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　  2012年10月16日発行　【毎月第3火曜日】

⇒静大イノベーション社会連携推進機構より、お知らせやイベント情報
をお届けします。http://www.cjr.shizuoka.ac.jp/からもご覧頂けます。

◆◇◆　目次　◆◇◆

１．「静岡大学　第11回アントレプレナー講演会」のご案内
２．「シーズ＆ニーズビジネスマッチング研究発表会」のご案内
３．「オプトロニクスフェア2012 in 浜松」のご案内
４．「2012年度 レーザーによるものづくり中核人材育成講座」のご案内
５．「週末パテントセミナー2012in静岡」のご案内
６．「広域型産学官連携事業者合同シンポジウム」のご案内
７．「震災後の日本を考える社会の読み方、創り方」のご案内

※問合先のアドレスは、スパムメール防止のため表記を一部変更してい
  ます。メール送信の際は[at]を@に変更してください。

----------------------------------------------------------------
１．「静岡大学　第11回アントレプレナー講演会」のご案内
　　～グローバル企業におけるイノベーションの源泉～
　　　講師　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　　　　　代表取締役社長　日色　保氏（静岡大学人文学部法学科卒）

日時　平成24年11月1日（木）15：00～16：50 [開場　14：20～]
　　　　講演後、日色氏を囲んだ交流会を開催予定（無料）
会場　静岡大学　静岡キャンパス　大学会館ホール
定員　200名
主催　静岡大学イノベーション社会連携推進機構
　　　　（研究活用支援部門・地域連携生涯学習部門）
共催　静岡大学人文社会科学部　静岡大学経済学会　静岡大学産学連携協力会
問合/申込先　
　　　　静岡大学　イノベーション社会連携推進機構　研究活用支援部門
　　　　TEL：053-478-1713　 　　　FAX：053-478-1719
　　　　E-mail antre[at]cjr.shizuoka.ac.jp
        URL   http://www.cjr.shizuoka.ac.jp/center/eventlog/no93.html 
当日（11/1）お問合せ先　：053-238-4631

----------------------------------------------------------------
２．「シーズ＆ニーズビジネスマッチング研究発表会」のご案内
　　－高齢化社会・健康・食品産業－
　　（静岡県食品技術研究会 第227回例会）
　　（静岡大学食品・生物産業創出拠点 第31回研究会）

日時　平成24年12月7日　　10：00～18：30
会場　ホテルアソシア静岡　３F　駿府
主催　静岡県食品技術研究会、静岡大学食品・生物産業創出拠点
　　　　静岡県工業技術研究所、静岡県食品産業協議会
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[講演会]　　３F　駿府　　ポスターセッション及び展示コーナーも含む
10：00～10：05　主催者挨拶　
　　　　　　　　　　静岡県食品技術研究会会長、静岡大学食品・生物産業創出拠点代表
幹事
[食品研究発表会]
10：05～10：25　　　河岸洋和（静岡大学教授）
10：25～10：45　　　杉山直人（県工業技術研究所　環境科科長）
10：45～11：05　　　榊原　学（東海大学教授）
11：05～11：25　　　渡瀬隆也（県工業技術研究所　食品科上席研究員）
11：25～11：45　　　日野真吾（静岡大学助教）
11：45～13：00　　　昼休み、ポスターセッション
13：00～13：20　　　衛藤英男（静岡大学教授）
13：20～13：40　　　海野けい子（静岡県立大学准教授）
13：40～14：00　　　山崎資之（県水産技術研究所）
14：00～14：20　　　新井英一（静岡県立大学准教授）
14：20～15：50  　  ポスターセッション
15：50～16：00　　　休憩
16：00～16：20　　　森　啓信（カゴメ㈱総合研究所　課長）
16：20～16：40　　　片柳悠紀（日清ファルマ㈱健康科学研究所）
16：40～17：00　　　橋詰昌幸（㈱フード・デリマーケティング部長）
17：00～17：05　　　閉会の挨拶

[交流会]　　４Ｆ　カトレア
17：15～18：30　　

参加費　　　　無料 
※但し、交流会費は、会員（学内・学外共）１名　3,000円　会員外　1名　5,000円

申込期日  11月20日（火）
問合/申込先　　静岡大学食品・生物産業創出拠点　事務局
　　　　　          〒422-8529　静岡市駿河区大谷836
　　　　　          TEL：054-238-4631　　FAX：054-238-3018
　　　　　          E-mail　oshirao[at]ipc.shizuoka.ac.jp

----------------------------------------------------------------
３．「オプトロニクスフェア2012 in 浜松」のご案内

日時　2012年10月24日（水）13:00～17:00 
　　　　　　　　25日（木）10:00～17:00
　　　　　　　　26日（金）10:00～16:00
会場　アクトシティ浜松　展示イベントホール 
主催　文部科学省、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 
入場料　無料 
問合/申込先　公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構　
　　　　　　　　　 担当　市場・販路開拓グループ
　　　　　　　　  TEL：053-489-8111　FAX：053-450-2100
　　　　　　　　  URL：http://www.hai.or.jp　　E-mail：ino[a]hai.or.jp
　　　　　　　　  基調講演の聴講には事前登録が必要です。
　　　　　　　　 HPの「参加事前申込書」に記入のうえ、FAXまたはEメールにてお申込
みください。
詳細  　       http://www.hai.or.jp/optronics_fair2012/index.html

[基調講演 ]　※聴講には、事前登録が必要です。
10月24日（水）14:00～15:15
 『産業イノベーションに貢献する先端電子顕微鏡技術』
　 株式会社日立製作所 中央研究所 主任研究員／上村 理 氏 
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[特別講演 ]
10月24日（水）15:30～16:30
 『イオンイメージセンサ 
    ～集積回路とバイオセンサの融合が生み出したもの～』
   豊橋技術科学大学 電気･電子情報工学系 教授／澤田和明 氏

 10月25日（木）13:00～14:00
 『次世代ビジョンデバイスの展望』
   静岡大学 電子工学研究所 教授／川人祥二 

 10月26日（金）13:00～14:00 
 『未来に輝くテラヘルツ波』
　 静岡大学 創造科学技術大学院 教授／廣本宣久 
　 静岡大学 電子工学研究所 特任教授／佐々木哲朗 
 （公財）浜松地域イノベーション推進機構／岡村静致 氏

[静岡大学関係の出展]

　・青木研究室・猪川研究室・岩田研究室・川田研究室
　・川人研究室・下平研究室・峰野研究室・三村研究室
　・犬塚研究室・平川研究室・朝間研究室・酒井研究室
　・山下研究室・永津研究室/(株）エヌエスティー
　・井上研究室/浜松カーボニクス（株）

----------------------------------------------------------------
４．「2012年度 レーザーによるものづくり中核人材育成講座」のご案内
　　～明日を輝かせる光技術：世界初！レーザー加工技術の総合講座～

日時　　2012年8月24日(金)～2012年12月8日(土)
　　　　 基礎コース：8月24日（金）開講　全6日間
　　　　 加工技術コース：10月5日（金）開講　全6日間
　　　　 産業応用コース：11月9日（金）開講　全6日間　
会場　 講義／基礎コース：サーラシティ浜松（浜松市中区砂山町）　
　　　　　　　加工技術・産業応用コース：浜松労政会館（浜松市中区東伊場）　
　　　　 実習／浜松工業技術支援センター（浜松市北区新都田）
募集人員　1コースあたり 20名程度
　　　　　　※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
　　　　　　※3コース受講いただける方を優先させていただきます。
受講料　　3コース受講の場合　\180,000（税込）
　　　　　1コース受講の場合　各コース\75,000（税込）
　　　　　　※昼食代、交流会費用などは含まれておりません。
　　　　　　※選択受講は可能ですが、3コース全ての受講を基本としています。
　　　　　　※静岡県内の中小企業にご所属の方は受講料の減免があります。
詳細　　http://www.gpi.ac.jp/chukaku/2012entry.html
問合/申込先　光産業創成大学院大学
　　　　　　 レーザーによるものづくり中核人材育成事業 事務局
　　　　　　 TEL 　053-484-2170　 　FAX 　053-487-3012
　　　　　　 E-mail  info.chukaku[at]gpi.ac.jp

----------------------------------------------------------------
５．「週末パテントセミナー2012in静岡」のご案内

■浜松会場　【静岡大学　佐鳴会館】

　第2回　2012年10月19日（金）14：25～16：55
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　仮想事例でリアルに考える「実践！均等論」
　～これって特許権侵害？～
　　　　　居藤　洋之弁理士

　第3回　2012年11月2日（金）14：25～16：55
　意匠、商標の活用で商品を守れ
　～商品の模倣は顔・姿から～
　　　　　東山　喬彦弁理士

　第4回　2012年11月16日（金）14：25～16：55
　著作権法、不正競争防止法について
　～そのコピー、違法ではないですか？～
　　　　　宮田　逸江弁護士

■静岡会場　【静岡県立大学】
　　
　第2回　2012年10月26日（金）14：40～17：10
　著作権法、不正競争防止法について
　～そのコピー、違法ではないですか？～
　　　　　宮田　逸江弁護士

　第3回　2012年11月9日（金）14：40～17：10
　仮想事例でリアルに考える「実践！均等論」
　～これって特許権侵害？～
　　　　　居藤　洋之弁理士

　第4回　2012年12月7日（金）14：40～17：10
　意匠、商標の活用で商品を守れ
　～商品の模倣は顔・姿から～
　　　　　東山　喬彦弁理士

対象　　一般、中小企業経営者、知財関係者、教職員、学生など
参加費　無料
主催　　日本弁理士会東海支部、東海ⅰＮＥＴ
協力　　国立大学法人静岡大学、静岡県公立大学法人静岡県立大学
詳細/申込　http://www.jpaa-tokai.jp/topics/detail_243_0_.html
問合先　日本弁理士会東海支部
　　　　　 TEL：052-211-3110　　E-mail　info-tokai[at]jpaa.or.jp
----------------------------------------------------------------
６．「広域型産学官連携事業者　合同シンポジウム」のご案内
　　～新しい広域産学官連携を目指して～

日時　　2012年10月25日(木) 13：15～17：45
会場　　（独）科学技術振興機構　（JST)　東京本部　大会議室（旧ホール）
　　　　　〒102-8666　東京都千代田区四番町5-3　サイエンスプラザ
主催　　独立行政法人科学技術振興機構
共催　　中国地域産学官連携コンソーシアム

【プログラム】
12：30　受付開始
13：30　基調講演①文部科学省　産業連携・地域支援課　課長　里見朋香　氏
13：30　基調講演②経済産業省　大学連携推進課　課長　佐藤文一　氏
14：10　広域連携７チームによる活動紹介①
15：25　広域連携７チームによる活動紹介②
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16：10　パネルディスカッション
17：45　閉会

18：00-19：30　情報交換会　会費（予定）2,000円

問合/申込先　中国地域産学官連携コンソーシアム事務局（さんさんコンソ）
　　　　　　　　　　TEL：086-251-7151（松下・本松）　FAX：086-251-8442
　　　　　　　　　　E-mail　info[at]sangaku-cons.net
----------------------------------------------------------------
７．「震災後の日本を考える社会の読み方、創り方」のご案内

　第2回　2012年11月10日（土）14：00～16：00
　正しく測って適切に怖がろう　～放射線計測の仕組みと活用～
　　　講師：青木　徹（静岡大学工学部・電子工学研究所准教授）
　　　会場：静岡大学浜松キャンパス・工学部システム棟21教室

　第3回　2012年12月8日（土）14：00～16：00
　東日本大震災後の政府復興予算と自治体財政　～なぜ生活再建が進まないのか～
　　　講師：川瀬　憲子（静岡大学人文社会科学部教授）
　　　会場：静岡大学浜松キャンパス・工学部システム棟11教室

　第4回　2013年1月12日（土）14：00～16：00
　検証・新しいエネルギー計画はどのようにつくられたのか
　　　講師：水谷　洋一（静岡大学人文社会科学部教授）+環境政策研究室学生
　　　会場：静岡大学浜松キャンパス・工学部システム棟11教室

　第5回　2013年2月2日（土）14：00～16：00
　これからの政治のあり方　～インターネットと政治参加～
　　　講師：佐藤　哲也（静岡大学情報学部准教授）
　　　会場：静岡大学浜松キャンパス・工学部システム棟11教室

定員　　50人　（先着順）
参加費　無料
主催　　静岡大学・中日新聞東海本社
申込み　http://www.lc.shizuoka.ac.jp/
          FAX・メール・はがきでもお申し込みできます（先着順）。
　　　　　FAX：054-238-4295　
　　　　　E-mail　LLC[at]entry.Lc.shizuoka.ac.jp
          はがき　〒424-8529　静岡市駿河区大谷836　
　　　　　　　　　 静岡大学社会連携推進機構　連携講座係
　　　　　　　　　　

　　　　　　 
----------------------------------------------------------------

《　みんなのコラム -58- 》
                    　　　　　　 記：農学部 応用生物化学科　教授　衛藤英男
────────────────────────────────
　
静岡市清水区地域の活性化を図るため、新産業の創出や新技術開発を推進する組織
「しみず新産業開発振興機構」が、平成１３年１２月に設立され、その機構の中に、
静岡市総合計画産業振興プランに位置づけられた「駿河湾地域新事業推進研究会」が
平成１７年に設立されました。私は、その１年前から現在までその研究会に関わって
きました。その中心的なテーマが、「亜臨界水の活用」であり、「生麦を亜臨界処理して
できる麦茶様エキス及びその製造方法」の研究では、株式会社ヤギショー（藤枝市）と、
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「連続式亜臨界水抽出装置による新規嗜好性緑茶製品の開発」では日研フード株式会社
（袋井市）と、静岡県の新産業集積クラスターコンソーシアムなどの助成を頂き、産学連
携の
研究を進めています。大学の基礎研究の成果が製品にまで進む産学連携は、地域に貢献で
きるもの
と考えられ、やりがいを感じています。ただ、産学連携を進めるためには、企業の特にト
ップの
理解が必要で、企業として研究を進める意欲がないとなかなか進めることが難しいです。
その理由は、研究が進んでも出口の商品化やそれが本当に売れるのかなど多くの問題を解
決して
いかなければならないからです。しかし、基礎研究結果が製品に反映されるのはやりがい
のある研究で、
今後大学の教員が多いに進めていかなければならないテーマであると思います。

────────────────────────────────

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－

◆メールマガジンに関するお問合せ・配信先変更・担当者変更・
配信中止のご連絡は、sangakukoho5[at]cjr.shizuoka.ac.jp　まで
お願いします。      （↑送付の際は[at]を@に変更してください。）

◆本メールマガジンの商業用の転載はお断りいたします。
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