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                         平成２３年１２月２０日 

    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度国際産学官連携戦略シンポジウムの年度国際産学官連携戦略シンポジウムの年度国際産学官連携戦略シンポジウムの年度国際産学官連携戦略シンポジウムの    

開催について開催について開催について開催について    

 

   

 広島大学産学・地域連携センターでは、「平成２３年度国際産学官連携戦

略シンポジウム～更なる国際産学官連携活動の活発化を目指して～」を下

記のとおり開催します。 

 

このシンポジウムは、平成２３年度文部科学省「イノベーションシステ

ム整備事業（大学等産学官連携自立化促進プログラム【機能強化支援型】

及び【コーディネーター支援型】）」の一環として開催します。 

 

産学官連携活動を推進しているスイス連邦工科大学、英国の技術移転状

況やリスク管理および本学の取り組み状況を紹介いたします。 

 

このシンポジウムを通じて、大学から産業界へ更なる技術移転が進むこ

とを期待しています。 

 

  

              記 

 

■日 時 平成２４年１月２０日（金） 

     ○シンポジウム         １１：００～１７：００ 

     ○情報交換会（会費：4,500 円） １７：２０～１８：５０ 

 

■会 場 ホテルグランヴィア広島 ４階「悠久Ａ」 

（広島市南区松原町１－５）  

  

 ■対象者 大学、高等専門学校、公的研究機関教職員、一般企業の方 

    

■主 催 広島大学 

 

 ■参加料 無 料 

 
 【お問い合わせ先】 

社会連携・広報・情報室 

社会連携グループ    岡門 宏治 

TEL:082-424-6253、FAX:082-424-6189   

 



主催：国立大学法人　広島大学
【申込・お問合せ】　  広島大学　産学・地域連携センター　国際産学連携担当
TEL　082-421-3708
E-mail　crcinter@hiroshima-u.ac.jp
URL　http://www.hiroshima-u.ac.jp/schedule/show/id/9156

産学官連携活動を推進しているスイス連邦工科大学、
英国の技術移転状況やリスク管理及び本学の取り組み状況を紹介します

≪講演者≫
◆11：10～文部科学省　科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課長　　池田　貴城
◆11：40～スイス大使館  科学技術部長　工学博士  Felix Moesner
◆13：10～ Origin Ltd.   Managing Director　弁護士（英国）　Peter Langley
◆14：05～独立行政法人　物質・材料研究機構  外部連携部門長　理学博士　青木　芳夫
◆15：15～永島 橋本法律事務所 　弁護士　永島　孝明
◆16：10～広島大学　産学・地域連携センター　産学官連携コーディネーター 特命教授　工学博士　松井　亨景

文部科学省　イノベーションシステム整備事業
大学等産学官連携自立化促進プログラム

【機能強化支援型】及び「コーディネーター支援型」

平成23年度
国際産学官連携戦略
シンポジウム

平成24年1月20日（金）
～更なる国際産学官連携活動の活発化を目指して～

平平平平平平平平平平日時

11：00～17：00 シンポジウム 17：20～18：50 情報交換会（会費 4,500円）

会場 対象者ホテルグランヴィア広島
4階「悠久A」

大学・高専・公的研究機関教職員
一般企業の方

〒732-0822 広島市南区松原町1-5（JR広島駅新幹線口）
TEL：（082）262-1111

日英同時通訳付

参加費無料：定員100名



 シンポジウム
プログラム

11：00 開会の挨拶 広島大学　理事・副学長（社会連携・広報・情報担当）　岡本　哲治

11：10 基調講演『産学官連携の“これまで”と“これから”』
文部科学省　科学技術・学術政策局　産業連携・地域支援課長　 池田　貴城

11：40
特別講演『Innovation in Switzerland, ETH Transfer as an example』
　　　　（スイスのイノベーション―スイス連邦工科大学チューリヒ校 ETH Transfer を例に）

スイス大使館　科学技術部長　工学博士　Felix  Moesner

12：10～13：10　昼食休憩

13：10
特別講演『Recent Trend and/or case study on International Technology
　　　　  Transfer in the U.K.』（英国における海外技術移転状況）

Origin Ltd.  Managing  Director　弁護士（英国）　Peter Langley

14：05 特別講演『企業連携における海外戦略とNIMSの新知財ポリシー』
独立行政法人　物質・材料研究機構　外部連携部門長　理学博士　青木　芳夫

15：00～15：15　休　　憩

15：15 『米国判例において議論された産学連携の問題点』
永島 橋本法律事務所　弁護士　永島　孝明

16：10 『広島大学が取り組んできた技術移転モデルづくりと人材育成』
広島大学　産学・地域連携センター　産学官連携コーディネーター　特命教授　工学博士　松井　亨景

16：50 閉会の挨拶  広島大学　副理事（社会連携担当）・社会連携推進機構長　宮地　　壽

 情報交換会
17：20～18：50　　情報交換会　　　会費 :4,500円　

 平成23年度 広島大学 国際産学官連携戦略シンポジウム参加申込書
お申込み方法 下記事項を記載の上、FAXまたはE-mail でお申し込みください。（下記ホームページからもできます）

広島大学産学・地域連携センター　国際産学連携担当　宛

http://www.hiroshima-u.ac.jp/schedule/show/id/9156
E-mail:crcinter@hiroshima-u.ac.jpFAX：082-421-3639

機関名 所在地
（勤務先）

〒

氏　名
日 本 語 所　属

役　職ローマ字

電　話 FAX

E-mail 情報交換会
(会費 :4,500円 ) 参加する　・　参加しない

申込締切日：平成24年1月10日（火）
※定員になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。

※ご参加いただいた方には参加証をお渡しします。

※当日は、都合により内容を変更させていただく場合がございますのでご了承ください。
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