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５-2　地域連携推進室の活動

（1）産学連携
1）共同研究、受託研究等

　久留米工業大学では、 ①企業や地域の課題解決力を磨く実践的な教育 ②地域産業の活性化に貢献できる研究成

果 ③社会人の実践的、 専門的な学び直しの提供など企業や地域と連携した産学連携や地域社会との連携の取組に

よる社会貢献を積極的に進めています。 この産学連携の制度としては、 次のようなものがありますので、 お気軽にお

問い合わせをいただき、 これらの制度をご活用ください。

◆各制度の概要

①共同研究

企業等の研究者と本学の教員が共通の課題について、 共同又は分担して行う研究です。 研究者を共同研究員とし

て受け入れて研究を行うこともできます。

②受託研究

企業等から委託を受けて、 本学内の施設で研究を行うものです。 研究期間終了後に成果を報告します。

③技術指導

共同研究や受託研究になじまない幅広いニーズに対応し、 企業等の業務又は活動を支援するもので、 本学の教員

等が教育、 研究活動で蓄積した知見に基づいた指導、 助言及び講習等を行います。

④技術相談

企業等の技術的な課題等の相談を受け、 教員等が知識 ・ 技術 ・ 情報等の提供を行うものです。 相談の内容によっ

ては、 関連機関の紹介や技術指導や受託研究、 共同研究として対応することもできます。

⑤奨学寄附金

本学における研究や教育の充実 ・ 発展を目的として、 官公庁、 企業、 教育研究機関等及び個人から本学の専任

教員又は部所等を指名して寄附される寄附金のことをいいます ｡

区　分 共同研究 受託研究 技術指導 技術相談

定 義

・ 民間企業等の研究者
と教員とが共通のテー
マについて共同で行う
研究、 調査、 試験

・ 民間企業等からの委
託を受けて教員が行う
研究、 調査、 試験

・ 申込みを受けたテーマ
に関して専門的知見に
基づき指導、 助言

・ 相談を受けたテーマ
に関する打ち合わせ、
面 談（ 知 識、 技 術、
情報等の提供）

契約書の有無 要 不要 （申込書あり）

期 間 契約に基づく期間 原則として１回

費 用
双方で協議のうえ決定

１時間あたり５千円 原則無料
間接経費→研究費総額
の２０％

知的財産の
権 利 帰 属

・ 本学と民間企業等との
協議に基づく。

・ 原則として本学が所有。 ただし、 双方が協議する
ことができる。

・ 保護対象外のため相
談内容によっては事前
に秘密保持契約等の
締結もある。

備 考

・ 研究成果は双方協力
の上、 実績報告書とし
てまとめる。

・ 原則として研究成果を
公表

・ 研究成果は委託者に
報告
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◆連携までの基本的な流れ

地域連携推進室
大学教員Ａ

大学教員Ｂ

大学教員Ｃ

公的外部資金

対応不可能

他機関への
紹介

③相談内容検討、担当教員の選択

技術相談技術指導共同研究
(計画)

④企業、推進室、担当教員での検討会議
（３者会議）

①相談申し込み ②簡単な聞き取り調査

企業･学校･団体･個人

⑦商品化、特許等成果

⑥研究開始

⑤契約手続き

受託研究
(計画)

※同研究規程、 受託研究取扱規程、 申込書、 契約書はセクション末に添付

◆ 2020 年度の共同研究・受託研究・技術相談の件数

前年度に比較して技術相談が 30 件と大幅に増加しました。

区分 件数（件） 受入額（円）

共同研究 ５ ８００，０００

受託研究 ６ １３，６３０，５００

技術相談 ３０ −

2）産学交流会への出展

　市内の研究開発機関や知財支援センターが主催する講演会、 セミナー、 交流会のほか広域商談会等へ参加し、 本

学の研究成果を展示しています。

　2020年度は、 「久留米 ・ 鳥栖地域産学官テクノ交流会」 において、 AI 応用研究所の紹介及び地域連携センターの

活動報告の展示ブースを設けました。
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3）研究ブランディング事業の取組について

　令和２年度も研究ブランディング事業の中核である対話型 AI 自動運転車い

す 「パートナーモビリティ」 と、 それを用いた 「福祉インテリジェントモビリティ

サービス」 の開発を産学官連携で行いました。 新型コロナウイルスの影響で

計画通りの実証試験はできませんでしたが、 ４月には熊本赤十字病院、 ７月

には西日本鉄道様の大規模シニアマンション 「サンカルナ久留米」 での実

証試験を開始し、１１月には宮崎県の老人介護施設である 「スマイリングパー

クほほえみの園」 に一部サービスのプレ導入を行いました。 また、 同じく１１

月には NTT ドコモの新商品発表会で５G に関する協業について記者発表を

行い、 １月の東京での Docomo Open House 2021 や、 横浜みなとみらいの５

G イベント、 さらに大分県の次世代モビリティサービスシンポジウムなど多くの

イベントから依頼を受けて出展しました。 これらの取組みは TV、新聞、ヤフー

ニュースなど多くのメディアに紹介され、 中央省庁や全国自治体から高い評

価と注目を浴びています。

　なお、 本取組みは高齢者や障がい者の社会参画を支援するものですが、

介護や医療の現場でご苦労されているスタッフの皆さんの負荷軽減や、 新型

コロナウイルス感染防止の対策としても期待されています。 今後は早期事業

化に向けて産学官連携で着実に歩を進めて参ります。

　また、 令和２年度は本プロジェクトに関わる自動運転向け特殊センサーの

特許出願も行いました。 本プロジェクトには車いすへの移乗装置など先進か

つ社会的意義の高い研究案件が多くあります。 今後もより多くの特許出願を

進める予定です。

多様な⼈々が能⼒を発揮し
て社会活動を⾏い、⽀えら
れる側から社会を⽀える側
になり、いきいきと充実し
た⽣活を送れる社会に。

能⼒を活かした社会活動

AI、IoT、⾃動運転で異業種⽀援
要介護者の⾃⽴で介護に悩む現
役世代の負荷が軽減し、社会活
動に注⼒できる。社会コスト軽
減による新事業で地域も活性化。

介護負担軽減による地域活性化

⾼齢者の知的スキルを活かし
た新事業の創出で地域活性化。
地域ステーションでの⼦育て
⽀援で現役世代の社会活動を
サポート。

知的スキルを活かした新事業

地域企業や農業、物流へのAI、IoT、
⾃動運転の導⼊⽀援で地域産業と
経済を活性化。地域の観光資源を
活⽤する新事業も創出。

効果的な情報発信
パートナー・モビリティの社会実装に向けた
実証試験を地域だけでなく全国でも実施。
先進モビリティによる社会福祉シンポジウム、
パートナー・モビリティ事業化セミナー開催。

本学の強みを強化して他⼤学と差別化
地域から本学の強みとして認識されている「⾃動⾞⼯学」に「⼈
⼯知能」「⾃動運転」を融合した「先進モビリティ技術」で、社
会福祉のイノベーションをリードし、他⼤学との差別化を図る。
⼈間味豊かな研究で「地域が誇りに思う⼤学」を⽬指す。

⾃動運転で安全に移動 ⾃動運転で安全に移動

パートナー・モビリティ
対話型⾃動運転⾞モビリティ

インテリジェント・
ユニバーサルデザイン
⾃動運転に適した空間デザイン

⼈⼯知能⾃動運転

⾃然⾔語処理 空間デザイン

IoT

移乗システム

・⾼齢者や障がい者の孤⽴
・超⾼齢社会による社会コストの増⼤

Society 5.0に基づき、先進モビリティ技術で
多様な⼈々が能⼒を発揮できるいきいき地域づくり

地域の抱える課題・現役世代の介護負担
・⾼齢化で労働⼒不⾜に悩む中⼩企業

インテリジェント・モビリティ研究所

・⾼齢化による地域活⼒の低下

地域との深い連携で課題解決

⾃治体
福岡県・久留⽶市

協⼒団体
介護福祉関連施設・久留⽶商⼯会議所など

協⼒企業
C.S.I.・ZENRIN DataCom・WHILLなど

現在のブランドイメージ「⾃動⾞⼯学の久留⽶⼯業⼤学」を発展

先進モビリティ技術で社会福祉を⽀える久留⽶⼯業⼤学
教育理念「思いやりの⼼を持ったエンジニアの育成」、将来ビジョン「地域から頼りにされる⼤学」の実現


