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産学連携学会 第10回年次大会のご案内
2012年５月版

　産学連携学会は、産学連携に従事する人、産学連携を必要とする人、産学連携を支える人、産学
連携に関心のある人すべてを対象とし、産学連携学の確立及び産学連携の発展をとおして、学術や
技術の促進と豊かで個性と活性に富んだ社会構築に寄与することを目的として活動しています。
　産学連携に関する諸課題について、産学官の学識経験者や実務家などが広く交流し、相互に啓発
しあう場として、下記により第10回年次大会を開催します。学会員はもとより産学連携に関心のあ
る方々の多くの参加をお願い申し上げます。

記

１．大　　会
開催日　2012年６月14日（木）～６月15日（金）
会　場　【第１部】　招待講演及びシンポジウム（６月14日（木）9：30 ～ 12：30）

高知県立県民文化ホール（グリーンホール）
〒780-0870　高知市本町４丁目3-30
TEL　088-824-5321
URL　http：//kochi-bunkazaidan.or.jp/~hall/

【第２部】一般講演（口頭発表）、ポスターセッション、オーガナイズドセッション
　　　　（６月14日（木）13：00～16：30、 6月15日（金）9：30～17：00）

高知会館（第１部会場より徒歩３分程度）
〒780-0870　高知市本町5丁目6-42
TEL　088-823-7123
URL　http：//www.kochikaikan.jp/

２．情 報 交 換 会
日　時   2012年６月14 日（木）　18：00 ～ 19：30
会　場　高知会館【第２部会場】　

３．大会プログラムの概要
（１）招待講演

タイトル：産学官連携による地域活性化
講　　師：高知県知事　尾﨑　正直　氏

（２）シンポジウム
テーマ：土佐が考える地域活性化の方向性
概要：高知県は１次産業から２次産業（ものづくり）が発展した歴史をもつ。その後少子
高齢化や就農人口の減少などに伴い、今度は２次産業が１次産業の高度化に寄与しなけれ
ばならない時期に来ている。このような本県の産業構造に関する大循環を完成させる上で
必要な連携、さらに３次産業のかかわりや高知県の将来ビジョンとのつながりを議論する。
また、パネル討論を通じて地方の産学官連携による長期的な地域振興、地域活性化につい
ても考える。
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コーディネータ	：受田　浩之（高知大学副学長兼国際・地域連携センター長）	
パ ネ リ ス ト	：尾﨑　正直（高知県知事）	
	 ：野原　　強（土佐経済同友会副代表幹事　日本銀行高知支店長）	
	 ：山本　吾一（高知県工業会会長　兼松エンジニアリング（株）
	 　　　　　　　代表取締役会長）
	 ：伊藤　正実（産学連携学会会長　群馬大学教授）
コ メ ン テ ー タ	：里見　朋香（文部科学省　産業連携・地域支援課長）
	 ：進藤　秀夫（経済産業省　大学連携推進課長）
	 ：島田　和彦（農林水産省　研究推進課　産学連携室長）

（3）一般講演（口頭発表）とオーガナイズドセッション
　全国から119件のエントリー発表があります。これの他に「産学連携を科学する」、「土
佐の食品産業を担う中核人材育成」、「産学連携学の研究方法と論文投稿（学術委員会チュー
トリアルセッション）」と題したオーガナイズドセッションが開催されます。

（4）ポスターセッション（ポスター展示と短時間の口頭発表によるフリーセッション）
　20件のエントリーがあります。６月14日（木）13：00～ 14：00、15日（金）12：00～13：00
がコアタイムとなります。

４．大会日程

14：00～15：00 
「人材育成1」 

座長：川崎　一正
李、佐藤（三）、梅津、稲岡

15：00～15：45 
「事業化事例1」 
座長：清水　健司
宮崎、上原（功）、崎田

15：45～16：30 
「事業化事例2」 
座長：山本　一枝

古川、小橋、古川

16：30～17：30 
定期総会

14：00～15：15 
「産学連携論1」 
座長：澤田　芳郎

湯本、湯本、荒磯、 
伊藤（正）、内島

15：15～16：30 
「学金連携」 

座長：藤原　貴典
還田、小野、櫻井、 

歌丸、加藤（博）

14：00～15：15 
「産学官連携政策」 
座長：新谷　由紀子

野田、山田、馬場、 
前波、林（聖）

15：15～16：30 
「知的財産1」 

座長：湯本　長伯
新谷、三好、鈴木（睦）、 

鈴木（睦）、加藤（幹）

13：00 ～ 17：30 
 

ポスターセッション 
 

コアタイム 
13：00 ～ 14：00

9：30 ～ 10：00 
開会式

10：00 ～ 10：30 
招待講演

10：30 ～ 12：30 
シンポジウム

14：00～15：30 
「地域連携1」 
座長：小川　薫
佐藤（暢）、田中、 

山本（一）、北村、綾戸、高谷

15：30～16：15 
「地域連携2」 

座長：北村　寿宏
小川(薫)、小川(竜)、渡辺(高)

第1部
第2部

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場

6月14日（木）
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５．参加費用

項 目 会員種別
費 　　用 （円）

予約※１
3/30日までの予約

非予約
（当日含む※2）

大会参加費
（要旨集代を含む）

正会員（個人・法人）または準会員  5,500 6,000
正会員（学生）  2,500 3,000
非会員  8,000 9,000

情報交換会費
正会員（個人・法人）または準会員  5,000 6,000
正会員（学生）  2,500 3,000
非会員  5,000 6,000

※１　2012年3月30日（金）までに必着で参加申し込みを行った場合の費用
※２　2012年3月30日（金）を過ぎて当日までに参加申し込みを行った場合の費用

６．大会参加の申し込み方法
　大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、大会発表/参加申込書を大会ホーム
ページからダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、電子メールに添付して大会実行委
員会事務局までお申し込みください。（FAX、郵送も可）
　また、同時に前記５の大会参加費および情報交換会費（参加希望者のみ）を別途送金してくだ
さい（振込先は下記）。
　なお、振込手数料は参加者のご負担になりますのでご了承ください。

9：30～11：00 
オーガナイズドセッション 

「産学連携を科学する」 
座長：中武　貞文
中武、外枦保、西川、 

林（靖）、川島、林（里）

11：00～12：00 
「人材育成2」 
座長：鞘師　守

山名、中島、山口（裕）、西村

13：00～13：45 
「農林水産2」 

座長：山名　一男
稲井、清水（克）、中越

13：45～14：45 
オーガナイズドセッション 

「土佐の食品産業を担
う中核人材育成」 
座長：沢村　正義

沢村、高橋、渡邊、宮中、 
澤田（博）、沢村、有田

15：00～17：00 
オーガナイズドセッション 

「産学連携学の研究方
法と論文投稿（学術委
員会チュートリアル

セッション） 
座長：小野　浩幸

荒磯、林（聖）、山口（佳）、 
川崎、山口（佳）、松尾

9：30～11：15 
「地域連携3」 

座長：永冨　太一
石塚、吉用、吉用、嶋野、 

樋口、後藤、竹川

11：15～12：00 
「農林水産1」 

座長：佐藤　三郎
森山、山下、加藤（麗）

13：00～14：30 
「JSTセッション」 
座長：石塚　悟史

寺沢、加藤（京）、下田、 
菊地、天野、吉田（勉）

14：30～15：15 
「医工連携」 

座長：大石　博海
中村、永冨、大屋

15：15～16：45 
「リエゾン」 

座長：中村　守彦
大石、坂倉、大西、 

鈴木(康)、大井、澤田(芳)

9：30～10：45 
「産学連携プロジェクト1」 

座長：林　聖子
市川、崎山、清水（健）、 

石田、佐藤（厚）

10：45～11：45 
「産学連携プロジェクト2」 

座長：木村　雅和
藤原（拓）、松本（泰）、 

岡村、村井

13：00～13：45 
「知的財産2」 

座長：倉増　敬三郎
上原（健）、金澤、狩野

13：45～14：30 
「知的財産3」 

座長：荒磯　恒久
山岸、倉増、横島

14：30～16：00 
「産学連携システム1」 

座長：内島　典子
山本（佳）、桑江、丹生、 

湯本、松本（毅）、松本（毅）

16：00～17：00 
「産学連携システム2」 

座長：上原　健一
後藤、塚原、中澤、平川

9：30～10：45 
「海外事例」 

座長：桑江　良昇
鬼頭、越山、丹生、 

山崎、佐藤（春）

10：45～12：00 
「国際産学連携」 
座長：丹生　晃隆
池田、嵯峨山、吉村、 

クスタース、中野

13：00～14：15 
「地域イノベーション」 

座長：松尾　純廣
北村、丹生、川崎、 

伊藤（正）、藤原（貴）

14：15～15：30 
「産学連携論2」 
座長：河崎　昌之

木村、木村、細野、 
野田、鞘師

15：30～16：15 
「産学連携論3」 
座長：野田　誠一
伊藤（慎）、大塚、河崎

9：30～17：00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポスターセッション 
 

コアタイム 
12：00～13：00

第1部
第2部

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場

6月15日（金）

※日程は予定であり一般講演等の申込状況により変更になる可能性があります。
※昼食は会場周辺の各種レストラン等をご利用ください。弁当の予約販売も行います。
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【大会参加の申込先】
　産学連携学会第10回大会実行委員会（国立大学法人高知大学）
　　　実行委員会事務局
　〒780-8073　高知市朝倉本町２丁目17-47　高知大学国際・地域連携センター内
TEL：088-844-8555,	FAX：088-844-8556	
E-mail	：	sangaku@kochi-u.ac.jp

【大会ホームページ】
　産学連携学会ホームページ　http：//j-sip.org/　から、「大会情報」にお進みください。
　産学連携学会	大会はCPD（継続的専門能力開発研修）単位認定の対象事業です。
　詳細はhttp://j-sip.org/cpd.htmlをご覧ください。

【大会参加費・情報交換会費の振込先】
［郵便振替払込口座］
振替口座番号：０１６４０－６－５３１０１　
加入者名（口座名義）：	産学連携学会高知大会実行委員会　　

［銀行口座］
取扱銀行名／支店名　　ゆうちょ銀行／一六九（イチロクキュウ）支店（支店コード：１６９）
預金種目：当座預金　　　　　　　口座番号：００５３１０１　
加入者名（口座名義）：	産学連携学会高知大会実行委員会

７．一般講演の発表方法
（1）発表時間は、講演12分、討論３分、合計15分の予定です。
（2）発表に使用する機器は、液晶プロジェクターとします。
（3）液晶プロジェクターを用いて発表する方は、Windows	版「Microsoft	PowerPoint」で原稿
を作成し、その電子ファイルをメール（10MBまで）またはCDに保存して、2012年６月１日

（金）までに（必着）提出してください。ファイル名は「演者の氏名.ppt」としてください。なお、
コンピュータ（OS：Windows）は事務局が用意したものを使用していただきます。

（4）OHPは使用できません。

８．ポスターセッションの発表方法
（1）ポスター展示
ａ）出展者は、ポスターを2012年６月14日（木）9：30 ～ 13：00の間に会場へ持参し、所定の
場所に各自展示してください。ポスターは大会開催中継続して展示します。
ｂ）ポスターのサイズは、縦160 cm×横90 cm 以内とします。
ｃ）当日、ポスターの左上の角（縦12	cm×横22	cm）に発表番号を貼付しますので、その部
分を空白にしておいてください。
ｄ）ポスター出展者が展示内容の要点を口頭発表するコアタイムを設定します。



大会事務局（申込・問い合わせ先）
産学連携学会第10回大会実行委員会（国立大学法人高知大学国際・地域連携センター内）
副実行委員長　石塚　悟史
（事務担当：伊藤　誠彦）
〒780-8073　高知市朝倉本町２丁目17-47
TEL：088-844-8555,	FAX：088-844-8556	　　E-mail	：	sangaku@kochi-u.ac.jp

「室戸ジオパーク」平成 23年９月 18日（日本時間）世界ジオパークに認定

上町2丁目 はりまや橋

いりあけ こうち

至中村
JR土讃本線

城西
公園 高知城

高知県庁

高知市役所

至松山
坂本龍馬
生誕地

至春野

高知会館

山内神社

鏡川

高知駅

江ノ口川

追手筋

高知大丸
土佐電鉄

至高松

→高知IC.

至南国市
→高知空港

至桂浜　

至円行寺

日曜市通り

県庁前

県民文化
ホール

交通案内
■車、タクシーをご利用の場合

● 高知龍馬空港から約45分
● 高知自動車道南国インターから約30分、
　高知インターから約20分
　（※全てラッシュ時を除く）

■高知空港より
● 空港連絡バス（高知駅行き）約40分
　（はりまや橋下車）＋徒歩20分
● 空港連絡バス（朝倉行き）約45分
　（県庁前下車）＋徒歩数分
● タクシー　約40分
　（※全てラッシュ時を除く）

■高知駅より
● 土佐電鉄路面電車
　はりまや橋乗り換え約20分
　（県庁前下車）＋徒歩数分
● タクシー　約15分

高知県立県民文化ホール（グリーンホール）
〒780-0870  高知市本町４丁目3-30
tel	088-824-5321

高知会館
〒780-0870　高知市本町5丁目6-42
tel	088-823-7123　


