
 

産産学学連連携携学学会会  

  第第 22 回回大大会会《《案案内内》》

【と   き】 ２００４年６月１１日（金） 

             ６月１２日（土） 

 

【と こ ろ】 西日本新聞会館 16 階・福岡国際ホール 
         〒812 福岡市中央区天神１－４－１ 

            

【大会事務局】 九州大学産学連携センター・デザイン総合部門内

        産学連携学会第２回大会実行委員会 

         大会委員長 上和田茂 事務局長 湯本長伯 
                 〒815-8540 福岡市南区塩原 4-9-1 

          

プロメテウスの火 

人類は火とそして知恵を授かり、 

しかし未来を知る能力を失った。 

代わりに得たのは、希望であった。 

今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。

産 学 連 携 学 会 
2004 

TThhee  SSeeccoonndd  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  
ooff  JJaappaann  SSoocciieettyy  ffoorr  IInntteelllleeccttuuaall  PPrroodduuccttiioonn  



産学連携学会 第２回大会のご案内 

（同時開催：ジョイントプラザ福岡 2004） 
200４年４月 

１．大 会 

開催日  2004 年６月 11 日（金）～2004 年６月 12 日（土） 

場 所  西日本新聞会館 16Ｆ・福岡国際ホール（九州大学芸術工学部近く） 

      〒812-0000 福岡市中央区天神１－４－１（福岡市中心部天神の真ん中です） 

 

２．懇 親 会 

日 時  2004 年６月 11 日（金） 18 時 10 分～20 時 

場 所  同一会場内 （ジョイントプラザ福岡 2004 の参加者とも交流） 

 

３．大会プログラムの概要（予定） 

（１）シンポジウム 

  ａ）ベンチャーシンポジウム 

  ｂ）九州西中国・大学学（総）長シンポジウム 

  ｃ）地域産学官連携のかたち 

＊このシンポジウムの企画及び発表者を公募します（２～３件程度）。詳細は「７．シンポ

ジウム内容の公募」をご覧ください。 

 

（２）一般講演（口頭発表；詳細は 10 を参照） 

  ａ）技術移転・リエゾン 

  ｂ）知的財産権 

  ｃ）事業化戦略 

  ｄ）教育・人材育成 

  ｅ）産学連携一般 

 

（３）産学マッチングセッション 

   （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；詳細は 11 を参照） 

  ａ）産業技術とアイディア 

  ｂ）事業企画 

  ｃ）シーズ紹介 

  ｄ）新産業構想と技術ニーズ 

  ｅ）産学連携に関する論考 

  ｆ）産学連携一般 

 

４．大会日程（予定） 
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５．参加費用 

費 用 （円） 
項 目 会員種別 

予 約＊１ 非予約（当日含む）＊２ 

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 

大会参加費 

（要旨集代を含む）

非会員 ８，０００ ９，０００ 

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 
懇親会費 

非会員 ５，５００ ６，０００ 
＊１ 平成 16 年５月１日（土）まで（必着）に参加申込みと振込みを行った場合の費用 
＊２ 平成 16 年５月１日（土）を過ぎて当日までに払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、添付の「大会参加申込書」に必要事

項をご記入のうえ、大会実行委員会事務局まで郵送、ＦＡＸまたは電子メールでお申し込みくだ

さい。 

 また、同時に上記５の大会参加費および懇親会費（参加希望者のみ）を郵便振替にて別途送金

してください（振込先は下記）。振替用紙は、郵便局に備え置きの用紙を使用してください。また、

振り込み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。 
 
 【大会参加費・懇親会費の振込先】 

   郵便振替 口座番号 ０１７５０－３－７４８６１ 

        加入者名 産学連携学会（第２回大会） 
 

  予約申し込み締切日：平成 16 年５月１日（土）［必着］ 
＊ 予約申し込みは、「大会参加申込書」と「費用」のいずれもこの日必着です。（期限厳守） 

＊ この日以後にお申し込みの場合は、大会参加費と懇親会費が「非予約」扱いになります。 

＊ 大会当日に不参加の場合でも、振り込まれた費用は返却いたしません。 

＊ 一般講演および産学マッチングセッションの発表予定者は、必ず予約申し込みをしてください。 

 

７．地域産学官連携のかたちシンポジウムの企画及び発表者公募 

 シンポジウムの発表者を４～５件程度公募します。提案及び発表希望者は、平成 16 年４月 24

日（土）までに大会事務局長（湯本：下記連絡先）に電子メールでご連絡ください。 

  【シンポジウム企画の連絡先】 

   九州大学産学連携センター・デザイン総合部門 湯本長伯 

   E-mail: yumoto@design.kyushu-u.ac.jp 

 

８．一般講演（口頭発表）および産学マッチングセッションの発表申し込み 

（１）一般講演と産学マッチングセッションの発表希望者（演者）は、必ず平成 16 年５月１日（土）

まで（必着）に大会参加の予約申し込み（上記６）を行ってください。 
 
（２）大会参加の予約申し込みの際、「大会参加申込書」の所定欄にチェックを入れて、演題と分類

（前ページ３(2)のａ～ｅまたは３(3)のａ～ｆの項目名）を記入してください。 
 
（３）同時に、下記９にしたがって発表要旨原稿を作成し、期日までに提出してください。 

 

９．発表要旨原稿の作成および提出（次頁の図を参照） 

（１）一般講演または産学マッチングセッション１件につき、Ａ４版縦の白紙１枚から２枚（２枚

以内）に、本文と必要に応じて図表等を配置した完全原稿を作成してください。 

（２）余白は上 20mm、下 25mm、左右各 25mm とします。 

（３）文字のサイズは 10～11 ポイントを基本とします。 

（４）１行目には、左から 40mm 以上空けて（講演番号を記入するため）演題を書き、１行空けて発

表者名（複数人連名の場合は演者の氏名の前に○印を付ける）とかっこ内に所属名を記入し、



さらに１行空けて本文を書き出してください。 

（５）要旨の見出し項目（はじめに、調査方法、結果、考察

など）は、自由とします。 

（６）提出する電子ファイルの形式は、ワード、一太郎、ま

たはＰＤＦとします。 

（７）作成した発表要旨の印刷物および電子ファイル（ＦＤ、

ＣＤまたは電子メールに添付。電子メールに添付する場

合はファイルのサイズを２MB 以内とする）を平成 16 年

５月１日（土）まで（必着）に大会実行委員会事務局に

提出してください。 

 なお、印刷物はそのままオフセット印刷しますので、

鮮明な印字の鮮明な原稿にしてください。 

   また、提出された印刷物、電子メディア等は返却しま

せんので、予めご了承ください。 

 

10．一般講演の発表方法 

（１）発表時間は、講演 10 分、討論５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またはＯＨＰとします。 

（３）液晶プロジェクターを用いて発表する場合に使用できるソフトウェアは、「Microsoft 

PowerPoint 2000」または「Adobe Reader 6.0」（いずれも Windows 版）です。作成した電子フ

ァイルは、ファイル名を「講演番号.ppt」または「講演番号.pdf」（講演番号は、プログラム編

成後に公表）とし、平成 16 年６月９日（水）まで（必着）に大会実行委員会事務局へ提出して

ください（ＦＤ、ＣＤまたは電子メールに添付。電子メールに添付する場合はファイルのサイ

ズを２MB 以内とする）。ファイルを圧縮する場合には、ZIP または LZH 形式とします（「講演番

号.zip」または「講演番号.lzh」）。 

   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を用いて発表する方は、ＯＨＰの操作を各自で行ってください。サポート人員が必要

な場合は、各自で確保してください。 

 

11．産学マッチングセッションの発表方法 

（１）ポスター展示 

ａ）出展者は、ポスターを平成 16 年６月 11 日（金）の午前９時までに会場へ持参し、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 150 cm×横 60 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。 
 

（２）短時間の口頭発表 

ａ）ポスター出展者は、３分程度で展示内容の要点を口頭発表していただきます。 

ｂ）発表に使用する機器は、液晶プロジェクターまたはＯＨＰとします。 

ｃ）発表用原稿（スライド）は２枚程度にまとめてください。 

ｄ）発表用原稿の作成方法、ＯＨＰの操作方法等は、一般講演に準じます（上記 10(3)(4)参照）。 

 

大会事務局（申し込み・問い合わせ先） 

  九州大学産学連携センター・デザイン総合部門・湯本研究室内 

  産学連携学会第２回大会実行委員会事務局（担当：大野） 
 
  〒815-8540 福岡市南区塩原 4-9-1 

  TEL (03)5953-8575  (092) 553-9454   FAX (092) 553-9454 ，(092) 553-4585 

    E-mail: taikai@j-sip.org（お問い合わせはできるだけ電子メールでお願いします） 
 
  郵便振替 口座番号 ０１７５０－３－７４８６１ 

       加入者名 産学連携学会（第２回大会） 
 
 ＊ 次の学会ホームページに、本大会の最新情報を随時掲載しますので、ご確認をお願いします。      

   URL: http://j-sip.org/ 

    北海道恵庭地域における産学官連携の取り組み事例

 

  産学太郎、○知財花子（㈱連携産業）、官 次郎（北大先端研）

 

１．はじめに 

 北海道恵庭地域においては、… 

20mm 

25mm25mm

25mm 

40mm

Ａ４版縦 白紙 

 

文字サイズ 10～11 ポイント

（基本） 

 

２枚以内 



 

産学連携学会 第２回大会（九州西中国） 参加申込書 
2004 年 6 月 11 日（金）～12 日（土） 

2004 年   月    日 提出 

氏 名 （姓）       （名） 

フリガナ （姓）       （名） 

ローマ字 （姓）       （名） 

整理欄（事務局記入） 

会員種別 
□個人  □法人  □学生  □準  □Ａ賛助（個人）  □Ｂ賛助（法人） 

□非会員    ＊いずれかをチェックしてください。 

所属機関名  

所属部署名  役 職  

住 所 

〒 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  

懇親会 □参加    □不参加   ＊いずれかをチェックしてください。 

□シンポジウム 

□一般講演 

＊左のいずれかにチェックを入れて、演題を記入してください。複数ある場合に

はすべてについてチェックと記入をお願いします。 

 

 

 

演 題 

□産学マッチン 

 グセッション 
分

類 

＊「３．大会プログラムの概要」に基づく分類を記入してください。 

 

＊該当金額にチェックを入れて、合計欄に合計金額を記入してください。 

＊５月２日（日）以後にお申し込みの方は、「非予約」の金額になります。 
参加費用 正会員（個人・法人） 

または準会員 
正会員（学生） 非 会 員 

予約 □5,500 円 □2,500 円 □8,000 円 大会参加費 

（要旨集代を含む） 非予約 □6,000 円 □3,000 円 □9,000 円 

予約 □5,500 円 □2,500 円 □5,500 円 
懇親会費 

非予約 □6,000 円 □3,000 円 □6,000 円 

合  計 
        円         円         円 

 上記合計金額を 2004 年   月   日に       郵便局で払い込みました／ます。

 

演者また

はシンポ

ジウム主

催者のみ

記入


