
 

一般講演プログラム 

6 月 16 日 (木) 第 1日目 Ａ会場 (13：00～15：00) 

開物成務塾オーガナイズドセッション 1 

生物資源 座長：清水 健二 13：00～14：00  
0616A1300-1 自然薯ドレッシングの開発－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １  

○崎田 正司 、崎田 光子 (有限会社 野菜王国) 

0616A1300-2  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 １ 

○小橋 洋治、木元 マス子 (株式会社長門) 

0616A1300-3 バイオ製剤アクアリフトを使った水質浄化 硫化水素の除去－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○上原 功暉 (アクアテクノス 株式会社) 

開物成務塾オーガナイズドセッション 2 

新ジャンル製品 座長：荒磯 恒久 14：00～15：00  
0616A1400-1 新規世代及び現代のニーズに適した｢neo gift｣の商品開発 －九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○笠置 重子 (有限会社 タイセイ) 

0616A1400-2 新型男性用下穿き「博多の舞」開発のレポート－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○小松 公範 (㈱コマツ設計事務所) 

单 史聡 (㈱シーマネージ) 

杉原 敦史 (㈱スピリッツ) 

0616A1400-3 掛け軸並びに絵画専用照明の開発－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○笹栗 浩彦 (有限会社 創作翔栄) 

6 月 16 日 (木) 第 1日目 Ｂ会場 (13：00～14：45) 

産学官連携プロジェクト 1 座長：藤原 貴典 13：00～14：00  
0616B1300-1  蛍光灯用ＬＥＤ補助照明の開発 

○高倉 一旨、加藤 卓、佐々木 伸一、深井 澄夫 (佐賀大学大学院 工学系研究科 電気電子工学専攻) 

清水 暁生 (有明工業高等専門学校 電気工学科) 

石川 洋平 (有明工業高等専門学校 電子情報工学科) 

久米 祐介 (株式会社 KMTec) 

0616B1300-2 電機メーカーからの設備導入支援による産学連携強化 

○佐々木 茂雄 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門) 

小幡 文雄、上原 一剛 (鳥取大学 大学院工学研究科) 

吉岡 昭義 (三菱電機株式会社 鳥取営業所) 

橋本 良則 (多田電機株式会社 営業本部) 

0616B1300-3 岐阜における産学官連携による環境教育プロジェクト  

木股 謙介､近藤 利彦､長谷川 典彦､吉田 弘樹､○野田 誠一 (岐阜大学) 

山口 博美 (株式会社十六銀行) 

日比野 淳二､下山 淳二 (岐阜市) 

0616B1300-4 産学公民連携による理科・科学技術教育の展開 (Ⅲ)～イルミネーションコンテスト事業が地域に及ぼす効果～  

○崎山 智司、岡田 秀希、瀬島 吉裕、三浦 房紀 (山口大学) 

産業振興施策 座長：山口 佳和 14：00～14：45  
0616B1400-1 地域中小企業のイノベーション創出を促進する機能に関する考察 

○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) 

0616B1400-2 BSCモデルと SWOT 分析を用いた、地域「げんき指標」の作成およびその実施について  

○渡邉 崇 (法政大学地域研究センター：リサーチアソシエイト) 

0616B1400-3 熊本地域における産学官連携促進政策 

○大串 渉 (熊本大学 イノベーション推進機構) 

6 月 16 日 (木) 第 1日目 Ｃ会場 (13：00～15：00) 

医工連携 座長：大石 博海 13：00～14：15  
0616C1300-1 地域に集積した超精密産業のメディカル進出支援 

○長谷川 豊、百瀬 傅一、木下 幸彦、倉科 喜一、杉原 伸宏 (信州大学 産学官連携推進本部) 

0616C1300-2 救急医療の質向上への産学連携の取り組み 

○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) 

0616C1300-3 高知大学発の手術ナビゲーションシステムの商品化－コーディネータに求められる複眼的視点－ 

○秋丸 国広、藤本 茂、末安 亜矢子、佐藤 暢 ((独)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) 

0616C1300-4 浜松地域における医工連携拠点事業について 

○阿部 紀里子 (浜松医科大学・知財活用推進本部) 

山本 清二 (浜松医科大学・産学官共同研究センター／はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点) 



 

0616C1300-5 臨床・患者ニーズをみたすノウハウの事業化 

○西 謙一、赤川 英毅、中田 はる佳、大屋 知子、巽 英介、 

妙中 義之 (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) 

国際産学連携 1 座長：丹生 晃隆 14：15～15：00  
0616C1415-1 日本企業の中国における目的に適合した産学連携を含む研究開発 

○近藤 正幸 (横浜国立大学大学院) 

松井 功 ((社)研究産業協会) 

0616C1415-2 中国との産学連携展開の検討 

○新居 勉、兼平 重和、藤井 章夫、石井 久夫、佐竹 弘 (徳島大学) 

0616C1415-3 群馬大学中国ビジネス研究会の新たな取り組み 

○伊藤 正実 (群馬大学) 

6 月 16 日 (木) 第 1日目 Ｄ会場 (13：00～15：00) 

人材育成 1 座長：李 鎔璟 13：00～14：00  
0616D1300-1 中心市街地を活用した産学官連携によるものづくり経営人材育成 

○阿部 誠、小野 浩幸 (山形大学) 

0616D1300-2 北海道発「健康食品開発人材育成プログラム」の構築～Bio-S フードサイエンス カレッジの取り組み～ 

○本間 直幸 (公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 知的クラスター本部) 

0616D1300-3 長崎市と連携した経営人材育成について 

○嶋野 武志、藤原 雄介 (長崎大学) 

0616D1300-4 京都における産学公 NPOの連携による教育・研修プログラムの質保証～社会的認証とは何か～ 

○杉岡 秀紀 (同志社大学政策学部/一般財団法人地域公共人材開発機構事務局) 

産学連携手法 座長：澤田 芳郎 14：00～15：00  
0616D1400-1 産学連携を促進する恊働的イネーブラーの有効性 

○永井 明彦、田辺 孝二 (東京工業大学イノベーション専攻) 

0616D1400-2 問題解決手法の産学連携への活用に関する検討 

○大久保 純一、阿部 義男、田中 一郎 (金沢大学) 

0616D1400-3 状況基盤アプローチに基づく新顧客の発見 

○大西 勇治 (株式会社 ゲートウェイ) 

0616D1400-4 産学連携成果の市場創出マーケティング 

○池田 裕一 (㈱日本能率協会コンサルティング) 

6 月 17 日 (金) 第 2日目 Ａ会場 (9：30～16：55) 

農林水産の産学連携 座長：佐藤 三郎 9：30～10：30  
0617A0930-1 宇都宮大学を为体とする｢食｣･｢農｣･｢環境｣におけるイノベーション創出をめざす新しい取り組み 

○塘 久夫、矢島 式雄、石井 清、夏秋 知英、山村 正明 (宇都宮大学) 

0617A0930-2 富山大学の知を活用した古代小豆の特産化 

○山名 一男 (富山大学) 

0617A0930-3 生鮮魚介類のブランド化を目指した産官学連携～高知県中土佐町をフィールドとした取り組み～ 

○松本 泰典 (高知工科大学地域連携機構連携研究センター) 

下元 道夫、多田 昭介、山口 薫 (中土佐町役場水産商工課) 

中越 竜夫 (中土佐町地域振興公社) 

0617A0930-4 農業分野における研究成果有体物を介した技術移転モデルの検討 

○殿岡 裕樹、野利本 悠 (山口大学ライフサイエンス支援室) 

JST セッション 座長：田口 幹 10：30～11：30  
0617A1030-1 大学の外国特許出願支援強化への取り組み 

○国久 亜希子、芳賀 健一、辻 慶明、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 大学支援グループ) 

0617A1030-2 九州・沖縄地区の特許化支援事業と産学連携への貢献 

○西ヶ野 政宏、石川 宗晴、井上 正 (科学技術振興機構 特許化支援事務所 九州地区) 

0617A1030-3 JSTファンディングプログラムから読み取れる研究開発の提案実態とその考察 

○藤井 健視、貝沼 武志、梅村 鎭男 (科学技術振興機構) 

0617A1030-4 産学官連携事業に係わる申請書作成上の留意点 

○剱持 由起夫 (独立行政法人科学技術振興機構 産学連携展開部) 

大学発ベンチャー 座長：松尾 純廣 11：30～12：00  
0617A1130-1 大学発ベンチャーの発明者と利害関係者のコミュニケーション 

○山本 佳世子 (日刊工業新聞社) 

亀山 秀雄 (東京農工大学) 

0617A1130-2 岡山大学発ベンチャー企業の実情調査結果 

○藤原 貴典 (岡山大学) 



 

産学連携論 座長：小野 浩幸 13：00～14：15  
0617A1300-1 イノベーションに係る学会間の連携可能性とその設計－産学連携学の展開と拡張への考察 (１) 

○湯本 長伯 (九州大学) 

0617A1300-2 イノベーション・リテラシーに関する考察－産学連携学の展開と拡張への考察 (２) 

○湯本 長伯 (九州大学) 

0617A1300-3 大学産学連携部署の機能と TLO機能 

○荒磯 恒久 (北海道大学産学連携本部) 

0617A1300-4 「産学連携」という語 ～１９９０年代後半における浸透と定着をめぐって～ 

○澤田 芳郎 (小樽商科大学 ビジネス創造センター) 

0617A1300-5 ノーベル賞受賞化学の産業創出 

山本 真裕、○山本 一枝 (株式会社ウェザーコック) 

オーガナイズドセッション 

産学連携を新たなステージへ 座長：中武 貞文 14：15～15：45  
 

0617A1415-1 産学官連携を新たなステージへ～地方大学イノベーション研究会の活動を通じて～ 

地方大学イノベーション研究会の活動概要 

○入野 和朗 (愛媛大学) 

0617A1415-2 産学官連携における「人的ネットワーク」分析の試み 

○前波 晴彦 (鳥取大学) 

0617A1415-3 歴史としての産学官連携プロジェクト 

○澤田 芳郎 (小樽商科大学) 

0617A1415-4 パネルディスカッション 

○入野 和朗 (愛媛大学) 

○前波 晴彦 (鳥取大学) 

○澤田 芳郎 (小樽商科大学) 

○今井 潤 (岩手大学) 

○西川 洋行 (大分大学) 

開物成務塾オーガナイズドセッション 3 

困っている課題解決 座長：伊藤 正実 15：45～16：55  
0617A1545-1  パソコントラブル解消サービスとパソコン教室の展開による地域コミュニティ作り－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○古川 淳一、宮崎 恵津子 (有限会社ニッコーネット) 

0617A1545-2 建設作業用リフト 猿鳶太助 (さるとびたすけ)の開発－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○佐々木 敏明 (株式会社 アイル) 

0617A1545-3 天然アミノ酸せっけんの販売展開開発－九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○岸野 薫、岸 かおり (株式会社プライマルコーポレーション) 

0617A1545-4 馬油＆パパイア配合 マッサージソープ ｢キュプリ｣ －九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○阿部 祥子 (有限会社ソフト企画 健康支援事業部) 

6 月 17 日 (金) 第 2日目 Ｂ会場 (9：30～16：00) 

産学連携の分析 1 座長：北村 寿宏 9：30～11：00  
0617B0930-1 産学連携がもたらした大学への影響に関する一考察 

○新谷 由紀子、菊本 虔 (筑波大学) 

0617B0930-2 推進８分野における大学の共同研究の特徴と分析 

○八神 寿徳、狩野 幹人、川北 忠、中村 修平 (三重大学) 

村上 泰 (信州大学) 

0617B0930-3 若手教員を中心とした産学官連携活動の一考察～地域の中規模大学を例に～ 

○伊藤 慎一、小川 竜二郎、森川 茂弘 (秋田大学) 

0617B0930-4 共同研究センター専任教員による全教員訪問の試み ～小樽商科大学の場合～ 

○澤田 芳郎 (小樽商科大学 ビジネス創造センター) 

0617B0930-5 各種属性から見た産学官連携従事者分布～ＪＳＴ産学官連携支援データベース情報から～ 

○内島 典子、鞘師 守 (北見工業大学 地域共同研究センター) 

0617B0930-6 産学連携の統計的分析 (4) 

○木村 雅和、関 雄二 (静岡大学イノベーション共同研究センター) 

産学連携の分析 2 座長：木村 雅和 11：00～12：00  
0617B1100-1 北関東４県における共同研究の企業での効果―首都圏北部４大学連合の調査事業を基に― 

○伊藤 正実、前田 秀雄、香月 光 (群馬大学) 

山村 正明、近藤 光雄 (宇都宮大学) 

池畑 隆、園部 浩 (茨城大学) 

太田 公廣、大久保 俊彦、東海林 義和 (埼玉大学) 

 



 

0617B1100-2 地域中規模大学等研究機関と地域ものづくり企業の協働を促す実態調査 (秋田県を例として) 

○小川 竜二郎、森川 茂弘、伊藤 慎一 (秋田大学) 

0617B1100-3 産学連携促進における協働阻害要因の実践的分析 

○高畑 裕美、久保 浩三 (奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究推進センター) 

0617B1100-4 産学官連携活動に伴う効果の測定に関する諸分析 

○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) 

知的財産 座長：鞘師 守 13：00～14：30  
0617B1300-1 著作物に関する学内規程を作成する上での留意点 

○本間 高弘 (電気通信大学 産学官連携センター) 

0617B1300-2 生物多様性条約に関する名古屋議定書の産学連携への影響 

○鈴木 睦昭 (国立遺伝学研究所 知的財産室) 

0617B1300-3 長崎大学の技術移転の取り組み 

○藤原 雄介、石橋 由香、梅津 照彦 (長崎大学知的財産本部) 

0617B1300-4 知財活用の取り組みと課題 

○小林 円 (信州大学 産学官連携推進本部 知的財産支援部門) 

0617B1300-5 ナノ構造物分野における特許出願から見た産学連携 

○山口 佳和 (千葉工業大学) 

0617B1300-6 医療分野の研究成果を対象とした知的財産評価手法の策定に向けた取り組み 

○大屋 知子、赤川 英毅、中田 はる佳、西 謙一、巽 英介、妙中 義之 

 (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) 

国際産学連携 2 座長：池田 裕一 14：30～15：15  
0617B1430-1 産学連携活動に係る米国拠点開設への取り組み 

○嵯峨山 和美、兼平 重和、大井 文香、新居 勉、佐竹 弘 (徳島大学産学官連携推進部) 

0617B1430-2 広島大学のアジア新興国における産学官連携活動 

○中野 博子、松井 亨景、澤 俊行 (広島大学 産学・地域連携センター) 

0617B1430-3 広島大学の国際産学連携活動における戦略及び実例 

○クスタース ハロルド、橋本 律男 (広島大学 産学・地域連携センター 国際・産学連携部門) 

国際産学連携 3 座長：桑江 良昇 15：15～16：00  
0617B1515-1 韓国大学の産学連携～産学協力団の活動～ 

○松尾 純廣 (大分大学 経済学部・一橋大学) 

0617B1515-2 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―オーストラリア、ニュージーランド、韓国との比較分析から― 

○丹生 晃隆 (島根大学産学連携センター) 

0617B1515-3 グローバル時代における地域産学金連携の取り組み 

○渡辺 裕、歌丸 和明、小野 浩幸 (山形大学) 

6 月 17 日 (金) 第 2日目 Ｃ会場 (9：30～16：00) 

産学官連携プロジェクト 2 座長：石塚 悟史 9：30～10：45  
0617C0930-1 B級グルメ「津ぎょうざ」の地域イノベーションの影響力測定方法の研究 

○石川 雅人、杉浦 礼子、鶴岡 信治 (三重大学大学院 地域イノベーション学研究科) 

0617C0930-2 産学官連携による「食と農」の企業支援プロジェクト 

○出口 勝彦、山村 正明、石井 清 (宇都宮大学 地域共生研究開発センター) 

0617C0930-3 岐阜大学の学部横断型共同研究による商品開発－学部横断共同研究による地域の活性化支援－ 

谷口 直也、小島 正文、○野田 誠一 (岐阜大学産学官融合本部) 

河本 芳幸、河本 敏明 (株式会社飛騨唐辛工房) 

0617C0930-4 地域資源と商品･観光開発、そして地域間の繋がりを活かした「さつますんくじらプロジェクト」 

の事例報告～大学が地域連携を仕掛け、発展させる存在となるということ 

○佐々木 文平 (合同会社街オリ)、中武 貞文 (鹿児島大学) 

0617C0930-5 さが機能性・健康食品開発拠点の取り組みについて 

○下崎 光明、大和 武彦、佐藤 三郎 (国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構) 

柳田 晃良 (国立大学法人佐賀大学 農学部)、 

久納 弘幸、大久保 惇 (財団法人佐賀県地域産業支援センター) 

産学官連携プロジェクト 3 座長：野田 誠一 10：45～12：00  
0617C1045-1 市民参加型の地域ブランド商品直販ビジネスモデル 

○石塚 悟史 (高知大学) 

橋詰 徹 (株式会社イノベーションマネジメントコンサルティング) 

0617C1045-2 「公共建築物の低炭素化を目指す鹿児島プロジェクト」の事例報告 

○黒木 智弘、安藤 裕史、持留 雅志 (鹿児島市役所) 

中武 貞文 (鹿児島大学) 

0617C1045-3 崩壊した地域連携プロジェクト ～三瀬村ざっといかんばい林道マラソン大会を例にして～ 

○佐藤 三郎 (佐賀大学) 



 

0617C1045-4 長崎県における地域活性化プロジェクトの事例について－地域資源の活用を中心に－ 

○嶋野 武志、木村 真二 (長崎大学) 

0617C1045-5 低ピルビン酸清酒酵母の育種とそれを使ったスパークリング清酒の開発 

○北垣 浩志、佐々木 真、佐藤三郎 (佐賀大学) 

後藤 潤、七田 謙介 (天山酒造株式会社) 

柘植 圭介、吉村 臣史 (佐賀県工業技術センター) 

地域イノベーションの創出 座長：林 聖子 13：00～14：45  
0617C1300-1 産学連携による地域イノベーション創出－６ (島根大学の実用化事例－α-リノレン酸強化鶏卵「えごま玉子」の開発) 

○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) 

0617C1300-2 産学連携による地域イノベーション創出－７ (島根大学の実用化事例―出雲おろち大根―) 

○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) 

0617C1300-3 産学連携による地域イノベーション創出－８ (―群馬大学の実用化事例から―) 

○伊藤 正実 (群馬大学) 

北村 寿宏、丹生 晃隆 (島根大学) 

川崎 一正 (新潟大学) 

藤原 貴典 (岡山大学) 

0617C1300-4 産学連携による地域イノベーション創出－９ (岡山大学の実用化事例－足袋型スニーカーの開発－) 

○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 正実 (群馬大学) 

0617C1300-5 産学連携による地域イノベーション創出－１０ (新潟大学の実用化事例) 

○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) 

 

0617C1300-6 産学連携による地域イノベーション創出－１１ (ケーススタディ教材の試作) 

○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) 

0617C1300-7 産学連携による地域イノベーション創出－１２ (実証研修の効果) 

○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) 

産学連携の仕組み 座長：内島 典子 14：45～16：00  
0617C1445-1 大学に措けるＮＰＯ法人の構築と役割 

○大石 博海 ( (前)群馬大学共同研究イノベーションセンター) 

0617C1445-2 地方大学からの地方行政への政策提言の可能性 -地域シンクタンク設置とその戦略‐ 

○西村 訓弘、竹峰 誠一郎、加治 宏基、児玉 克哉 (三重大学地域戦略センター) 

0617C1445-3 信州大学リサーチ・アドミニストレーション室の構築 

○赤﨑 寿樹、杉原 伸宏、中澤 達夫、中島 健次、 

木下 幸彦、長谷川 豊 (信州大学 産学官連携推進本部) 

0617C1445-4 金融機関収益モデルとしての地域密着型金融の可能性と産学金連携の課題 

○小野 浩幸、加藤 博良、櫻井 宏樹 (山形大学) 

0617C1445-5 経済産業省事業を活用した「産学官金連携システム米沢モデル」の課題と展望 

○加藤 博良、櫻井 宏樹、小野 浩幸、高橋 幸司 (山形大学) 

6 月 17 日 (金) 第 2日目 Ｄ会場 (9：30～16：15) 

リエゾンコーディネート 1 座長：川崎 一正 9：30～11：00  
0617D0930-1 大学発研究者紹介講演会「徳島大学研究者との集い」による情報発信の在り方研究 

○大井 文香、兼平 重和、佐竹 弘 (徳島大学) 

 

 



 

0617D0930-2 島根県における分野別シーズ発表会開催の取り組み 

○丹生 晃隆 (島根大学産学連携センター) 

清水 陽介、安田 征司 (公益財団法人しまね産業振興財団) 

板垣 正明、杉原 健司 (島根県) 

0617D0930-3 事例紹介：研究室紹介誌 OPAL-RINGの作成 

○小島 珠世、比企 春夫、田口 幹 (国立大学法人電気通信大学) 

0617D0930-4 地域の中小企業と大学との連携に関する試験的取り組み 

○城野 理佳子、畠 隆、勝世 敬一、末富 弘、荒磯 恒久 (北海道大学 産学連携本部) 

0617D0930-5 事例報告「産学マッチング・シーズ発表会」浜松方式 

○鈴木 康之 (JST イノベーションサテライト静岡) 

小柏 猛 (JST イノベーションサテライト茨城/ブランチ千葉) 

深津 正樹 (浜松商工会議所 工業振興課) 

0617D0930-6 地域ニーズに即した産学連携の紹介活動の今後の展開－You Go セミナーの立ち上げ－ 

○馬場 大輔、新川 幸嗣 (岐阜大学 産学官融合本部) 

リエゾンコーディネート 2 座長：永井 明彦 11：00～11：45  
0617D1100-1 多様な人材の参加による「知」の創発、活用を促進するための IT基盤構築の試み 

○大田 誠吾 (株式会社ラドバリュー)、中武 貞文 (鹿児島大学) 

0617D1100-2 さっぽろバイオクラスター構想”Bio-S”における研究管理ツールの開発と実践～ロードマップと Snapshot の利活用～ 

○本間 直幸 (公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 知的クラスター本部) 

0617D1100-3 ロジックモデルを使った地域 ICT 施策の設計の提案 

○岡村 健志 (高知工科大学 地域連携機構) 

人材育成 2 座長：杉岡 秀紀 13：00～14：30  
0617D1300-1 ブランドマーケティングの実践教育・研究と産学官連携による地域ブランド製品の開発- 

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) 

0617D1300-2 イノベータ養成のためのサンドイッチ教育 - 実践力を身につけさせる 2段階 OPT教育 – 

○大村 佳之、鶴岡 信治、坂内 正明、矢野 竹男、齋木 里文、奥村 克純、西村 訓弘 (三重大学社

会連携研究センター 地域イノベータ養成室) 

0617D1300-3 高専・大学におけるベンチャー教育の可能性について 

○石川 洋平 (有明工業高等専門学校 電子情報工学科) 

深井 澄夫 (佐賀大学 工学系研究科) 

佐藤 三郎 (佐賀大学 産学官連携推進機構) 

0617D1300-4 産学公連携を通じた企業等で即戦力となる人材教育 

○李 鎔璟、浜本 俊一 (山口大学 産学公連携･イノベーション推進機構 イノベーション支援部門 イノベー

ション人材育成支援室) 

0617D1300-5 鳥取大学における知的財産インターンシップ事業 

○山岸 大輔、加藤 優、佐々木 茂雄 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門) 

0617D1300-6 インターンシップ 学生、企業から見た最近の傾向 

田口 幹、○本多 武 (国立大学法人 電気通信大学) 

組織間連携 1 座長：伊藤 正実 14：30～15：30  
0617D1430-1 オープンイノベーションの動向 

○桑江 良昇 ( (株)東芝 セミコンダクター社) 

0617D1430-2 シーズオリエンテッドからニーズオリエンテッドへ－ 産総研九州センターにおける半導体分野の産学官連携活動 － 

○安部 英一 (産業技術総合研究所 九州産学官連携センター) 

0617D1430-3 有機エレクトロニクスイノベーションに向けた山形米沢地域の挑戦 

○佐藤 春樹、松田 圭悟、小野 浩幸 (山形大学) 

0617D1430-4 産産連携を誘発する産学官連携組織：HoPE 

○荒磯 恒久 (北海道大学産学連携本部) 

組織間連携 2 座長：山名 一男 15：30～16：15  
0617D1530-1 東京産学公ネットワーク会議 (東京お節介倶楽部)の活動 

○田口 幹 (電気通信大学) 

今井 文明 (中央大学) 

草間 茂 (首都大学東京) 

0617D1530-2 大学が締結する組織間連携協定の実際とその課題 ～北見工業大学を例として～ 

○鞘師 守、内島 典子 (北見工業大学 地域共同研究センター) 

0617D1530-3 コールセンターを活用した産学連携活動の取組み 

○福澤 久、平田 誠司、中川 真理、一 幸一 (株式会社ビジネスリファイン) 

岡田 昌治 (九州大学) 

 



 

ポスターセッション 

P-01 J-GLOBAL － 情報連携による産学連携支援 － 

○所 健児 (科学技術振興機構) 

P-02 多摩活性化教室で新規事業開発に関する実践的な理解を促進 

○桑江 良昇 (東京都多摩･産業コミュニティ活性化プロジェクト｢半導体･電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ産業｣活性化推進機構、

電気通信大学 (2011.3.31現在)) 

中上 崇 (東京都多摩･産業コミュニティ活性化プロジェクト｢半導体･電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ産業｣活性化推進機構、日

本電子機器輸入協会、日本開発工学会) 

安田 耕平 (東京都多摩･産業コミュニティ活性化プロジェクト｢半導体･電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ産業｣活性化推進機構、

キャンパスクリエイト) 

P-03 支援人材を活用した産学官連携支援制度 

○前波 晴彦 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構) 

P-04 広島大学の特殊ある活動：現地産学官コーディネーターの活用について 

○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 国際・産学連携部門) 

P-05 大学発ベンチャーによる地域資源を活用した化粧品の開発事例～商品開発とベンチャー支援～  

○城野 理佳子、荒磯 恒久 (北海道大学 産学連携本部) 

P-06 治験における産学官連携－ながさき治験医療ネットワーク活性化の推進―  

○梅津 照彦、藤原 雄介、石橋 由香 (長崎大学知的財産本部 ) 

P-07 人文社会学系産学連携の事例紹介－「子どもにやさしい佐賀」を目指した取り組み－ 

○下崎 光明、原田 絵理子、大和 武彦、佐藤 三郎 (国立大学法人佐賀大学 産学官連携推進機構) 

P-08 さが機能性・健康食品開発拠点の取り組みについて 

○下崎 光明、大和 武彦、佐藤 三郎 (国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構) 

柳田 晃良 (国立大学法人佐賀大学 農学部)、 

久納 弘幸、大久保 惇 (財団法人佐賀県地域産業支援センター) 

P-09 教育機関向け LSI 測定・検証の取り組み 

○荻島 真澄 (有明工業高等専門学校 教育研究技術支援センター) 

石川 洋平、野口 卓朗、松田 倫明 (有明工業高等専門学校 電子情報工学科) 

清水 暁生 (有明工業高等専門学校 電気工学科) 

活田 健治 (元 有明工業高等専門学校 電子情報工学科) 

深井 澄夫 (佐賀大学 工学系研究科) 

P-10 ゲル状の蜂蜜の開発と販売 －九州大学大学院・開物成務塾の実践 １ 

○舩木 治 (サン・フカヤ 有限会社) 

P-11 学金連携システム研究会 ～2010年活動実績と今後～ 

小野 浩幸、高澤 由美 (山形大学) 

加藤 博良 (山形大学、米沢信用金庫) 

渡辺 裕 (山形大学、荘内銀行) 

白澤 司朗 (荘内銀行) 

石塚 悟史 (高知大学) 

伊藤 正実 (群馬大学) 

○内島 典子、鞘師 守 (北見工業大学) 

大塩 誠二 (徳島大学) 

川崎 一正 (新潟大学) 

川名 優孝 (東京海洋大学) 

北村 寿宏 (島根大学) 

城野 理佳子 (北海道大学) 

塩川 真澄 (芝浦工業大学) 

田口 幹 (電気通信大学) 

丹治 惣兵衛 (福島大学) 

野瀬 真治 (岡山大学、トマト銀行) 

藤原 貴典 (岡山大学) 

森川 茂弘 (秋田大学) 

矢島 治夫 (工学院大学) 

山村 正明 (宇都宮大学) 

P-12 コールセンターを活用した産学連携活動の取組み 

○福澤 久、平田 誠司、中川 真理、一 幸一 (株式会社ビジネスリファイン) 

岡田 昌治 (九州大学) 

P-13 ナルトビエイ肉を利用したしゅうまいの開発からペプチドの開発へ 

○高橋 勝則、末次 哲也、三好 友美 (株式会社オフィス・タカハシ) 

P-14 函館市における国際水産・海洋総合研究センター開設に向けて～函館国際水産・海洋都市構想の実現～ 

○福田 覚 (一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構) 

P-15 長崎大学化合物プロジェクト 

○石橋 由香、藤原 雄介、梅津 照彦 (長崎大学知的財産本部) 



 

P-16 地域連携拠点・長崎“新生”産学官連携コンソーシアム (NRC) 

○竹下 哲史 (長崎大学 共同研究交流センター産学連携部門) 

P-17 地域経済活性化に貢献する産学官金連携活動の促進に関する調査について 

○大澤 秀一、渡邉 愛、岩田 豊一郎、耒本 一茂、三橋 忠 (大和総研) 

P-18 秋葉原地域における大学の役割 

○山田 一人 (法政大学大学院) 

P-19 宮崎県における産学連携事業の取り組みについて 「みやざき産学連携研究会」の設立 

○西園 祥子、堀井 洋一郎 (宮崎大学産学・地域連携センター)、 

永田 雅輝、小林 太一、池邉 庄一、福山 華子、甲斐 久美子 (株式会社みやざき TLO) 

P-20 地域連携事業における温泉海水の活用技術を学ぶ 

園川 民夫、松本 秀也、井上 民男、竹崎 一成 (熊本県芦北町)、 

○池田 進、田尾 晋太郎、中島 謙一 (佐賀大学) 

P-21 異業種交流グループ『SOGANS』を介した新商品開発の取組 

○谷口 裕二郎、横尾 美香、田中 政史、八田 康博、公門 康雄、 

江口 文彦、佐藤三郎 (異業種交流グループ『SOGANS』) 

P-22 地域バイオマス利活用による高品質堆肥及びその製造方法の研究開発 

宮島 徹、兒玉 宏樹 (佐賀大学理工学部) 

○秀島 勝基、林 宏一 (㈱佐賀中央青果市場) 

P-23 自律型ソーラーWiFiサイネージ端末の開発とそれを活用したインフラ無地域の情報化に関する研究 

○渡辺 健次、中村 勇太(佐賀大学 大学院 工学系研究科) 

瀬崎 忠(株式会社 中山鉄工所) 

P-24 アップライトスイング理論の解析とクラブ設計に関する研究 

○濱口 志郎 (株式会社 ハマグチゴルフ) 

土井 浩多郎 (ノンマーク/佐賀大学 産学官連携推進機構) 

橋本 時忠 (佐賀大学) 
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