
一般講演プログラム 

6月 14日（木） 第 1日目 A会場（14：00～16：15） 

地域連携 1   座長：小川  薫    14：00～15：30 
0614A1400-1 コーディネート力の発現に向けた“土佐市モデル”の普遍化 

   ○佐藤 暢（高知工科大学 社会連携部 前・JSTイノベーションサテライト高知） 

    秋丸 国広（愛媛大学 社会連携推進機構 前・JSTイノベーションサテライト高 

    知） 

    吉用 武史（高知大学 国際･地域連携センター 元・JSTイノベーションサテラ 

    イト高知） 

    末安 亜矢子（佐賀大学 産学･地域連携機構 前・JSTイノベーションサテライ 

    ト高知） 

    細川 隆弘（前・JSTイノベーションサテライト高知 館長） 

0614A1400-2 とっとりネットワークシステム（TNS）による地域連携活動 

   ○田中 俊行、岡本 尚機、長島 正明、菅原 一孔 

    （鳥取大学 産学・地域連携推進機構） 

0614A1400-3 ネットワークの共有化で生み出す有機的成長の可能性 

   山本 真裕、○山本 一枝（株式会社ウェザーコック） 

0614A1400-4 関西・中四国支部活動の現状と課題 

   ○北村 寿宏（島根大学）、河崎 昌之（和歌山大学）、藤原 貴典（岡山大学）、 

    石塚 悟史（高知大学）、李 鎔璟（山口大学）、永冨 太一（香川大学）、 

    大井 文香（徳島大学）、稲岡 美恵子（京都工芸繊維大学） 

0614A1400-5 福岡リーダーズ倶楽部の発足による活動の展開について 

  －九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   〇綾戸 一由（九州大学開物成務塾、福岡リーダーズ倶楽部） 

0614A1400-6 草の根イノベーション開物成務塾の展開について 

  －九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   ○高谷 幸一（九州大学開物成務塾、株式会社ユニティ） 

    古川 淳一（九州大学開物成務塾、有限会社ニッコー・ネット） 

 

地域連携 2   座長：北村 寿宏   15：30～16：15 
0614A1530-1 「南いわて食産業クラスター形成ネットワーク」の取り組み 

   ○小川 薫（岩手大学）、猪俣 広志（岩手銀行） 

0614A1530-2 地域中規模大学等研究機関研究者と地域ものづくり企業の試作を通じた協働促進事 

  業について（医療系試作をモデルとして） 

   ○小川 竜二郎、佐藤 陽介、伊藤 慎一、森川 茂弘（秋田大学） 

0614A1530-3 県産未利用有用植物の活用に向けた農商工医連携基盤の構築と事業化モデル 

   ○渡辺 高志（高知工科大学 地域連携機構） 

    金 哲史（高知大学 農学部） 

    渡邊 浩幸（高知県立大学 健康栄養学部） 

    川北 浩久、岡﨑 由佳、岡本佳乃、篠原 速都（高知県工業技術センター） 

    吉本 未来、山﨑 憲輔（株式会社フタガミ） 

 

6月 14日（木） 第 1日目 B会場（14：00～16：30） 

人材育成 1   座長：川崎 一正   14：00～15：00 
0614B1400-1 「大学の☆」を発掘・育成！ 

  ～若手イノベーション創出促進事業の紹介～ 

   ○李 鎔璟、浜本 俊一、中村 美紀子、田口 岳志 

    （山口大学 大学研究推進機構） 

0614B1400-2 インターシップやビジネスプランコンテストを介した産学連携型教育プログラムの 

  実践研究 

   ○佐藤 三郎、内山 修一、下崎 光明（佐賀大学 産学地域連携機構） 

    石川 洋平（有明高専） 

    横尾敏史（NPO鳳雛塾） 

 



0614B1400-3 「ビジネス＆知的財産」スクールの実施 

  ―大学における経営・ビジネスマインドの醸成― 

    嶋野 武志（長崎大学産学官連携戦略本部人材育成部門） 

   ○梅津 照彦、坂田 智昭、石橋 由香 

    （長崎大学産学官連携戦略本部知的財産部門） 

0614B1400-4 産学連携活動における学生の研究成果に関する法的分析 

   ○稲岡 美恵子（京都工芸繊維大学 創造連携センター） 

 

事業化事例 1   座長：清水 健司   15：00～15：45 
0614B1500-1 医療用セミオーダーかつらの提供について－九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   ○宮崎 弥生（九州大学開物成務塾、株式会社ウィズアルファ） 

0614B1500-2 バイオ製剤を使った水質、土壌の環境改善－九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   ○上原 功暉（九州大学開物成務塾、アクアテクノス株式会社） 

0614B1500-3 冷凍自然薯とろろ汁の開発（平成 24年 2月「農商工連携事業」認定） 

  －九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   崎田 正司、○崎田 光子（九州大学開物成務塾、有限会社野菜王国） 

 

事業化事例 2   座長：山本 一枝   15：45～16：30 
0614B1545-1 備えあれば憂いなし！ソーラーで発電＆蓄電－九州大学大学院・開物成務塾の実践 

    小橋 洋治（九州大学開物成務塾、株式会社長門） 

   ○古川 淳一（九州大学開物成務塾、有限会社ニッコー・ネット） 

0614B1545-2 建築物のカビ防除システム（ミルテック工法）でのカビ防止のサービス 

  －九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   ○小橋 洋治、木元 マス子（九州大学開物成務塾、株式会社長門） 

0614B1545-3 【細胞活性水】BunBun210の拡販と今後の新商品への応用 

  －九州大学大学院・開物成務塾の実践－ 

   ○古川 淳一、宮崎 恵津子（九州大学開物成務塾、有限会社ニッコー・ネット） 

 

6月 14日（木） 第 1日目 C会場（14：00～16：30） 

産学連携論 1   座長：澤田 芳郎   14：00～15：15 
0614C1400-1 産学連携・知的財産６段階論 

  －日本イノベーションを確立するための当該政策確立の下敷－１ 

   ○湯本 長伯（九州大学 産学連携センター） 

0614C1400-2 産学連携・知的財産を基軸とするｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾘﾃﾗｼｰを学術分野として確立する方法論 

  について－日本イノベーションを確立するための当該政策確立の下敷－２ 

   ○湯本 長伯（九州大学 産学連携センター） 

0614C1400-3 産学連携におけるコーディネーションの要素 

   ○荒磯 恒久（北海道大学 産学連携本部） 

0614C1400-4 中小企業対象の共同研究における制約条件について 

   ○伊藤 正実（群馬大学） 

0614C1400-5 大学のさらなる社会貢献に向けたアウトリーチのあり方 

  ～開発した手法とその有効性～ （第２報） 

   ○内島 典子（北見工業大学 社会連携推進センター） 

    高橋 宏和（北見工業大学 工学部 情報システム工学科 マネジメント工学コ 

    ース、現：株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ） 

    鞘師 守（北見工業大学 社会連携推進センター） 

 

学金連携   座長：藤原 貴典   15：15～16：30 
0614C1515-1 山梨大学客員社会連携コーディネータ制度の紹介 

   ○還田 隆（山梨大学 産学官連携・研究推進機構 地域連携室） 

0614C1515-2 産学金連携の金融機関組織内定着化とその取組事例 

   ○小野 浩幸（山形大学） 

0614C1515-3 効果的な産学金連携のための企業評価手法についての考察 

   ○櫻井 宏樹、加藤 博良、小野 浩幸、高橋 幸司、飯塚 博（山形大学） 



0614C1515-4 地域企業の国際展開に対する産学金連携の取り組み 

   ○歌丸 和明、小野 浩幸、高橋 幸司、飯塚 博（山形大学） 

0614C1515-5 産学金連携コーディネーター研修の効果検証 

   ○加藤 博良、櫻井 宏樹、小野 浩幸、高橋 幸司、飯塚 博（山形大学） 

 

6月 14日（木） 第 1日目 D会場（14：00～16：30） 

産学官連携政策   座長：新谷 由紀子   14：00～15：15 
0614D1400-1 岐阜における産学官連携活動の活性化検討活動 Ⅰ 

  －大学等と公設試の連携による企業支援の検討－ 

   ○野田 誠一、吉田 隆春、山田 滋 （岐阜大学 産官学融合本部） 

0614D1400-2 岐阜における産学官連携活動の活性化検討活動 Ⅱ 

  －企業訪問による企業ニーズ発掘－ 

   ○山田 滋、吉田 隆春、野田 誠一（岐阜大学 産官学融合本部） 

0614D1400-3  岐阜大学の新たな取組み －サポイン事業管理機関について－ 

   ○馬場 大輔、砂田 博、新川 幸嗣 (岐阜大学 産官学融合本部) 

0614D1400-4 中小企業向け産学官連携支援制度の活用状況にみられる地域差の検討 

   ○前波 晴彦（鳥取大学） 

0614D1400-5 中小企業のイノベーション創出への公設試の果たす機能の拡充について 

   ○林 聖子（財団法人日本立地センター） 

    田辺 孝二（東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科） 

 

知的財産 1   座長：湯本 長伯   15：15～16：30 
0614D1515-1 科学技術政策の観点からみた特許法の試験・研究について 

   ○新谷 由紀子、菊本 虔（筑波大学） 

0614D1515-2 大学等の研究機関における名古屋議定書対応に関する課題分析と体制構築 

   ○三好 裕子、鈴木 睦昭（国立遺伝学研究所 知的財産室） 

0614D1515-3 生物多様性条約の各国に対する状況と産学連携への影響 

   ○鈴木 睦昭（国立遺伝学研究所 知的財産室） 

0614D1515-4 米国の MTAに関する対応について 

   ○鈴木 睦昭（国立遺伝学研究所 知的財産室） 

0614D1515-5 デザイン産学連携の多様性を踏まえた契約の在り方に関する研究報告 

   ○加藤 幹（特許庁） 

 

6月 15日（金） 第 2日目 A会場（09：30～17：00） 

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   09：30～11：00 
0615A0930-1 趣旨説明 

   ○中武 貞文（鹿児島大学） 

0615A0930-2 地理学からみた産学連携 

   ○外枦保 大介（下関市立大学） 

0615A0930-3 経営戦略・技術経営からみた産学連携 

   ○西川 洋行（県立広島大学） 

0615A0930-4 社会学・心理学からみた産学連携 

   ○林 靖人（信州大学） 

0615A0930-5 信頼に基づく連携による価値創出の事例及び連携効果の実証研究の「方法論」の議論 

   ○川島 浩誉（東京工業大学） 

0615A0930-6 研究者からみた産学連携 

   ○林 里織（山口大学） 

 

 

 

 

 

 



0615A0930-7 討論 

   ○中武 貞文（鹿児島大学） 

   ○外枦保 大介（下関市立大学） 

   ○西川 洋行（県立広島大学） 

   ○林 靖人（信州大学） 

   ○川島 浩誉（東京工業大学） 

   ○林 里織（山口大学） 

 

人材育成 2   座長：鞘師 守    11：00～12：00 
0615A1100-1 富山大学が推進する地域産業人材育成事業の取組み紹介 

   ○山名 一男（富山大学） 

0615A1100-2 地域の産学官民連携を活用した環境人材育成方法 

  －いわて環境人材育成モデルの事例分析－ 

   〇中島 清隆（岩手大学） 

0615A1100-3 地域企業若手技術者向けイノベーション研修プログラム 

   ○山口 裕介、橋本 律男（広島大学 産学・地域連携センター） 

0615A1100-4 官学連携によるマネジメント人材の育成 

  ～ロジックモデルを用いたPDCAの実践的演習～ 

   ◯西村 康浩、武政志保（黒潮町） 

    岡村 健志（高知工科大学） 

    宮川 茂俊（黒潮町） 

    那須 清吾（高知工科大学） 

 

農林水産 2   座長：山名 一男   13：00～13：45 
0615A1300-1 地域スーパーとの連携による研究促進と販路開拓の事例紹介 

   ○稲井 大典（愛媛県水産研究センター） 

    竹ノ内 徳人（愛媛大学） 

    西川 智（愛媛県水産研究センター） 

    野田 松太郎（愛媛キャンパス情報サービス） 

0615A1300-2 日本海水産資源研究会～地域の未利用水産資源の活用に関するプロジェクト～ 

   ○清水 克彦（鳥取大学 産学・地域連携推進機構） 

0615A1300-3 「おらんくのカツオはうまいぜよ」中土佐漁師のお墨付き 

  ～中土佐町の明日をひらく産官学連携～ 

   ○中越 竜夫（財団法人中土佐町地域振興公社） 

    松本 泰典（高知工科大学 地域連携機構） 

 

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   13：45～14：45 
0615A1345-1 高知の課題解決に向けた高知大学の取り組み 

   吉用 武史、○沢村 正義（高知大学） 

0615A1345-2 土佐 FBCは弊社の礎に 

   ○高橋 誠（アグリネットワーク・れいほく株式会社） 

0615A1345-3 土佐 FBCコラボから生まれた‘ジンジャーショック’ 

   ○渡邊 智恵子（旭食品株式会社） 

0615A1345-4 銀座からみた高知県の食品加工 

   ○宮中 仁（株式会社サニーマート） 

0615A1345-5 土佐 FBCと高知県産業振興計画との連携 

   ○澤田 博睦（高知県） 

0615A1345-6 土佐 FBCの補助金終了後の継続 

   吉用 武史、○沢村 正義（高知大学） 

0615A1345-7 外部からのコメント 

   ○有田 敏彦（北見工業大学） 

 

 



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   15：00～17：00 
0615A1500-1 産学連携分野における研究について 

   ○荒磯 恒久（北海道大学 産学連携本部） 

0615A1500-2 産学連携学会誌採択論文の傾向に関する分析 

   ○林 聖子（財団法人日本立地センター）、川崎 一正（新潟大学） 

0615A1500-3 産学連携学会誌の投稿規定等改正のポイント 

   ○山口 佳和（千葉工業大学 社会システム科学部 経営情報科学科） 

0615A1500-4 研究の方法（大学産学連携センターの立場から） 

   ○川崎 一正（新潟大学） 

0615A1500-5 産学連携学分野における研究方法に関する一考察 

  (自然科学的なアプローチを例として)  

   ○山口 佳和（千葉工業大学 社会システム科学部 経営情報科学科） 

0615A1500-6 研究の方法：社会科学的研究分野 

   ○松尾 純廣（大分大学 経済学部） 

 

6月 15日（金） 第 2日目 B会場（09：30～16：45） 

地域連携 3   座長：永冨 太一   09：30～11：15 
0615B0930-1 高知大学と自治体の連携事業（概要） 

   吉用 武史、北添 英矩、○石塚 悟史、受田 浩之（高知大学） 

0615B0930-2 高知市総合調査の多面的活用～市の計画策定から公開講座、教材作成へ～ 

   ○吉用 武史１、北添 英矩１、石塚 悟史１、田村 智志２、 

    受田 浩之１ （高知大学国際・地域連携センター１、高知市総合政策課２） 

0615B0930-3 黒潮町との連携による日本カツオ学会の設立 

   ○吉用 武史１、北添 英矩１、石塚 悟史１、浜田 仁司２、受田 浩之１、 

    若林 良和３  

    （高知大学国際・地域連携センター１、黒潮町役場２、 愛媛大学南予 

     水産研究センター３） 

0615B0930-4 地域の競争力強化に向けた地方公共団体との連携について 

   ○嶋野 武志（長崎大学） 

0615B0930-5 三重における地域資源活用医薬品開発－規制当局による振興策－ 

   ○樋口 奈津子、中川 勝博、高村 康、増田 直樹 

    （三重県 健康福祉部 薬務感染症対策課） 

    竹川 智子（株式会社フラン） 

    後藤 芳一（大阪大学大学院 工学研究科） 

0615B0930-6 三重における地域資源活用医薬品開発－資源～商品、枠組の立案－ 

   ○後藤 芳一（大阪大学大学院 工学研究科） 

    竹川 智子（株式会社フラン） 

    樋口 奈津子、中川 勝博、高村 康、増田 直樹 

    （三重県 健康福祉部 薬務感染症対策課） 

0615B0930-7 三重における地域資源活用医薬品開発－資源と産業の混合による事業化の実践－ 

   ○竹川 智子（株式会社フラン） 

    後藤 芳一（大阪大学大学院 工学研究科） 

    樋口 奈津子、中川 勝博、高村 康、増田 直樹 

    （三重県 健康福祉部 薬務感染症対策課） 

 

農林水産 1   座長：佐藤 三郎   11：15～12：00 
0615B1115-1 碁石茶を巡る産学官連携の取り組み 

   ○森山 洋憲1、島村 智子2、柏木 丈拡2、石塚 悟史3、受田 浩之3、 

    邑田 修三4、大石 雅夫5、横田 淳子6、吉岡 三郎6、宮村 充彦6、 

    （高知県工業技術センター1、高知大学農学部2、高知大学国際・地域 

    連携センター3、高知県茶業試験場4、大豊町5、高知大学医学部附属病 

    院薬剤部6） 

 



0615B1115-2 産官連携による県産竹材を使用した自動車用ステアリングの開発 

   ○山下 実、鶴田 望、篠原 速都、南 典明（高知県工業技術センター） 

    伊藤 毅（中央西林業事務所） 

    溝渕 正明、前田 作拡、中西 良太、古見 知沙、金川 靖 

    （株式会社ミロクテクノウッド） 

    青野 俊（株式会社コスモ工房） 

    濱口 誠（有限会社トヨクニ） 

    長尾 和香（財団法人高知県産業振興センター） 

0615B1115-3 高知の酒は旨い！を支える 

   ○加藤 麗奈、上東 治彦（高知県工業技術センター） 

 

JST セッション   座長：石塚 悟史   13：00～14：30 
0615B1300-1 産学連携による震災復興への新たな取り組み（JST復興促進プログラム） 

   ○寺沢 計二（独立行政法人科学技術振興機構） 

0615B1300-2 初期段階の産学共同研究開発における成果の発展状況 

  －JST産学共同シーズイノベーション化事業追跡調査より－ 

   ○加藤 京子（独立行政法人科学技術振興機構） 

0615B1300-3 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）における金融機関等との連携強化への取 

  り組み 

   ○下田 修、増渕 忍（独立行政法人科学技術振興機構） 

0615B1300-4 大学の特許戦略について 

   ○菊地 博道（独立行政法人科学技術振興機構） 

0615B1300-5 大学等知財の活用加速化のための JST の取組について 

   ○天野 年崇（独立行政法人科学技術振興機構） 

0615B1300-6 地域大学の特許群への特許化支援事務所（中・四国）の取組み 

   ○吉田 勉、石橋 頼幸 

    （独立行政法人科学技術振興機構 特許化支援事務所 中・四国） 

 

医工連携   座長：大石 博海   14：30～15：15 
0615B1430-1 医療・健康福祉分野における産学連携の新しい展開 

   ○中村 守彦（島根大学 産学連携センター 地域医学共同研究部門） 

0615B1430-2 香川地域での医工連携による産学官連携活動  

  -かがわ健康関連製品開発地域構想- 

   ○永冨 太一、倉増 敬三郎、渡辺 利光 

    （香川大学 社会連携・知的財産センター） 

0615B1430-3 臨床ニーズのある医療機器が製品化されない現状を解決するしくみの構築 

  ―研究資金獲得から薬事を考慮した事業化への道程― 

   ○大屋 知子、赤川 英毅 

    （独立行政法人国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター 知的資産部） 

 

リエゾン   座長：中村 守彦   15：15～16：45 
0615B1515-1 地域医療に措けるコーデイネーターの役割 

   ○大石 博海（財団法人 長崎県産業振興財団） 

0615B1515-2 ソーシャルネットワークサービス（SNS）は産学連携を促進できるか 

   ○坂倉 孝雄（立命館大学） 

0615B1515-3 状況基盤アプローチに基づく新顧客の発見 第２報 

   ○大西 勇治（株式会社ゲートウェイ） 

0615B1515-4 JST 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)で必ず不採択になる提案書 

   ○鈴木 康之（信州大学 産学官連携推進本部 ＲＡ室） 

0615B1515-5 研究発信活動「徳島大学研究者との集い」の報告と考察（２）  

   ○大井 文香、兼平 重和、新居 勉、佐竹 弘（徳島大学） 

0615B1515-6 映像版教員シーズ集の試み 

   ○澤田 芳郎、李 濟民（小樽商科大学 ビジネス創造センター） 

 



6月 15日（金） 第 2日目 C会場（09：30～17：00） 

産学連携プロジェクト 1  座長：林 聖子    09：30～10：45 
0615C0930-1 高知大学による地域活性化に向けた総合的アプローチ 

   ○市川 昌広、松本 美香、石筒 覚、大崎 優、田中 壮太、佐藤 周之、 

    尾形 凡生、山本 由徳、森 牧人、飯國 芳明、加藤 元海、石川 慎悟、 

    西村 安代、浜田 和俊（高知大学） 

0615C0930-2 産学公民連携による理科・科学技術教育の展開(Ⅳ) 

  ～夏休みジュニア科学教室での産学公民連携による教育効果～ 

   ○崎山 智司、岡田 秀希、瀬島 吉裕、三浦 房紀（山口大学） 

0615C0930-3 東日本大震災復興への産学官連携団体の絆による支援活動の紹介 

   小川 薫、今井 潤、○清水 健司（岩手大学、INS（岩手ネットワークシステム）） 

0615C0930-4 ＩＴ通信を用いた遠隔地に向けた定期運動指導の試み 

   ○石田 健司、永野 靖典、谷 俊一 

    （高知大学 医学部附属病院 リハビリテーション部） 

0615C0930-5 高知県産食材を用いた新たな災害食の開発 

   ○佐藤 厚、廣内 智子、田中 守（高知県立大学 健康栄養学部 健康栄養学科） 

    古谷 拓郎、松浦 育男、平岡 幸浩、十川 由紀、町田 真之介 

    （井上石灰工業株式会社） 

 

産学連携プロジェクト 2  座長：木村 雅和   10：45～11：45 
0615C1045-1 産官学連携による省エネ型下水処理技術の開発研究 

   ○藤原 拓（高知大学） 

    仙頭 義寛（香南市長） 

    川内 敏博（高知県） 

    橋本 敏一（地方共同法人日本下水道事業団） 

    中町 和雄（前澤工業株式会社） 

0615C1045-2 産官学連携に繋ぐ官学連携の取り組み ～凍結濃縮装置の開発～ 

   ○松本 泰典（高知工科大学 地域連携機構） 

    森山 洋憲（高知県工業技術センター 食品開発課） 

0615C1045-3 産学連携コンソーシアムによる地域での新たな事業の創出 

   ◯岡村 健志（高知工科大学） 

    小松 一之（モデルヴィレッジ） 

    片岡 幸人（シティネット） 

    吉井 法宏（特定非営利活動法人こうち企業支援センター） 

    菊池 豊（高知工科大学） 

0615C1045-4 『減圧蒸留型抽出装置』の開発 

   ○村井 正徳、浜田 和秀、近森 麻矢（高知県工業技術センター） 

    山中 義也、山中 恭二、松岡 秀治（兼松エンジニアリング株式会社） 

 

知的財産 2   座長：倉増 敬三郎   13：00～13：45 
0615C1300-1 大学の知財出願戦略に関する一考察 

   ○上原 健一（筑波大学 産学リエゾン共同研究センター） 

    太田 司（筑波大学 産学連携本部研究推進部） 

0615C1300-2 大学と企業との共同出願特許に関する考察 

   ○金澤 良弘（日本大学） 

0615C1300-3 素材メーカー（川上・川中）に寄与する大学発新技術の移転スキーム 

   ○狩野 幹人、八神 寿徳、川北 忠、中村 修平（三重大学） 

    村上 泰（信州大学） 

 

知的財産 3   座長：荒磯 恒久   13：45～14：30 
0615C1345-1 鳥取大学における知的財産活用に関する分析 

   ○山岸 大輔（鳥取大学 産学・地域連携推進機構） 

    佐々木 茂雄（山梨大学） 

0615C1345-2 知的財産の利活用についての検討と権利化対応について 

   ○倉増 敬三郎、渡辺 利光（香川大学 社会連携・知的財産センター） 



0615C1345-3 山形大学における知財活用の考え方 

   小野 浩幸、○横島 重信、中山 貴夫、鈴木 洋一、宮野 亮 

   （山形大学 国際事業化研究センター） 

 

産学連携システム 1  座長：内島 典子   14：30～16：00 
0615C1430-1 大学発ベンチャーと製造業のかかわりにおける分野別特性 

   ○山本 佳世子（日刊工業新聞社） 

    亀山 秀雄（東京農工大学） 

0615C1430-2 わが国のナノテクノロジー研究拠点の整備 

   ○桑江 良昇（株式会社東芝 ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ&ｽﾄﾚｰｼﾞ社） 

    松川 文彦（TIA-nano事務局） 

0615C1430-3 大学連携型ビジネスインキュベーション施設の成果決定要因に関する研究 

   ○丹生 晃隆（島根大学 産学連携センター） 

0615C1430-4 産学連携方策研究－九州大学開物成務塾ＯＲ実践 

  －日本イノベーションを確立するための当該政策確立の下敷－３ 

   ○湯本 長伯（九州大学 産学連携センター） 

0615C1430-5 オープン・イノベーションの推進手法とＲ＆Ｄ効果検証 

   ○松本 毅（大阪ガス（株）オープン・イノベーション室） 

    小竹 暢隆（名古屋工業大学大学院 産業戦略工学専攻） 

0615C1430-6 オープン・イノベーションの仲介モデル構築と最適化検証 

   ○松本 毅（大阪ガス（株）オープン・イノベーション室） 

    小竹 暢隆（名古屋工業大学大学院 産業戦略工学専攻） 

 

産学連携システム 2  座長：上原 健一   16：00～17：00 
0615C1600-1 大阪大学「共同研究講座」－実践２９事例､意義と運営のポイント－ 

   ○後藤 芳一、奈良 敬、三浦 雅博、掛下 知行、馬場 章夫（大阪大学） 

0615C1600-2 大阪大学「共同研究講座」-マイクロ波化学の産業展開- 

   ○塚原 保徳、後藤 芳一、安田 誠、奈良 敬、馬場 章夫（大阪大学） 

0615C1600-3 大阪大学「共同研究講座」－Hitzバイオマス開発共同研究講座の産業展開－ 

   ○中澤 慶久（大阪大学/日立造船） 

    福崎 英一郎、馬場 健史、町村 尚、後藤 芳一（大阪大学） 

0615C1600-4 大阪大学『共同研究講座』―国内初！“高速道路学”のめぶき― 

   ○平川 恵士、橋爪 謙治（西日本高速道路株式会社） 

    吉田 幸信、奈良 敬（大阪大学大学院） 

 

6月 15日（金） 第 2日目 D会場（09：30～16：15） 

海外事例   座長：桑江 良昇   09：30～10：45 
0615D0930-1 インドにおける産学連携の現状とその分析 

   ○鬼頭 幸三、森下 浩明、中野 博子、高田 忠彦、澤 俊行 

    （広島大学 産学・地域連携センター） 

0615D0930-2 リスクマネジメントの標準化における社会的コンセンサスに関する考察 

   ◯越山 健彦、山口 佳和（千葉工業大学） 

0615D0930-3 海外における大学連携型ビジネスインキュベータ事例報告  

  ―スウェーデン、オランダ、イギリスとの比較分析から― 

   ○丹生 晃隆（島根大学 産学連携センター） 

0615D0930-4 海外における日本企業の産学連携 

   ○山崎 晃（千葉工業大学） 

0615D0930-5 織物産業のイタリア北部集積と米沢との比較考察 

   ○佐藤 春樹、小野 浩幸、高橋 幸司、柴田 孝、飯塚 博（山形大学） 

 

国際産学連携   座長：丹生 晃隆   10：45～12：00 
0615D1045-1 産学タスクチームによる BOPビジネス研究 

   ○池田 裕一（株式会社日本能率協会コンサルティング） 

    成田 浩史、馬渕 航（株式会社日本能率協会総合研究所） 



0615D1045-2 徳島大学の米国シリコンバレーにおける国際産学連携活動 

   ○嵯峨山 和美、兼平 重和、大井 文香、佐竹 弘 

    （徳島大学 産学官連携推進部） 

0615D1045-3 国際産学官連携によるベトナム･ハイフォン市の裾野産業育成 

   ○吉村 英俊（北九州市立大学） 

 

0615D1045-4 広島大学の人材育成を中心にした国際的な産学連携 

   ○クスタース・ハロルド、高田忠彦（広島大学 産学・地域連携センター） 

0615D1045-5 広島大学の中国における産学連携について 

   ○中野 博子、藤井 新子、高田 忠彦、澤 俊行 

    （広島大学 産学・地域連携センター） 

 

地域イノベーション  座長：松尾 純廣   13：00～14：15 
0615D1300-1 産学連携による地域イノベーション創出－１３ 

  （特許の出願件数の推移から見る地方の研究開発力の現状） 

   ○北村 寿宏、丹生 晃隆（島根大学） 

    伊藤 正実（群馬大学） 

    川崎 一正（新潟大学） 

    藤原 貴典（岡山大学） 

0615D1300-2 産学連携による地域イノベーション創出－１４ 

  ―実用化事例の類型化による大学と中小企業との連携に関する考察― 

   ○丹生 晃隆、北村寿宏（島根大学） 

    伊藤 正実（群馬大学） 

    川崎 一正（新潟大学） 

    藤原 貴典（岡山大学） 

0615D1300-3 産学連携による地域イノベーション創出－１５ 

  （実用化事例に基づき作成したケーススタディ教材と研修の効果） 

   ○川崎 一正（新潟大学） 

    北村 寿宏、丹生 晃隆（島根大学） 

    伊藤 正実（群馬大学） 

    藤原 貴典（岡山大学） 

0615D1300-4 産学連携による地域イノベーション創出－１６（地域イノベーションの現状と課題） 

   ○伊藤 正実（群馬大学） 

    川崎 一正（新潟大学） 

    北村 寿宏、丹生 晃隆（島根大学） 

    藤原 貴典（岡山大学） 

0615D1300-5 産学連携による地域イノベーション創出－１７ 

  （地域イノベーション創出の具体的な手順） 

   ○藤原 貴典（岡山大学） 

    北村 寿宏、丹生 晃隆（島根大学） 

    川崎 一正（新潟大学） 

    伊藤 正美（群馬大学） 

 

産学連携論 2   座長：河崎 昌之   14：15～15：30 
0615D1415-1 共同研究の類型化と実施体制改善に向けた分析 

   関 雄二、○木村 雅和（静岡大学 イノベーション共同研究センター） 

0615D1415-2 人口社会構築による産学連携の分析(1) 

   ○木村 雅和（静岡大学 イノベーション社会連携推進機構） 

0615D1415-3 産学連携に従事する企業研究者：1 企業の事例から 

   ○細野 光章、中山 保夫（文部科学省 科学技術政策研究所） 

0615D1415-4 国立大学法人の産学連携活動実績と地域の産業規模との相関 

   ○野田 誠一（岐阜大学 産官学融合本部） 

 

 

 



0615D1415-5 北見工業大学における産学官連携活動と広報の量的な対応の解析 

   ○鞘師 守、内島 典子 （北見工業大学 社会連携推進センター） 

    月山 嵩太（北見工業大学 工学部 バイオ環境化学科 マネジメント工学コー 

    ス、現：株式会社ジュリアンヌ） 

 

産学連携論 3   座長：野田 誠一   15：30～16：15 
0615D1530-1 地域の中規模大学を例とした若手教員の産学連携活動の支援とその手段 

   ○伊藤 慎一、小川 竜二郎、佐藤 陽介、森川 茂弘（秋田大学） 

0615D1530-2 ＪＳＴイノベーションプラザ・サテライト事業における地域科学技術投資に関する 

  考察 

   ○大塚 進、樽井功英（科学技術振興機構 産学官連携ネットワーク部） 

    大垣 博文（茨城県 産業政策課） 

0615D1530-3 〈一般書籍等〉からみる産学連携 

   ○河崎 昌之（和歌山大学 産学連携・研究支援センター） 

 

 

  



ポスターセッション 

P-01 マイクロ波抽出精製装置を活用した産学官農コンソーシアム 

  ○嵯峨山 和美、佐竹 弘（徳島大学 産学官連携推進部） 

P-02 国際水産・海洋総合研究センター開設に向けた函館市の産学官連携の取組 

  ○福田 覚（一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構） 

P-03 会員を増やして、産学連携の流れをより強くしよう －組織化委員会活動－ 

  産学連携学会 組織化委員会 

   伊藤 正実(群馬大学) 

  ○桑江 良昇（東芝） 

   佐伯 心高（九州工業大学） 

   松岡 浩仁（信州大学） 

   安田 耕平（キャンパスクリエイト） 

   山本 一枝（ウェザーコック） 

P-04 平成２３年度シンポジウム「オープンイノベーション」の評価 －アンケート分析結果－ 

  産学連携学会 平成２３年度シンポジウムワーキンググループ 

   伊藤 正実(群馬大学) 

   足立 和成（山形大学） 

   川崎 一正（新潟大学） 

  ○桑江 良昇（東芝） 

   湯本 長伯（九州大学） 

P-05 さが機能性・健康食品開発拠点 徐福フロンティアラボの進捗状況 

  ○下崎 光明（佐賀大学 産学・地域連携機構） 

   大久 保惇、久納弘幸（公益財団法人 佐賀県地域産業支援センター） 

   佐藤 三郎（佐賀大学 産学・地域連携機構） 

   柳田 晃良（学校法人永原学園 西九州大学） 

P-06 九州支部活動状況報告 九州地区CPD講習会 

  ○佐藤 三郎（佐賀大学） 

   中武 貞文（鹿児島大学） 

   湯本 長伯（九州大学） 

   菊地 晋一、佐伯 心高（九州工業大学） 

P-07 地域イノベーション創出の人材育成用教材の開発と創出のモデル化 

  ○北村 寿宏、丹生 晃隆（島根大学） 

   伊藤 正実（群馬大学） 

   川崎 一正（新潟大学） 

   藤原 貴典(岡山大学) 

P-08 広島大学の有体物提供の取り組み 

  ○クスタース ハロルド（広島大学 産学・地域連携センター） 

P-09 信州大学の産学官金連携の取り組みについて 

  ○赤﨑 寿樹、中澤 達夫、杉原 伸宏、松岡 浩仁、天野 良彦（信州大学） 

P-10 チームによるプロジェクト支援事例 ～人材育成から起業化へ～ 

  ○李 鎔璟※1、浜本 俊一※1、野利本 悠※1、殿岡 裕樹※1、藤本 昌平※2、森 健太郎※1、 

   中村 美紀子※1（山口大学 ※1大学研究推進機構、※2(旧)産学公連携･イノベーション推進 

   機構 知的財産部門） 

 

P-11 博士後期課程学生向けのキャリア形成に関する支援活動 

  ○李 鎔璟※1, ※3、濱田 純夫※2, ※3、大高 聰※3（山口大学 ※1大学研究推進機構、※2 理工学 

   研究科、※3 (旧)産学公連携･イノベーション推進機構 イノベーション人材育成支援室） 

P-12 地域ブランド戦略の構築における心理学研究の活用 

 －長野県大町市と信州大学の「地域ブランド共同研究」事例－ 

  ○林 靖人 （信州大学 産学官連携推進本部） 

P-13 東日本大震災における産学官連携への影響調査 ～産業支援の観点からの調査結果～ 

  ○小川 薫、佐藤 裕文、前川 雄二、千葉 広喜、対馬 正秋（岩手大学） 

   谷藤 邦基（（財）岩手経済研究所） 

 

 



P-14 学金連携システム研究会 ～2011年活動実績と今後～ 

  産学連携学会 学金連携システム研究会 

  小野 浩幸1、石塚 悟史2、伊藤 正実3、○内島 典子4、大塩 誠二5、加藤 博良1,6、 

  川﨑 一正7、川名 優孝8、北村 寿宏9、城野 理佳子10、鞘師 守4、塩川 真澄11、 

  白澤 司朗12、高澤 由美1、田口 幹13、丹治 惣兵衛14、野瀬 真治15,16、藤原 貴典15、 

  森川 茂弘17、矢島 治夫18、山村 正明10、渡辺 裕1,12 

  （山形大学1、高知大学2、群馬大学3、北見工業大学4、徳島大学5、米沢信用金庫6、新潟大学7、 

   東京海洋大学8、島根大学9、北海道大学10、芝浦工業大学11、荘内銀行12、電気通信大学13、 

   福島大学14、岡山大学15、トマト銀行16、秋田大学17、工学院大学18、宇都宮大学19） 

P-15 知財管理システム導入による知的財産管理体制の構築 

  ○石橋 由香、坂田 智昭、藤原 雄介、梅津 照彦、山口 陽子 

   （長崎大学 産学官連携戦略本部） 

P-16 J-GLOBAL本格版公開に向けて -産学連携を支援する情報活用- 

  ○ 所 健児（独立行政法人科学技術振興機構） 

P-17 高知県長岡郡大豊町における産官学＋民連携によるブルーベリープロジェクト事例 

  ○浜田 和俊、市川 昌広、吉用 武史、尾形 凡生（高知大学） 

P-18 高知県の基盤産業である第一次産業の活性化を目指した産学官連携プロジェクト 

  ○下方 晃博、秦 隆志、西内 悠祐、永原 順子、武内 秀樹、多田 佳織 

   （高知工業高等専門学校） 

   坂本 正興（株式会社 坂本技研） 

   成岡 章（高知春野農業協同組合） 

   弘瀬 裕一（株式会社 宝照水産） 

   河野 敏夫（高知県工業技術センター） 

P-19 「雨水貯留飲用水造水装置」実用化研究 

  ○安宅 正雄（紀和工業株式会社） 

P-20 産学連携における高品質夏播き小麦の栽培技術の確立に関する研究 

  ○矢野 晴道、石川 勝美、竹村 泰雄、森 牧人、安武 大輔（高知大学） 

 

 

 

 

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） 
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