資料

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

４

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

２３機関

中国経済連
中国地域国立５大
合会
学連携によるバイオ
中国経済産
マス意見交換会
業局

産：中国経済連合会、企業１１社、（社）
・平成24年度から，木質バ
中国地域ニュービジネス協議会、（公財） 木質バイオマスに関して産業界・社会が抱える共通的 イオマスの利用拡大に向
な技術課題・ニーズについて，産学官が自由に意見交
ちゅうごく産業創造センター
け，共同研究への移行を
換を行う会合を5回開催
視野に入れて検討に取り
学：鳥取大学，島根大学、岡山大学、広 ・幹事会（H23.5.19）
組む具体的な10の研究
・第１回意見交換会（H23.8.2）
島大学、山口大学、鳥取環境大学、
テーマを抽出
・第２回意見交換会（H23.8.31）
（独）産業技術総合研究所
※このうち3テーマは公
・第３回意見交換会（H23.9.29）
募事業へ応募中（H24.5現
・第４回意見交換会（H23.10.26）
官：（独）科学技術振興機構ＪＳＴイノベー
在）
ションプラザ広島、中国経済産業局

継続
実施
(新テー
マ)

８機関
『キャンパスベン
チャーグランプリ中
中国経済連
国』
合会
１０周年記念シンポ
ジウム

日時：平成23年8月29日（月）13:30～16:30
場所：県立広島大学（広島キャンパス）
産：中国経済連合会、日刊工業新聞社
教育研究棟1 1175講義室
主な内容：
学：県立広島大学、広島大学、福山大
・講演（学生向け）：2件
学、広島修道大学、安田女子大学、近畿 ・教員によるトークセッション「ベンチャー
大学工学部
創出・起業及び人材育成に関する現状
の課題と今後の取り組み」
産：中国経済連合会、日刊工業新聞社

第１０回キャンパス
中国経済連
ベンチャーグランプ
合会
リ中国

産総研 本格研究
ワークショップ
in 東広島

（独）産業
技術総合研
究所 中国
センター

応募期間：平成23年9～11月
応募総数：25校・170件
学：中国地域の各大学(大学院)、高等専 表彰：最優秀賞2件
門学校、短期大学、専門学校
（テクノロジー部門，ビジネス部門）
その他優秀賞など14件

７機関
産：中国経済連合会、(公財)ちゅう
ごく産業創造センター
(社)中国地域ニュービジネス協議
会、(独)中小企業基盤整備機構中国
支部
学：国立大学法人 広島大学
官：中国経済産業局、広島県

・参加大学の現状と課題
および問題意識の共有
継続
・大学間の緩やかな連携・ 実施
ネットワークの構築に向け (新企画)
たきっかけ作り

・起業家精神の醸成
※過去最多の25校・170
件の応募
継続
※最優秀賞の1件（ビジ 実施
ネス部門）は，全国大会で
特別賞を受賞

産総研は、オープンイノベーションハブ機能の強化を
目指す一環として、オール産総研の研究シーズを地域
に紹介し、地域の課題解決に貢献することを目的に
「産総研本格研究ワークショップ」を開催しています。
（平成23年度の概要）
テーマ；再生可能エネルギーの本格導入に向けた課題
と今後の取り組み
日時 ；平成２３年１２月１２日（月）13:00～19:00
会場 ；広島大学 サタケメモリアルホール（東広島市）
参加人数；２６０名
※ポスターセッション、技術相談コーナー開設

産・学・官の有識者をもって構成する
委員会により調査・審議

【テーマ】
１．中国地域における自動車用二次電池及び太陽光
産：賛助会員企業により推薦された有識 発電関連装置等のﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ産業の創出に向けた
産業活性化、地域
可能性検討調査
（公財）ちゅう 者
振興等に関する調
２．地産ｴﾈﾙｷﾞｰを活用した中小企業工場のｴﾈﾙｷﾞｰﾏ
ごく産業創造
査事業及びフォロー
ﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築の可能性調査
センター
学：調査テーマに識見を有する中国地域
アップ事業
３．ＩＴ活用による若者の観光行動誘発方策検討調査
等の大学の教授・准教授
４．市民協働によるｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ展開を通じた産業振
興可能性調査
官：国・地方自治体
産：公募により参加する中国地域の企業

継続実
施

４テーマ
にかかる
提言内
左記の４テーマについて、 容の実
課題の抽出及び提言を取 現化に
りまとめた報告書を作成し 向けて
助成・支
た。
援及び
調査事
業の継
続を検

ネットワーク構築支
（公財）ちゅう 学：シーズ情報を提供いただく中国地域 医療福祉機器、電子デバイス、植物工場、機能性食品 累計６２３名の参加者があ
継続
援事業
ごく産業創造 の大学の教授、准教授等
の４分野で計８回研究交流会を実施し、シーズとニー り、内容の満足度は８０％
実施
センター
ズの情報提供・出会いの場を提供。
であった。
１．研究交流会
官：中国経済産業局、中国四国農政局、
県、公設試

産：公募により参加する中国地域の企業

継続
実施。
セミナー
形式の
情報提
供型検
討会は
研究交
流会に
含め実
施。

・事業化検討会（Ⅰ）
セミナー形式で機能性食品、植物工場、メディカル
学：シーズ情報を提供いただく中国地域
ネットワーク構築支
（公財）ちゅう
バイオ分野の事業化、出口戦略の情報提供を計７回
の大学の教授、准教授等
援事業
ごく産業創造
実施。
センター
・事業化検討会（Ⅱ）
官：中国経済産業局、中国四国農政局、
２．事業化検討会
遠隔医療機器、パワー半導体SiC関連の２分野で
県、公設試
事業化のテーマを検討。

事業化検討会（Ⅰ）では累
計３３２名の参加者があ
り、内容の満足度は７７％
であった。
事業化検討会（Ⅱ）では事
業化に向けて１テーマが
新産業研究会に採択され
た。

産：中核企業は中国地域の企業で、2社
研究開発プロジェク
以上の参加
ト推進支援事業
（公財）ちゅう
ごく産業創造 学：大学、高専等
１．新産業創出研究 センター
会
官：中国経済産業局、県、公設試等

上市に向けた試作品の完
成：４件
継続
各種支援機関への応募：
実施
２件
当研究会継続：３件

地域の新産業創出を目指して、大学・高等専門学校
(以下大学等という)の研究シーズをもとに、企業の事業
化の視点から技術開発課題・商品開発課題を解決す
る
採択件数：１５件（研究費総額：1500万円）

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

産学官連携により地域の新産業創出を目指して、新産
業創出研究会の開催および地域イノベーション創出事
業等の国の研究開発プロジェクトを受託し、支援してい
産：(社)中国地域ニュービジネス協議
る。
研究開発プロジェク
会、中国地区産業クラスター等サポート
これまでに終了したプロジェクトの中から、成功事例と
ト推進支援事業
(公財)ちゅう
金融会議
して事業化に至ったテーマ、事業化に近いテーマを選
ごく産業創造
定し、技術シーズや開発製品等を紹介して成果の普及
２．ビジネスマッチン センター
官：中国経済産業局
を図るとともに、地域の企業、金融機関の方々とのマッ
グ交流会
チングを図り、事業化の促進、販路拡大、開発資金の
獲得等を行うため、本交流会を開催した。

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

交流会開催時および終了
後、参加者から発表者に 継続
対して、１０件の問合せ・ 実施
相談実績があった。

１２機関
産：中国経済連合会、（公財）中国電力
技術研究財団、（社）中国地域ニュービ
ジネス協議会
情報発信・啓発事業 （公財）ちゅう 官：中国経済産業局、（独）科学技術振
ごく産業創造 興機構ＪＳＴイノベーションプラザ広島、
１．産業創出講演会 センター
（独）中小企業基盤整備機構中国支部、
（独）産業技術総合研究所中国セン
ター、（財）鳥取県産業振興機構、（公
財）しまね産業振興財団、（財）岡山県産
業振興財団、（公財）ひろしま産業振興
機構、（財）やまぐち産業振興財団
情報発信・啓発事業

産業・経済界の経営者・技術者を対象に先端技術や技
術動向等の最新の話題について講演会を実施し、新
たなものづくり、及び新規事業創出に向けての動機づ
けを行う。
継続
実施

講演：「日本復興のシンボル 東京スカイツリーが秘め
る最先端技術」
日時：Ｈ23年9月14日 14：00～16：00
会場：ホテルグランヴィア広島
参加人数：266名

産：ニーズ提供いただいた企業

２．イノベーション
（公財）ちゅう 学：シーズ情報を提供いただく中国地域
Ｈ２３年度末で、シーズ登
継続
・イノベーションポータルサイトへのシーズ・ニーズ情報
ネット
ごく産業創造 の大学・高専の連携となる窓口機関
録件数１１７７件、ニーズ１
実施
の登録およびサイト運用による産業創出の支援
ワークによる情報 センター
５件、マッチング成立30件
発信
官：県・公設試
２０機関
産：中国ニュービジネス協議会、経営コ
事業化促進支援事
ンサルタント、弁理士
業
（ 財） ゅう
（公財）ちゅう
ごく産業創造 学：広島大学
１．技術事業化評価 センター
事業
官：中国経済産業局

参加金融機関から紹介のあった案件の事業性評価
参加金融機関から紹介のあった案件の事業性評価：
「使用済紙おむつの燃料化システムの開発」

第 回中国
第２０回中国ニュービジネ
継続
ス大賞特別賞受賞（H24.6
実施
表彰）

金：中国地域内の１５金融機関

産：４０社
官：経済産業省、中四国農政局、(独)産
業技術総合研究所、(独)酒類総合研究
バイオマス・ファイン
中国地域
所、(独)水産総合研究センター、中・四国
ケミカルズ・リファイ
ニュービジネ
地域自治体
ナリーシステム構築
ス協議会
事業
学：信州大学、京都大学、東京大学、広
島大学、広島工業大学、三重大学、岡山
大学、島根大学等（１３大学）

(社)中国地域ニュービジネス協議会は、経済産業省
が平成１３年から平成２１年の間に実施した「産業クラ
スター計画」に推進機関として参画し、さらに平成２３年
度地域新成長産業創出促進事業「バイオマス・ファイン
ケミカルズ・リファイナリーシステム構築事業」を実施し
た。
平成２３年度は、前記事業等で構築した産学官連携
体制を活用して、中国山地に広く豊富に存在するバイ
オマス資源を原料として、中国地域の瀬戸内海沿岸に
立地する化学産業、石油・石炭関連産業、自動車関連
産業、精密機械産業、製紙・製材業等に関連する企業
及び公設試等研究機関・大学が連携して、これらが保
有する無機・有機化学等に係る技術・ノウハウ・人材等
を活用しながら、隣接する地域との連携によるバイオマ
ス・リファイナリーの仕組みを構築し、高付加価値の
ファインケミカルズ製品等を製造する新事業の創出・拡
大を推進した。

「中山間地域における地域資源を活用した地域づくり」
をテーマとし、中山間地域の「民間力」に着目し、地域
資源の活用、大学との連携及び住民や行政との協働
産：中国地域ニュービジネス協議会、しょ
中国地域
などにより、先見性を持って持続可能なまちづくりや産
ニュービジネ うばら産学官連携推進機構
平成２３年度は、新事業１
継続しな
業おこしに取り組み、成果をあげている地域から、取組
ス
４件を創出（売上等増加
い
みの中核をなす多彩な担い手（民間キーパーソン）及
協議会、中国 学：県立広島大学
額 １億円）した。
び大学の研究者をお招きし、それぞれの経営理念や成
経済産業局
功要因等を学ぶとともに、地域の再生に向けた力強い
官：中国経済産業局、庄原市
メッセージを発信した。
５機関

地域づくり連携サ
ミット
in 庄原

化学工業が集積する(全
国ｼｪｱ約11%）と同時に、
製材業も集積している（全
国ｼｪｱ約16%）中国地域に
おいて、森林資源を活用
して、石油に代わるバイオ
マスのケミカル・マテリア
ル(薬用・食用・工業原料
等)産業を創出し、地域の
基幹的産業（林業）の高度
化を推進するため、事業
化支援、販路開拓等を実
施し、平成２３年度は、新
事業１４件を創出（売上等
増加額 １億円）した。

中国地
域にお
いてバイ
オマスの
マテリア
ル・ケミ
カル等の
高付加
価値利
用に取り
組む地
域企業
等を重
点的に
支援する
「バイオ
マスの高
付加価
値商品
化支援」
事業を
実施す
る。
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平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

複数大学の共催で，各回ごとにテーマを設定して3回
実施
＜第12回＞
日時：平成23年8月25日（木）
９機関
主催：広島大学，近畿大学工学部，
広島市立大学
産：中国経済連合会
コラボレー
テーマ：ロボット・RTの活用
ションセン
＜第13回＞
インテレクチャル・カ ター（中国経 学：広島大学、県立広島大学、広島市立 日時：平成23年12月13日（火）
フェ
済産業局・中 大学、近畿大学、広島工業大学、広島国 主催：県立広島大学，広島国際大学，
国経済連合 際大学、産業技術総合研究所
広島工業大学
会）
テーマ：地球環境とテクノロジー
官：中国経済産業局
＜第14回＞
日時：平成24年1月27日（金）
主催：広島大学，近畿大学工学部，
産業技術総合研究所中国センター
テーマ：ゲノム情報を用いたタンパク質酵素の産業応
用

【鳥取大学】
①日時：平成23年8月26～27日
②会場：鳥取県立産業体育館
③研究発表：153件、企業展示：57社
④内容：式典の部では、新宅光男氏（(株)ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
ﾊﾟｰﾙｽﾀｰ）による基調講演や、企業展示ブースや、大
学や高専、研究機関などの研究発表などを実施した。
⑤参加者：1,400名

とっとり産業フェス
ティバル2011

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

・人的ネットワークの構築
継続
・大学技術シーズの情報
実施
発信

【鳥取大学】
来場者の投票をもとに１０
件の発表に対し「研究発
表優秀賞」を贈呈した。

【鳥取県】
○環境ビジネス交流会と
の合同開催もあり異分野
の出展企業間の交流を図
１４機関
ることができた。
○子ども向けの科学教室
産：鳥取県商工会議所連合会、鳥取県
等との合同開催により県
商工会連合会、鳥取県中小企業団体中 【鳥取県】
とっとり産業 央会、鳥取大学振興協力会、鳥取県産 ○とっとり産業フェスティバル201１＆鳥取環境ビジネス 内企業の独自性品等を、
県民に広くＰＲすることが 継続
フェスティバ 業技術センター、鳥取県産業振興機構、 交流会201１
できた。
ル2011、鳥取 山陰合同銀行、鳥取銀行
日時：平成23年8月26日（金）、27日（土）
実施
○大学等の研究成果展示
大学、鳥取県
場所：鳥取産業体育館
学：鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期 内容：基調講演、山陰発技術シーズ発表会inとっとり、 会や研究発表会と企業展
示を併せて開催すること
企業展示、研究発表
大学、米子工業高等専門学校
で、産学官の交流・マッチ
ングの場を提供した
ングの場を提供した。
官 鳥取県 鳥取市
官：鳥取県、鳥取市
【鳥取市】
日時：Ｈ23.8.26（金）、27（土）
【鳥取市】
場所：鳥取産業体育館
来場者：1,400人（550人
内容：学術機関による研究発表
+850人）
企業展示
出展者間の交流や一般来
米子工業高等専門学校ロボ・コン
場者への周知が図られ
た。
１５機関

山陰発技術シーズ
発表会inとっとり

とっとり産業
フェスティバ
ル2011実行
委員会（鳥取
大学、鳥取県
など）、
中国地域産
学官連携コン
ソーシアム

産：山陰合同銀行、鳥取銀行
①日時：平成23年8月26日(金) 13:00～16:35
学：鳥取大学、島根大学、鳥取環境大 ②会場：鳥取産業体育館・小体育館
発表者への技術相談も行
学、鳥取短期大学、米子工業高等専門 ③発表件数：12件
継続
④内容：大学や高専、研究機関などの各研究者から、 われ、新たな交流が生ま
学校、松江工業高等専門学校
実施
企業等へ技術移転可能な技術シーズを12テーマ発表 れた。
官：鳥取県、鳥取市、鳥取県産業技術セ した。
ンター、鳥取県産業振興機構、鳥取県商 ⑤参加者：87名
工会議所連合会、鳥取県商工会連合
会、鳥取県中小企業団体中央会

産：鳥取商工会議所
学：鳥取大学、鳥取環境大学
ほんまちクラブ

鳥取商工会
議所

第31回
＜参加者総数 ８１名、内訳は下記のとおり＞
会員企業（４４名）・大学（１８名）・行政（県１名、市６
名、産業振興機構３名、産業技術センター５名、その他
４名）、
交流会 ＜参加者 ６４名＞
＜講演＞
テーマ「世界に通用する製品づくり～」
講師 高石工業㈱ 代表取締役 高石秀之 氏
＜ＰＲ・展示コーナー＞
㈱日経鳥取販売

官：鳥取県、鳥取市、鳥取県産業振興機
構
第32回
＜参加者総数 ７１名、内訳は下記のとおり＞
等
会員企業（４８名）・大学（９名）・行政（県２名、市３名、
産業振興機構２名、産業技術センター２名、その他５
名）、
交流会 ＜参加者 ６５名＞
＜講演＞
テーマ「米子高専の産学連携の取り組み～」
講師 米子工業高等専門学校 校長 齊藤正美氏
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平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

２機関
セミナー開催「日本
米子商工会
経済の現状と国際
議所
ビジネスの今後」

中国地域国立大学
法人5大学イチ押し 鳥取大学
ビジネス交流会

欧州を中心に続く金融不安、来年に控えた米国大統領
選挙、円高基調が続く為替動向等を背景に、国際的に
産：鳥取県経済同好会西部支部
は現在の日本経済がどのような状況にあるのか、また
今後はどのような方向へ進んでゆくと考えられるのか
官：日本貿易振興機構・鳥取貿易情報セ 分析。
参加者43名
ンター

未定

①日時：平成23年8月23日（火）14:30～19:00
②会場：CIC東京
③発表件数：5件
５機関
④内容：中国地域の5大学が連携することで、単一大 当日の個別相談等も4件 継続実
学：鳥取大学、岡山大学、広島大学、山 学にないスケールメリットを活かした情報発信を行うこ 行われ、共同研究等に進 施（大阪
とを目的とする。各大学が1件のイチ押し研究シーズの 展する期待もある。
地区）
口大学、島根大学
発表を行う。
⑤参加者：64名
４機関

セミナー開催「鳥取
県内中小企業向け 鳥取大学
海外経営戦略」

鳥取県内の中小企業（主に機械・電気関連企業）を対
官：（財）鳥取県産業振興機構・とっとり
象として、海外（とくにアセアン地域）での
国際ビジネスセンター、（独）中小企業基
経営戦略に関するセミナーを産学官が連携して開催す
盤整備機構・中国支部、日本貿易振興
ることにより、県内中小企業の国際化対応の促
機構・鳥取貿易情報センター
進と地域内での産学官連携体制の強化を図る。
参加者29名
学：鳥取大学、中国地域産学官連携コン
ソーシアム（さんさんコンソ）

【鳥取大学】
①日時：平成23年7月8日（金）11:00～17:20
②会場：科学技術振興機構 JSTホール
１１機関
③発表件数：10件
④内容：山陰の大学や高専、公設試などの各研究者
産：山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行
から、企業等へ技術移転可能な技術シーズを10テーマ
発表した。
山陰（鳥取・島根）発 鳥取大学、島 学：鳥取大学、島根大学
⑤参加者：543名（延べ人数）
新技術説明会
根大学
官：鳥取県、島根県、鳥取県産業振興機
【島根大学】
構、しまね産業振興財団、鳥取県産業技
山陰地域（鳥取・島根）の大学・公設試の連携により実
術センター、島根県産業技術センタ
術センタ
島根県産業技術センター
施 合計 件 シ ズ発表を行 た
施、合計10件のシーズ発表を行った。
詳細は以下ご参照：
http://jstshingi.jp/san-in/2011/index.html

未定

【鳥取大学】
当日の個別相談も8件行
継続
われ、新たな交流が生ま
実施
れた。特許ライセンスに発
（H24年
展したテーマもある。
度は7月
13日に
【島根大学】
開催）
成果創出に向けて、フォ
ローアップを実施中
プを実施中

７機関

食品分野研究シー
ズ発表会in大田

産：大田商工会議所、島根県食品工業
主催：国立大
・県内食品産業各社の産
研究会、
学法人島根
・島根大学生物資源科学部、教育学部、医学部、島根 学官連携に対する理解の
大学、島根
未定
学：島根大学、中国地域産学官連携コン 県立大学の県内教育研究機関に加えて、広島大学、 促進
県、公益財団
鳥取大学からもご発表を頂いた。
・研究者と企業とのマッチ
ソーシアム
法人しまね産
ング
業振興財団
官：島根県、しまね産業振興財団、大田
市

主催：国立大
学法人島根
大学、独立行
政法人国立
高等専門学
しまね情報分野
校機構 松江
産学交流会 ２０１２ 工業高等専
門学校、島根
県、松江市、
公益財団法
人しまね産業
振興財団

７機関
産：社団法人島根県情報産業協会、しま
ねOSS協議会

・県内情報産業各社の産
島根大学、松江工業高等専門学校と産業界の交流機 学官連携に対する理解の
会を創出し、新たな産学官の取り組みを推進すること 促進
未定
学：島根大学、松江工業高等専門学校、
を目的として、発表会・展示会事業を開催した。
・研究者と企業とのマッチ
ング
官：島根県、松江市、公益財団法人しま
ね産業振興財団
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平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

○「食品開発と健康に関する研究会」
日 時 ３月７日
場 所 米子コンベンションセンター第７
会議室
学：鳥取大学、米子工業高等専門学校、
内 容 話題提供（講演）、分科会報告、情報交換他
鳥取短期大学 等

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

産：食品関連企業、金融機関

食品開発と健康に
関する研究会

（地独）鳥取
県産業技術
官：鳥取県、倉吉市
センター食品
開発研究所
その他：（財）鳥取県産業振興機構、鳥
（事務局）
取中央農業協同組合、（財）日本きのこ
センター、倉吉商工会議所、（社）鳥取県
栄養士会 等

中海圏域産
業技術展実
行委員会（松
江市・米子
市・安来市・
境港市・松江
商工会議所・
米子商工会
議所・安来商
第6回中海圏域産業 工会議所・境
技術展「中海ものづ 港商工会議
所・東出雲町
くりフェア2011」
商工会・米子
日吉津商工
会・安来市商
工会・まつえ
南商工会・ま
つえ北商工
会・ひがしい
ずも産業支
援センター）

○農・畜産物加工分科会
日 時 ８月１７日
場 所 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム１
内 容 講演、意見交換、相談会等

本研究会の話題提供が
きっかけで、参画企業が
継続
鳥取県ものづくり事業化
実施
応援補助金へ応募され、
採択された。

○水産物加工分科会
日 時 ３月６日
場 所 産業技術センター 食品開発研究所
内 容 講演、意見交換

産：報道16社（後援）、金融機関11社（協
賛）、中海圏域（松江市・米子市・安来
【松江市】
市・境港市）内企業
圏域内各企業・団体等の製品・商品、技術の展示等紹
介による圏域内企業間の交流や地域（市民・学生etc）
学：島根大学、鳥取大学、松江高専、松 と企業の交流。
圏域外から招致した企業とのマッチング。
江工業高校
ものづくりに関する学官の研究事例展示・発表など。
官：中国経済産業局、(独)中小企業基盤
整備機構中国支部、島根県、鳥取県、 【島根商工会議所連合会】
(公財)しまね産業振興財団、(財)鳥取県 中海圏域の優れた技術や製品を幅広く紹介するととも
産業振興機構、(独)高齢・障害・求職者 に、商談会も行いビジネスチャンスを創出。また大学・
雇用支援機構島根職業能力開発促進セ 高専などの研究シーズの発表などを通じ産学官の交
流も行った。
ンター、中海市長会

【松江市】
圏域内外問わず、本取組
みによる新規の取引きが
成立。

【松江
市】
【島根商工会議所連合会】
継続しな
商談成約件数39件（20
い
社）
見積依頼件数79社（35
社）
引
合件数111社（36社）

７機関
産学連携懇談会

松江商工会
議所
島根大学

産：松江市内の企業5社、松江商工会議
島根大学の研究施設見学・説明、産学連携について意
所
見交換
学：島根大学
１２機関

産学連携懇談会

松江商工会
議所
松江工業高
等専門学校

産：松江市内の企業11社、松江商工会
議所

松江高専の技術シーズ紹介、産学連携について意見
交換、校内施設見学

学：松江工業高等専門学校

産：株式会社アイ・コミュニケーション、山
陰クボタ水道用材株式会社、株式会社 〇日時：平成２４年度２月１７日
ワコムアイティ ほか
〇場所：くにびきメッセ
〇内容
一般社団法
・講演
新技術創出セミナー 人松江テクノ 学：松江工業高等専門学校
・技術者顕彰表彰式
フォーラム
・プレゼンテーションコンテスト
官：しまね産業振興財団
・交流会
合計86団体で構成

島根県における企業にお
いて自社製品を開発した
技術者を表彰するととも
継続
に，高等専門学校におけ
実施
る研究成果を県や県内企
業に周知することで産学
官の交流が深まった。

産：島根県内各企業
技術シーズ育成支
援事業 成果発表
会

（公財）しまね 学：島根大学、松江工業高等専門学校
・本事業における研究成果について、各種発表会の場 ・産学官連携に対する県
産業振興財 等
でご発表を頂いた。
内各企業の理解促進
団
官：島根県、（公財）しまね産業振興財団
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未定

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

２３機関
学：鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期
大学、米子高専、島根大学、松江高専、
中国地域産学官連
岡山大学、岡山県立大学、岡山理科大
岡山大学・鳥
携コンソーシアム（さ
学、就実大学、津山高専、広島大学、広
取大学
んさんコンソ）
島市立大学、県立広島大学、広島工業
大学、近畿大学（工学部）、福山大学、
広島商船高専、呉高専、山口大学、徳山
高専、宇部高専、大島商船高専

第４回産学官民コ
ミュニティー全国大
会ｉｎおかやま開催

岡山大学

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

○運営体制整備
・CPAS-NET、さんさんコンソ参加機関数の増加
・目標参加企業数５００社の確保
○人材育成事業
・人材育成事業（知財教育他）を計２３回実施
・経営戦略講演会を計４回実施
○産学マッチング企画
・JST新技術説明会、シーズ発表会、合同マッチング
イベントへの出展を実施。
新技術説明会では正会員７校から９件の未公開技
術を紹介。延べ３０４名が聴講し、共同研究２件、サン
プルの提供１件などが成立。
○特色ある取組
・企業の研究取組支援活動（意見交換会）の開催
７月に１件の専門家派遣を実施（電力会社）。中小
企業への専門家派遣を含めて今後とも継続予定。
・森林系バイオマスの活用による地域活性化に着
目した活動を展開。東日本大震災復興支援事業(瓦礫
中の木質系バイオマス活用の提言）や、バイオマス利
用をテーマとした経営戦略講演会を開催。
・未利用資源の有効活用のためのワークショップを開
催。

○産学官民コミュニティ全国大会inおかやま
日時：平成２２年９月１１日（土）
８機関
場所：岡山大学五十周年記念会館
内容：
学：岡山県立大学、岡山理科大学、岡山 基調講演：岡山大学千葉学長
応援メッセージ：文科省・経済省
大学
全国の活動紹介
官：岡山県、岡山市、（財）岡山県産業振 講演会参加者：約２００名
興財団、いわてネットワークシステム（ＩＮ 交流会参加者：約１５０名（岡大生協南福利施設ピーチ
Ｓ）、関西ネットワークシステム（ＫＮＳ） ユニオン）

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

◎さんさんコンソ事業への
参加状況（平成２３年３月
比）：
正会員校２３校（変化無
し）
特別会員４８機関（１機
関増）
登録企業数５３９社（３６
社増）
ＣＰＡＳ Ｎｅｔ ＩＤ １４６０
（４０増）
◎産学官連携プロデュー
継続
サへの問い合わせ件数は
実施
１１５件（Ｈ２２年度は１１０
件）とやや増加し、３８件
（Ｈ２２年度は４３件）の
マッチングが成立。
◎平成２５年度以降の、
自立化に向け、ビジネス
マッチングサイト運営会社
との連携を含めた事業体
制を検討中。コスト削減の
ため、データベース移換
によるサーバー維持費の
削減を行う。

○第５回産学官民コミュニ
ティ全国大会 の開催予定
開催日：平成23年9月3
日（土）
継続
開催場所：酪農学園大 実施
学
（北海道江別市文京台
緑町582）

※参考資料
３０機関

岡山・産学官連携推
岡山県
進会議

津山産小麦に関す
る農商工連携

つやま新産
業創出機構

産：岡山県経済団体連絡協議会、岡山
県商工会議所連合会、岡山県経営者協
会、(社)岡山経済同友会、岡山県中小企 ○第11回全体委員会
日時：平成23年11月8日（火）
業団体中央会、岡山県商工会連合会
場所：岡山ロイヤルホテル
学：岡山大学、岡山県立大学、岡山理科 内容：岡山・産学官連携推進会議の理組状況の報告
大学、川崎医科大学、倉敷芸術科学大 等
学、津山工業高等専門学校、岡山商科
大学、川崎医療福祉大学、吉備国際大 ○第9回おかやま夢づくり産学官連携推進フォーラム
学、中国学園大学、就実大学、岡山学院 日時：平成23年11月8日（火）
場所：岡山ロイヤルホテル
大学、中国職業能力開発大学校
内容：おかやま産学官連携大賞表彰式、記念講演等
官：岡山県、岡山県市長会、岡山県町村
○岡山産学官連携センターを中心とした協働事業の実
会、中国経済産業局
施
内容：100社訪問キャラバン隊、100研究室訪問、おか
その他：日本政策投資銀行岡山事務
所、（独）日本貿易振興機構岡山貿易情 やまコーディネータ連絡協議会、新しい視点により産業
報センター、(財)岡山県産業振興財団、 を考察するセミナー等
(社)システムエンジニアリング岡山、(社)
中国地域ニュービジネス協議会、(独)中 参考ＵＲＬ：http://okayama-sangakukan.jp/
小企業基盤整備機構中国支部、(独)科
学技術振興機構JSTイノベーションプラ
ザ広島

・おかやまメディカルイノ
ベーションセンター（ＯＭＩ
Ｃ）の開所（平成23年４月）
継続
・おかやま次世代自動車
実施
技術研究開発センター（Ｏ
ＶＥＣ）の開所（平成23年４
月）

【美作大学】
①つやま餃子の改良、新
バージョン等いくつか新し
い商品が発表され、試食
に供された。試食評価に
【美作大学】
よって商品の改善をさらに
①つやま餃子試食会 開催
産：つやま夢みのりグループ各社
進める予定である。
②津山産小麦による手びねりパン教室開催協力
②家庭の主婦層などに地
学：美作大学 地域生活科学研究所
元の小麦の宣伝が」でき
【つやま新産業創出機構】
つやま新産業創出機構が事務局を務める津山圏域地 た。
官：つやま新産業創出機構、津山市、岡 元産小麦普及促進協議会で地元産小麦の普及を促進
している。作付面積が平成22年度25ｈａから平成23年 【つやま新産業振興機構】
山県（美作県民局）
度には62haになるなど、拡大している。また、平成23年 津山産小麦100％の皮で
地域の特産品を包むとい
度には岡山県で初めて硬質小麦（強力粉）の収穫も
うコンセプトで津山餃子を
行った。
開発。市内12店舗で販売
中。全国餃子サミット等に
も参加。
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検討中
津山産
小麦使っ
た新商
品の開
発。
津山産
小麦を
使用する
食品関
連企業
の登録
制度の
創設。

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

市内の産学官で構成する「次世代自動車技術研究会」
の活動に対する補助事業。
研究会では、次の活動を実施
産：東広島商工会議所、自動車関連企
業等

○技術研究会／セミナー
日時：平成23年6月7日、9月14日、平成24年3月15日
場所：コラボスクエア、近畿大学次世代基盤技術研 高効率エアコンの研究開
東広島市・東
発Grが、従来型と比較し 継続
学：広島大学、近畿大学工学部、広島国 究所、東広島商工会議所会館
自動車技術開発支
広島商工会
て大幅に小型・軽量な熱 実施
援事業
際大学
テーマ：次世代自動車技術、水素利用技術等
議所
交換器を試作開発した。
官：広島県、（公財)ひろしま産業振興機 ○研究開発プロジェクト
構、中国経済産業局、東広島市
テーマ1：高効率電動補機類の研究開発【継続】
テーマ2：高効率エアコンの研究開発【継続】
テーマ3：コミューターEVの研究開発【継続】

２機関
起業家養成講座

東広島市・広
学：広島大学
島大学
官：東広島市

イノベーション創出
若手研究人材養成
事業
広島大学
（中国地域５大学連
携事業）

○起業家養成講座
日時：平成23年7月9日～7月23日（6日間）
場所：コラボスクエア会議室
内容：「会社設立手順」「起業事例紹介」「資金繰りと
資金調達」「ビジネスプラン作成実習」 等
参加者数：19名（内修了者9名）
○起業家のためのセミナー
①日時：平成23年12月3日（土）10：00～17：00
内容：創業期の会社のための税金計算セミナー
場所：コラボスクエア会議室
参加者数：9名
②日時：平成23年12月17日（土）10：00～17：00
内容：創業期・設立後の会社のための実践的経営計
画作成セミナー
場所：コラボスクエア会議室
参加者数：14名

継続
実施

■実施概要
平成21年7月に「若手研究人材養成センター」を設置｡
博士課程後期の大学院生及び全国の学位取得後5年
以内の若手研究者を対象に､独自の専門に裏打ちされ
た幅広い知識と興味をもち、新分野に挑戦する活力あ
る人材を養成するプログラム『地方協奏による挑戦す
る若手人材の養成計画』を実施中。本プログラムは実
務能力の基礎を身に付ける実務コアコースと企業等と
博士研究員について
の連携により幅広い研究展開能力を身に付けるイノ
は、5大学との連携に加
ベーション研究コースの2つから構成される。平成23年
え、学会誌等を利用し、幅
度の実施状況は次のとおり｡
広く全国から公募してい
る。これまでに5大学を含
５機関
１ 養成状況
む他大学、地域の機関等
継続実
博士課程後期の大学院生5名と学位取得者2名を新た
からの応募・問い合わせ
学：広島大学、岡山大学、山口大学、島
施
に採用し養成している｡
が数件あった。若手研究
根大学、鳥取大学
【第Ⅰ期～Ⅴ期の養成人数】 博士課程後期の学生
人材養成シンポジウム・
21人（うち11人養成中）、博士学位取得後5年以内の研
成果報告会には、他大学
究者 8人（うち3人養成中）
等から多数の参加があ
２ 企業派遣プログラム実施状況
り、高評価をいただいてい
平成23年度：9人参加 （連携企業は現在44社）
る。
３ 博士人材キャリア相談室
【相談件数】平成23年度：のべ645件
４ シンポジウム等の開催
企業人材セミナー１２回、若手研究人材養成シンポジ
ウム１回、成果報告会２回、企業見学会２回、ビジネス
マナー講習会２回
昨年度に引き続き、中四国地域の産学官連携CDや
関連事務職員を対象に、国際法務・契約人材の育成を
目的にした研修会を開催した。

国際産学官連携事
業「５大学連携研修 広島大学
会」

（１）国際産学官連携戦略研修会
①平成23年9月30日 ホテルグランヴィア広島
“産学官連携に係るリスクマネジメント”をサブタイトル
として、本学顧問弁護士やオックスフォード大学 の教 本研修会は、国際法務・
５機関
授らが講演。参加者は70名。
契約に関する役に立つ内
容で構成しており、受講者 継続実
学：広島大学、岡山大学、山口大学、島 ②平成23年12月8日 広島ガーデンパレス
からは評価が高く、国際 施
根大学、鳥取大学
平成23年9月16日に改正された米国特許法に関するセ 法務・契約人材の育成に
ミナー。参加者85名。
貢献している。
（２）国際産学官連戦略シンポジウム
平成24年1月20日 ホテルグランヴィア広島
“更なる国際産学官連携活動の活発化を目指して” を
テーマに 本学顧問弁護士や海外の専門家などが講
演。参加者106名
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平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

【広島工業大悪】
当該拠点に関連した研究活動について
・導入機器の説明会を中心に企業へ利用の働きかけ
を行なった。
・機器取扱い等を関連企業へ支援した。
２０機関、オブザーバー２機関（ひろしま
・技術及び製品開発への活用を案内した。
医工連携イノベーション推進協議会）
・自動車分野医工連携研究会（マツダ㈱を核とした部
【広島工業大学】
品メーカー7社）を発足し、ＮＶＨカテゴリー研究を行なう
共同研究等の成果には
産：マツダ（株）、三菱重工業（株）、湧永
こととした。
至っていない。
製薬（株）、ダイキョーニシカワ（株）、
・自動車分野医工連携研究会 ＮＶＨカテゴリー会議を
（株）東洋高圧、中国経済連合会、広島
行ない、情報交換及び意思の疎通を図った。
【広島大学】
商工会議所
・研究成果
【広島大学】
共同研究の実施件数６件
学：広島大学、県立広島大学、広島市立
・４月２８日に本拠点の開所式を実施。広島県知事ほ
地域産学官共同研
受託研究６件
大学、近畿大学工学部、広島工業大学、
か関係者１０５名が出席した。
究拠点整備事業
広島大学、広
論文発表１２件
広島国際大学、広島国際学院大学
・開所後、本拠点に設置した研究用設備機器の操作説
「ひろしま医工連携・ 島県、中国経
明会や普及活動など、主なものだけでもを合計４１回
先進医療イノベー 済連合会
・マスコミ等の取材・報道
金：（株）広島銀行
開催した。参加者は延べ1120人に達した。
ション拠点」
状況
・研究面では、「人間医工学応用自動車」、「医療機器・
テレビ２回、新聞５回
官：広島県、広島市、（公財）ひろしま産
情報医工学」「細胞治療等先進医療」の各分野で研究
業振興機構、（独）産業技術総合研究
プロジェクトを立ち上げ、共同研究を開始した。
・企業や団体等の視察受
所、（財）ちゅうごく産業創造センター
・研究用設備機器の利用に関する要項を整備し、利用
け入れ
料金や手続きを明確にした。
４２回
オブザーバー：（独）科学技術振興機構Ｊ
・本拠点のホームページを開設した。
ＳＴイノベーションプラザ広島、中国経済
・平成23年度地域産学官連携科学技術振興事業「地
産業局
域イノベーション戦略支援プログラム」の採択を受け、
研究開発を担う研究者や人材育成・設備共用化を推進
するスタッフを配置するなどして、運営体制の整備に努
めた。

国際産学官連携事
業（中国地域５大
学連携事業:英語 広島大学
版研究 技術シ
版研究・技術シー
ズ集の発行）

５機関
学：広島大学、岡山大学、山口大
学 島根大学 鳥取大学
学、島根大学、鳥取大学

２４年度
（計画）

継続実
施
企業等と
の共同
研究を
更に推
進する。
２３年度
に開発し
た人材
育成プロ
グラムに
よる企業
人材の
育成事
業を本
格的に
開始す
る。

海外の展示会や現地駐在CDが海外企業の訪問の際
に活用することを目的に、中国地域５大学が有する特
本冊子は、海外駐在CDの
徴的な研究・技術シーズ３６件を掲載した冊子を発行し
活動や海外での各種イベ
た。
ントで活用するとともに、 継続しな
PDF版を、HPに掲載して い
■発行日 2011年9月
■発行日：2011年9月
おり、各大学のPRにも役
■掲載シーズ 広島大学 12件、鳥取大学 8件、島根
立っているとと思われる。
大学 5件、岡山大学 5件、山口大学 6件

１２機関
産：広島商工会議所、（公財）ひろしま産
業振興機構、日本貿易振興機構広島情
報センター、（協）広島総合卸センター、
㈱ナンカイ、ＮＩＩ、三井住友海上火災保 ・実践的教育の充実と地域経済への貢献を目的とし
広島修道大 険㈱、日本通運㈱広島支店、東洋紙商
て、2003年度から実施。輸出実務と海外市場開拓を
2011年度産学官連
学商学部
事㈱、中国経済連合会
テーマに、広島を中心に活躍中の専門家を講師に迎
携による貿易実践
【広島商工会
え、広島修道大学商学部の学生を対象として、全15回
講座
議所回答】
学：広島修道大学商学部
シリーズで実施。

貿易に関する実践的な講
座の実施により、将来、広
島で活躍し、地域経済の
貢献に資する人材の育成
の一助となった。

昨年同
様、15回
シリーズ
で実施
の予定。

官：中国経済産業局、広島市教育委員
会
金：㈱広島銀行
１１９機関

近畿大学工学部産
近畿大学工
学官連携推進協力
学部
会

○技術発表会・技術交流会
日時：平成23年6月16日（木）16:40～19:30
産：（会員）企業９３社（協力機関）中国経 場所：ホテルセンチュリー21広島
内容：会員企業2社及び本学工学部教員1名による研
済連合会、東広島商工会議所、広島商
工会議所、呉商工会議所、福山商工会 究成果発表
議所
○特別講演会
日時：平成23年10月31日（月）13:00～19:00
学：（協力機関）広島大学産学連携セン
場所：近畿大学工学部
ター
内容：「未来をつくる｜EVで変わる暮らし」のテーマで
官：（協力機関）中国経済産業局、広島 講演（SWdesignTOKYO代表 和田智氏）
県、広島県立総合技術研究所西部工業
○近畿大学工学部研究公開フォーラム2011
技術センター、同東部工業技術セン
日時：平成23年10月31日（月）13:00～19:00
ター、広島市工業技術センター、広島
場所：近畿大学工学部
市、東広島市、呉市、福山市、(独)産業
技術総合研究所中国センター、(独)科学 内容：パネル展示、本学研究報告・企業技術発表、
技術振興機構ＪＳＴイノベーションプラザ 交流会
広島、(財)くれ産業振興センター、(公財)
ひろしま産業振興機構、同広島県産業 ○リカレント講座
日時：平成24年2月4日（土）、2月18日（土）、3月3日
科学技術研究所、(財)ちゅうごく産業創
（土）10:00～15:00
造センター、(財)広島市産業振興セン
場所：近畿大学次世代基盤技術研究所
ター、同先端科学技術研究所、(財)マツ
内容：社会人を対象に「学び直し流体の力学」のテー
ダ財団、(社)中国地域ニュービジネス協
議会、(社)発明協会広島県支部、(株)テ マで講義
クノプラザ
ク
プラザ
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継続
実施

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

９機関
産：広島商工会議所

産学連携フェア

広島市

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

【広島市】
○産学連携フェア
日時：平成２３年１１月２日１３：００－１７：００
場所：広島市工業技術センター
内容：各大学の研究シーズ紹介（講演会）、個別相談
室、広島市工業技術センターの試験機器の視察、助成
金交付企業の事例紹介

【広島工業大学】
学：広島大学、県立広島大学、広島市立
11月2日開催の産学連携フェア「中小企業に向けて最 【広島工業大学】
継続しな
大学、広島工業大学、広島国際学院大
もＰＲしたい研究開発」で工学部機械システム工学科 具体的な成果はあがって
い
学、近畿大学工学部
福島准教授が「流体技術を利用した計測法の紹介」を いない。
テーマとした研究シーズの紹介を行なった。
官：（財）広島市産業振興センター、広島
市
【広島商工会議所】
本事業を後援
1.各大学の研究シーズ紹介
2.個別相談
3.広島市工業技術センターの試験機器の視察等
4.助成金交付企業の事例紹介

○東広島市産学官マッチングイベント～再生可能エネ
ルギー産業の創出に向けて～
日時：平成23年11月28日（月）13：00～17：45
場所：東広島市民文化センター サンスクエア東広
島
内容：
東広島発！ものづくり逸品認定証授与式（9件認定）
基調講演：㈱豊国エコソリューションズ 代表取締役
赤田悟氏 大学研究シーズ発表、展示セッション 等
○産学連携人材育成支援（リカレント講座）
・広島国際大学
産：東広島商工会議所、黒瀬商工会、広 講座名：工学アラカルト
日時：平成23年7月30日（土）、8月6日（土）13：30～
島県央商工会、安芸津町商工会
15：00
学：広島大学、近畿大学工学部、広島国 場所：コラボスクエア会議室
参加者数 15名（延べ）
参加者数：15名（延べ）
際大学
・広島大学
講座名：溶接・接合技術の基礎講座
官：東広島市
日時：平成23年8月20日（土）、8月27日（土）10：00～
16：00
場所：広島大学工学研究科111講義室
参加者数：122名（延べ）
・近畿大学工学部
講座名：学び直し 流体の力学
日時：平成24年2月4日（土）、2月18日（土）、3月3日
（土）10：00～15：00
場所：近畿大学次世代基盤技術研究所２階会議室及
び実験室
参加者数：85名（延べ）
８機関

東広島市産学官連
東広島市
携推進協議会

継続
実施

産：－

技術シーズ発掘事
業

学：広島大学、広島工業大学、近畿大学
大学等研究室を訪問し、研究内容の紹介、事業化に向
（公財）ひろし 工学部、広島市立大学、県立広島大学、
けた意見交換を実施。
ま産業振興 広島国際大学、福山大学、国際学院大
学
機構
訪問件数９研究室、参加者延べ３４２名
官：(独法）科学技術振興機構（ＪＳＴ）、東
広島市産学官連携推進協議会、ひろし
ま産業振興機構

企業ニーズにより、新たな
研究会
「金属腐食防食技術研究
会」を設置

研究室
訪問10
件を予
定

○ 計２回開催

２機関
くれ産業振興
広島大学ＭＯＴ講座
学：広島大学
センター
官：くれ産業振興センター

第1回 平成23年10月27日
テーマ「世界初鉛フリーはんだの開発戦略」～人類の
歴史５０００年への挑戦
場所：広島県立総合技術研究所 西部工業技術セン
ター
参加者：２５人
第２回 平成24年3月2日
テーマ「ラジカルイノベーションで新世代」
場所：広島県立総合技術研究所 西部工業技術セン
ター
参加者：15人
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継続実
施

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

４機関

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度実施内容

平成２３年度に
生まれた成果

２４年度
（計画）

○計３回開催
第１回 平成23年12月15日
テーマ「小さいボルトから大型構造物までのオンサイト
材料分析」他７テーマ
場所：広島県立総合技術研究所 西部工業技術セン
ター
参加者：５４人

産：ＪＦＥテクノリサーチ(株)
大学等シーズ活用
セミナー

くれ産業振興
学：呉工業高等専門学校，広島大学大
センター
学院
官：くれ産業振興センター

第２回 平成24年1月31日
テーマ「機械設計におけるトライボロジー（摩擦・摩耗・
潤滑）とその応用」
場所：呉工業高等専門学校
参加者：１６人

継続
実施

第３回 平成24年2月22日
テーマ「スポーツ医学の介護予防への展開」
場所：広島大学
参加者：３６人
９機関

技術シーズ発掘事
業

研究室訪問を2回実施した。
学：広島工業大学、近畿大学工学部、広 1回目：8月4日実施、工学部機械システム工学科 王
（公財）ひろし 島市立大学、県立広島大学、広島国際 准教授研究室、53名（30団体）の参加があった。
ま産業振興 大学、福山大学、広島大学
2回目：2月24日実施、大学院工学系研究科 情報シス
機構
テム科学専攻 小川准教授研究室、46名（25団体）の
官：(独法）科学技術振興機構（ＪＳＴ）、ひ 参加があった。
ろしま産業振興機構

王准教授の研究シーズを
ベースとして「広島県金属
防食技術研究会」を設立
継続
し研究会を開催した。
小川准教授については、
具体的な成果はない。

○各種全国規模での産学官連携マッチングイベントへ
の高専シーズ等の出展
８機関
国立高等専門学校
徳山工業高
スーパー地域産学
等専門学校
連携事業

○第４回中国地区高専テクノ・マーケット
◎中国地区８高専の連携
継続
による高専テクノ･マー
学：米子高専、松江高専、津山高専、広 日時：平成２３年１２月３日（土）
実施
場所：津山国際ホテル
ケットの実施
島商船高専、呉高専、大島商船高専、徳
内容：基調講演（稲毛 真一工学博士）、製品・商品の
山高専、宇部高専
高専開発成功事例発表、技術職員による技術・教育支
援の事例発表、就活生向けキャリア教育等
２３機関

産：山口県経営者協会、山口県商工会
連合会、山口県商工会議所連合会、山
口県中小企業団体中央会、(株)超高温
材料研究所、日本政策金融公庫下関支
店、山口キャピタル、エス・ケイ・ベン
チャーズ、山口ティー・エル・オー、周南 平成２３年度第１回山口県産学公連携イノベーション創
山口県産学公連携 （財）やまぐち 新商品創造プラザ、山口県技術交流協 出委員会
日時：平成２４年３月１６日（金）
イノベーション創出 産業振興財 会
場所：翠山荘（山口市湯田）
推進委員会
団
学：山口大学、山口県立大学、東亜大 内容：来年度の県・財団の新規の取組内容の紹介等
学、山口東京理科大学、徳山高専、宇部
高専、大島商船高専、水産大学校、
官：（財）ちゅうごく産業創造センター、山
口県、（地独）山口県産業技術センター、
(財)やまぐち産業振興財団
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予定無し

平成２３年度『新結合プラン』取組実績（一覧）
事業名

主体機関

連携機関

２７機関

やまぐち事業化支
援・連携コーディ
ネート会議

産：山口ティー・エル・オー、周南新商品
創造プラザ、山口県デザインセンター、
山口県技術交流協会、周南地場産業振
興センター、山口・防府地域工芸地場産
業振興センター、山口県アクティブシニ
ア協会、日本政策金融公庫、西京総研、
（財）やまぐち 山口経済研究所
産業振興財
団・山口大学 学：山口大学、水産大学校、山口県立大
学、東京理科大学、香川学園、徳山大
学、宇部高専、徳山高専、大島商船高専
官：ちゅうごく産業創造センター、中国地
域ニュービジネス協議会、科学技術振興
機構、宇部市、山口県産業技術セン
ター、発明協会山口県支部、山口県、や
まぐち産業振興財団

平成２３年度実施内容

平成24年9月13日
中国地域産学官コラボレーション会議

平成２３年度に
生まれた成果

○平成２３年度定時総会
日時：平成２３年６月３日
場所：翠山荘（山口市） 参加者：６８名
内容：平成２２年度事業報告、平成２３年度事業計画
（案）等
○企画運営委員会
・第９回企画運営委員会
日時：平成２３年１２月７日
場所：翠山荘（山口市） 参加者：１５名
内容：平成２３年度事業中間報告、平成２４年度事業計
画案
・第10回企画運営委員会
日時：平成２４年１月１３日
場所：翠山荘（山口市） 参加者：４３名
内容：平成２３年度事業報告、平成２４年度事業計画案
等
○幹事会
産学公の連携による研究
日時：平成２４年３月１６日
開発の実施（９テーマ）
場所：翠山荘（山口市） 参加者：２６名
内容：平成２２年度事業報告、平成２３年度事業計画案
等
○連絡会議
・「山口イノベーション創出拠点」設備機器説明会
日時：平成２３年７月２６日
場所：山大等 参加者：３４名
内容：機器の見学、使用方法説明
・最新の植物工場の地方展開に関するセミナー
日時：平成２３年１２月７日
場所：翠山荘（山口市） 参加者：１０５名
内容：植物工場に関する講演会
・講演会及びワーキンググループ活動報告
日時：平成２４年１月１３日
場所：翠山荘（山口市） 参加者：６０名
内容：県内の産学公の連携による研究開発状況の報
告等
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２４年度
（計画）

継続
実施

