同研究

戦略的コンソーシアム型
共同研究

技術科学協創センター

産学連携センター（高専機構）

協働拠出金型の大型共同研究 コンソーシアム A

コンソーシアム B

コンソーシアム C

プロジェクト公募と研究運営
連携推進会議による PDCA の促進

地域特有の産業支援共同研究

地域イノベーション共同研究

産業界

大学 企業

自治体

金融機関

…教員の研究シーズ・スキルデータベースの共用

「先端テクノロジー活用メンバーシップ」
会員制の一括契約サービス提供システム

簡素化された契約
パッケージを
選んで加入

追加サービスも、
会員価格で提供

マッチング

研究支援パック

技術研修パック 地域創生支援パック

人材育成・リカレント教育パック
共同利用機器・設備
計算機・シミュレータ
オープンラボ
試験評価（お試し）
情報提供・コンサル

AI・データサイエンス実践
先端技術実践講習会
技術者養成研修
技術支援・委託分析

設備・機器利用・機器使用
（SHARE等）

リクルート活動支援
マッチング支援
オープンラボ
試作・評価支援
情報提供・コンサル

学位取得プログラム
冠講座設置・聴講
産学連携フォーラム
連携共同人材育成
社会人向け講座
・BP認定プログラム
・アントレブレナー

プレミアムパック（共同研究講座）
研究支援パック
人材育成パック
技術研修パック
オープンラボ
大型プロジェクト
大型共同研究
・協働供出金型
・コンソーシアム型
・技術相談

令和元年度
（2019）

令和 2 年度
（2020）

令和 3 年度
（2021）

取組１
地域産学官金協創
プラットフォーム構築

取組２
人材育成構想の実現と
財政基盤強化

組  織  構  築
環新潟・東海・東京

合同プロジェクト企画・推進

組織再編

他エリア
へ展開

・DBの構築
　　　　・研究会設置拡大
　　　　　　　　・オープンアプリケーション方式共同研究推進
　　　　　　　　・戦略的コンソーシアム型共同研究推進
・間接経費比率拡大
　　　　　　　　　　　　　　　・連携推進法人の設立検討

・人材育成の有償パッケージ化
　　　　　・GI-net接続を活用した遠隔地リカレント教育
　　　　　・自治体・商工会議所・金融機関との連携強化

URA

金融機関


