
5.プログラム 
 

◆開会式◆ 

日時：８月１７日（月）第１日 10:00～10:30 

会場：福井商工会議所地下コンベンションホール 

 

◆特別講演◆ 

日時：８月１７日（月）第１日 13:00～14:00 

会場：福井商工会議所地下コンベンションホール 

講師 福井県立恐竜博物館 

 館長 東洋一氏 

 

◆招待講演・ディスカッション◆ 

日時：８月１７日（月）第１日 14:00～15:20 

会場：福井商工会議所地下コンベンションホール 

○招待講演１ 

講師 文部科学省研究開発局  

原子力計画課長 田口康氏 

○招待講演２ 

講師 経済産業省 産業技術環境局 

大学連携推進課  

産業技術人材企画調整官 小原春彦氏 

 

◆一般講演◆ 

○ポスターセッション 

会場：福井商工会議所地下ホワイエ 

セッション1：８月１７日（月）第１日 15:30～

16:45 

セッション2：８月１８日（火）第２日 10:30～

11:45 

（ポスター展示スペース縦160cm×横150cm、高さ

70cm×奥行き70cmのテーブル配置） 

注1）ポスター展示スペースは、前に説明者が立

つことを考慮し、前回の案内より大きくし

ております。ご注意下さい。 

注2) ポスターセッション1と2は、同じ会場を使

用しますので同時には掲示できません。セ

ッション1の方は、８月１７日（月）9:30

～13:00の間に所定の場所にポスターを展

示し、コアタイム終了後、21:00までに撤去

下さい。セッション2の方は、８月１８日

（火）9:00～10:30の間に所定の場所にポス

ターを展示し、コアタイム終了後17:00まで

に撤去下さい。 

 

○オーラルセッション 

会場：福井商工会議所地下コンベンションホール 

   国際ホール（第2日のみ） 

（講演12分、討論3分、合計15分） 

 

 

 

6.一般講演プログラム 
◆ポスターセッション◆ 

セッション 1――８月１７日（月）第 1 日 Ｃ会場 

コアタイム 15:30～16:45 

地域連携 

0817C-P101 地域活性化のための北陸・地銀三行

連携の「FIT ネット商談会」について 

○北川卓(㈱福井銀行) 

 

0817C-P102 ＩＮＳ（岩手ネットワ−クシステム）

による地域連携の取り組み事例 

○小川薫、○清水健司(岩手大学) 

 

0817C-P103 福井県嶺南地域企業の支援施策「嶺

南地域新産業創出モデル事業」の状況 

○黒瀬直樹((財)若狭湾エネルギー研究センタ

ー) 

 

0817C-P104 島根県における地域資源素材（ヒノ

キ）の健康医学への活用 

◯宮﨑稔 1、丹生晃隆 1、中村守彦 1、蓼沼拓 1、荒

木登 2 (島根大学 1、荒木建具店 2) 

 

0817C-P105 福井県の産学官連携による地域・伝

統産業の製品展開支援 

宮下正美、○吉田勝紀(福井県工業技術センター) 

 

0817C-P106 アンチモン耐性菌のスクリーニン

グとその有効利用 

岡部雄太、○高山勝巳 (福井工業高等専門学校) 

 

0817C-P107 緊急放送システムの構築 

○磯崎翔太 1、奥田篤士 1、岡本拓夫 1(福井工業高

等専門学校 1、NPO 法人“たんなん夢レディオ”) 

 

0817C-P108 子供向けプログラミング教材の評

価と検証 

○蘆田昇 1、久田将大 1、福野泰介 2，猿橋貴信 1  

(福井工業高等専門学校 1、㈱jig,jp2) 

 

0817C-P109 持続可能な地域総合防除のための

獣害対策支援 GIS の構築 

○辻野和彦、向岩泰(福井工業高等専門学校) 

 

0817C-P110 ビジネスサミット等を通じた福井

大学との産学連携について 

○宮沢喜美子(㈱北陸銀行) 

 

産学官連携プロジェクト 

0817C-P201 福井県におけるレーザ技術イノベ

ーションとネットワーク形成 

○岩佐進一((財)ふくい産業支援センター) 



0817C-P202 ふくい未来技術創造ネットワーク

推進事業「新たな産業クラスター」の形成に向け

た産学官連携 

○岩佐進一((財)ふくい産業支援センター) 

 

0817C-P203 「福井まんなかエリア」での産学官

連携体制 

○吉田徳寧((財)ふくい産業支援センター) 

 

0817C-P204 福井クールアース・次世代エネルギ

ー産業化プロジェクトの取組みについて 

上山明彦、○強力真一、松間和治、梅田哲、堀祐

二、前川和生(福井クールアース・次世代エネル

ギー産業化協議会)                  

 

0817C-P205 コンソーシアムによるデザイン開

発 

○河崎昌之 1、佐渡山安彦 1、北村元成 1、中西弘 2、

沖見龍二 3、由井徹 3、湯崎真梨子 1(和歌山大学 1、

中西工芸㈱2、和歌山県工業技術センター3 ) 

 

0817C-P206 動物タンパク質生産に関わる有機

的組織連携体制の構築 

○石塚悟史、大嶋俊一郎、相良祐輔(高知大学) 

 

0817C-P207 地域資源を活用した化粧品開発へ

の取り組み 

○城野理佳子 1、野嵜龍介 1、荒磯恒久 1、久保洋 2、

魚住超 2、須藤秀紹 2、小北麻希子 3、田中順三 4、

圓田照夫 5、長谷川英司 6、柳瀬之弘 7、開敏之 8(北

海道大学 1、室蘭工業大学 2、北海道教育大学 3、

東京工業大学 4、㈱粧薬研究所 5、日生バイオ㈱6、

福司酒造㈱7、合同会社ノースラボ 8) 

 

0817C-P208 産学連携による小型水力発電シス

テムの開発 

○藤田克志 1、中川竜也 1、加藤裕介 1、吉田敏實 1、

山田忠幸 2、山田健雄 2(福井工業高等専門学校 1、

山田技研㈱2) 

 

0817C-P209 地域の匠人材を活用した試作開発

－インキュベーションラボファクトリー事業 

○吉長重樹 1、高島正之 1、川井昌之 1、野村康則 2 

(福井大学 1、福井工業大学 2) 

 

0817C-P210 ILF 事業における二次電池材料開発

のための目的別電池セル開発 

○米沢晋、金在虎、高島正之(福井大学) 

 

0817C-P211 中小企業との産学連携の成功要因

に関する一考察 

○川崎一正(新潟大学) 

知的財産 

0817C-P301 共同出願契約分析と一考察 ～香

川大学の事例に基づき～ 

○李鎔璟、永冨太一(香川大学) 

 

0817C-P302 特許マップ活用事例報告 ～香川

大学における産学官連携戦略展開事業～ 

○永冨太一、長崎倶久、倉増敬三郎、李鎔璟(香

川大学) 

 

0817C-P303 三重大学の知的財産の現状 

○川北忠 1、梅村時博 1、菅原洋一 1、狩野幹人 1、

八神寿徳 1、村上泰 2 (三重大学 1、信州大学 2) 

 

 

セッション 2――８月１８日（火）第 2 日 Ｃ会場 

コアタイム 10:30～11:45 

産学官連携政策 

0818C-P101 地域産業活性化のための知的財産

保全機構の提案（２） ―その具体化に伴う問題

点の考察― 

○足立和成(山形大学) 

 

0818C-P102 福井県の「地域中小企業を活かす」

産学官連携 

○勝木一雄(福井県工業技術センター) 

 

産学連携論 

0818C-P201 産学連携学会第６回大会でのアン

ケート「もっと詳しく知りたい講演」結果 

○山口佳和 1,2、荒磯恒久 1,3、北村寿宏 1,4、桑江

良昇 1,5 (産学連携学会学術委員会 1、千葉工業大

学 2、北海道大学 3、島根大学 4、東芝 5) 

 

0818C-P202 中小企業における産学連携の構造

に関する一考察 

○伊藤正実(群馬大学) 

 

0818C-P203 共同研究の推移から見る産学連携

の実状と課題 

○北村寿宏(島根大学) 

 

0818C-P204 日刊工業新聞・産学連携面における

６年間の記事分析 

○山本佳世子、亀山秀雄（東京農工大学） 

 

0818C-P205 福井大学産学官連携本部計測・技術

支援部の現状と課題  

○入江聡、高島正之、小形信男(福井大学) 

 

 

 



人材育成 

0818C-P301 産学連携による人材育成に関する

考察 

○佐竹弘、生駒良雄、矢野照久、上田昇(徳島大

学) 

 

0818C-P302 徳島大学イノベーション人材育成

センターにおける人材育成事業  

米川孝宏 1、猪子富久治 2、○野田浩 1、上田昇 1、

佐竹弘 1(徳島大学 1、とくしま産業振興機構 2) 

 

0818C-P303 創業型実践大学院工学教育 

○川井昌之 1、高島正之 1、吉長重樹 1、野村康則 2 

(福井大学 1、福井工業大学 2) 

 

リエゾン活動 

0818C-P401 シーズ発掘試験で知的財産創出へ 

○大塩誠二、生駒良雄、矢野照久、佐竹弘(徳島

大学) 

 

大学発ベンチャー 

0818C-P501 再実施許諾権付き技術移転による

ベンチャー支援  

○増田隆男、小山秀子、矢野照久、生駒良雄、佐

竹弘(徳島大学) 

 

0818C-P502 福井大学における起業支援活動 

○田村信介、高島正之(福井大学) 

 

知的財産 

0818C-P601 鳥取大学における知的財産動向の

分析を踏まえた活用評価システムの検討 

○田端海、山岸大輔、清水克彦、田村純一、佐々

木茂雄(鳥取大学) 

 

0818C-P602 福井大学における知的財産活動に

ついて 

○岡崎英一、高島正之、米沢晋(福井大学) 

 

外部機関とのアライアンス 

0818C-P701 岡山の地域特性を考慮した持続的

な産学金連携体制の構築に関する考察 

○横山敦 1,2、○野瀬真治 3,1川﨑正弘 4,2、薦田哲

男 2、藤原貴典 2(おかやま信用金庫 1、岡山大学 2、

トマト銀行 3、中国銀行 4) 

 

0818C-P702 大学と金融機関が推進する産学連

携活動について   

学金システム研究会会員 ○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 6,7、川﨑一正 8、川名優孝 9、北村寿宏 10、城

野理佳子 11、鞘師守 4、塩川真澄 12、白澤司朗 13、

高澤由美 1、丹治惣兵衛 14、野瀬真治 15,16、森川

茂弘 17、矢島治夫 18、山村正明 19、渡辺裕 1,13、

藤原貴典 15（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、山形大学 6、米沢信

用金庫 7、新潟大学 8、東京海洋大学 9、島根大学
10、北海道大学 11、芝浦工業大学 12、荘内銀行 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） 
 

0818C-P703 厚生労働科学研究費補助金への利

益相反対応・・私見をまじえて・・ 

○生駒良雄、佐竹弘、矢野照久、増田隆男(徳島

大学) 

 

国際展開 

0818C-P801 アジアにおける産学共同研究の調

査と検討（福井の場合） 

○山本富士夫、川井昌之(福井大学) 

 

地域連携 
0818C-P901 地域イノベーションを事前予測・客

観的測定するための多面的価値評価方法 

○石川雅人(三重大学) 
 
0818C-P902 企業との共同研究を通してのレー

ザー溶融静電紡糸法の開発の現状 

○小形信男、高島正之(福井大学) 

 

0818C-P903 福井における特色ある産学官連携

の取り組み 

○山本暠勇、高島正之(福井大学) 

 

0818C-P904 健康・安心を目指したサバの糠漬

「へしこ」の低塩化製造法と地域連携への展開 

○末信一朗、高島正之、中野孝太郎、奥野信男、

村上亜由美(福井大学) 

 

 

◆オーラルセッション◆ 

８月１７日（月）第１日 Ａ会場 

産学官連携プロジェクト （10:30～11:45） 

座長：木村 雅和 

0817A1030-1 地域産学官資源を 大限に活用し

た「多層構造織物技術の製品化展開」 

○増田敦士１、村上哲彦１、河合国昭２（福井工業

技術センター１、永平寺サイジング㈱２） 

 

0817A1030-2 産学官連携によるコンビナートの

省エネルギー推進 

○久保元伸、福代和宏、松浦良行（山口大学） 

 

 



 

0817A1030-3 材料分野の産学連携におけるプロ

セス技術開発の重要性 

○村上泰１、川北忠２、中村修平２（信州大学１、

三重大学２） 

 

0817A1030-4 中小企業の価値創出を促進する仙

台堀切川モデルの展開 

○林聖子１、堀切川一男２、田辺孝二３（（財）日本

立地センター１、東北大学２、東京工業大学３） 

 

0817A1030-5 人文社会学系学部における産学官

連携を如何にして進めるか 

○下崎光明、築島正文、土井浩多郎、櫻井堅二、

佐藤三郎、柳田晃良（佐賀大学） 

 

産学連携一般 （16:45～18:00） 

座長：山口 佳和 

0817A1645-1 三重大学の共同研究と知財戦略事

例 

○川北忠１、梅村時博１、菅原洋一１、狩野幹人１、

八神寿徳１、村上泰２（三重大学１、信州大学２） 

 

0817A1645-2 産学連携をめぐる訴訟事件から見

た大学と自治体の意識のかい離に関する一考察 

○新谷由紀子、菊本虔（筑波大学） 

 

0817A1645-3 知的財産流通業のあり方（その５）

～特許データベースを利用したマッチング相手

の探索～ 

○角南英八郎（㈲知財情報研究所） 

 

0817A1645-4 『地域公共を担う人材育成－一般

財団法人「地域公共人材開発機構」の取組紹介－』 

○杉岡秀紀（同志社大学） 

 

0817A1645-5 企業誘致と産学官連携 九州・半

導体産業におけるコーシアン・イノベーション 

○北島啓嗣１、近藤信一２、中里弘穂３、太田志乃
２（福井県立大学１、機械振興協会経済研究所２、

愛知産業大学３）` 

 

 

８月１８日（火）第２日 Ａ会場 

産学連携論 （9:00～9:30） 

座長：佐竹 弘 

0818A0900-1 産学連携の統計的分析(2)  

○木村雅和（静岡大学） 

 

0818A0900-2 大学の技術移転収支に着目した産

学連携に関する研究 

○田村泰一（早稲田大学） 

 

産学連携のしくみ（１）（9:30～10:15） 

座長：林 聖子 

0818A0930-1 ～中小企業をターゲットにした医

工連携・物作りに関する考察～ 

○大石博海（前群馬大学） 

 

0818A0930-2 医学系知財に関する研究からの上

流管理 

○佐藤三郎、下崎光明、奥田あゆみ、大久保惇、

岡田隆三（佐賀大学） 

 

0818A0930-3 新しい連携の模索 

山本真裕、○山本一枝（㈱ウェザーコック） 

 

産学連携のしくみ（２）（13:00～13:45） 

座長：石塚 悟史 

0818A1300-1 知的財産部とＴＬＯの連携強化に

よる産学連携体制再構築への取組み 

○赤堀浩司１、田附匡２、竹田健児１（東北大学１、

㈱東北テクノアーチ２） 

 

0818A1300-2 産学官連携における企業から見た

利益相反と対応 

○桑江良昇１、 田口 幹２（㈱東芝１、電気通信大

学２） 

 

0818A1300-3 大学発半導体ベンチャー企業の現

状と課題 

○永井明彦、田辺孝二（東京工業大学） 

 

JST セッション （13:45～14:45） 

座長：田口 幹 

0818A1345-1 新サービス科学技術総合リンクセ

ンター(J-GLOBAL)と情報間の連携から産まれる

産学連携の可能性について 

○黒沢努（(独)科学技術振興機構） 

 

0818A1345-2 良いシーズをつなぐ知の連携シス

テム つなぐしくみ 

高柳元雄、○大竹利也、笹月俊郎（(独)科学技術

振興機構） 

 

0818A1345-3 「産から学へのプレゼンテーショ

ン」の実施  

○佐藤比呂彦（(独)科学技術振興機構） 

 

0818A1345-4 JST の特許化支援について 

○松永光正（(独)科学技術振興機構） 

 

 

 



 

国際産学官連携 （14:45～15:30） 

座長：桑江 良昇 

0818A1445-1 国際産学連携のための英語プレゼ

ンテーション講習会 

○加藤浩介１、島村 東世子２、大屋知子１、山縣友

紀１、花崎喜代治１、松橋俊彦１、正城敏博１（大

阪大学１、イー・グローブ２） 

 

0818A1445-2 東北大学における海外企業との連

携 ～産学連携担当者との関係構築～ 

○戸津健太郎、熊田 憲、竹田 健児（東北大学） 

 

0818A1445-3 クラスターの国際展開と産学連携

体制の影響に係る一考察 

○清水喬雄（(独)日本貿易振興機構） 

 

支部研究会活動 （15:30～17:00） 

座長：伊藤 正実 

0818A1530-1 九州支部の活動について 

○佐藤三郎（佐賀大学） 

 

0818A1530-2 関西・中四国支部の活動について 

○北村寿宏（島根大学） 

 

0818A1530-3 東北支部の活動について 

○足立和成（山形大学） 

 

0818A1530-4 北海道支部の活動について 

○城野理佳子（北海道大学） 

 

0818A1530-5 利益相反研究会の活動について 

○佐竹弘（徳島大学） 

 

0818A1530-6 学金連携システム研究会の活動に

ついて 

○小野浩幸（山形大学） 

 

 

８月１８日（火）第２日 Ｂ会場 

人材育成（１）（9:00～10:00） 

座長：小野 浩幸 

0818B0900-1 東京大学の TLF 研修制度と地域振

興への新しい取り組み 

○宮嶋俊平（東京大学） 

 

0818B0900-2 産学公民連携による理科・科学技

術教育の展開  

○崎山智司、岡田秀希、高田清、秋山リエ、小嶋

直哉（山口大学） 

 

0818B0900-3 国内外の異文化環境を利用したグ

ローバル人材の育成 

○山下勝比拡（㈱東芝） 

 

0818B0900-4 社会人の学び直し講座の実践Ⅱ 

社会人の学び直し第一実行委員会（○工藤康紀、

福永圭悟、亀野辰三、藤本高徳、軽部周、清武博

文、手島規博、前稔文（大分工業高等専門学校）） 

社会人の学び直し第二実行委員会（藤本高徳、佐

藤栄、山崎勝翁、吉岩哲也、衛藤賢一、髙石伸一、

岩本光弘、高橋健一（大分工業高等専門学校）） 

 

人材育成（２）（13:00～13:45） 

座長：佐藤 三郎 

0818B1300-1 東北大学における産学連携人材の

育成～人材育成研修会アンケート結果による一

考察～ 

○森本恵弥、熊田憲、竹田健児（東北大学） 

 

0818B1300-2 産学連携実務者の活動評価とポジ

ション 

○金間大介（文部科学省） 

 

0818B1300-3 オーバードクター問題の背景にあ

る産学間ギャップに関する一考察 

○山口佳和（千葉工業大学） 

 

学金連携 （13:45～14:45） 

座長：藤原 貴典 

0818B1345-1 学金連携システム研究の今後の展

望（学金連携基礎調査に関連して） 

○小野浩幸（山形大学） 

 

0818B1345-2 学金連携基礎調査結果の概要 

○高澤由美、小野浩幸（山形大学） 

 

0818B1345-3 知的資産経営を活かす地域産学官

金連携の取り組み 

○加藤博良、小野浩幸（山形大学） 

 

0818B1345-4 地域産学金連携における金融機関

人材育成の今後の展望 

○渡辺裕、小野浩幸（山形大学） 

 

地域連携（１）（14:45～15:30） 

座長：河崎 昌之 

0818B1445-1 福井高専における地域との産官学

連携の取組 

○太田泰雄、加藤省三、北浦守、辻子裕二（福井

工業高等専門学校） 

 

0818B1445-2 非鉄金属・金属製品産地を支援す

るネットワーク形成のための調査 



○山名一男、升方勝己（富山大学） 

 

0818B1445-3 自己組織化マップを用いた地域ブ

ランドの実態と評価 

○高塚剛、山岸大輔、清水克彦、中野惠文、佐々

木茂雄（鳥取大学） 

 

※以下の講演につきましては、ポスターおよびオ

ーラルによる発表を予定しておりましたが、第7

回大会の延期により、発表者の大会参加が困難と

なったため予稿のみ掲載しています。 

 

 

次代を担う産学官連携従事者における実務上の

課題解決スキル向上に向けた活動～全国若手産

学官連携実務者勉強会の発足～ 

○内島典子 1、都甲吏恵 2（北見工業大学 1、日本

医科大学 2） 

 

地域振興に貢献する地域と大学との関係（第３

報）～北見を例に：自治体と大学との関係解析～ 

○内島典子、鞘師守（北見工業大学） 

 

地域振興に貢献する地域と大学との関係（第４

報）～北見を例に：地域が有する地理・自然・歴

史～ 

○鞘師守、内島典子（北見工業大学） 

 

 

 

 

 



  

 ８月１７日（月） 第１日 ８月１８日（火） 第２日 

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場

13:45~14:45　JSTセッション
座長：田口　幹

黒沢、大竹、佐藤、松永

13:00~13:45　人材育成(2)
座長：佐藤　三郎
森本、金間、山口

13:45~14:45　学金連携
座長：藤原　貴典

小野、高澤、加藤、渡辺

ポスター展示

10:30~11:45
ポスターセッション

コアタイム２

9:00~10:00　人材育成(1)
座長：小野　浩幸

宮嶋、崎山、山下、
社会人の学び直し実行委員会

ポスター展示

9:30~ 受付

10:00~10:30開会式

10:30~11:45　産学官連携プロジェクト
座長：木村　雅和

増田、久保、村上、林、下崎

13:00~14:00  特別講演
福井県立恐竜博物館
館長　東　洋一　氏

11:45~13:00 昼食

18:00~20:00
交流会

15:30~16:45
ポスターセッション

コアタイム１

16:45~18:00　産学連携
座長：山口 佳和

川北、新谷、角南、杉岡、北島

ポスター展示14:00~14:40 招待講演１

14:40~15:20 招待講演２

15:30～17:00　支部研究会活動
座長：伊藤　正実

佐藤、北村、足立、城野、佐竹、小野

9:00~9:30　産学連携論
座長：佐竹　弘　木村、田村

9:30~10:15　産学連携のしくみ(1)
座長：林　聖子

大石、佐藤、山本

13:00~13:45　産学連携のしくみ(2)
座長：石塚　悟史
赤堀、桑江、永井

14:45~15:30　国際産学官連携
座長：桑江　良昇
加藤、戸津、清水

11:45~13:00 昼食

14:45~15:30　地域連携
座長：河崎　昌之
太田、山名、高塚


