2018 年 10 月 16 日
産学連携学会 支部・研究会 一覧
１．支部
名称

活動概要および対象都道府県

代表者

連絡先
（ﾒｰﾙ送信時には**を @ に変更下さい）

北海道支部

【活動概要】

株式会社ウェザーコ

〒047-0292 北海道札幌市豊平区月寒西 3 条 7

北海道支部では、北海道内の各大学、エリア等で

ック

丁目 1-31

活動している産学連携従事者間の連携強化、情報

専務取締役

TEL: 011-852-1623

の共有化、コーディネート・知的財産に関するス

山本一枝

E-mail: k-yamamoto**weathercock.co.jp

キルの向上を目的として、認定講習会や研修会を
開催し、地域社会への貢献と、コーディネータの
社会的地位の向上を目指すものである。
【対象都道府県】
北海道
東北・北関東

【活動概要】

弘前大学

〒036-8560青森県弘前市文京町１

支部

所管する地域における産学連携活動に関する共

教授

研究・イノベーション推進機構

通の課題やテーマについて、研究及び事例報告活

内山 大史

TEL: 0172-39-3175

動などを行うとともに、
会員相互の情報交換を促

FAX: 0172-36-2105

進し、広く交流を深める。

E-mail: daishi**hirosaki-u.ac.jp

【対象都道府県】
青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、茨
城、群馬、埼玉
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弘前大学

関西・中四国

【活動概要】

支部

関西，中国，
四国地方での産学連携活動に関して、 推進機構

愛媛大学 社会連携

地域が共有する課題を解決し産学連携を促進す

准教授

〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 番
TEL： 089-927-8828

秋丸

国広

FAX： 089-927-8820

ることを目的に、産学連携の事例や研究成果につ

E-Mail:

いて情報交換を行い、かつ，地域内の会員の交流

akimaru.kunihiro.mu**ehime-u.ac.jp

を深めることを主眼とした活動を行っている。
支部ホームページ：
http://www.sgrk.shimane-u.ac.jp/j-sip-B150/
【対象都道府県】
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、
島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高
知
九州支部

【活動概要】

熊本大学

〒860-8555

九州支部では、支部特有の課題を取り上げ、支部

熊本創生推進機構

熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号

会員の間で議論する。まず、課題の１つとして金

イノベーション推進

TEL：096-342-3967

融機関との連携協定および市町村との連携協定

センター

FAX : 096-342-3239

の有効な活用・発展を取り上げる。

准教授

E-Mail: t_ogata**kumamoto-u.ac.jp

支部会員で議論した結果は、メールニュース及び

緒方

学会等で報告する。
なお、支部会員の会費は徴収しない。また、会員
外のオブザーバー参加も歓迎する。
【対象都道府県】
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

2/5

智成

２．研究会
名称

活動概要

代表者

連絡先

学金連携シ

地域の産学連携を推進するプレーヤーとして金

秋田大学

ステム研究

融機関の存在が注目されている。本研究会では、 推進機構

TEL:018-889-2702

会

大学と金融機関との連携について各地の活動事

准教授／総括ＵＲＡ

FAX:018-837-5356

例を集約し、現状分析、モデル化ならびに双方

伊藤

E-mail: s-ito**crc.akita-u.ac.jp

産学連携

慎一

〒010-8502秋田市手形学園町1-1

の本体業務にメリットをもたらすためのシステ
ム論化の検討を通じて、より効果的な推進に貢
献する。
研究会ホームページ：
http://www.sgrk.shimane-u.ac.jp/GKRK/
オープンイ

オープンイノベーションに取り組む／興味を持つ

ナインシグマ・アジ

ノベーショ

企業（大、中小、ベンチャー）、大学、独法、金融

アパシフィック（株） 3FORECAST 内神田 5 階

ン研究会

機関等が集まり、各機関のオープンイノベーション

ヴァイスプレジデン

TEL：03-3219-2001（080-3868-0225）

への取り組み状況（ベストプラクティス、顕在化し

ト

FAX：03-3219-2008

てきた課題とそれらへの対策）、オープンイノベー

松本

ション支援システム、政府の動き等の紹介を通じ
て、オープンイノベーションの有効な活用法や我が
国のオープンイノベーションのあるべき姿等をデ
ィスカッションする場とする。
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毅

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1‐3‐

E-Mail：matsumoto**ninesigma.com

リサーチ・ア

産学連携学会リサーチ・アドミニストレーショ

国立研究開発法人新

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310

ドミニスト

ン研究会は、大学の研究支援、推進、機能に関

エネルギー・産業技

ミューザ川崎セントラルタワー20F

レーション

して現場レベルで議論する場として今年度発足

術総合開発機構

TEL 044-520-5173 Fax 044-520-5177

研究会

した。産学官連携活動においては、その支援内

馬場

TEL 080-4103-9820（直通）

大輔

容も多種多様であり、従来対応業務の中で既に

E-mail babadis**nedo.go.jp

RA 機能を重点に活動している実務者も多い。大
学の研究力向上および社会貢献を生みだすツー
ルの一つである産学官連携において、RA は非常
に重要な領域である。本研究会は、その取組み
内容や手法などについて、年数回程度、現場の
当事者らが同じ目線で議論し、研究を深めるこ
とを目的としている。
地域社会実

科学技術シーズが社会実装に至るに必要な一連

帝塚山大学

〒631-8501 奈良市帝塚山 7-1-1

装研究会

のプロセスで、人文科学・社会科学に焦点をあ

教授

TEL：0742-88-6075

てた産学連携研究を推進し、地域におけるイノ

菅

FAX：0742-48-9348

万希子

ベーションエコシステム創出に大きく寄与する

E-Mail：suga**tezukayama-u.ac.jp

ことを目的とする。
日韓比較研

大学等研究機関の研究成果等に基づくイノベー

山形大学

〒992-8510

究会

ション発現モデルについて、日韓の産学連携に

教授

山形県米沢市城南４−３−16

おける技術移転プロセスの違い、インターンシ

小野

浩幸

TEL：0238-26-3031

ップ等を活用した産学連携による実戦的産業人

FAX：0238-26-3772

材教育手法の違いについて研究する。

E-Mail：ono**yz.yamagata-u.ac.jp
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行 動 経 済 組織や制度等から形式的に捉える観点と、事 県立広島大学

〒734-8558

学 ・社 会シ 例を個別に捉える観点が併存する中、
「ヒト」 准教授

広島県広島市南区宇品東１－１－７１

ス テム 研究 を中心に捉えこの二つの観点を接続すること 西川

公立大学法人 県立広島大学 地域連携センタ

会

洋行

を目的とする。
「ヒト」の持つ思考、指向、志

ー 准教授

向、嗜好という４つの’しこう’に着目し、産学

TEL：

連携を「ヒト」の’しこう’性から紐解く。客観

082-251-9534

的かつ完全合理の仮定から脱し、主体的で限

FAX：082-251-9405

定合理な「ヒト」に向き合うことを趣旨とし

E-Mail：

ている。

nishikawa**pu-hiroshima.ac.jp

【産学連携学会事務局】
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘 2-32-3 ジュネス 201 号室
㈱キャンパスクリエイト調布ブランチ内
電話番号：080-4203-5165
FAX 番号 ：042-490-5727
E-mail ：j-sangaku@j-sip.org
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