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当メールニュースではイベントのお知らせや公募情報等、
産学連携に関する情報をお流しいたします。
会員の皆様への情報の配信をご希望の方は、news@j-sip.org
あるいは産学連携学会事務局（j-sangaku@j-sip.org)

までお寄せください。

バックナンバー：http://www.j-sip.org/mail_news.php

[[[[ ヘッドライン

]]]]
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★★株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）
設立 20 周年記念シンポジウム
－産学官連携の更なる発展に向けて！－

のご案内★★

―――――――――――――――――――――――――――――――――

平素より大変お世話になっております。
電気通信大学 TLO のキャンパスクリエイトです。

2019 年 9 月 11 日(水)、電気通信大学にて
「株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）
設立 20 周年記念シンポジウム

-産学官連携の更なる発展に向けて！-」

を開催いたします。

国内外における先端的な産学官連携の取組発表や、産学官の交流を図るべく
ポスターセッションでは 30 を超える団体の産学官連携部門やオープンイノベ
ーション支援機関、官公庁等の展示を行います。
また、産学連携学会・特別展示も行います。ぜひご参加くださいませ。

記

―――――――――――――――――――――――――――――――――
株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）

設立 20 周年記念シンポジウム

-産学官連携の更なる発展に向けて！-

https://www.campuscreate.com/twenty_memorial_symposium/
―――――――――――――――――――――――――――――――――

【イベント名】
株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）
設立 20 周年記念シンポジウム － 産学官連携のさらなる発展に向けて！－

【開催概要】
産学官連携は全国的に近年成長基調にありますが、更なる発展に向けては、
企業様や大学・TLO 等の優れた取り組み事例・ノウハウが広く普及するとと
もに国内外の先端事例分析を通した新しい産学官連携推進モデルを作ってい
くことが必要であると考えております。
本シンポジウムでは、国内外の企業様・大学等による優れた産学官連携への
取組モデルを多くの企業様・大学・支援機関の方々に知っていただくことで、
ノウハウを事業へ生かしていただくとともに、新たな連携のきっかけにお役立
ていただければと考えております。
また、情報交換会では様々な大学の産学官連携部門やオープンイノベーショ
ンに取り組まれている機関・団体等をポスターセッション形式でご紹介する機
会を設けます。
交流・ネットワークづくりの機会としてぜひ合わせてご参加ください。

【日時】
2019 年 9 月 11(水)
シンポジウム

13:00～16:30

情報交換会

16:50～18:30

【会場】
電気通信大学

B 棟 2 階セミナー室

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1

【参加費】
シンポジウム

無料

情報交換会

1,500 円

【申込方法】
下記ホームページからお申込みください。
https://www.campuscreate.com/twenty_memorial_symposium

【タイムスケジュール】
1）13：00～13：20
主催者挨拶 株式会社キャンパスクリエイト 代表取締役社長 安田 耕平
共催挨拶

国立大学法人電気通信大学 学長 福田 喬

来賓挨拶

文部科学省 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室
経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進室

2）13：20～13：40

講演 1

国立大学法人静岡大学 理事・副学長／
特定非営利活動法人産学連携学会 会長 木村 雅和 氏
（講演テーマ）
「海外と比較した産学官連携の振返りと大学発ベンチャーが生み出す
イノベーション」

3）13：40～14：00

講演 2

一般社団法人 OSTI 代表理事／国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構
オープンイノベーション推進室 特任教授／一般社団法人中部経済連合会
イノベーション委員会 エグゼクティブプロデューサー 大津留 榮佐久 氏
（講演テーマ）
「産学官連携によるイノベーション創出に必要な場と仕組みのプロデュース」

4）14：00～14：20

講演 3

国立大学法人大阪大学共創機構 産学共創本部
イノベーション戦略部門 産学官連携支援室 副室長 山賀 博 氏
（講演テーマ）
「大阪大学におけるオープンイノベーションについて
－共同研究講座・協働研究所の取組－」

5）14：20～14：40

講演 4

株式会社シュタインバイスジャパン 代表取締役社長 小堀 幸彦 氏
（講演テーマ）
「ドイツにおけるニーズ主導型産学連携モデルの取組と成功要因」

14：40～15：00

休憩

6）15：00～15：25

講演 5

上海富吉医療器械有限公司 代表取締役社長／
上海健康医学院 客員教授 甲斐 元虎 氏
（講演テーマ）
「AI・IoT×医療・リハビリ・介護（医・康・養）分野における

日中産学官連携の取組」

7）15：25～15：50

講演 6

株式会社 MTG インキュベーション推進室 成田 高世 氏
（講演テーマ）
「事業戦略／ニーズ公開から始まる多様な大学との広域連携による
新商品開発とブランディング戦略」

8）15：50～16：10

講演 7

株式会社キャンパスクリエイト
常務取締役 技術移転部 ゼネラルマネジャー 高橋 めぐみ
（講演テーマ）
「広域 TLO として目指すオープンイノベーションの更なる推進に向けて」

9）16：10～16：30

講演 8

国立大学法人電気通信大学 学長顧問 梶谷 誠
（講演テーマ）
「産学連携が必要なわけ ～期待と誤解～」

閉会挨拶

10）16：50～18：30

情報交換会

飲食類のご提供のほか、様々な大学の産学官連携部門、
オープンイノベーションの支援機関・団体、弊社が普段お世話になっている
企業様等のご紹介をポスターセッション形式で行います。
連携・交流づくりの機会としてぜひご参加ください。

【情報交換会

ポスターセッション出展団体】

青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社
アカデミスト株式会社（学術系クラウドファンディング）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙探査イノベーションハブ／新事業促進部
株式会社エイ・オー・テクノロジーズ
MPO 株式会社（聖マリアンナ医科大学指定 TLO）
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
株式会社キャンパスクリエイト
工学院大学
株式会社講談社 ブルーバックスアウトリーチ（研究者向けクラウドファンディング）
一般社団法人コラボ産学官
産学連携プラットフォーム
国立大学法人静岡大学

品川区役所
芝浦工業大学
一般社団法人首都圏産業活性化協会
上智大学
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）
一般社団法人先端レーザ樹脂溶着技術・推進コンソーシアム
大学知財群活用プラットフォーム（PUiP）
一般財団法人デジタルコンテンツ協会
電気通信大学 UEC アライアンスセンター
電気通信大学データアントレプレナーフェロープログラム
株式会社 TWO
東海大学
東京都医工連携 HUB 機構
東京都市大学
公益財団法人東京都中小企業振興公社 被災県等中小企業 R＆D 連携支援事業
農林水産省（「知」の集積と活用の場® 産学官連携協議会）
株式会社 POL
国立大学法人琉球大学
国立大学法人横浜国立大学
(順不同)
※当日、予告なく出展者が変更となる場合がございますので、ご了承ください。

【特別展示：特定非営利活動法人産学連携学会】
※過去の学会誌や大会予稿集、研究会の取組などを展示します。

【問い合わせ先】
株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部
須藤、友納
TEL：042-490-5728
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com
ホームページ：https://www.campuscreate.com

主催：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）
共催：国立大学法人電気通信大学 産学官連携センター
後援：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、
一般社団法人目黒会、事業協力会
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