
一般講演プログラム 

 
 

≪ ６月 20日(木) 第１日目 Ａ会場 10：00～14：15 ≫ 
 
 

地域連携１ 座 長：内島 典子  10：00～11：00  

 

0620A1000-1 被災地におけるスポーツ大会と大学の互助的連携 

   ～釜石はまゆりトライアスロン国際大会の復活に向けた支援～ 

 ○和田風人、金 美沙子、広田純一（岩手大学） 

 

0620A1000-2 いわてデザインネットワーク･ボランティアによる復興支援 

 田中 隆充、対馬 正秋（岩手大学） 

 多田 誠、高橋洋光、東矢恭明（岩手県立産業技術短期大学校） 

 竹村育貴（盛岡情報ビジネス専門学校） 

 佐々木英幸、茨島 明、堀田昌宏、高橋 亨、小野寺宗仲、 

 ○氏家 亨、八重樫幾世子、町田俊一（岩手県工業技術センター） 

 

0620A1000-3 技術で被災地の子供たちを応援「家族ロボット教室」 

 江口かおる（株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ） 

 ○冨手壮一（岩手県工業技術センター） 

 

0620A1000-4 石巻復興を目指したＩＴ-デザイン-ものづくり融合による新産業創生 

 ○松田圭悟、樋口健志、増原陽人、落合文吾、高橋幸司（山形大学東北創生研究所） 

 柳澤郷司（トリプルボトムライン）、長谷川琢也、武居秀和（ヤフー株式会社） 

 

地域連携２ 座 長：杉岡 秀紀  11：00～12：00  

 

0620A1100-1 地域振興に貢献する地域と大学との関係（第５報） 

   ～北見を例に：世界における地域と大学のポジション～ 

 ○内島典子、鞘師 守（北見工業大学 社会連携推進センター） 

 

0620A1100-2 産学連携による効果的な中小企業の海外進出支援に関する考察 

 ○歌丸和明、小野浩幸、兒玉直樹、高橋幸司、飯塚 博（山形大学） 

 

0620A1100-3 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 株式会社ニッコー・ネット） 

 

0620A1100-4 中小企業の持ち味を活かす連携で、地域の未来を創造する 

 ○菊田 哲（岩手県中小企業家同友会） 

 

 

 

 

 

 

 



 

ＪＳＴセッション 座 長：丹生 晃隆  13：00～14：15  

 

0620A1300-1 ＪＳＴが実施する復興促進プログラムについて 

 ○湯本禎永（独立行政法人科学技術振興機構 ＪＳＴ復興促進センター） 

 

0620A1300-2 ＪＳＴ復興促進センター盛岡事務所における産学連携活動について 

 ○箭野 謙（独立行政法人科学技術振興機構 ＪＳＴ復興促進センター 盛岡事務所） 

 

0620A1300-3 復興促進における産学連携の考察 

 ―ＪＳＴ復興促進センター盛岡事務所の活動を通じて― 

 ○貫洞義一（独立行政法人科学技術振興機構 ＪＳＴ復興促進センター 盛岡事務所） 

 

0620A1300-4 ＪＳＴ復興促進センター仙台事務所における産学連携活動について 

 ○櫻間宣行（独立行政法人科学技術振興機構 ＪＳＴ復興促進センター 仙台事務所） 

 

0620A1300-5 ＪＳＴ復興促進センター郡山事務所における産学連携活動について 

 ○堀尾拓也（独立行政法人科学技術振興機構 ＪＳＴ復興促進センター 郡山事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ ６月 20日(木) 第１日目 Ｂ会場 10：00～14：15 ≫ 
 

 

産学連携の分析１ 座長：林 聖子  10：00～11：00  

 

0620B1000-1 共同研究実績の推移から見る島根大学の産学連携の現状 

 ○北村寿宏（島根大学 産学連携センター） 

 

0620B1000-2 機関が取り組む共同研究から見える産学官連携（第１報） 

   ～北見工業大学における 15年間の共同研究データ解析～ 

 ○鞘師 守、内島典子（北見工業大学 社会連携推進センター） 

 

0620B1000-3 地方国立大学における共同研究実績の評価法 

 ○藤原貴典（岡山大学）、北村寿宏（島根大学）、川崎一正（新潟大学）、竹下哲史（長崎大学） 

 

0620B1000-4 産学連携マッチングイベント「新技術説明会」におけるマッチング状況の報告 

 ○酒井尚子、小林由紀子（独立行政法人科学技術振興機構） 

 

産学連携の分析２ 座 長：湯本 長伯  11：00～12：00  

 

0620B1100-1 人工社会構築による産学連携の分析(２) 

 ○木村雅和（静岡大学 イノベーション社会連携推進機構） 

 

0620B1100-2 産学官連携活動実績における国立大学法人の医学部を有する効果 

 ○野田誠一（岐阜大学 研究推進・社会連携機構） 

 

0620B1100-3 教員一人当たりの研究費に対する産学官連携活動の貢献 

 ○野田誠一（岐阜大学 研究推進・社会連携機構） 

 藤井 堅（野村證券株式会社 金融公共公益法人部） 

 

0620B1100-4 予稿集・会議録記事を用いた日本の産学官連携活動分析～大学編～ 

 ○伊藤 祥（独立行政法人科学技術振興機構 情報企画部） 

 

産学連携論 座 長：澤田 芳郎  13：00～14：15  

 

0620B1300-1 ＣＳＲ報告書に見られる日本企業の研究開発，産学連携に関する一考察 

 ○山口佳和（千葉工業大学 社会システム科学部） 

 

0620B1300-2 大学の知的資産マネジメントに関する試論 

 ○齋藤保男（東京工芸大学） 

 

0620B1300-3 産学連携･知的財産活動成果反映の新しい方向性検討としての「産学連携まちづくり研究」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―４ 

 ○湯本長伯（日本大学大学院） 

 

0620B1300-4 構造と機能から見た産学官連携の体系的把握 

 ○荒磯恒久（北海道大学 産学連携本部） 

 

0620B1300-5 欧米の体系と比較した我が国の産学官連携の特徴 

 ○荒磯恒久（北海道大学 産学連携本部） 

 



≪ ６月 20日(木) 第１日目 Ｃ会場 10：00～14：15 ≫ 
 

 

学金連携 座 長：川崎 一正  10：00～11：00  

 
0620C1000-1 地域金融機関との産学金連携推進 

 ○沖井文孝（広島大学 産学・地域連携センター） 

 

0620C1000-2 地域密着型金融と地域イノベーション 

 ○小野浩幸（山形大学） 

 

0620C1000-3 産学金連携における貸出技術に着目したモデルの考察 

 ○櫻井宏樹、小野浩幸、高橋幸司、兒玉直樹、飯塚 博（山形大学） 

 

0620C1000-4 いわて産学連携推進協議会（リエゾン-Ｉ）と参加金融機関の取組み 

 ○猪俣広志（株式会社岩手銀行 地域サポート部） 

 

大学における産学連携体制 座 長：荒磯 恒久 11：00～12：15  
 
0620C1100-1 大学の外部研究資金獲得に関するミクロ・ポテンシャル分析 

 ○田村元紀（電気通信大学） 

 

0620C1100-2 学内競争的資金による産学連携プロジェクト研究の活動支援 

 ○山名一男（富山大学） 

 

0620C1100-3 高知県における食品の臨床試験体制の構築 

 ○石塚悟史、飯山達雄、竹内啓晃、宮村充彦、北添英矩、受田浩之、執印太郎（高知大学） 

 

0620C1100-4 地域課題解決のための人材育成型シンクタンクの創出 

   ―信州大学「地域戦略センター」構想― 

 ○林 靖人（信州大学 産学官連携推進本部） 

 

0620C1100-5 大学及び学協会における利益相反相反マネジメント（組織としての利益相反を含む）の 

 現状に関する実証的研究 

 ○新谷由紀子、菊本 虔（筑波大学） 

 

大学における研究支援体制 座 長：野田 誠一  13：00～14：15  

 
0620C1300-1 地域の中規模大学における若手研究者の研究支援方法に関する考察 

 ○伊藤慎一、志賀信浩、佐藤陽介、森川茂弘（秋田大学） 

 

0620C1300-2 大学・地域・企業の連携におけるＵＲＡの役割 

 ○大宮康一、馬場大輔（岐阜大学 研究推進・社会連携機構） 

 

0620C1300-3 岐阜大学リサーチ・アドミニストレーターの配置 

   ―研究推進活動と役割について― 

 ○馬場大輔、大宮康一（岐阜大学 研究推進・社会連携機構） 

 

0620C1300-4 大型研究プロジェクトの構築事例 

   ～若手研究者をリーダーとした枠組みつくりからマネジメント支援まで～ 

 ○李 鎔璟２、浜本俊一１、櫻井俊秀１、田崎泰孝２、平井信義３、二階堂正隆３、礒部靖博３ 

 （山口大学 大学研究推進機構 １産学公連携センター、２知的財産センター、３ＵＲＡ室） 

 

0620C1300-5 研究支援に対する教員意識調査 ―地域中規模大学の現状（秋田大学）― 

 ○佐藤陽介、伊藤慎一、志賀信浩、森川茂弘（秋田大学） 



≪ ６月 20日(木) 第１日目 Ｄ会場 10：00～14：15 ≫ 
 

 

共同研究事例１ 座 長：伊藤 正実 10：00～11：00  

 

0620D1000-1 撹拌技術による結晶品質の制御の基礎的研究に関する産学連携事例 

 ○佐藤 誠、金森久幸、加藤好一（佐竹化学機械工業株式会社） 

 土岐規仁、横田政晶、清水健司（岩手大学） 

 

0620D1000-2 医薬品製造プロセスへの応用を目指した結晶多形制御に関する産学連携事例 

 ○佐藤弘康（大鵬薬品工業株式会社）、土岐規仁、小川 薫、横田政晶、清水健司（岩手大学） 

 

0620D1000-3 半導体製造装置開発に関する産学連携の事例 

 ○千葉貴司、加藤 寿、牛窪繁博（東京エレクトロン東北株式会社） 

 横田政晶、土岐規仁、清水健司（岩手大学） 

 

0620D1000-4 電子デバイスへの応用を目指した機能性ナノ結晶の開発に関する産学連携事例 

 ○田口好弘（アルプス電気株式会社） 

 土岐規仁、小川 薫、横田政晶、清水健司（岩手大学） 

 

共同研究事例２ 座 長：清水 健司 11：00～12：00  

 

0620D1100-1 放射性セシウムを吸収しない作物や野菜の研究・開発 

   ―島根大学研究者による震災復興の取り組み― 

 ○丹生晃隆、秋廣高志（島根大学） 

 

0620D1100-2 ＣＯ２を削減するために 

 ○山室博巳（サトーグリーンエンジニアリング株式会社） 

 

0620D1100-3 産学交流で環境貢献をめざすイルカカレッジの取り組みについて 

 ○朝山規子（株式会社イルカカレッジ） 

 

0620D1100-4 地場中小企業と大学との連携による製品開発事例 

 阿部光成（齋藤マシン工業株式会社）、○高橋幸司（山形大学） 

 

産学連携施策 座 長：小野 浩幸 13：00～14：15  

 

0620D1300-1 産学連携企業の特徴に関する分析 

 ○野澤一博（文部科学省 科学技術政策研究所） 

 

0620D1300-2 産学連携機能の総合的評価に関する調査報告 

 ○山本晋也（経済産業省） 

 

0620D1300-3 公設試の現状と求められる機能変化 

 ○林 聖子（一般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） 

 

0620D1300-4 産学連携における小額ファンドの意義と効用 

 ○菊地博道（独立行政法人科学技術振興機構） 

 

0620D1300-5 農林水産・食品産業分野における産学連携支援事業について 

 ○内藤晋介（農林水産省） 



≪ ６月 21日(金) 第２日目 Ａ会場  9：00～16：00 ≫ 
 

 

地域連携３ 座 長：山名 一男 9：00～10：30   

 
0621A0900-1 自治体職員を共同研究員として受け入れて実施する産学連携活動 

 ○小野寺純治、小野育成、中軽米広和、藤原禎久、薄衣孝史、峰 正樹、山崎森敬、小川 薫 

 今井 潤、佐藤暢子、佐藤利雄（岩手大学 地域連携推進センター） 

 

0621A0900-2 産学官連携活動手法としての車座研究会の試み 

 ○小野寺純治、小野育成、中軽米広和、藤原禎久、薄衣孝史、峰 正樹、山崎森敬 

 （岩手大学 地域連携推進センター） 

 

0621A0900-3 自治体派遣共同研究員の活動報告 

 ○藤原禎久（盛岡市）、今井 潤（岩手大学 地域連携推進センター） 

 

0621A0900-4 農業分野における産学官連携の取り組みについて 

   ～ＩＮＳ土づくり研究会の活動～ 

 ○宮下慶一郎（岩手生物工学研究センター）、小島 進（八百よろず屋ちいさな野菜畑） 

 小川 薫（岩手大学 地域連携推進センター） 

 

0621A0900-5 岩手県リン資源地産地消研究会による地域内産学連携 

 ○菅原龍江、阿部貴志、佐々木昭仁（岩手県工業技術センター） 

 佐藤佳之（岩手県 県土整備部） 

 

0621A0900-6 産学官交流事業への参加者について 

 ○河崎昌之（和歌山大学） 

 

地域連携４ 座 長：河崎 昌之 10：45～12：00  

 

0621A1045-1 郡上における民官学連携による地域ブランド発酵食品開発 

   ―地域固有菌による発酵食品開発をめざして― 

 中川智行、○山田 滋、江川誠二１、小島正文、石川浩二（岐阜大学） 

 水野正文（郡上市）、日置直哉（ＫＴＰ）、川嶋成樹（ＧＭＰ）  1郡上市派遣地域イノベ―タ― 

 

0621A1045-2 生鮮魚介類のブランド化の取り組みの進捗と地域間連携の提案 

 ○中越竜夫（株式会社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） 

 

0621A1045-3 地域再生人材育成事業「土佐 FBC」の自立継続に向けた取り組み 

 ○吉用武史１、石塚悟史１、北添英矩１、吉金 優２、浜口忠信２、樋口慶郎２ 

 沢村正義２、受田浩之１ 

 （１高知大学 国際･地域連携センター、２高知大学 土佐 FBC人材創出） 

 

0621A1045-4 農研機構東北農業研究センターの産学官連携の取組 

   ～直播向き水稲品種『萌えみのり』の鉄コーティング直播栽培を例として～ 

 ○池田堅太郎、白土宏之、佐藤百合香、高梨祐明、田中忠一（東北農業研究センター） 

 

0621A1045-5 イサダを原料とした機能性食品素材開発に関する取り組み 

 山田秀俊、○矢野 明（岩手生物工学研究センター）、上田智広（岩手県水産技術センター） 

 木村賢一（岩手大学）、弘瀬雅教、佐藤 衛、森野禎浩（岩手医科大学） 

 藤原三十郎（マリンテック釜石） 

 倉澤真弓（株式会社川秀）、高森吉守、黒住誠司、福田 稔（株式会社甲陽ケミカル） 



 

大学における広義な意味での知財管理 座 長：稲岡 美恵子 13：00～13：30   

 

0621A1300-1 研究マテリアルや遺伝資源に関する大学での取り扱いに関する課題解決対応 

 ○鈴木睦昭（国立遺伝学研究所） 

 

0621A1300-2 産学連携に基づいた大学ブランド商品に関する取組み 

 ○八神寿徳、狩野幹人（三重大学） 

 

大学特許の管理 座 長：鞘師 守 13：30～14：15  

 

0621A1330-1 大学の知財出願戦略に関する一考察（その２） 

 ○上原健一１、太田 司２（筑波大学産学リエゾン共同研究センター１、産学連携本部２） 

 

0621A1330-2 大学の特許出願等に関する一考察 

 ○菊地博道（独立行政法人科学技術振興機構） 

 

0621A1330-3 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 

   ―予約承継についての一考察― 

 ○稲岡美恵子（京都工芸繊維大学） 

 

大学知財の活用 座 長：菊地 博道 14：30～15：15  

 

0621A1430-1 知財活用に向けた学内連携と波及効果 

 ○山岸大輔、加藤 優、清水克彦、三須幸一郎、南 三郎（鳥取大学） 

 

0621A1430-2 環境対応型新技術に基づく素材メーカー群との連携 

   ―確かな技術移転に向けたＮＤＡの活用― 

 ○狩野幹人、八神寿徳、中村修平（三重大学）、村上 泰（信州大学） 

 

0621A1430-3 「レアメタル（バナジウム、モリブデン、タングステン）の回収技術」を取り巻く動向に 

  ついて(２) ～技術移転・共同研究へのアプローチ～ 

 ○大井文香、薮谷智規（徳島大学） 

 

大学知財の分析 座 長：上原 健一 15：15～16：00  

 

0621A1515-1 産学共同発明特許と関連の企業単独発明特許の分析 

 ○細野光章、中山保夫（文部科学省 科学技術政策研究所） 

 

0621A1515-2 大学等の特許･技術データベース「J-STORE」の実績と課題 

 ○西田容子、中川正広（独立行政法人科学技術振興機構 知的財産戦略センター） 

 

0621A1515-3 ライセンス成功課題における技術移転活動の特徴について 

 ○浅野英之（独立行政法人科学技術振興機構 知的財産戦略センター） 

 

 

 
 
 
 
 
 



≪ ６月 21日(金) 第２日目 Ｂ会場  9：00～16：30 ≫ 
 

 

人材育成１ 座 長：佐藤 三郎 9：00～10：00   

 

0621B0900-1 ものづくり実践教育を通した製品開発の取組事例 

 ○三須幸一郎、山岸大輔、長島正明、加藤 優（鳥取大学 産学･地域連携推進機構） 

 三浦政司（鳥取大学 工学部ものづくり教育実践センター） 

 

0621B0900-2 一関高専電気情報工学科での産学 COOP教育による商品企画実習 

 ○郷 冨夫、亀卦川尚子、和田史明（一関工業高等専門学校） 

 高橋 優（ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社一関工場） 

 

0621B0900-3 理工系学生のための知的財産教育講座の在り方 

 ○吉田悦子１、青木大也１、尾崎淳史１、錦織憲治１、伊藤正実２、青江秀史１ 

 （１大阪大学知的財産センター、２群馬大学産学連携･共同研究イノベーションセンター） 

 

0621B0900-4 共通教育での知財教育の全学必修化による効果 

 ○木村友久、李 鎔璟、高橋正勝、阿濱志保里 

 （山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター） 

 

人材育成２ 座 長：崎山 智司 10：00～11：00  

 

0621B1000-1 宇都宮大学での「ポストドクター･キャリア開発事業」の実施 

 ○桑江良昇、井本英夫（宇都宮大学） 

 

0621B1000-2 関門地域の大学の起業教育の現状と展望 

 ○吉村英俊（北九州市立大学） 

 

0621B1000-3 中小企業に対する新卒採用支援事業の実践 

 ○福重八恵（阪南大学） 

 

0621B1000-4 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（その２） 

 ○佐藤三郎、内山修一、松前あかね、後藤巌寛、土井浩多朗、野口卓朗 

 （佐賀大学 産学･地域連携機構） 

 石川洋平（有明工業高等専門学校）、横尾敏史（NPO法人鳳雛塾） 

 

人材育成３ 座 長：李 鎔璟 11：15～12：00  

 

0621B1115-1 実践的な高大産連携への取り組み 

 ○中村守彦（島根大学 産学連携センター） 

 

0621B1115-2 産学官民連携による米子ものづくり道場の地域教育活動の軌跡 

 ○田中俊行、中本幸子、長島正明、土井康作、菅原一孔（鳥取大学） 

 

0621B1115-3 産学公民連携による理科･科学技術教育の展開（Ｖ） 

   ～科楽奇兵隊事業が参加大学生に及ぼす教育的効果～ 

 ○崎山智司、岡田秀希、瀬島吉裕、三浦房紀（山口大学） 

 

 



学生が関わる地域連携プロジェクト 座 長：小野寺 純治 13：00～14：00  

 

0621B1300-1 新ビジネスモデル構築への学生の参画 

 ○和田 肇（鳥取大学 産学･地域連携推進機構） 

 大﨑理乃（鳥取大学 工学部ものづくり教育実践センター） 

 小谷幹雄（有限会社コタニ） 

 

0621B1300-2 産学連携による淡路島最大養鶏場のアンモニア消臭とリサイクル 

 ○井上尚之（神戸山手大学） 

 

0621B1300-3 学生参加型研究による地域課題解決への取り組み 

 ○今井 潤、小川 薫、藤原禎久１、薄衣孝史２、峰 正樹、中軽米広和、小野育成 

 山崎森敬、小野寺純治（岩手大学、１盛岡市、２花巻市） 

 

0621B1300-4 美術･工芸専攻学生の協力による新規事業創出事例の報告 

 ○松前あかね（佐賀大学 産学･地域連携機構） 

 

人材育成４ 座 長：藤原 貴典 14：15～15：30  

 

0621B1415-1 産学官民連携を活用した大学の環境人材育成による地域貢献の成果と課題 

 ○中島清隆（岩手大学） 

 

0621B1415-2 ビジネスモデル CANVASによるソーシャルコンテンツの共創―知の工房― 

 ○松前あかね（佐賀大学 産学･地域連携機構）、Karl Burrow（Karllestone Capital） 

 

0621B1415-3 地域企業との様々な連携における支援強化への取り組みについて 

 ○山口裕介、橋本律男（広島大学 産学･地域連携センター） 

 

0621B1415-4 一関高専における次世代自動車産業振興に関する人材育成事業の取組み 

 ○佐藤清忠１、郷 冨夫１、二階堂 満１、福村卓也１、秋田敏宏１、澤瀬 薫１、佐藤哲郎１ 

 佐藤正由２、飯坂順一１、菊地重人１（１一関工業高等専門学校、２いわて産業振興センター） 

 

0621B1415-5 新潟同友会大学講座の取り組み（中小企業家同友会と大学との連携構築事例） 

 ○川崎一正（新潟大学） 

 

人材育成５ 座 長：北村 寿宏  15：30～16：30  

 

0621B1530-1 新聞記事を用いた産学官連携コーディネーターの活動分析 

 ○二宮隆次、小野浩幸、高橋幸司（山形大学） 

 

0621B1530-2 経済界と連携した「地域公共人材」の育成～「グローカル人材」の育成に向けて～ 

 ○杉岡秀紀（京都府立大学） 

 

0621B1530-3 イノベーションマネージャー育成プログラムの構成 

 ○荒磯恒久（北海道大学 産学連携本部） 

 

0621B1530-4 国際ネットワークを利用したイノベーションマネージャー育成の試み 

 ○荒磯恒久（北海道大学 産学連携本部） 

 

 

 



≪ ６月 21日(金) 第２日目 Ｃ会場  9：00～16：15 ≫ 
 

 

コーディネート手法１ 座 長：大石 博海  9：00～9：45  

 

0621C0900-1 状況基盤アプローチに基づく新顧客の発見 第３報 

 ○大西勇治（株式会社イノベーション･スプラウト） 

 

0621C0900-2 大学のリソースを活用した企業の直面する課題解決 ―質問応答機構開発の事例― 

 ○永井明彦、伊藤孝行（名古屋工業大学 大学院） 

 

0621C0900-3 前橋市の企業の「雇用創出」と「前橋工科大生の就職環境作り」を目的とした 

 産学官連携の新しい試み 

 善野修平、林 昌平、○下田祐紀夫（前橋工科大学 地域連携推進センター） 

 

コーディネート手法２ 座 長：石塚 悟史  9：45～10：45    

 

0621C0945-1 開発型中小企業の成長性評価システム 

 ○間野純一（mano（研究開発＆産学連携支援）技術士事務所） 

 市原 勲（ビーアンドイーモデル研究所） 

 

0621C0945-2 群馬大学での新たな学金連携モデルの構築 

 ○伊藤正実（群馬大学） 

 

0621C0945-3 ベンチャー･キャピタルと連携した技術移転活動 

 ○藤原雄介（長崎大学 産学官連携戦略本部） 

 

0621C0945-4 異分野異文化間のコミュニケーションの取り方に関する考察 

 山本真裕、○山本一枝（株式会社ウェザーコック） 

 

コーディネータの役割 座 長：今井 潤  11：00～12：00  

 

0621C1100-1 産学官連携コーディネーターの取り組み事例 

 ○大石博海（NPO法人北関東バイオフォーラム） 

 

0621C1100-2 地域間連携に貢献する JST コーディネータ･ネットワーク 

   ―その現状と人的連携の本質的要因― 

 ○佐藤 暢（高知工科大学）、鈴木康之（静岡大学 大学院）、堤 一彦（徳島文理大学） 

 貫洞義一（独立行政法人科学技術振興機構 JST復興促進センター盛岡事務所） 

 細川隆弘（高知工科大学） 

 

0621C1100-3 自動車関連企業と総合大学の連携活動のレベルアップへの取り組み 

 ○荒井康平、橋本律男（広島大学 産学･地域連携センター） 

 

0621C1100-4 産学連携の変容とコーディネータの機能分化 

 ○澤田芳郎（小樽商科大学 ビジネス創造センター） 

 

 

 

 

 



 

学術委員会チュートリアルセッション 

産学連携分野の研究と論文作成の視点  座長：荒磯 恒久  13：00～14：30   

 

 

0621C1300-1 趣旨説明と様々な視点 

 ○山口佳和（千葉工業大学） 

0621C1300-2 ケース概要紹介 

 ○伊藤正実（群馬大学） 

0621C1300-3 特許等定量分析の視点 

 ○川崎一正（新潟大学） 

0621C1300-4 多角化戦略、ＰＰＭ理論などを用いた経営学的視点 

 ○松尾純廣（大分大学） 

0621C1300-5 ファイナンス、政府系補助金、地公体補助金の資金面からの視点 

 ○小野浩幸（山形大学） 

0621C1300-6 公設試の支援と中小企業の人材育成の視点 

 ○林 聖子（日本立地センター） 

0621C1300-7 ケースから論文作成にあたっての産学連携の構造と留意点 

 ○荒磯恒久（北海道大学） 

0621C1300-8 フロアーとのディスカッション 

 モデレーター：荒磯恒久 

 

オーガナイズドセッション 

『RISTEX』プロジェクトに見る産学連携の展開の『ヒント』 

座長：中武 貞文  14：45～16：15   

 

0621C1445-1 趣旨説明 

 ○中武貞文（鹿児島大学） 

0621C1445-2 「政策のための科学」拠点整備事業と RISTEX プロジェクト「地域科学技術政策を支援する事例ベ

ース推論システムの開発」について 

 ○永田晃也（九州大学） 

0621C1445-3 『STIに向けた政策プロセスへの関心層別関与フレーム設計（PESTI）』 

 ○前波晴彦（鳥取大学） 

0621C1445-4 『イノベーション政策に資する公共財としての水資源保全とエネルギー利用に関する研究』 

 ○林 靖人（信州大学） 

0621C1445-5 『市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発』 

 ○平川秀幸（大阪大学） 

0621C1445-6 討論 

 ○中武貞文（鹿児島大学） 

 ○永田晃也（九州大学） 

 ○前波晴彦（鳥取大学） 

 ○林 靖人（信州大学） 

 ○平川秀幸（大阪大学） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



≪ ６月 21日(金) 第２日目 Ｄ会場  9：00～16：30 ≫ 
 

 

産学連携システム 座 長：山口 佳和  9：00～10：15    

 

0621D0900-1 提携コンサルタントの活用によるビジネス相談の拡充 ～ＣＢＣビジネスサポート～ 

 李 濟民、○澤田芳郎、○北川泰治郎（小樽商科大学 ビジネス創造センター） 

 

0621D0900-2 中国地域産学官連携コンソーシアム「さんさんコンソ」の活動紹介と自立化について 

 ○清水克彦１、渡邊 裕２、大原晃洋２、遠藤 隆２、秋田直宏２、今井俊夫２、菅原一孔１ 

 三須幸一郎１、加藤 優１ 

 （１鳥取大学 産学･地域連携推進機構、２岡山大学 研究推進産学官連携機構） 

 

0621D0900-3 大阪大学が目指す産学連携の第３ステージへ 

   ―共同研究講座制度発足から８年目を迎えて― 

 ○奈良 敬（大阪大学 工学研究科）、馬場章夫（大阪大学 産学連携本部） 

 

0621D0900-4 大阪大学「産学連携制度」事例 

   ―共同研究講座から Hitz（バイオ）協働研究所への発展展開― 

 ○中澤慶久（大阪大学／日立造船）、奈良 敬、後藤芳一（大阪大学） 

 

0621D0900-5 国立高等専門学校の産学官連携活動 

 ○近藤 孝（国立高等専門学校機構） 

 

国際産学連携 座 長：木村 雅和  10：30～11：15  

 

0621D1030-1 産学連携の日中比較 

 ○近藤正幸（横浜国立大学 大学院） 

 

0621D1030-2 インドにおける産学連携の現状とその分析（第２報） 

 ○鬼頭幸三、高田忠彦、中野博子、藤井新子、澤 俊行（広島大学 産学･地域連携センター） 

 

0621D1030-3 学術交流協定大学とのネットワークを利用した地元中小企業の海外進出支援 

   ―「ODAを活用した中小企業等の海外展開支援に係る委託事業」を事例として― 

 ○清水谷 卓（山口大学） 

 

オーガナイズドセッション 

「ＴＲ研究会」産学連携とトランスレーショナルリサーチ 

座 長：石埜正穂 11：15～12：00   

 

0621D1115-1 医療系シーズの産学連携とトランスレーショナルリサーチについて 

 ○石埜正穂（札幌医科大学 附属産学･地域連携センター） 

 

0621D1115-2 トランスレーショナルリサーチ推進に向けて 

   医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）の取組み 

 ○飯田香緒里（東京医科歯科大学 研究･産学連携推進機構） 

 

0621D1115-3 産業界の付加価値創造に地方大学医学部の持つ潜在ポテンシャルを顕在化させる取組み 

 ○西村訓弘（三重大学大学院 医学系研究科） 

 

 



 

事業化事例１ 座 長：能見 利彦  13：00～13：45  

 

0621D1300-1 産学官連携による新分野への挑戦 ～スラリーアイス製造装置の開発～ 

 ○北村和之１、松本泰典２、岩川三和１、渡邊政和１ 

 （１株式会社泉井鐵工所、２高知工科大学 地域連携機構） 

 

0621D1300-2 破壊的イノベーションの事業化に挑戦したハイテクベンチャーの研究 

   ―産学連携によるボールセミの球状半導体事業― 

 ○三宅賢治、松浦良行、上西 研（山口大学） 

 

0621D1300-3 ミニマルファブ･ノベーション戦略に関するアンケート分析 

   ―産学官連携国家プロジェクト事例― 

 ○三宅賢治（山口大学）、原 史朗（産業技術総合研究所）、松浦良行（山口大学） 

 上西 研（山口大学） 

 

事業化事例２ 座 長：山本 一枝  13：45～14：30  

 

0621D1345-1 大学をユーザーとする中小企業の産学連携モデル 

 ○能見利彦（経済産業省） 

 

0621D1345-2 成長型レンタルホームページ「ステップアップ」の企業連携による展開 

   ―九州大学大学院・開物成務塾の実践― 

 ○古川淳一、宮崎惠津子（有限会社ニッコー･ネット） 

 

0621D1345-3 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経過報告 

   ―九州大学大学院・開物成務塾の実践― 

 ○小橋洋治（株式会社ミルテックジャパン） 

 

医工連携 座 長：中村 守彦  14：45～15：45  

 

0621D1445-1 地域ものづくり企業との試作を通じた継続的な産学連携体制の構築に向けて 

   ～医療現場のアイディア試作を例として～ 

 ○志賀信浩、伊藤慎一、佐藤陽介、森川茂弘（秋田大学） 

 

0621D1445-2 みえライフイノベーションの推進 

   ―三重における地域資源活用医薬品開発（第二報）― 

 ○樋口奈津子、高村 康、増田直樹（三重県 健康福祉部） 

 竹川智子（株式会社フラン）、後藤芳一（東京大学大学院） 

 

0621D1445-3 みえライフイノベーションの推進 

   ―医療・福祉機器等の開発促進事業― 

 ○髙森仁奈、川合秀弘、高村 康、増田直樹（三重県 健康福祉部） 

 加藤貴也、西村訓弘（三重大学） 

 

0621D1445-4 みえライフイノベーションの推進 

   ―総合特区の活用による振興施策― 

 ○樋口奈津子、髙森仁奈、中瀨健太、川合秀弘、渡邉隆弘、高村 康 

 増田直樹（三重県 健康福祉部） 

 
 
 



事業化事例３ 座 長：桑江 良昇  15：45～16：30  

 

0621D1545-1 アミノ酸結晶の製造に関する産学連携事例 

 ○亀井利道（味の素株式会社）、横田政晶、清水健司、土岐規仁（岩手大学） 

 

0621D1545-2 いわて発コバルト合金プロジェクトにおける産学官連携と成果事例 

 藤枝賢之助、○鈴木淳一（公益財団法人いわて産業振興センター） 

 千葉晶彦（東北大学）、岩渕 明（岩手大学） 

 

0621D1545-3 グリチルリチン酸モノアンモニウムの高純度化に関する産学連携事例 

 兼永洋希（丸善製薬株式会社） 

 小川 薫、濱渡隆志、土岐規仁、横田政晶、○清水健司（岩手大学） 

  



ポスターセッション 

 

≪ 展 示 : ６月 20日(木) 第１日目 11：00～17：50 
６月 21 日(金) 第２日目  9：00～16：00 ≫ 
【 コアタイム 12：00～13：00 】 

※ポスター会場に軽食とソフトドリンクを用意致しますのでご利用下さい 
 

Ｐ-01 産学連携型プロジェクトにおける特許を用いた新規プロジェクト評価法の開発 

 ○児玉耕太（北海道大学）、榎本健悟（株式会社パテント･リザルト）、荒磯恒久（北海道大学） 

 

Ｐ-02 「国民ニーズ」と「専門家ニーズ」を包含した政策メニュー提言プロセスの検討 

 ○前波晴彦（鳥取大学）、加納 圭（滋賀大学、京都大学）、水町衣里、工藤 充（京都大学） 

 

Ｐ-03 中小企業向け産学官連携支援制度にみる共同申請ネットワーク構造 

 ○前波晴彦（鳥取大学） 

 

Ｐ-04 山口大学における知財教育の取組み体制 

 ○李 鎔璟、木村友久、高橋正勝、阿濱志保里（山口大学 大学研究推進機構） 

 

Ｐ-05 ＩＮＳグリーン水素研究会活動の紹介 

 ○山口 明、丸山維織（岩手大学） 

 

Ｐ-06 マグロ血合い肉の商品化への取組み―産学官連携における公設試の役割― 

 ○河野勇人（岡山県工業技術センター） 

 矢吹一郎、小倉正之（新連携岡山中央卸売市場ネット合同会社） 

 佐藤芳範、谷口哲夫、宮崎隆雄（岡山県中小企業団体中央会） 

 

Ｐ-07 産学官連携による水産加工残渣（イカゴロ）の飼料化技術の研究開発 

 ○福田 覚（一般財団法人函館国際水産･海洋都市推進機構） 

 関 秀司（北海道大学大学院）、川辺雅生（環境創研株式会社） 

 

Ｐ-08 集合知によるビジネスモデル･イノベーションの共創―国籍･職業･年齢の多様性― 

 ○松前あかね（佐賀大学 産学･地域連携機構）、Karl Burrow（Karllestone Capital） 

 

Ｐ-09 産学連携を契機とした地域発全国規模産業クラスター形成事例の紹介 

 ○松前あかね（佐賀大学 産学･地域連携機構） 

 

Ｐ-10 文理融合プロジェクトの創出～公共財としての水資源保全とエネルギー利用について～ 

 ○赤﨑寿樹、林 靖人（信州大学 産学官連携推進本部） 

 

Ｐ-11 高知県立大学における産官学連携 

 ○渡邊浩幸、島田郁子（高知県立大学 健康栄養学部） 

 岡﨑康展、岡田 英、荻沼一男（高知県立大学 地域教育研究センター） 

 

Ｐ-12 佐大／広大パテントポートフォリオマネジメントモデルの概要 

 ○佐藤三郎、末安亜矢子、大渡啓介、末次憲一郎１ 

 （佐賀大学 産学･地域連携機構、１広島大学 産学･地域連携センター） 

  



 

Ｐ-13 福井大学ＵＲＡオフィスの特徴 

 ○原田 隆（福井大学 ＵＲＡオフィス） 

 

Ｐ-14 ナノテクノロジープラットフォーム事業について～先端機器の利用機会を提供～ 

 東 陽介、○戸田秀夫、松山 豊、北村佐津木、坂本哲雄（独立行政法人科学技術振興機構） 

 

Ｐ-15 熊本大学における出願特許の活用実績解析 

 ○堤 暁子、緒方智成、原 正（熊本大学 イノベーション推進機構） 

 

Ｐ-16 ＩＮＳいわて金型研究会の取り組みについて 

 ○清水友治、峰 正樹（岩手大学） 

 

Ｐ-17 盛岡地方の原木シイタケの安全出荷に向けた取り組み 

 ○齊藤博之、齊藤達大（株式会社サイエンススタッフ） 

 立花 正（盛岡地方しいたけ生産振興協議会） 

 

Ｐ-18 いわてものづくり･ソフトウェア融合テクノロジーセンター（i-MOS）を活用した産学連携 

 ○上野山英克、岸本輝昭、曽我正和、瀧澤信一、上関多鶴子、澤本 潤（岩手県立大学） 

 千葉真樹（岩手県 商工労働観光部） 

 

Ｐ-19 産官学連携による東日本大震災の復興支援 

  ―三陸地域資源を活用した機能性素材･食品の開発― 

 ○戸谷一英 1，2、古関健一２、渡邊 崇 1，2、長田光正１、中川裕子１、二階堂 満１ 

 （一関工業高等専門学校 １物質化学工学科、２地域復興支援センター） 

 

Ｐ-20 三陸の“海洋エネルギー資源”を生かした復興の実現 

 ○鈴木茂寿、米内靖士（岩手県 商工労働観光部） 

 

Ｐ-21 国際リニアコライダー計画と東日本大震災からの復興 

 ○細越健志（岩手県 政策地域部） 

 

Ｐ-22 閉鎖型高設栽培システムと小型バイオマス加温機の開発による復興イチゴの支援 

   ～リエゾン－Ｉ研究開発事業化育成資金を活用した企業ニーズと研究シーズのマッチング～ 

 ○佐々木裕二、山田 修、藤尾拓也（岩手県農業研究センター） 

 水戸谷 剛（東日本機電開発株式会社）、石村眞一（石村工業株式会社） 

 

Ｐ-23 企業活動のみえる化で進める食産業振興 

 ○竹花光弘、本城淳子、横澤嘉宗、加藤一幸（岩手県県南広域振興局） 

 

Ｐ-24 次世代ものづくり基盤技術開発･人材育成拠点の形成に向けた岩手大学の取組 

 佐藤利雄、○佐藤暢子（岩手大学） 

 

Ｐ-25 ＮＥＲＵＣ北東･地域大学コンソーシアム 

 ○対馬正秋、佐藤裕文（岩手大学） 

 

Ｐ-26 山梨大学客員社会連携コーディネータ制度の紹介（その２） 

 ○還田 隆（山梨大学 産学官連携・研究推進機構 地域連携室） 

 

 


