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　本学が開学以来続けてきた、大型風洞装置や数値解析技術を用いての地域の「風」の問題
に着目した独自性の高い研究を基盤とし、工業製品の流体力学的性能から、耐風、ビル風、
風力発電まで、ものづくりの様々な局面においてかかわる地域（地元企業、自治体等）の「風」
の課題を解決する実践型研究と人材育成体制を確立する。
　そして、成果の社会への発信を通じ、「企業がつくったものづくり大学」というブランドを定着
させる。
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高度シミュレーション技術による地域の「風」の課題解決と人材育成
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２．事業内容（２ページ以内）

新潟工科大学

（１）事業目的

【研究と大学のブランディングについて】
　上述の通り、「風」は、工業製品の流体力学的性能から、耐風、ビル風、風力発電まで、ものづくりの様々な局面に関
係している。よって本学の存続基盤である地元企業や地方自治体、市民、いずれにも密接に係わる研究テーマに取り
組むことは、大学の存在意義をアピールするには最適と考える。そして、「風」に係わる幅広い研究テーマを扱う実践的
な教育による人材育成、応用力豊かな優秀な技術者の輩出による地元産業及び地域の発展に貢献することで、大学の
ブランディング目標である「企業がつくったものづくり大学」のポジションを確立することが可能となる。

【事業目的】
　本学が開学以来続けてきた、大型風洞装置や数値解析技術を用いての地域の「風」の問題に着目した独自性の高
い研究を基盤とし、工業製品の流体力学的性能から、耐風、ビル風、風力発電まで、ものづくりの様々な局面において
かかわる地域（地元企業、自治体等）の「風」の課題を解決する実践型研究と人材育成体制を確立する。更には、その
成果を社会に発信することで、「企業がつくったものづくり大学」というブランドを定着させ、本学での学びを希望する意
識が高い入学者が増加し、応用力豊かな中核技術者を継続的に地域に輩出する。

【自大学について】
　本学は、新潟県内企業への工学技術者輩出を目的に、新潟県、柏崎市をはじめとする78市町村や新潟県内企業や
新潟県に所縁のある県外企業、個人から3,000件を超える寄附によって、平成７年４月、新潟県内唯一の工科系私立大
学として開学した。卒業生・修了生は約4,300人（うち、約75％が県内就職）となり、各企業において中核的な役割を果た
している。しかしながら、経済不況の長期化や全国的な少子化に伴う進学環境の変化などにより、入学者が減少傾向に
あることから、“地（知）の拠点大学”として地域の課題解決及び人材育成に貢献するという本学設立の原点を改めて明
確にし、「企業がつくったものづくり大学」という大学ブランドを確立・定着させることが必要である。

【外部環境、社会情勢等に係る現状・課題の分析】
　大学立地地域における外部環境、社会情勢から、以下のような現状・課題が分析される。
①小規模ものづくり企業が多数存在
　新潟県は5,564の事業所（4人以上対象であり、平成26年は全国10位）が立地する工業県であり、金属加工、工作機
械、繊維産業、食品産業などは全国屈指の集積地を形成している。しかしながら、中小企業が多く、高付加価値化や性
能向上のための技術開発や研究開発に十分対応できているとは言えないのが現状である。また産業構造の変化、高齢
化により全般的な技術者不足も深刻である。
　特にソフトウェア・ハードウェアの急速な進歩に伴い、設計・開発を取り巻く環境は近年大きく変わりつつあり、シミュ
レーション技術の熱流体解析（ CFD ）および固体、材料変形解析のニーズが高まっている。しかしながら、流体力学 や
CFDは、一般的に理論が難解であり、専門用語を理解することも難しく、特に本学の立地する地方においては、使いこ
なせる技術者は少ないのが現状である。産業構造の変化、高齢化により技術者不足に陥っている中で、製品の高性能
化に資する高度なシミュレーション技術を持ったものづくり人材の確保は、喫緊の課題である。

②多様な気候風土（特に冬期の厳しい気象条件）
　柏崎市を含む新潟県の沿岸部は、冬期季節風などの影響によって、冬は海からの風が強く、悪天候時には暴風・雪
が猛烈に吹き付ける厳しい気候風土を有する。また新潟県は、全国でも有数の豪雪県であり、風と雪の問題は、住民の
安全、生活水準の向上や産業の発展を阻害する要因となっている。
　これらの厳しい気候風土に適合する都市や建築の在り方を考えることは、地域の安全性や利便性確保のみならず、地
域の持続的な発展のためにも欠かせない課題である。しかしながら、このような厳しい気候環境の場所に立地した高等
教育・研究機関は全国的にも少なく、研究面では大きく立ち遅れているのが現状である。一方、風は有効な再生可能エ
ネルギーとしても注目されている。冬期の季節風を最大限に活用する風力発電システムの開発も有力な研究課題の一
つであり、関心のある地元企業や自治体は多い。

【研究テーマ設定の適切性】
　本学では、開学時より“日本海地域の住環境を考える”を基本的なテーマの一つとし、雪や風に代表される地域の気
候風土に関連する特色ある教育・研究を行ってきた。そのための主要教育設備の一つとして、開学時に約１億5千万円
の費用をかけて、国内最大級の大型風洞実験装置を整備した。大型風洞実験装置や数値流体力学（Computational
Fluid Dynamics: CFD）に基づく高度シミュレーション技術を活用した風工学の研究成果は、国際学会等において本学
研究者が招聘講演する等、世界的にも注目されている。2017年5月には、風工学を専門とする唯一の全国組織である
一般社団法人日本風工学会の年次研究発表会・社員総会を本学で開催しており、当該分野における本学の認知度は
全国的にも高い。またこれまでにも風洞実験装置やCFD技術を活用したシミュレーションによる技術相談や共同研究、
委託研究を数多く実施しており、地域に多くのニーズがあることを把握している。
　現在大学が有している設備的及び人的資源を有効に活用し、地域の課題解決を図るとともに、それを学生と一体と
なって行うことで、風分野に限らず、多様な問題に応用可能な高度なシミュレーション技術を有した人材育成につなげる
ことが可能となり、本学の建学の理念とも合致することから、研究テーマとして適切である。
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新潟工科大学

【全学的な優先課題としての適切さ】
　「風」は、工業製品の流体力学的性能から、耐風、ビル風、風力発電まで、ものづくりの様々な局面においてかかわ
ることから、機械、化学、建築、土木など工学の様々な分野にまたがる課題である。よって、全学的な研究体制を構築す
るのに適した課題であると言える。さらに本学が所有している大型風洞実験装置という資産や研究的蓄積の有効活用と
いう点で独自性があり、優先課題として取り組むことは適切である。また地元企業のニーズだけでなく、地域の住民に
とっても生活に密着した研究テーマであることから、「企業がつくったものづくり大学」というブランドを定着しやすいという
メリットがあり、ブランディング目標実現への貢献から考えても適切である。

【事業主旨に対する適切性】
　研究テーマは、上述の通り、工学の様々な分野にまたがる研究課題であることから、全学的に取り組む課題として適
しており、また本学の持つ大型風洞実験装置という資産や研究的蓄積の有効活用という点で大いに独自性を有する。
よって、学長のリーダーシップの下、優先課題として全学的な独自色を大きく打ち出す研究としてふさわしく、本事業とし
て適切である。

【期待される成果】
①地元ものづくり企業が抱える産業空気力学上の課題解決とそれに対応できる人材の育成
＜寄与・貢献する範囲＞
　地元ものづくり企業における生産過程及び製品開発における産業空気力学上の課題解決に寄与・貢献する。
＜成果＞
　主な研究成果としては、以下のようなものが想定される。
・ＣＦＤの産業応用（特に地元企業に多い食品産業、製造業、金属加工業など）に関する各種のケーススタディ研究、検
証実験の実施
・ＣＦＤの産業応用に関するベストプラクティス・ガイドライン（精度保証のための必要な手順や留意点を取りまとめたも
の）の整備
・実務者向けの流体力学用の実験教材（可視化を目的とした小型風洞）、ソフトウェア、教育プログラムの開発

②日本海側地域特有の冬期の厳しい風環境に係わる課題解決とそれに対応できる人材の育成
＜貢献・寄与する範囲＞
　地域の風工学上の課題解決、すなわち日本海側地域特有の冬期の厳しい風環境下における建築・都市環境の改善
に、地方自治体や建設会社等への情報発信や連携を通じて貢献・寄与する。さらには地域に賦存するエネルギーの有
効利用も志向する。
＜成果＞
　主な研究成果としては、以下のようなものが想定される。
・気候特性を考慮した風環境評価方法の開発・提案
・ＣＦＤを用いた地方都市における風環境の予測・評価・対策技術の高度化
・地域の課題である飛砂問題、雪の堆積・飛散へのシミュレーション技術の拡張
・積雪寒冷都市における風環境に配慮した建築・都市計画ガイドラインの整備
・防風対策を兼ねた小型風力発電装置の開発・検証

【実現可能性】
　研究実施体制としては、大学に風工学・産業空気力学（Wind Engineering and Industrial Aerodynamics: WEIA）研究
センターを設置し、全学的かつ組織的に取り組む。研究推進において重要となる大型実験装置や解析技術は既に有し
ており、実現の可能性は十分高い。
　また近隣の新潟大学や長岡技術科学大学、研究機関（新潟県工業技術総合研究所、防災科学技術研究所・雪氷防
災研究センター、中越防災安全推進機構）の研究者とは、既に当該分野で共同研究を進めている実績があり、本事業
推進にあたっても、協力を得られるという内諾を得ている。

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】
　本学の建学の精神は、「ものづくりの視点を重視した工学教育を通じて、未知の分野に果敢に挑戦する創造性豊か
な人材を育成する。」である。
　上記の建学の精神をふまえ、将来的に本学が社会において果たそうとする役割・機能は以下のように要約される。
① 入学者の能力を最大限のばし、実践的な教育を通じて、ものづくりの最前線に必要な人材を育成する。
② 優秀な技術者を育成・輩出することで、産業界及び地域の発展に貢献する。
　この役割・機能を果たすことで、教育機関として学生はもとより保護者の満足度を高め、さらには研究機関として地域の
発展や豊かさの形成に寄与することが、本学のあるべき姿であり、目指すべき大学のブランドである。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

新潟工科大学

　

将来ビジョンとブランディング戦略の方向性

本学は企業・自治体・一般市民からの寄付により設立された大学として、その期待に応えることを目指し「ものづくり
を重視した工学教育を通じて、未知の分野に果敢に挑戦する創造性豊かな人材を育成する」を建学の精神として
いる。

このような経緯から、大学の将来ビジョンを「未知の課題に果敢に取組み、地域を愛する技術者を輩出する大学」と

し、「企業がつくったものづくり大学」をタグラインに設定し、既にブランディング活動を推進している。

本研究も、地域の「風」の課題を解決する実践型技術者教育といった点で、将来ビジョンを実現するための重要
な活動と位置付け、その情報発信を通じて本学のブランディングストーリーをより強めていくことに資するものと考え
る。

本学では、大学設立の背景や建学の精神を鑑み「企業のつくったものづくり大学」をタグラインにした大学ブラン
ディングのためのコミュニケーション活動を、平成26年度から実施している。

本事業は具体的な研究・教育活動を通じて、既存の大学ブランディング活動を補強し、ビジョンの実現を強く推
進するものと捉えている。具体的な活動は、学長のリーダーシップの下に設置した風工学・産業空気力学（Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics: WEIA）研究センターでの研究を核におき「①知らせる活動」「②深める
活動」の2軸を設定し、より広く深く新潟工科大学の「ものづくり研究・教育」を理解してもらうことを目指す。
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新潟工科大学

■本学のブランド理解の現状

既に述べたとおり本学はブランディング活動をスタートさせており、高校生や保護者といった限定された対象では
あるがブランドのコンディションなどについて定量的な調査を行っている。参考までにその結果の一部を紹介する。
経年のコミュニケーション活動の結果、大学の特徴／企業による設立といったオリジンについて認知は上昇傾向に
ある。

下図に示す通り、スコアとしてはまだ伸長の余地があることから、本事業をテコに接点を広め特徴認知を促進する
ことが求められる状態にあると言える。

■ブランディング活動のステークホルダー

将来ビジョンおよび大学設立の経緯を考慮すると、以下のステークホルダーが想定される。
中長期にわたり「未知の課題に果敢に取組み、地域を愛する技術者を輩出」していくためには、最も求められるの
が学生数の確保となる。よって、最も重視されるステークホルダーグループは「高校生」「保護者」「高校教諭」などと
なる。また、ブランド価値を具現化するといった点では「在学生」も忘れてはならない層であり、同時に学生へ教育
を行う「教職員」も大学を支える重要な存在となる。

その学生を将来的に受け入れ、本学の理念である産学協同のパートナーとなる企業をはじめとした産業界も本
学にとっては重要なステークホルダーとなる。 特に、卒業生の8割が新潟工科大学産学交流会企業／地域企業
に就職していることから、卒業生もステークホルダーである。

最後に、信頼材である大学の評価をあげるといった視点では、影響者として市民／社会といった存在も重要である。
① 大学の将来をささえる重要なステークホルダー
→高校生／保護者／高校教諭

② 現在大学に深く関与しているステークホルダー
→在学生／教職員

③ 学生の受け入れや産学連携などでのパートナーであるステークホルダー
→新潟工科大学産学交流会企業／地域企業／行政／卒業生／産業支援機関／専門家団体（学協会、技術研
究会等）

④ 上記①～③への影響者となるステークホルダー
→市民／地域の小中学生

■知らせる活動について
認知がなければ、それを深めることはできない。極めて当たり前のことではあるが、認知の獲得活動はすべてのブ

ランディング活動の基盤となる重要な活動である。

●知らせる活動評価の視点

シンプルではあるが知らせるといった視点で考えた場合、より広範により多く接触して伝えるといったことが重視さ

れる。詳細な評価指標はステークホルダー別の活動と合わせて記載を行うが、到達範囲や発信の回数などが指標

となり、最終的には定量調査における認知度が評価指標とする。

本学の本学の
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新潟工科大学

●知らせる活動と成果指標、達成目標
本活動のステークホルダーごとの知らせる活動と指標と進捗状況の把握の手段は以下のとおりである。

①高校生／保護者／高校教師
知らせる活動〔指標〕：大学の教育関連HP、web受験ポータル〔アクセスデータ〕

学校案内冊子[配布部数]
学校広報誌[掲出回数]

TVCM[投下量・到達範囲／アンケートデータ]

新聞広告[実施回数・部数・到達範囲／アンケートデータ]

進捗状況の把握：web解析データ
達成目標 「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

②在学生／教職員
知らせる活動〔指標〕：大学HP〔アクセスデータ〕、

学内進捗報告ポスター掲出[掲出回数] 
学内広報誌[掲出回数]

進捗状況の把握：ｗｅｂ解析データ、アンケート

達成目標 「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

③新潟工科大学産学交流会企業／地域企業／行政／産業支援機関／専門家団体（学協会、技術研究会等）

知らせる活動〔指標〕：大学の研究・産学交流関連のＨＰ〔アクセスデータ〕、
技術、学術誌への発信〔発表数、掲載数〕

TVCM[投下量・到達範囲／アンケートデータ]

新聞広告[実施回数・部数・到達範囲／アンケートデータ]
進捗状況の把握：ｗｅｂ解析、アンケート、研究実績報告
達成目標 「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

④市民／地域の小中学生
CM〔イベントアンケートデータ〕
進捗状況の把握：ｗｅｂ解析、アンケート、研究実績報告
達成目標 「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

■深める活動

関与を高めるためには、獲得した認知を土台にブランドの特徴を伝え、興味や関心を喚起していくことが
必要となる。これらの活動を通じて関係性を深めていくことがブランドの成長を支える。

●深める活動評価の視点
深めるといった視点で活動を評価する場合、それらのための活動を実施した回数や参加人数なども一つ

の評価点となるが、特徴の理解／興味・関心／アクション意向など深いレベルでの認知や感情部分の変化、
行動促進への貢献などが重要な評価指標となる。

●深める活動と成果指標、達成目標

本活動のステークホルダーごとの深める活動と指標と進捗状況の把握の手段は以下のとおりである。

①高校生／保護者／高校教師

深める活動〔指標〕

オープンキャンパス、大学説明高校訪問、高大連携インターシッププロジェクト、

新潟県高等学校長協会工業部会〔参加数、受験者数／入学者数、マスコミ露出〕

進捗状況の把握 ：アンケートデータ、ブランディング戦略チームによるヒアリングデータ
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②在学生／教職員

深める活動〔指標〕

学内施設見学会、大学HP、学生自主研究会〔参加者数、webアクセス深度、学内アンケートデータ〕

進捗状況の把握：ｗｅｂ解析、アンケート、研究会活動の有無

達成目標：「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

③新潟工科大学産学交流会企業／地域企業／行政／産業支援機関／専門家団体（学協会、技術研究会等）

深める活動〔指標〕：研究・産学交流イベント開催

学協会・技術協会でのへの発信〔発表数、掲載数〕

CM広報〔 イベントアンケートデータ〕

進捗状況の把握：ｗｅｂ解析、アンケート、研究実績報告

達成目標：「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

ここで、本学の設立の理念の産学協同に基づき、特に、新潟工科大学産学交流会企業／地域企業／行政／
産業支援機関に対しては、地域において「企業のつくったものづくり大学」イメージ定着のため、特化した活動す
る。そのことにより、他の本学学生、その後輩である受験生等のステークホルダーへの波及効果を狙う。

深める活動〔指標〕：本事業に関わる技術者向けの理解深化のためのシリーズセミナー
研究成果見える化ツールの開発（スマートデバイスによるCFDによる
リアルタイム解析表示等）
研究成果を基盤する製品試作（小型風力発電装置など）

〔開発数、開催数・参加数、メディア露出〕

進捗状況の把握：参加者アンケート、ヒアリング

達成目標：「活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表」次頁参照

④市民／地域の小中学生

深める活動〔指標〕：知識普及イベント、体験型イベント〔マスコミ露出参加数、イベントアンケートデータ〕

進捗状況の把握：ｗｅｂ解析、アンケート、研究実績報告

知る活動・深める活動の工程
本事業のステークホルダーに対する活動の工程は、以下のとおりである。ステークホルダ、活動手法、進捗状況

把握については、達成目標については、下表に示す。

事業前期
全ステークホルダーに情報が届くように、広く認知可能なHPやCM発信を先んじて整備し、活動開始する。

特に、大学の将来をささえるステークホルダー（高校生／保護者／高校教師）を初期の重点対象とし、オープン
キャンパス、高大連携イベント、高校訪問などの対話的な活動を積極的に展開する。

事業中期
本学の企業とのネットワークの強みを生かし、産業界と学生との深める活動を強化し、PRツール(研究成果見え

る化ツール)の開発を通じて、本学のブランドイメージの定着を図る。また、継続的に広く認知可能なHP発信やメ
ディアに発信し、定常的に全ステークホルダーに情報が届くように活動する。また、立場が変化しない保護者／高
校教師への対話的な活動は継続的に実施する。

事業後期
市民／小中学生に対しても、中期の活動において、創出されるツール活かし、体験的なイベント等を通じて、

地域産業に根ざしたものづくり大学としてのブランドを確立する。
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ステークホルダー 活動手法 進捗状況把握 達成目標

①高校生／
　保護者／
　高校教師

大学の教育関連ホームページweb
受験ポータル
CM
オープンキャンパス
高校訪問
参加型高大連携事業
新潟県高等学校長協会工業部会交
流

②在学生／
　教職員

学内web
学内ポスター
CM
学内施設見学会
学生自主研究会

③新潟工科大学
産学交流会企業
／地域企業／行
政／産業支援機
関／専門家団体
（学協会、技術研
究会等

大学研究・産学交流関連のＨＰ
技術、学術誌への公表
CM
研究・産学交流イベント、
技術者向けの理解深化のためのシ
リーズセミナー
研究成果見える化ツールの開発

④市民／地域の
小中学生

地域広報誌、CM、科学知識普及イ
ベント、体験型イベント

大学認知調査
ヒアリング調査
受験者動向
受験者動向
イベント参加状況
ＨＰアクセス状況
広報誌掲載
新聞記事広告掲載
技術・学術公表
リーフレット発行

（初年度）
本事業全体のゴールイメージをス
テークホルダーと共有

イベント参加者数　500人、
　ＨＰ閲覧数　1000件、広報誌・新聞
記事広告掲載数　15件

（最終年度）
イベント参加者数　800人
ＨＰアクセス数　4000件
広報誌・新聞記事広告掲載数　４0
件
リーフレット3000部発刊配布
受験者数前年比　20%up
大学認知度　県内30%、県外5%

活動手法、進捗状況把握概要と達成目標一覧表
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４．事業実施体制（２ページ以内）

新潟工科大学

  本事業は、学長のリーダーシップの下、研究実施主体として風工学・産業空気力学（Wind Engineering and Industrial
Aerodynamics: WEIA）研究センターを設置する。事業、研究、ブランディング戦略の実施体制及び自己点検・評価体
制、外部評価体制は以下のとおりである。また、推進イメージ全体はページ下部に示す。

◆本事業全体
　事業全体は「ブランディング事業推進会議（経営戦略会議WG）」(メンバー：学長/副学長/WEIA研究チームリーダー/
ブランディング戦略チームリーダー)が、【Ｐ】事業全体の計画について審議・決定→【Ｄ】事業全体の運営→【Ｃ】外部有
識者による評価委員による外部評価→【Ａ】事業方針の改善方針を策定し、WEIA研究推進チームとブランディング戦略
チームに方針を示すことで、研究およびブランディングのPDCAとの連携を図る。

◆研究実施
　研究推進はWEIA研究センターリーダの下、研究推進チームが【Ｐ】研究計画立案→【Ｄ】研究実施→【Ｃ】自己点検・
評価を事業点検チームと実施→【Ａ】研究実施体制の改善を進める。研究支援体制として地域産学交流センターが外
部機関・団体等との連絡・調整、会計・契約事務等を担い、実施主体へのサポートを行う。
 
◆ブランディング戦略実施
　ブランディング戦略推進は広報担当理事の下、研究チームとリサーチ・アドミニストレータが連携をはかり、【Ｐ】ブラン
ディング計画立案→【Ｄ】ブランディング展開→【Ｃ】自己点検・評価を事業点検チームとともに評価実施→【Ａ】ブラン
ディング方針の改善を進める。なお、ブランディング戦略支援体制として、入試広報課およびIR室が大学のWEBを通じ
た情報発信、情報の現状分析の支援をする。

 学外との連携体制

（１）研究実施に係る連携
本学におけるこれまでの研究実績をベースに本事業を展開することから地域企業、他大学や研究機関との連携

が図ることが容易な状況である。連携先としては下記を想定している。

■地域企業群①｜産業空気力学上の課題領域
新潟県内の製菓メーカーであるＢ社や家庭用冷暖房メーカーであるＣ社やＤ社が本学の産学交流会の会員
企業であり、これまでも研究面での連携実績があることから課題解決に向け有機的な連携が可能である。

■地域企業郡②｜地域の風環境上の課題領域
地域のゼネコンＦ社やＵ社との連携実績があり地域特有の課題解決に向けた有機的な連携が可能である。

■企業郡③風を活用した新ビジネス領域
地域のＩＴ企業と連携し、ＩｏT技術を活用した「風の見える化」を実現し、その成果を地域のスポーツ
施設に展開し、新たなビジネスにつなげることを計画しており、これまでの連携実績から有機的な連携が
可能である。

（２）ブランディングに係る連携
新潟県内の工業高校の校長で構成される工業高校部会と連携し、高大接続連携会議の協力を得てブランディン

グの取組みを進めて行く。この高大接続連携会議は本学で実施しているAP事業においても先行的に連携実績が
あることから、本学における一番のステークホルダーとして有機的な連携が可能である。また、企業がつくったものづ
くり大学のブランドイメージを推進するため、地元柏崎市、柏崎商工会議所ほか、地元紙である柏崎日報社の協力
を得る体制を構築している。

（３）評価に関する連携
外部評価について、全体を評価する事業全体評価委員会を設置し、全体評価委員会の下に研究評価部会及び

ブランディング評価部会を設置する。各部会では、それぞれ専門の立場から評価を行い、その評価結果をもって研
究推進とブランティングの融合が図られているかなどを全体評価委員会において評価する。
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実施体制図
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

新潟工科大学

平成29年度

【研究活動】
・研究体制の整備
・ものづくり企業の製品開発等における流体力学上の課題や問題点の抽出
・風に係わる都市・建築計画上の課題や問題点の抽出
【ブランディング戦略】
・本事業全体のゴールイメージをステークホルダーと共有する【評価指標：イベント参加者数　500人、
　ＨＰ閲覧数　1000件、広報誌・新聞記事広告掲載数　15件】
・上記の取組みを進めるため高校生、保護者、高校教員との共有の強化を重点に、ステークホルダー
毎に共有を図る
　■在校生、教職員との共有、■企業、行政関係者、卒業生との共有　■市民、小中学生との共有

【研究活動】
・本事業の中心となる「風工学・産業空気力学（Wind Engineering and Industrial Aerodynamics: WEIA）
研究センター（仮称）」を発足し、研究体制の整備を行う。
・新潟工科大学産学交流会会員企業を中心とする地元企業に、アンケート及びヒアリング調査を実施
し、ものづくり企業の製品開発等における流体力学上の研究課題や問題点を抽出する。
・新潟県内の自治体や建設会社等に、アンケート及びヒアリング調査を実施し、風に係わる都市・建築
計画上の研究課題や問題点を抽出する。
【ブランディング戦略】（）測定方法
・本事業専用ＷＥＢサイト開設（ＨＰアクセス数解析、閲覧数）
・キックオフセミナー、公開講座、研究プレゼン等での事業説明や新聞記事等への掲載
　（参加者数、記事掲載数）
　■高校生、保護者、高校教員との共有：オープンキャンパス、高校訪問、高大接続部会等で説明
　■在校生、教職員との共有：学内説明会・学内誌掲載
　■企業、行政、卒業生：公開講座、キックオフセミナー、研究プレゼン、新聞記事・広告
　■市民、小中学生：公開講座、新聞記事・広告や市報等で紹介

平成30年度

【研究活動】
・数値シミュレーション技術（ＣＦＤ）の産業応用に関する各種のケーススタディ研究、検証実験の実施
・地域の気候特性を考慮した風環境評価方法の開発・提案
・数値シミュレーションを用いた都市・建築の風環境の予測・評価・対策技術の高度化
【ブランディング戦略】
・本事業の研究成果の社会的意義を共有する【評価指標：イベント参加者数　６00人、ＨＰアクセ
　ス数　2000件、広報誌・新聞記事広告掲載数　30件、リーフレット1000部発刊配布】
・上記の取組みを進めるため、高校生、保護者、高校教員との共有の強化継続するとともに、産業界
への共有の強化を図る。
　■高校生、保護者、高校教員との共有、■在校生、教職員との共有、■企業、行政関係者、卒業生
　との共有　■市民、小中学生との共有
【研究活動】
・前年度の調査で明らかになったものづくり企業の製品開発等における流体力学上の課題の中から、
数値シミュレーション技術（ＣＦＤ）を適用できる問題を抽出し、各種のケーススタディ研究を行う。また必
要に応じて、ＣＦＤの精度検証のための風洞実験や水槽実験を実施する。
・風洞実験、ＣＦＤ、現地観測、アンケート調査を総合的に実施し、新潟県の冬期の強い季節風や降積
雪という気候特性を考慮した適切な風環境評価方法を提案する。本課題については、先行的な研究を
既に実施しており、豊かな知見を有する新潟大学・赤林伸一教授と連携して取り組む。
・ＣＦＤの信頼性確保の観点から、３次元ＰＩＶなどの計測装置を用いて、精度の高い風洞実験を実施
し、予測精度の向上や対策技術の高度化を図る。
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目
標

実
施
計
画

目
標

【ブランディング戦略】
・本事業の社会的意義を中心に取組み状況を専用ＷＥＢサイトでの情報発信（ＨＰアクセス数解析、閲
覧数）、
・事業リーフレット作成（配布数）
・イベントでの事業説明や記事等への掲載（参加者数及びアンケート調査）
・研究会実施
　■高校生、保護者、高校教員との共有：オープンキャンパス、高大接続部会等で説明、リーフレットに
て紹介
　■在校生、教職員との共有：学内事業報告会・学内誌掲載で紹介
　■企業、行政、卒業生：公開講座、風利用セミナー・事業報告会開催、新聞記事・広告、リーフレット
で紹介
　■市民、小中学生：公開講座、新聞記事・広告やリーフレット、市報等で紹介

【ブランディング戦略】
・本事業専用ＷＥＢサイトでの情報発信（ＨＰアクセス数解析、閲覧数）、リーフレット配布（配布数）
・イベントでの事業説明、企業側からの成果発信や記事等への掲載（参加者数、アンケート調査、掲載
回数）
・研究会、ＰＢＬ実習実施、出張講義実施
　■高校生、保護者、高校教員との共有：オープンキャンパス、高大接続部会等で説明、
　　風をテーマとした高大接続ＰＢＬ実施、出張講義実施
　■在校生、教職員との共有：学内事業報告会・学内誌掲載、学生研究会
　■企業、行政、卒業生：公開講座、風利用セミナー、新聞記事・広告、施設見学会開催
　■市民、小中学生：公開講座、青少年科学の祭典、新聞記事・広告や市報等で紹介

平成31年度

【研究活動】
・実務者向けの流体力学用の教育プログラムの構築
・地域の課題である飛砂問題、雪の堆積・飛散へのＣＦＤ適用手法の整備
・防風対策を兼ねた小型風力発電装置の設計・シミュレーション
【ブランディング戦略】
・本事業の研究成果を理解し、風研究の研究拠点であることの認知を向上させる【評価指標　イベント
　参加者数　700人（イベント参加者数のうち、ＰＢＬ参加生徒数　30人）、ＨＰアクセス数　２000件、
　広報誌・新聞記事広告掲載数　４0件、リーフレット1000部発刊配布】
・上記の取組みを進めるため、学生への共有も強化し、ステークホルダー毎に継続的な共有を図る
　■高校生、保護者、高校教員との共有、■在校生、教職員との共有、■企業、行政関係者、卒業生
　との共有　■市民、小中学生との共有

【研究活動】
・初年度に実施したアンケート、ヒアリング調査の結果に基づき、初学者に理解しやすい実験教材（可
視化を目的とした小型水槽）を用いた実務者向けの流体力学教育プログラムを構築する。
・風環境問題の一つとして、地域の課題である飛砂問題、雪の堆積・飛散にＣＦＤを適用するための基
礎的技術の検討を行い、手法を整備する。雪の問題については、これまでも共同研究を実施しており、
雪氷防災に関する豊かな知見を有する国立研究開発法人防災科学技術研究所・雪氷防災研究セン
ター（長岡市）と連携して取り組む。
・防風対策と再生可能エネルギーの活用を兼ねた小型風力発電装置の設計を行うとともに、ＣＦＤに基
づくシミュレーションによって、その有効性を検討する。これは、地元柏崎市のものづくり企業との協働
で行う。

平成32年度

【研究活動】
・実務者向けの流体力学用の教育プログラムの完成
・地域の課題である飛砂問題、雪の堆積・飛散へのＣＦＤの適用性の検証
・防風対策を兼ねた小型風力発電装置の検証
【ブランディング戦略】
・本事業の研究成果を実感し、本学のブランドを高める【評価指標：イベント参加者数　7５0人、
　ＨＰアクセス数　2000件、広報誌・新聞記事広告掲載数　４0件、リーフレット1000部発刊配布】
・上記の取組みを進めるた産業界との共有強化を図るとともに、ステークホルダー毎に共有を図る
　■高校生、保護者、高校教員との共有、■在校生、教職員との共有、■企業、行政関係者、卒業生
　との共有　■市民、小中学生との共有
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新潟工科大学

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
・前年度に構築した流体力学用の実験教材を用いた教育プログラムを県内企業の実務者向けに体験
してもらい、その結果をフィードバックさせ、教育プログラムの完成度を高める。実務家向けの体験講習
は、新潟工科大学産学交流会との連携により行う。
・前年度に構築した飛砂、雪の堆積・飛散のＣＦＤ解析手法を、新潟県内自治体との連携の元に、実際
に問題が発生している箇所に適用し、その手法の有効性を検証する。これらの研究成果は学術論文と
して公表する。
・防風対策と再生可能エネルギーの活用を兼ねた小型風力発電装置のプロトタイプを製作し、実際に
強風問題が発生している箇所に設置することで、その有効性を検証する。この作業は、連携協定を締
結している柏崎市と連携しながら取り組む。
【ブランディング戦略】
・本事業専用ＷＥＢサイトでの情報発信（ＨＰアクセス数解析、閲覧数）、リーフレット配布（配布数）
・イベントでの事業説明（参加者数、アンケート調査）や記事等への掲載（掲載回数）
・研究会、ＰＢＬ実習実施（参加者数、アンケート調査）
・学生の人間力調査（人間力自己評価1ポイントＵＰ／5段階評価）
　■高校生、保護者、高校教員との共有：オープンキャンパス、高大接続部会等で説明、
　　風をテーマとした高大接続ＰＢＬ実施、高校教員向けセミナー開催
　■在校生、教職員との共有：学内事業報告会・学内誌掲載、学生研究会
　■企業、行政、卒業生：公開講座、風利用セミナー・事業報告会開催、、新聞記事・広告
　■市民、小中学生：公開講座、青少年科学の祭典、新聞記事・広告や市報等で紹介

平成33年度

【研究活動】
・ＣＦＤの産業応用に関するベストプラクティス・ガイドラインの整備
・積雪寒冷都市における風環境に配慮した建築・都市計画ガイドラインの整備
【ブランディング戦略】
・本事業の研究成果の研究成果を広域に展開するとともに、ブランドを広域展開する【評価指標　イベ
ント参加者数　800人、ＨＰアクセス数　4000件、広報誌・新聞記事広告掲載数　４0件、リーフレット3000
部発刊配布、受験者数前年比　20%up、大学認知度県内30%、県外5%】
・上記の取組みを進めるためステークホルダー毎に共有を図る
　■高校生、保護者、高校教員との共有、■在校生、教職員との共有、■企業、行政関係者、卒業生
　との共有　■市民、小中学生との共有

【研究活動】
・これまでに実施したケーススタディ研究や教育プログラムの開発の成果に基づき、ＣＦＤの産業応用
に関するベストプラクティス・ガイドライン（精度保証のための必要な手順や留意点を取りまとめたもの）
をまとめる。
・これまでの地域の風環境問題における風洞実験、ＣＦＤによる検討結果に基づき、積雪寒冷都市に
おける風環境に配慮した建築・都市計画ガイドラインの整備を行う。ガイドラインには、適切なシミュレー
ション技術の利用方法や対策事例などが整理される。

【ブランディング戦略】
・本事業専用ＷＥＢサイトでの情報発信（ＨＰアクセス数解析、閲覧数）、リーフレット配布（配布数）
・イベントでの事業説明や記事等への掲載（掲載数）
・研究会、ＰＢＬ実習実施（参加者数、受験者数）
・研究成果の論文化やシンポジウムを開催し、風力発電の研究成果を再生可能エネルギー１００％を目
指す
・ハワイ州に展開するなど、メディア露出を増やすことにより、本学のブランドを広域に拡大する（Web認
知
　度調査）
・学生の人間力調査（人間力自己評価1ポイントＵＰ／5段階評価）
　■高校生、保護者、高校教員との共有：オープンキャンパス、高大接続部会等で説明、
　　　風をテーマとした高大接続ＰＢＬ実施、シンポジウム開催
　■在校生、教職員との共有：学内事業報告会・学内誌掲載、学生研究会（参加者数）
　■企業、行政、卒業生：公開講座、新聞記事・広告、シンポジウム開催
　■市民、小中学生：公開講座、青少年科学の祭典、新聞記事・広告や市報等で紹介
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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）

新潟工科大学

該当なし
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