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平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

大阪工業大学

生物・医歯系 　人文・社会系

申請タイプ

学　部：　工学部、ロボティクス＆デザイン工学部、知的財産学部
大学院：　工学研究科、ロボティクス＆デザイン工学研究科、知的財産研究科
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モノづくり大阪に躍動感を－地域産業支援プラットフォーム（大阪工業大学）の挑戦－

収容定員

大学名

学校法人番号 常翔学園

主たる所在地

事業名

イメージ図

事業概要

　

大阪工業大学

5年支援期間

学校法人名

大阪市旭区

○

参画組織

6460人

理工・情報系

本学の特徴ある研究分野「ナノ材料」「ロボティクス＆デザイン」「知的財産」の力
を結集し、大阪産業技術研究所や大阪商工会議所と連携して、地域企業のIoT知的機
器開発やそれを活用したサービスの社会展開を支援する「地域産業支援プラット
フォーム（OIT-P）」を構築する。これにより、すでに高い評価を得ている実践的教
育に加え、教育活動と有機的に結び付いた研究成果で「モノづくり大阪の発展に寄与
する大学」というブランドを確立する。

審査希望分野

タイプA
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２．事業内容（２ページ以内）

大阪工業大学

（１）事業目的

【事業目的】
本事業では、これまで工学部ナノ材料マイクロデバイス研究センターが培ってきた新材料の開発とセンシン

グ素子への応用技術に、ロボティクス＆デザイン工学部におけるヒューマンフレンドリーなシステム構築技術
と知的財産学部の備える市場ニーズ分析能力を組み合わせて、地方独立行政法人 大阪産業技術研究所や大阪
商工会議所と連携しながら、人工知能ロボットや高齢者や障害者の支援機器等の今後の産業発展を牽引する
IoT知的機器とそれを活用したサービスの開発を支援し、オープンイノベーション型の地域産業支援プラット
フォームを構築する。本プラットフォームを地域の中小企業に提供することにより、モノづくり大阪の発展に
寄与することを本事業の主眼とし、それをもって本学の研究ブランディングを推進することを目的とする。

【外部環境の現状と課題】
我が国は、平成28年6月に一億総活躍社会を実現するための計画を打ち出した。少子高齢化・人口減少が急

速に進む日本が技術立国・産業立国としての地位を保ち、台頭著しい近隣諸国との競争に勝ち残っていくため
には、IoTや人工知能を活用した「第4次産業革命」の推進等、社会システムや生産システムの高度化・高効率
化による高い付加価値の創出が必須である。このような社会環境においても豊かな生活を保証するためには、
現役世代の作業負担を軽減する対話型ロボットやIoT知的機器の開発・普及が重要である。

このような背景から、生活・労働・介護支援用のIoT知的機器、ウェアラブル機器、人工知能ロボット等
は、次世代の産業として注目される。これらの機器には人間の五感に相当する多種類のセンサーと、それらの
信号から有意な情報を取り出す手法、その信号を基に人に優しい動きをコントロールする技術が必要であり、
材料開発からシステム化までを一体化した総合的な工学が要求される。さらに、これらの機器が真に役立つた
めには、ニーズから抽出した課題を設定して川下から川上へ遡ってゆく効率的な技術開発（デザイン思考に基
づく技術開発）が不可欠で、今までのモノづくりの在り方を変革する必要性が指摘されている。

大阪は、従来型製造業が中心の産業構造であるため製品のコモディティ化に苦しんでいるものの、モノづく
り企業の集積が進んだ地域として、これらのIoT知的機器の創出を担うに相応しい条件を多く備えている。し
かし、大阪のモノづくり企業の大半をなす中小企業の多くは、デザイン思考や新規技術の動向分析を含む知財
戦略の活用に十分に踏み出せていない。また、IoT知的機器に必要な技術シーズは多様で、それらを単独の中
小企業が開発するのは困難であることから、オープンイノベーションの普及が不可欠である。
　
【本学における現状とテーマ設定】

関西の私立大学で 大規模の工学系学部を擁する本学は、文部科学省の平成28年度大学教育再生加速プログ
ラム（AP）の採択等、教育力について高い評価を得ていると自負する。本学は、日経HR「日経キャリアマガジ
ン特別編集 価値ある大学2017年版 就職力ランキング」（発売日：平成28年6月8日）において、企業の人事担
当者から、総合ランキングで国内全大学中36位、私立大学中第4位の評価を受けている。「社会人基礎力養成
グランプリ」では大賞（経済産業大臣賞）を3回受賞、「2017年度 未利用特許活用コンテスト」では西日本大
会で優勝しており、実践的な教育プログラムが社会から高く評価されている。

研究面においては、八幡工学実験センター、ナノ材料マイクロデバイス研究センター、ロボティクス＆デザ
インセンター等の研究拠点を擁し、幅広い分野で活発に研究活動を行っている。特に、本事業の中核を成すナ
ノ材料マイクロデバイス研究センターは昭和62年の開設（旧称新材料研究センター）以来、本学における材
料・物性・デバイス分野の研究と教育の推進拠点となっている。当該センターは、これまで文部科学省からバ
イオ・ベンチャー研究開発拠点整備事業（平成12年度～16年度）、ハイテク・リサーチ・センター整備事業
（平成18年度～22年度）、戦略的研究基盤形成支援事業（平成23年度～27年度）の採択を受けて、高分子材
料・半導体材料・金属材料やMEMS技術に関する独創的な研究を実施してきた。その結果、酸化物半導体に代表
される幾多の世界トップレベルの研究成果を出し、デバイス化においても汗臭や加齢臭の強さを定量的に測定
する日本初の体臭測定技術を実用化した実績もある。

しかし、教育力に対する産業界からの高い評価に比較して、研究力に関する社会的認知度は高くない。これ
は、研究成果の発信だけでは大多数のステークホルダーにとって関心事になりえないためであり、研究ブラン
ディングとして大学に対する認知度を質的に高めるには、社会的インパクトを持つ事象を中心においた体系
的・総合的なアプローチが必要となる。かかる分析結果を踏まえ、本事業では、これまで培ってきた材料やデ
バイスの開発力をコアに据え、「デザイン思考」と「知的財産」という本学の特色に「オープンイノベーショ
ン」の手法を加え、公的機関との連携に基づいた地域産業支援プラットフォームを構築し、大阪の中小企業が
生活・介護等の生活に密着した分野のIoT知的機器で技術革新を行う。加えて、各種ステークホルダーへの働
きかけに一貫したメッセージを込めることで、教育と有機的連携のもとに推進される研究成果の社会還元事例
を組織的に発信し、大阪の地域に根差した工業系大学というアイデンティティを保持しながら、グローバル化
した社会の発展を支える大学としての研究ブランドを確立する。

【大学の将来ビジョン】
「３．ブランディング戦略」の①に詳述するように、本学は、「国際社会でグローバルに活躍できる専門職

業人を輩出し、社会から高い評価を受ける大学として、関西私立大学の中で確固たるリーディングポジション
を確立する」という将来ビジョンを掲げている。工学系大学である本学が当該ビジョンを達成するためには、
研究と一体化した教育が必須であることは言うに及ばず、大学院を拡充して高度化する産業に対応することが
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大阪工業大学

本事業では、バイオセンサーやガスセンサー等の「環境・健康モニタリング機器」、会話見守りや香りアメ
ニティー向上等の「次世代家電システム」、労働・歩行・発声等を補助する「生活支援システム」等のIoT知
的機器の開発を行う大阪の企業を、知的財産の戦略的活用の観点も併せて支援するプラットフォームを構築す
る。その在り方から、上流（素材レベル）から下流（社会実装に関連する分析レベル）まで、幅広い研究を同
時並行的に展開する必要がある。

【研究課題】
本事業の核となる研究は、「技術イノベーション拠点」と「ビジネスイノベーション拠点」の2拠点によっ

て担われるが、前者は次世代の素材・材料の創成と、第4次産業革命やIoT知的機器の開発に不可欠な五感代替
センシング素子の開発を行い、後者はシステム化技術とプロトタイプ機器の開発と、市場ニーズと技術シーズ
のマッチング分析を行う。

【期待される成果】
「技術イノベーション拠点」
　① 生体適合性と柔軟性に富んだ接着技術や高機能な表面処理のためのシランカップリング処理技術と
　　 ナノコンポジット材料の創製。
　② 医療・介護の環境計測や高感度溶液分析のためのナノ粒子複合ガラスの創製。
　③ 新規な環境発電のためのマルチフェロイック複合材料の創製、介護機器やロボットの軽量化に役立つ
　　 金属複合材料接合技術の提供。
　④ 酸化物半導体や原子層薄膜を用いた超高感度ガスセンサーや、透明で柔軟な電子回路の実現。
　⑤ 集積型健康マーカー分析チップのための酸化物半導体を用いたバイオセンサーとMEMS技術の提供。
　⑥ 生体モニターに適した小型テラヘルツ波の発振・受信素子の提供。
　⑦ 上記①～⑥を通じて「ビジネスイノベーション拠点」に有用な材料とセンサーを供給するとともに、
　　 各課題において世界トップクラスの研究成果を挙げること。
「ビジネスイノベーション拠点」
　① パテントマップ解析技術を適用した技術シーズ・市場ニーズとそれらの相関に関する分析結果を提供。
　② 産学連携推進モデルの構築。
　③ IoTマルチセンシングシステムの構築と、外力検知システムを用いた生活支援ロボットの実現。
　④ ディープラーニングを利用したハンズフリー発声支援システムや、感情計測システムを利用した会話
　　 見守りロボットの実現。
　⑤ IoTを活用した人工知能情報処理を用いた生活空間の香りアメニティ向上システムの構築。
　⑥ 上記①～⑤を通じて地域企業に知的IoT機器のプロトタイプを提供し、オープンイノベーションによる
　　 共同開発へ展開すること。

【実現可能性】
前記の研究成果は次の①、②の理由から達成可能と考えている。また、その成果を波及させるためのOIT-P

の構築は③、④の理由から実現可能と考えている。
　① 技術イノベーション拠点の研究テーマは、ナノ材料マイクロデバイス研究センターを中心とした工学
　　 部が今までに蓄積した技術をコアに、新しい観点からさらに発展させるものである。
　② ビジネスイノベーション拠点の研究テーマは、知的財産学部が大阪府や大阪商工会議所と協力して実
　　 施した知的財産セミナーを基礎としており、またデザイン思考とオープンイノベーションを旗頭とする
　　 ロボティクス＆デザイン工学部が企業と連携してIoT知的機器の開発に取り組んだ経験に立脚している。
　③ 学長をトップとする全学的な研究支援・研究ブランディング推進体制が確立されている。
　④ 大阪産業技術研究所及び大阪商工会議所と地域産業支援促進に関する包括的協定を締結し、推進基盤
　　 を構築している。

（２）期待される研究成果

不可欠である。教員が社会のニーズに合致した課題を企業と共同して研究することは、社会貢献の観点のみな
らず、研究に参加する大学院生に明確な目的意識を持たせ、学部学生に「自分も大学院へ進学して研究をした
い」という意欲を喚起する上で重要である。このことから、本学は平成29年4月に大学院工学研究科を再編
し、かつ、企業との共同研究に利便性の高い梅田キャンパスにロボティクス＆デザイン工学部・同研究科を新
設した。このように、社会ニーズと時代の要請に応えながら、今後も大学を発展させてゆく計画である。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

大阪工業大学

①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色

《本学の将来ビジョン》
大阪工業大学は、「世のため、人のため、地域のため、理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍

できる専門職業人を育成する。」を建学の精神とし、淵源となる関西工学専修学校の創立以来、大阪、そして
我が国の発展に寄与する人材育成を行ってきた。新制大学への移行後も、工学を基幹としながら、社会ニーズ
の変化に応じ、平成8年に情報科学部、平成15年に知的財産学部、平成29年にはロボティクス＆デザイン工学
部を設立し、それぞれの大学院研究科ともに、教育と一体的に進められる研究の両輪を以って産業の振興に貢
献することを使命としてきた。

本学を設置する学校法人は、創立100周年である平成34年に向けた長期ビジョン「J-Vision22」を定めてお
り、その中で本学の将来ビジョンを「国際社会でグローバルに活躍できる専門職業人を輩出し、社会から高い
評価を受ける大学として、関西の私立大学の中で確固たるリーディングポジションを確立する」としている。

このビジョンの実現に向けて、本学では中期目標・計画（5か年）を定め、平成30年から始まる第Ⅲ期中期
目標・計画においては、ブランディング（研究ブランディングを含む）に関する内容を刷新している。先般、
定められた「研究ブランディングに関する基本方針」において、第Ⅲ期中期目標・計画のブランディングに関
する内容を平成29年度から先行適用し、研究ブランディングを強力に推進することが機関決定されている。

建学の精神に基づく実践的教育の質的向上及び大学院の活性化を含む研究強化を一体的に推進し、人材育成
及び研究成果の還元により社会に貢献するという使命を忠実に遂行する姿勢には、将来においても揺らぎの余
地はない。さらにその出自と発展の歴史を踏まえ、大阪という都市との関わりを明確に打ち出し、「建学の精
神に基づく実践的教育及び教育と有機的連携の下に推進される研究の成果をもって社会に貢献し、大阪の地域
に根差した大学というアイデンティティを保持しながら、グローバル化した社会の発展を支える大学」をもっ
て、本学の将来ビジョンとする。

《本事業で打ち出す独自性》
本事業の特色は、まず、本学における特定の研究によるブランディングではなく、大阪工業大学という存在

そのものを対象とし、本学の4学部4研究科中、3学部・3研究科の「強み」を連合体として押し出す点にある。
工学に基づくシーズ（工学部、ロボティクス＆デザイン工学部）、デザイン思考に基づく製品・サービスの開
発（ロボティクス＆デザイン工学部）、シーズ・ニーズ情報の分析や知的財産の戦略的活用に基づく研究成果
の有効活用（知的財産学部・研究科）というリソースを束ねてバーチャルな組織（地域産業支援プラット
フォーム）とし、この組織が地域行政や企業と強固な連携関係のもと、製品やサービス等の事業創出を支援す
ることによって、大阪の産業振興に寄与する大阪工業大学というブランド・イメージを高め、さらには上記に
示す本学の将来ビジョンの総体を実質的に社会に浸透させることを目的とする。地域産業支援プラットフォー
ムの英文名称は Osaka Industrial Technology Platform、その略称は OIT-Pとするが、これは本学の英文名
称・略称（Osaka Institute of Technology : OIT）との連合想起を狙ったものでもある。

また、本事業は、極めてアクチュアルな課題を扱うものであり、社会の要請に明確に立脚している点に特色
を持つ。IoTが時代のニーズを汲んだものであること、少子高齢化時代において、IoT等の技術展開に基づく製
品・サービスの創出が、社会的問題の解決・産業の発展の両面から重要であることは言うまでもない。本学が
拠点を置く大阪市においても、イノベーション戦略を明確に打ち出し、現市長が自らシリコンバレー、スタン
フォード大学等を視察し、デザイン思考によるイノベーションの創出にも多大な関心を寄せている。このよう
なイノベーション重視のスタンスは、少子化・高齢化等、我が国が構造的に抱える問題に対して、産業立国・
技術立国としての地位を維持・発展する上で欠くことができず、大阪府、そして我が国の政府においても共通
した認識である。本事業で言うところの研究は、不可避的にイノベーションによる事業創出の視点を伴ってい
ることに特色がある。

大阪市がそのようなイノベーション創出のコアと見做す地区は、西日本 大のハブ「梅田」である。平成29
年4月、本学はまさにその中心である梅田をキャンパスとするロボティクス＆デザイン工学部・同研究科を開
設し、IoT・ロボット・人工知能等の分野における事業創出型の教育・研究に力点をおいた展開を開始した。
この抜群の立地と本学部・研究科の特色は、本事業における産官民学の協力における重要な要素となる。

本事業名の「モノづくり大阪に躍動感を」生むには、単発の事業創出では足りない。また、大学単体の努力
では実現しない。今回、本事業に関連して協力関係を確立した大阪商工会議所及び大阪産業技術研究所、さら
に大阪市、近畿経済産業局等の行政機関との協力関係を深め、本学の地域産業支援プラットフォームにより複
数事業を連続的・並行的に創出し、産業振興及び雇用創出という大きな問題に挑むこととした。

これにより、「教育・人材輩出では定評のある大阪工業大学」という従来のイメージに、「研究によって大
阪の産業を支えている大阪工業大学」というイメージが加わることにより、「教育（人材輩出）と研究成果の
還元により、モノづくり大阪の発展に寄与し、そして技術立国・産業立国 日本を支える大阪工業大学」とい
うブランドを確立する。
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②本学のブランド・イメージに関する認識
本学の社会的評価を推し量る一つの資料として、平成28年6月8日に発売された日経HR「日経キャリアマガジ

ン特別編集 価値ある大学2017年版就職力ランキング」（今年度は現時点で未刊行）が挙げられる。そこで、
本学は、企業の人事担当者の学生イメージ「総合ランキング」で国内全大学中36位（同「業種別」では、非製
造業で20位[建設業/電気・ガス/情報・通信等は、この種別になる]）、同「行動力」の分野で12位、また、大
学として「就職支援に熱心に取り組んでいる」で2位、「授業の質の改善に熱心に取り組んでいる」で5位と、
高く評価されている。この評価は、本年3月末に発表されたTHE（Times Higher Education）世界大学ランキン
グ日本版の指標に援用されており、本学のランクイン（131～140位）を後押ししている。

THE世界大学ランキング日本版を見る限り、本学の産業界からの評価の高さに比較し、高等学校関係者の評
価は低めであると云える。また、産業界との関係においても、本学の教育が卒業生を含め高い評価を得ている
一方で、各種公的資料によれば共同研究・受託研究の実績は低調ではないものの、さらに向上が望まれる。

また、日経BPコンサルティング「大学ブランド・イメージ調査」において、本学の「地域産業への貢献」指
数は、過去3か年度、常に近畿圏の大学の平均値を超えているが、低減傾向が見られる。さらに、同調査にお
ける「地域社会・文化への貢献」指数は、平成26年～平成27年の調査時、対象大学の平均値を超えていたが、
こちらも連続して減少している。直近の調査（平成28年～平成29年）では、数値も平均を割り、順位も近畿圏
66大学中39位に留まる。

加えて、学生アンケート調査結果（平成28年度）においても、本学の実践的教育及びその結果である就職力
の高さは、学生募集の観点においてもブランド・イメージの構築が出来ていることが見て取れるが、産学連
携・社会貢献についてのイメージは低い状況にある。具体的には、新入生では「就職率、就職先の満足度が非
常に高い」が圧倒的に高く、「学科、学部の教育内容」にも魅力を感じている一方、「産学連携に積極的な取
組をしている」、「地域貢献活動に積極的な取組をしている」は、低い水準に留まる。「専門分野の研究を追
究できる」についての満足度は、新3年次から卒業時までに大きく数字が上がる。教育と研究が一体化した本
学の在り方が高年次に進むほど実感できることが上述からも明らかであるが、入学時点ではそれが伝わってい
ないと言える。これらを踏まえて、本学では情報発信の方法として、これまでの教育活動と合わせて研究活動
についても、具体的でイメージを喚起する「事物」をベースに、体験等のリアリティを持った情報発信を、
ホームページ等の改善も含め強化する必要がある。

③本事業の対象（ステークホルダー）とブランディング戦略について
既述のとおり、本学では「研究ブランディングの基本方針」により、表1に示すとおり、ステークホルダー

等に応じたアプローチ等の方針を定めている。以下、その内容に即してステークホルダーごとに浸透させたい
イメージ等を記す。

(1)入学志願者及びその関係者
高校生を中心とする大学進学希望者及びその周囲の人々に対しては、「高い研究力によって、社会に貢献し

ている大学」というイメージを定着させ、すでに評価を得ている高い教育力、就職実績と相まって、本学への
入学が高い研究力により社会に貢献できる人材となれるというイメージを確立する。それは、本学への入学
後、高いレベルで専門性を身に付けることを希求する人物を惹き付け、アドミッションポリシー等への合致性
が高い入学志願者層への訴求力を高めることにも繋がる。

高校生本人への訴求を高める上で、本学の研究活動の魅力を「分かり易く」伝えるとともに、それが社会に
どのように活かされているかを明確なイメージを喚起できる内容を示す必要がある。そのため、受験者向けの
「大学案内」やホームページでの情報発信の充実も図るが、概念的な説明に終わらない、体験重視の発信を
重要とする。特に本事業は、本学の強みであるナノ材料（センサー・デバイス）、デザイン思考、知的財産の
活用により「環境・健康モニタリング機器」「次世代家電システム」「生活支援ロボット」等、実際の製品等
への結実を念頭においたものである。ナノ材料等は高校生に親しみやすいものではないが、これらの研究の統
合成果である具体的な製品等は、生活感覚に溢れて、その有用性を通して、本学の研究が人々の生活を支える
ものであることの具体的なイメージが与えられる。

表1 ステークホルダーと検証方法・成果指標
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本学は表2のとおり大阪府教育委員会等と協定を結び、各種のプログラムを提供する等、前述の「体験重視
の発信」の基盤を有している。さらに、オープンキャンパス等の機会も含め、より高校生に馴染みやすく、親
近感を覚えるような研究成果の発信を行う。このような視点は、保護者や高校関係者等にも共通している。現
実に世の中に出回るモノやサービスの具体性を 大限に活用した研究ブランディングを展開する。

(2)在学生とその保護者等
「(1)入学志願者及びその関係者」同様、「高い研究力によって、社会に貢献している大学」というイメー

ジを定着させ、在学中に高い研究力を身に付け、社会に貢献できる人材となるというイメージを強化する。高
いレベルで専門性を身に付けることを希求し、学修意欲が向上、大学院進学が自然なあり方となり、それが大
学院及び研究活動の活性化という上昇型のスパイラルを生む。

学部内において学科横断的なPBL科目の開講等、領域横断の必要性に対しては早期から意識付けをしている
が、本事業によって、社会に製品やサービスを送り出すに当たっては、さらに広がりを持った協力関係の構築
が必要であることを明確な事例をもって示すことができる。在学生の研究志向を高め、学修への強い動機づ
け、大学院進学率の向上等、加えて近接領域だけでなく、横断的な協力関係による活動への動機付けができ
る。各学部・研究科で製作している「大学院進学のすすめ」等の冊子等において、本事業の成果に基づく情報
発信を行う。

(3)産業界及び産業界を支える行政機関等
「高い研究力を有し、産業界等との連携のもとに、研究成果の社会還元を実現している大学」というイメー

ジを定着させる。共同研究・委託研究を検討する際等に、本学が優位性を持つ分野とともに「大阪工業大学」
の名前が想起される状況を作る。

本事業により、本学が有する研究シーズや研究機能、知的財産を含む社会実装に関するノウハウを「地域産
業支援プラットフォーム」として、産業界及び産業界を支える行政機関等と密な連携関係を築く。産業界等
は、本学の研究ブランディング推進上の重要なパートナーであり、成果が期待感を高め、期待感が機会創出を
後押しするという相乗効果を生み出す。

また、大阪産業技術研究所や大阪商工会議所との連携による事業化パッケージの提供、アントレプレナー育
成の視点等を併せ持つ点から産業界等への訴求力に期待ができる。

大阪に多数存在する中小企業等に対して、産官学の連携でIoTイノベーションの事業化を促進する契機を提
供することは、本学が産業界等に浸透させたいイメージの具現化であり、企業との共同研究によって製品化に
貢献する等、目に見える形での結実がブランディングの核となる。

(4)地域社会
「(1)入学志願者及びその関係者」等と同様、「高い研究力によって、社会に貢献している大学」というイ

メージを定着させるとともに、その現れの一つとして、地域の理工系教育・知的財産教育の拠点として、地元
の地域を支えているというイメージを定着する。さらに、本事業では、本学の研究の成果が、人々の生活に密
着した製品・サービスの開発に結び付くことにより、地域社会の認識に高い効果が見込まれ、製品やサービス
の流通に伴い、地域社会の認知は増大する。

産業界等への人材輩出・研究成果の還元以外にも、本学は地域の理工系教育・知的財産教育の拠点として機
能する責務を持つ。大阪府教育委員会等と協定を結び、各種のプログラムを提供していることについては、す
でに記載のとおりであるが、それ以外にも、「工作・実験フェア」「Oh！ITカーニバル」等、地域の小中学生
をはじめ、理工系等の興味・関心を広げる活動に力を入れている。日本が長期的に「産業立国・技術立国」と
して発展を続ける上では、このような活動によって着実に理工系人材等の裾野を広げていく必要がある。すで
に相当の参加者を得て、実績をあげているが、さらに本事業での成果をもって、より鮮明な印象を与え、地域
においても社会を支える存在であるという社会的認知を得る。

表2 本学の教育委員会・高等学校との連携一覧表
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(5)本学関係者
研究成果を社会に還元することが本学の大きな使命の一つという認識を浸透させ、研究活動を広く社会的な

意義により考えることが当然という状況を作る。本学関係者において、まず大学の諸研究活動を社会との関係
のもとに位置づけること、学内の評価ではなく、社会の評価をより重要な審級とすることを明確に打ち出すこ
とが重要であり、それを教員活動評価等に反映し、研究活動の活性化を制度的に推進する。

私立大学研究ブランディング事業の申請事業は、学内公募制で選定されており、学内での有力事案の掘り起
しにも寄与しており、他の研究チームの活動を知る機会にもなっている。採択されなかった事案にも、学内の
資金支援の道が開かれており、研究ブランディングに対する学内の認識を高める上で有効に機能している。

(6)広く社会・世の中及びそれに影響を持つマスメディア等
　「(1)入学志願者及びその関係者」等と同様、「高い
研究力によって、社会に貢献している大学」というイ
メージを定着させる。
　社会一般の認知に変革をもたらすことは容易でないが、
受験生等のように特定の関係が想定されない不特定多数
の人々に、本学に対する好意的なブランドの定着を形成
する上で、マスメディアの報道や各種ランキング等の影
響も与っていると想定される。マスメディアの関係者と
のネットワーク形成、様々なランキングの分析による戦
略的なアプローチにも力を入れる。
　THE（Times Higher Education）世界大学ランキング
は世界で も利用されているものであるが、そこでは、
評価値の60％以上が「研究」に関連する指標によって決
定されることから、本学の研究力をPRする上で、ランク
インは必須のものとする。また、本学ホームページのパ
フォーマンスは、本学の発信情報に対する社会的評価を
反映していると考えられる。
　ランキング等の指標は中身が見えにくいが、製品等の
「事物」は、具体的なイメージを喚起し、マスメディア
に取上げられる可能性が高いことから、ブランディング
戦略上活用範囲が広い。図2に示すとおり、本事業で中
核をなすナノ材料マイクロデバイス研究センターの成果
（臭いセンサー）に基づく製品が世に出ることを世界的
なメディアが報じており、このようなマスメディアの取
上げを拡散し、本学の研究ブランディングに徹底活用す
る。

④研究ブランディングの工程について
本事業において、企業はブランディングのステークホルダーであるとともに、事業遂行上のパートナーであ

る。よって、ここでは、本事業の研究ブランディングの工程を対企業とそれ以外に分けて以下記す。

企業への研究ブランディングの工程について
地域産業支援プラットフォームの活動に関連して、約28,000の会員を擁する大阪商工会議所との連携を通し

た企業に対する各種のアウトリーチの機会でシーズの発信とニーズのフィードバックを行い、大阪産業技術研
究所と企業への支援活動を連携的に推進する。それらの活動から共同研究・受託研究・技術指導等へ展開し、
事業化支援へと結び付ける。これらの工程を通して、産業界及びそれを支える行政機関への本学の研究ブラン
ディングを行う。HPの拡充、各種印刷物の製作等、広報活動は多岐に亘る。

本事業の成果等によるブランディングの工程について
受験希望者等に配布する「大学案内」及び本学ホームページの受験サイトはもとより、オープンキャンパス

をはじめとするの入試イベント、工科高校連携事業、SSN関連事業等を通じた取組において、具体的な事例を
示して本事業の成果等の情報発信を行う。

在学生には、学部生への意識醸成を目的に各研究科で作成している「大学院進学のすすめ」等で、この本事
業を取上げ、研究によって地域産業を支えている本学の在り方等のイメージ浸透を行う。

「工作・実験フェア」等、本学が地域社会に対して行っている理科への関心形成のイベント等に、本事業の
成果等を盛込み、地域社会における本学のイメージの刷新を進める。

また、本事業の活動内容、メディアでの取上げ等について、本学ホームページで発信する。マスメディアへ
の働きかけは、設置者である学校法人常翔学園の広報室のネットワークを活用する。また、常翔学園の「教職
員共有サイト」を利用してインナーブランディングを行う。

図2 実用化に成功した臭いセンサーの紹介記事
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【工程のイメージ】
本事業において、大阪の企業のモノづくりを支援することで、本学に関連する製品・サービスが世の中に流

通するということが決定的に重要であり、その成否が本事業の成果に大きな影響を及ぼす。
よって、ブランディングの観点から、本事業を図3のとおり前期・後期に分けて、前期は産業界等への働き

かけに重点を置き、後期は具体的な成果をもって高校生・地域社会等への訴求にも重点を置き、多角的な展開
を行う。5か年の中間年度である平成31年度は、前期から後期への移行期間と位置づける。

ホームページに関しては、本年７月中旬をめどに、地域産業支援プラットフォームのサイトを公開し、産業
界を中心とする情報発信をスタートする。その後、各局面においてそれぞれのステークホルダーへの情報発信
を展開する。

【研究ブランディングに関する成果指標等】
　本学では、研究ブランディング全体に関するKPI（重要業績評価指標）等を表3のとおりに定めている。

大学全体の研究ブランディングに係る目標達成に対して、本事業の寄与を確認・評価する上で、表4のとお
り指標を定めている。年度毎の成果目標については、「５．年次計画」に示す。

表3 本学における研究ブランディング全体のKPI

表4 本事業のKPI

図3 工程のイメージ
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４．事業実施体制（２ページ以内）

【学内の事業実施体制】
図4に示すとおり、研究実施を担う2つの拠点（技術イノベーション拠点とビジネスイノベーション拠点）と

研究推進と研究成果の産業界での実用化等支援を担う研究支援・社会連携センターからなる「地域産業支援プ
ラットフォーム」（OIT-P）を本事業の中核的な組織とする。

ブランディングの観点では、本学の企画課及び設置者である学校法人常翔学園の広報室がホームページ等で
の広報を担当し、各ステークホルダーへのイメージ浸透においては学生募集等の具体的な場面に応じて、それ
ぞれ入試部等の担当部署が本事業の趣旨に基づいた活動を展開する。

本事業は、学内公募に応じた事案のうちから、研究ブランディング委員会（委員長は副学長としているが、
重要案件については学長が出席し、主導する）の決議により選定されており、本学の「研究ブランディングに
関する基本方針」のもと、学内各機関だけでなく、学外の委員からなる外部評価委員会を含めた体制によって
推進される。

これら全体を統括するのは、学長であり、研究ブランディング委員会はもとより、学内の 高議決機関であ
る学部長会議等の機関もPDCAに参与し、全学的に推進する。

【学内の研究実施体制】
　「地域産業支援プラットフォーム」の2つの拠点それぞれの役割等は次のとおりである。

技術イノベーション拠点
本拠点は、工学部のナノ材料マイクロデバイス研究センターの活動を基盤とし、「材料開発グループ」と

「デバイス開発グループ」で構成される。
「材料開発グループ」は、生体適合性と柔軟性に富んだ接着、表面処理技術の開発、ナノ複合材料の創成、

医療・介護の環境計測や高感度溶液分析のためのナノ粒子複合ガラスの創成、介護機器やロボットの軽量化の
ための金属複合材料の接合技術の開発を中心に研究を行う。

「デバイス開発グループ」は、酸化物半導体やグラフェンを用いた超高感度ガスセンサーや透明で柔軟な電
子回路の開発、集積型健康マーカー分析チップのためのバイオセンサーの開発、生体モニター用のテラヘルツ
波の発振・受信素子の開発を中心に行う。

ビジネスイノベーション拠点
　本拠点は、ロボティクス＆デザイン
工学部の研究者からなる「システム化
・社会実装グループ」と知的財産学部
の研究者からなる「ソリューショング
ループ」で構成される。
　「システム化・社会実装グループ」
は、ディープラーニングによる会話見
守りやアメニティ向上等の次世代家電
システム、IoTマルチセンシングによる
外力検知システム、労働・歩行・発声
等を補助する生活支援ロボットの開発
を行う。
　「ソリューショングループ」は、シ
ーズ・ニーズ情報の分析や知的財産を
戦略的に活用した産学連携推進モデル
の構築とその適用を行う。

　研究支援・社会連携センターは、2
つの拠点間の連携、産業界及びそれを
支える行政機関とのコーディネート
等、「地域産業支援プラットフォー
ム」の円滑な運営を支える。

大阪工業大学

図4 学内の事業実施体制
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大阪工業大学

【自己点検・外部評価体制・学外との連携体制】
研究ブランディングを含むブランディングについては、本学の設置者である学校法人常翔学園のJ-Vision22

の達成に係る中期計画・目標に基づき、年度ごとにその結果を自己点検・評価し、学部長会議に付される。そ
の視点は、「３．ブランディング戦略 ④研究ブランディングの工程」表3の記載事項が中心となる。さら
に、毎年作成される自己点検評価書に基づき、他の活動とともに自己評価委員会での審議事項となる。

また、本事業に特有の体制として表5のとおり、3つの機能を置き、「３．ブランディング戦略 ④研究ブラ
ンディングの工程」表4の事項を含め、自己点検評価を実施する。

　以上を含め、本事業のPDCAの遂行体制を図5に示す。

表5 本事業の点検評価体制

図5 本事業のPDCAの遂行体制
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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

目
標

大阪工業大学

平成29年度

【基盤整備期】
地域産業支援プラットフォーム（OIT-P）を立上げ、「技術イノベーション拠点」と「ビジ

ネスイノベーション拠点」それぞれの研究活動を本事業の趣旨に沿って活性化する。
大阪商工会議所、大阪産業技術研究所との連携による企業へのアウトリーチを開始し、産業

界への本事業の認知を高め、研究ブランディングの基盤を形成している。
数値目標：共同研究・委託研究・学術指導20件、外部資金獲得3000万円、論文40件、講演会・
展示会10件

地域産業支援プラットフォームに「技術イノベーション拠点」と「ビジネスイノベーション
拠点」を形成し、前者では環境・健康モニタリング機器や労働・歩行・発声支援機器に用いる
材料や五感代替センシング素子、後者では、IoTマルチセンシングシステムの構築、クラウド
型ネットワーク技術や生活空間の香りアメニティ向上システムの開発を行う。また、大阪商工
会議所等と連携して、技術動向調査とニーズ分析による技術戦略マップの作成に着手する。こ
れらの研究成果に対する企業からのフィードバックを得て、研究活動への反映を図る、という
サイクルを確立する。

7月中旬をめどに、本学ホームページ内にOIT-Pのサイトを開設し、大阪商工会議所及び大阪
産業技術研究所との連携により、産官学マッチングフェア等も活用し、産業界への情報発信を
行う。各種学内イベントにより地域社会等への情報発信も行うが、この時期の本事業を通した
研究ブランディングのメインターゲットは産業界とし、重点的にイメージ浸透を図る。共同研
究等に発展する水準まで個別企業とのコンタクトの密度を高めるため、今秋には独自の説明会
を開催し、それ以降、毎年度、継続的・定期的に開催する。

目標達成度の測定は、本事業により行った共同研究・委託研究・学術指導の件数、共同研究
等に加え本事業に関連して取得した科学研究費助成事業等の競争的資金を含めた外部資金の金
額等の客観的数値から、研究活動の状況、産業界との協働の実績及びイメージ浸透の度合いを
測る。さらに本学研究ブランディングのKPI(8ページ表3）により、それ以外のステークホル
ダーへの波及効果を含め、総合的に目標達成の測定・評価を行う。

平成30年度

【基盤拡大期】
産官学連携で市場ニーズの抽出と技術戦略マップの作成、企業からのフィードバック等を通

して、本事業でのシーズ研究をさらに加速し、研究成果を活用した製品・サービスの実現に見
通しを立てている。

事業化に向けた企業支援体制を拡充し、接点を持つ企業数も大幅に増えており、本学の研究
力に対する産業界の認識にも変化が生まれている。
数値目標：共同研究・委託研究・学術指導25件、特許出願1件、外部資金獲得5000万円、論文
45件、講演会・展示会15件、マスメディアの取上げ3件

技術戦略マップを活用しながら、引き続きIoT知的機器に搭載する材料・デバイスの開発を
行う。環境・健康モニタリング機器に必要な超高感度ガスセンサー、テラヘルツ波発生デバイ
ス、集積化バイオセンサーの試作に着手する。また、労働・歩行・発声支援機器の実用化に向
けて、人の体の動き・音声・香りに反応する脳波の分析を行い、データベースを構築する。こ
れらの機器の母体材料や実装するためのアクチュエーター及びクラウド型ネットワーク機器の
開発にも着手する。本事業の研究成果と技術動向を踏まえて技術戦略マップを更新する。大阪
商工会議所等と連携しながら、市場動向を調査・分析を進め、研究成果の特許性や権利化の可
能性を見出す。

前年度までの広報活動を継続しつつ、大阪産業技術研究所及び大阪商工会議所との連携を進
め、企業からの技術相談や知的財産の提供に対応する等、本事業の取組や成果を産業界中心に
広く浸透させる。
　目標達成度の測定については、平成29年度の記載に同じ。

平成31年度

【第一次成果収穫期】
これまでの研究成果及び企業等との連携を踏まえ、 低1件の製品化に向けた共同研究に着

手している。企業とのネットワークも相当に進展している状況を踏まえて、今後の受験生や地
域社会等への研究ブランディングへの反映を計画する。
数値目標：共同研究・委託研究・学術指導30件、特許出願1件、外部資金獲得8000万円、論文
50件、講演会・展示会20件、マスメディアの取上げ6件、製品化に向けた企業との共同研究に
着手1件

11



大阪工業大学

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

IoT知的機器の実現に不可欠な五感代替センシング素子の高性能化・高機能化・多機能化を
進めるとともに、生活支援ロボットの基盤となる人工知能情報処理システムやハンズフリー発
声支援システム、香りアメニティ向上システム等を構築し、企業に実用化に向けた働きかけを
進める。

各種イベントで、具体的な成果物による受験生・地域社会等への訴求を強化する。前年度ま
での広報活動を継続しつつ、大阪商工会議所及び大阪産業技術研究所等との連携による研究ブ
ランディングを推進し、企業への技術指導や知的財産の提供を含め、モノづくり大阪を支える
大学としてのブランド力を高める。
　目標達成度の測定については、平成29年度の記載に同じ。

平成33年度

【第二次成果収穫／ブランド・イメージ確立期】
年度内に 低1件（本事業で2件目）、企業との製品化に向けた取組が実現し、本事業はほぼ

軌道に乗っていると見做せる状態に至っている。継続的に大阪を基盤としたモノづくりに寄与
している事実により、本学のイメージの刷新を促す。翌年度以降も、この上昇サイクルを継続
する。
数値目標：共同研究・委託研究・学術指導40件、外部資金獲得1億2000万円、特許出願2件、論
文60件、講演会・展示会30件、マスメディアの取上げ10件、製品化に向けた企業との共同研究
に着手1件

高性能化・高機能化・多機能化した五感代替センシング素子や環境発電デバイスとシステム
化・社会実装を進めるIoT知的機器とのマッチングを図る。地域企業に知的IoT機器等の実用化
を提案し、デザイン思考に基づくオープンイノベーションによる共同開発への展開を加速さ
せ、継続的に事業化事案を成長させる。

また、これまでどおり企業へのアウトリーチにも力を入れるものの、本事業による具体的な
成果物に基づく、受験生や地域社会等に対する訴求の更なる強化を図る。 終年度は5年間の
事業を総括し、地域の大学に求められる役割を果たすため目指すべき将来ビジョンを新たに策
定する。地域になくてはならない大学を目指し、将来ビジョンを策定することで大学の方向性
を明確にし、確固たるブランディングに向けた計画を立てる。
　目標達成度の測定については、平成29年度の記載に同じ。

五感代替センシング素子や環境発電デバイスの高性能化と環境・健康モニタリング機器や香
りアメニティー向上等の次世代家電システム、労働・歩行・発声等を補助する生活支援ロボッ
トの実用化に向けた材料・デバイスのシステム化技術の開発を進め、市場調査によって得られ
た課題の克服を進める。また、技術シーズ・市場ニーズとそれらの相関に関する分析をさらに
発展させ、製品化可能なレベルを見極め、各拠点にフィードバックすることで、多岐に渡る研
究成果の中で実用化可能な機器を抽出する。

前年度までの広報活動を継続しつつ、大阪商工会議所及び大阪産業技術研究所との連携によ
る企業へのアウトリーチによる企業に対する研究ブランディングの推進に第１のプライオリ
ティを置いてブランディング活動を行うが、すでに社会実装が想定されるシーズが創出されて
いる状況を踏まえ、受験生や地域社会等へのブランド・イメージ展開を試行的に導入し、次年
度以降の研究ブランディングの展開に向けた検討を進める。
　目標達成度の測定については、平成29年度の記載に同じ。

平成32年度

【ブランド・イメージ展開期】
市場ニーズと技術戦略マップを活用しながら、OIT-Pを活動基盤とする様々な「知」によっ

て研究のスパイラルアップを図り、センサーや環境発電デバイスの高感度化・高機能化・多機
能化や、IoT機器の事業化事案を成長させる。これまでの企業へのアウトリーチ中心の研究ブ
ランディングから、本事業による具体的な成果物に基づく、受験生や地域社会等への研究ブラ
ンディング展開が実現できている。

前年度の成果を踏まえ、本学の研究成果の社会実装のイメージが発信し、この年度の成果が
顕れる平成33年度の大学全体の研究ブランディングのKPIには、明確な好影響が認められると
想定される。
数値目標：共同研究・委託研究・学術指導35件、外部資金獲得１億円、特許出願2件、論文55
件、講演会・展示会25件、マスメディアの取上げ8件
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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）

大阪工業大学

該当なし
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７．事業規模（２ページ以内）

（１）研究施設の整備の概要（私立学校施設整備費補助金

大阪工業大学

7

合　計

整備
内容

4

6

5

2

1 該当なし

総事業経費
（千円）

補助希望額
（千円）

補助希望額
（千円）

（２）研究装置の整備の概要（私立学校施設整備費補助金に申請予定のもの）

1 該当なし

番号 研 究 装 置 名 主 な 使 用 目 的
総事業経費
（千円）

整備
内容

2

3

主 な 使 用 目 的

3

番号 研 究 施 設 名

4

合　計

8

14



3 半導体特性評価システム

2 接触式表面形状測定システム

総事業経費
（千円）

回転補償子型　分光エリプソメーター

番号

1

センサーの素子加工を行う上
で、電極やレジストの厚み測定
及び微細構造の観察に使用

センサーの母体材料である半導
体薄膜、ゲート絶縁膜、表面保
護膜の複素屈折率、消衰係数、
膜厚評価に使用

補助希望額
（千円）

24,723

主 な 使 用 目 的

マイクロビッカース硬度計

5

6,079

6,264

3,788

（３）研究設備の整備の概要（私立大学等研究設備等整備費等補助金に申請予定のもの）

9,789

「その他」に含まれる費用
（具体的に記入）

研究支援体制整備のための臨時要員雇用や事務経費（600万円）、企業への情報収集費用
（600万円）、産官学マッチングフェア・ビジネスセミナー等の参加費（600万円）、外
部評価委員や招待講演者への旅費交通費・謝金等（500万円）、研究会・シンポジウム・
セミナー・年次報告書等の印刷製本費（300万円）

4

その他 3 6

合　計

整備
内容

1）回転補償子型　分光エリプソメーター　（膜の光物性を評価する設備）
生活環境や個人の健康状態をモニタリングするためのセンサーを開発するにあたって、デバイ

スの母体材料である半導体薄膜や、その表面保護膜、ゲート絶縁膜の複素屈折率、消衰係数、膜
厚を評価することができる。このため、材料の物性がデバイス性能に与える影響を知ることがで
き、センサーの性能向上に繋がる。主に、医療・介護の環境計測や高感度溶液分析のためのナノ
粒子複合ガラスの創製や新規な環境発電のためのマルチフェロイック複合材料の創製に用いる。

2）接触式表面形状測定システム　(表面形状を測定・評価する設備)
微細構造を有するセンサーの素子加工において、フォトリソグラフィ工程でのフォトレジスト

の厚み測定や作製した微細構造が持つナノメートルオーダーでの凹凸を評価することができる。
このため、微細なデバイス構造を精密に作製することができ、センサーの構造設計や性能向上に
繋がる。主に、生体センサーに適した小型テラヘルツ波の発振・受信素子や集積型健康マーカー
分析チップのためのバイオセンサーの開発に用いる。

3）半導体特性評価システム　(デバイスの電気的特性を評価する設備)
センサーの基盤となる酸化物半導体やグラフェンを用いたトランジスターの電流-電圧の静特

性・動特性を評価することができる。また、高速パルス源を電流・電圧源として用いることでデ
バイスの動作不安定性に影響する過渡応答現象の解析ができる。主に、酸化物半導体や原子層薄
膜を用いた超高感度ガスセンサーや、透明で柔軟な電子回路の開発に用いる。

4）マイクロビッカース硬度計　(材料・接合特性においてミクロ硬さ分布を解析する設備）
電子顕微鏡で観察されるミクロ組織形態と対応を取ることができ、材料及び接合部の物性をよ

り詳しく知ることができる。主に、労働・歩行支援機器やロボットの軽量化に役立つ金属複合材
料の溶接技術の開発に用いる。

5)タッキング試験機一式（異種材料が接触する界面の接着強度を評価する設備）
異種材料が接触する界面の接触度合い（接着強度）を数値化することが可能で、複合材料の強

靭化、しなやかさを知ることができる。主に、生体適合性と柔軟性に富んだ接着、高機能な表面
処理のためのシランカップリング処理技術の開発、ナノ複合材料の創製に用いる。

5 6 6 26

平成

138

合計

広報・普及費 2 5 5 5 5 22

19 19

33

90

年度32

30

【参考】事業実施に必要な経費

3,890

平成 30

6,100

センサーの基盤であるトランジ
スターの電流－電圧の静・動特
性及び破壊耐性の評価に使用

労働・歩行支援機器やロボット
の母体材料を開発する上で、金
属複合材料のミクロ硬さ分布の
解析に使用

7,512

研 究 設 備 名

年度

39,811

5,562

29 年度 年度 31 平成

12,096

単位：百万円

19

異種材料の接着技術やナノ複合
材料を開発する上で、材料同士
の接着強度を数値化し、材料の
強靱化としなやかさ評価に使用

3,454タッキング試験機一式

14

平成 平成

研究費

29 3030

年度

19 19
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大阪工業大学

【支援実績と今回の申請内容との関連】

事業名：私立大学戦略的研究基盤形成支援事業、平成23年度～27年度、機関名：常翔学園・大阪工業大学
プロジェクト名：セキュアライフを支援するデバイス・システム基盤研究拠点の形成
成果：安心・安全社会の実現に役立つデバイス・システム技術の開発として、本学工学部に付設のナノ材料マイク
ロデバイス研究センターを拠点整備し、「生体に適合した圧電複合材料の開発」「酸化亜鉛を用いたイオン感応性
電界効果トランジスターの開発」「臭いを識別する信号処理技術の開発」において成果をあげた。

本申請事業では、これまで培ってきたナノ材料の開発とセンシング素子への応用技術を、ロボティクス＆デザイ
ン工学部のシステム構築技術と知的財産学部の市場ニーズ分析能力を組み合わせて、大阪商工会議所や大阪産業技
術研究所と連携しながら、IoT知的機器の開発とそれを活用したサービスを提案し、オープンイノベーション型の
地域産業支援プラットフォームを構築する。これによって、モノづくり大阪の発展に寄与する大学としてのブラン
ドを確立する。

８．「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」との関連
　　　（該当する場合のみ：１ページ以内）
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