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はじめに

賛助会員制度について

1961年 （昭和36年） に設立された東洋大学工学部は、設立当初より「産学協同」を重要な柱とし
てきました。 その趣旨に従い、工業技術に関する学内研究を振興しつつ、産業界との交流を通じて
相互の向上 ・ 発展を図ることを目的として、工業技術研究所 （以下、
「工技研」
） が設置されました。
産業界と大学との間に立って産学協同研究を円滑に進めることが使命であるため、産学連携の窓口
となっているだけでなく、賛助会員制度を設け、産学連携プロジェクト等も実施しています。さらに、
産業界と大学との連携と共に、行政、金融機関等とも協力しながら研究活動を推進しています。

工技研では企業に対してさまざまな技術サポートをしていますが、賛助会員にご入会いただくことにより、更にき
め細かいサービスや特典がございます。年会費は12万円です。詳細は工技研までお問合せください。

特典の内容

研究所の事業紹介

講演会の様子

受託研究

企業からの依頼を受けて研究員が研究し
成果を報告します。研究員の専門分野、研
究内容については研究所冊子・研究所ホー
ムページ等をご覧ください。

受託実験

学内にある実験装置、分析機器、試験装
置などを使用して実験や分析を行い、得ら
れた結果を報告します。

技術相談

企業の技術課題等について各専門分野の
研究員がアドバイスを行います。Webで
のオンライン対応も可能です。

出張（オンライン）講座

研究員が企業に出向き、またはオンライ
ン形式で講義を行います。 講義内容は希
望により、基礎、応用、先端技術から将来
の展望まで幅広く対応します。

研 究 事 業

産学連携プロジェクト（賛助会員特典）
賛助会員からの会費を原資として、 賛
助会員企業と研究員とが相互協力して実施
する研究プロジェクトです。

情報交流推進事業
機関誌の発行

「工業技術」
、
「工技研ニュース」
、「工技
研 Link」 の発行を行い、 研究成果の発表
や様々な情報の提供に努めています。
講演会は、 研究員をはじめ、 産業界の
各分野の諸先生、第一線で活躍中の研究者、
技術者の方々をお招きし、年に２回程度開
催しています。

イベントへの出展

2020年度

スマートフォンを用いたメンタルヘルス不調のリスク評価
川口英夫（生命科学科)

研究テーマ

小河繁彦

サッカーの運動特性に対するフィジカル評価：女子プロサッカー下部組織ユース
選手において

国産化学株式会社

後藤顕一(食環境科学科）

次代の科学・工業系人材育成を目
指した学習教材のパッケージ化

株式会社三和

根岸良太(電気電子情報工学科）

表面増強ラマン素子の自動作製シ
ステムの開発

2020
企業

株式会社日立プラン
トサービス

大学

研究テーマ

井坂和一（応用化学科）

特定微生物を利用した省エネ・省ス
ペース型排水処理システムの開発

有限会社佐藤酒造店

峯岸宏明(応用化学科）

東洋大学ブランドの地酒造りのた
めの地産清酒酵母の探索

国産化学株式会社

後藤顕一(食環境科学科）

次代の科学・工業系人材育成を目
指した学習教材のパッケージ化

株式会社フリーダム
ソフトシステム

高橋良至(人間環境デザイン学科）

独居高齢者のための見守りロボッ
トの開発

セミナー内容

さいしんコラボ
産学官

飯能信用金庫

（埼玉縣信用金庫）

受託実験・受託／共同研究の件数

［新規受入件数］(8年分）

武蔵野銀行

講演２：第５世代移動通信システム（5G）の世界
～ 2020年から始まる5Gが実現する社会とは？～
篠永英之（電気電子情報工学科）
講演： 暑熱環境と住まいにおける健康
松原斎樹氏（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科

【第Ⅲ期】 テーマ：ものづくりのためのCAE
第１回：講演①/②
第２回：講演・グループディスカッション

20

各種団体との共催事例

15

デザインと生体情報の関係に関する研究

10

研究テーマ

5

絶対テンソル積を用いたリーマン予想の研究

0

川越キャンパス内エネルギー利用に関する指標化および周辺地域向け移動電源
設備の開発

講演１：大規模災害時のドローンを用いた情報通信ネットワークの構築
原晋介氏（大阪市立大学大学院 工学研究科 教授）

【第Ⅱ期】 テーマ：ものづくりのためのIoT技術を学ぶ
第１回：講演・グループディスカッション
第２回：IoTを導入した企業の見学会
第３回：IoT実習

産学連携イベントへの出展

機関名

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

公益財団法人
埼玉県産業振
興公社

活動・講演内容
大学シーズ発掘ツアー

(電気電子情報工学科)

東洋大学ブランドの地酒造りのた
めの清酒酵母の探索と試作開発

教授）

デジタルエンジニアリングアカデミー（主任講師：松元明弘（機械工学科））

2020

平瀬祐子

峯岸宏明(応用化学科）

25

研究代表者

（生体医工学科）

埼玉県産業技術総合センター（SAITEC）
さいしんコラボ産学官
首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）
株式会社キャンパスクリエイト 等

産官学連携推進センター
産学協同教育センター 等

2021

小山信也

有限会社佐藤酒造店

機関名

工技研プロジェクト

研究代表者

研究テーマ

ワークショップ

スムーズかつ小さな力で段差乗越え可能なキャスタユニット
横田祥（機械工学科)

大学

講演会

2021年度

企業

講 演 会

大学等シーズ展示

2021

提携金融機関との共催事例

• 彩の国ビジネスアリーナ
• さいしんビジネスフェア
• いたばし産業見本市
等

イノベーション・ジャパンへの出展

(人間環境デザイン学科)

武蔵野銀行
飯能信用金庫
川口信用金庫
埼玉りそな銀行
埼玉縣信用金庫
日本政策金融公庫
東京東信用金庫
城北信用金庫

理工学部
総合情報学部
生命科学部
食環境科学部
ライフデザイン学部
法学部
経済学部

講演会の開催

出展例

新しい発想や基礎研究の成果をもとに、
産学が共同で開発研究を行う制度です。
人の交流と技術の交流を通じ、より大き
な成果を得ることを目的としています。

技術懇話会での交流

産学連携プロジェクト

賛助会員からの会費を原資として、研究
所が研究員から研究テーマを募集し、実施
する研究です。

学外の様々なイベントへ出展し、研究成
果の社会への発信、産業界とのマッチング
に努めています。

共同研究

高橋良至

●

工技研プロジェクト

受 託 事 業

（生体医工学科）

研究員と共同で行う「産学連携プロジェクト」への応募
出張講座：年間4単位まで無料
● 産学協同教育センターの
「中核人材育成講座」：年間4日分まで受講料無料
● 依頼実験費用：20％割引
● 講演会、賛助会員交流サロン・各種イベントの案内
● 東洋大学川越図書館の利用
● 機関誌
「工業技術」等の送付
その他、運営委員会が必要と認めた事項
●

①研究施設見学（バイオ・ナノエレク
トロニクス研究センター /
生体医工学研究センター）
②研究紹介
③研究者との交流

