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本研究所は、1912 年に開学された名古屋電気学園

の 80 周年記念施設として 1992 年に設立され、爾来、

「ものづくり、実学教育」をモットーとする本学の

教育研究活動のうち、学内教員が実施する大型研究

並びに産学官連携研究の要の役割を果たして参り

ました。 
本研究所では、文部科学省の支援を受けて、私立

大学学術研究高度化推進事業（平成 14～21 年度）、

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成 22～2
6 年度）などの研究実施拠点としての機能を果たす

と共に、私学助成等による各種研究設備の導入を図り国内外の研究者との連携

による国際的なネットワークを形成し、本学教育研究経費による重点プロジェ

クト研究「新エネルギー技術開拓拠点（平成 27 年度～）」、企業とのマッチン

グファンド形式によるプロジェクト共同研究など、地域産業界と協働して、環

境・エネルギー・情報など地球規模での課題解決と次世代の産業技術開拓に必

要な基盤技術の確立をめざす幅広い研究を実施しております。 
1995 年に始まった我が国の科学技術基本計画も第 5 期（平成 28 年度～32 年

度）となり、世界経済の停滞、地球温暖化の危機、少子高齢化など様々な社会

的課題が指摘される中で、環境に優しい技術、高齢化社会に資する技術として

人工知能などの情報化技術をはじめとする様々な分野が取り上げられ、地域ぐ

るみでの知の創出への期待が述べられ、産学協働によるイノベーション創出が

叫ばれています。学園創立からの 100 年余、本学は一貫して中部地区の産業を

支える高度技術者を輩出し、日本の中核的産業の発展に大きな貢献をしてきま

した。今後ますますこの分野での貢献を発展させるべく努力を続ける所存です。 
本報告書は、平成 30 年度に本研究所で実施した産学連携研究の成果を取り纏

めたものです。ご高覧頂き忌憚のないご意見・ご助言を賜れば幸いに存じます。
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