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中国地域
産学官連携
コンソーシアム中国地域産学官連携コンソーシアムの概要

中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

• 産学官連携戦略展開事業「特色ある優れた産学官連携活動の
推進」 期間：平成20月7月～平成22年3月

• 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】）期間：平成22月4月～平成25年3月

平成20年度「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」
（文部科学省）に岡山大学と鳥取大学が共同で応募、採択され
事業開始。

平成25年度からは、岡山大学と鳥取大学を中心に継続。

広域連携による中国地域発のイノベーション創出

中国地域の知的資源を集約し、教育機関だけで
はなく、企業、公共団体、支援財団等、さまざ
まな立場でそれを共有することで、新たな価値
を創造し、地域産業の活性化に繋げること。

正会員校の連携の強みを発揮出来る領域。
特に、「産から学へ」を意識した活動を展開。

事業目標

事業方針 正会員（参加校）が行う、マッチング活動の支援。
さんさんコンソの活動は、「広域連携活動」に特化する。

特別会員：48機関正会員：28校
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【さんさんコンソの事業】
▶ニーズ・シーズの情報発信・共有

・さんさんコンソ新技術説明会の開催
・産から学へのプレゼンテーションの開催

▶大学シーズと企業ニーズのマッチングの支援
・マッチングイベント等における企業相談への対応

▶中国地域全体の知財スキルアップを目指した、知的財産教育
による人材育成

・知財教育セミナーの開催
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特別会員

機関名

鳥取 株式会社 鳥取銀行

鳥取 倉吉商工会議所

鳥取 公益財団法人  鳥取県産業振興機構

鳥取 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

鳥取 鳥取県　商工労働部

鳥取 鳥取県立図書館

鳥取 鳥取商工会議所

鳥取 米子商工会議所

鳥取 米子信用金庫

島根 株式会社 山陰合同銀行

島根 公益財団法人　しまね産業振興財団

岡山 一般財団法人 岡山セラミックス技術振興財団

岡山 一般社団法人 岡山経済同友会

岡山 一般社団法人 岡山県中小企業診断士会

岡山 一般社団法人 岡山県発明協会

岡山 一般社団法人 岡山工業会

岡山 一般社団法人　システムエンジニアリング岡山

岡山 岡山県 産業労働部

岡山 岡山県経営者協会

岡山 岡山県工業技術センター

岡山 岡山県中小企業団体中央会

岡山 岡山市 産業観光局 商工部

岡山 岡山商工会議所

岡山 おかやま信用金庫

特別会員

機関名

岡山 岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ORIC）

岡山 株式会社 中国銀行

岡山 株式会社　トマト銀行　　　　

岡山 公益財団法人 岡山県産業振興財団

岡山 公益社団法人 山陽技術振興会

岡山 国立研究開発法人 科学技術振興機構

岡山 玉野市役所

岡山 つやま産業支援センター

岡山 独立行政法人 中小企業基盤整備機構　中国本部

岡山 美作市

広島 一般社団法人 中国経済連合会

広島 一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

広島 一般社団法人 広島県発明協会

広島 株式会社 広島銀行　法人営業部

広島 経済産業省　中国経済産業局

広島 公益財団法人 くれ産業振興センター

広島 公益財団法人 中国地域創造研究センター

広島 公益財団法人 ひろしま産業振興機構 

広島 公益財団法人 広島市産業振興センター

広島 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

広島
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
西日本農業研究センター

広島 広島県　商工労働局

広島 広島県中小企業家同友会

山口 一般社団法人 山口県情報産業協会

正会員

機関名

鳥取大学

島根大学

岡山大学

広島大学

山口大学

公立鳥取環境大学

鳥取短期大学

鳥取看護大学

島根県立大学・島根県立大学短期大学部

岡山県立大学

岡山理科大学

川崎医科大学

就実大学・短期大学

広島市立大学

県立広島大学

広島工業大学

福山大学

近畿大学工学部

広島国際大学

広島修道大学

米子工業高等専門学校

松江工業高等専門学校

津山工業高等専門学校

広島商船高等専門学校

呉工業高等専門学校

宇部工業高等専門学校

徳山工業高等専門学校

大島商船高等専門学校

中国地域産学官連携コンソーシアムの概要 ■ 正会員・特別会員 （2022年4月1日現在） ■
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2021年度事業の報告
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2021年度 さんさんコンソ事業について ■ 2021年度 さんさんコンソ事業活動一覧 ■

イベント 開催日 会場

会議等

◎ コンソ運営会議【オンライン開催】 Zoomによるオンライン開催

◎ さんさんコンソコーディネーター会議 【開催中止】

◎ 中国地域産学官コラボレーション会議 全体会議 【開催中止】

ニーズ・シーズの情報発信

◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会【オンライン開催】 2021年12月23日（木） Zoomによるオンライン開催

◎ 中国地域版「産から学へのプレゼンテーション」 【開催中止】

産学連携イベントへの参加

◎ 第21回おかやましんきんビジネス交流会 【開催中止】

◎ 岡山県しんきん合同Webビジネス交流会 【Webビジネス交流会】2021.11.24～ 2021年11月24日（水）サービス開始

◎ 第5回しんくみビジネスマッチング 【開催中止】

◎ KMSメディカル・アーク 【オンライン大会】 2022年2月9日（水）
Zoomによるオンライン開催 【後
援】

◎ B-netフォーラムOnline2022 2022年3月9日（木） 会場及びオンライン配信 【後援】

人材育成

◎ 知財教育セミナー ◆岡山開催 (主催：岡山大学 共催：さんさんコンソ）

◇ 知財基礎教育セミナー 2021年8月19日（木） オンライン開催

◇ 知財実務教育セミナー
2021年9月2日（木）、10月7日（木）、
10月21日（木）

オンライン開催

◎ 知的財産セミナー ◆鳥取開催 (主催：鳥取大学 協力：さんさんコンソ）

◇ 講演「医薬品と知的財産」 2021年7月27日（火） オンライン開催

◇
講演「国立大学における特許及びその戦略の必要性
（論文発表ではダメな理由）」 2022年3月11日（金） オンライン開催

その他事業活動

◎ HPのリニューアル
旧サイトから新サイトへの移行作業。
2022年4月1日よりWebサイト運用開始

◎ メールマガジンの発行 随時
メルマガ配信回数：30回
（2021年4月～2022年3月）
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■ 2021年度 さんさんコンソ新技術説明会■2021年度 さんさんコンソ事業について（シーズ発信）

【オンライン開催】スマートライフ 新技術説明会

【日 時】 2021年12月23日(木) 12:55～15:55
【会 場】 オンライン開催
【参加費 】無料
【参加機関 】岡山理科大学、山口大学、就実大学、

鳥取大学、広島市立大学、岡山大学

【開催結果】

発表テーマ数 6

申込者数

(興味ありにチェックした人数)
571

参加者数 381

参加延べ人数 923

問合せ件数

（2021年は相談室への来室数）
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今回の新技術説明会は、「スマートライフ」をテーマに、
連携校6校からシーズを発表しました。

今年度は、昨年度に引き続き2回目のオンライン開催と
なり、プレゼンテーション後は個別相談ルームが開設さ
れました。

オンライン開催により、海外からは韓国・台湾、国内は
北海道から熊本まで広い地域からの申込み・参加があ
りました。連携校の独創的な研究シーズを広く発信する
機会となりました。

【プログラム】（敬称略）

12:55～13:00 開会挨拶
13:00～13:25 （1）PT対称性により実現した高性能ワイヤレス給電システム

岡山理科大学 理学部 応用物理学科 准教授 石田弘樹
13:30～13:55 （2）環境モニター用電源に好適な植物微生物燃料電池

山口大学 大学院創成科学研究科（工学系学域） 社会建設工学分野
准教授 アジズルモクスド

14:00～14:25 （3）抗ウイルスコーティング技術の開発
就実大学 薬学部 薬学科 講師 山田陽一

14:30～14:55 （4）食用きのこの発酵豆乳液に見いだしたDPP-4阻害ペプチド
による2型糖尿病の予防と改善

鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 教授 岡本賢治
15:00～15:25 （5）ユーザの意図の理解に助かる全天周車椅子ロボットの

注視点推定法
広島市立大学 大学院情報科学研究科 システム工学専攻 教授 李仕剛

15:30～15:55 （6）電気をよく通す高分子イオン液体材料の開発
岡山大学 学術研究院自然科学学域 応用化学専攻 研究准教授 渡邉貴一

【開会挨拶】鳥取大学 河田理事 【発表の様子】
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◆人材教育 知財教育セミナーの開催（岡山開催）
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2021年度 さんさんコンソ事業について（人材育成）

【オンライン開催】岡山大学知的財産本部×さんさんコンソ「2021年度 知財教育セミナー」

さんさんコンソでは、岡山大学産学連携・知的財産本部と共催で、中国地域における研究開発や技術

移転の円滑化を目指して、知的財産リテラシーを高める為の「知財教育セミナー」を、オンラインに

より開催しました。

【講 師】
特許業務法人せとうち国際特許事務所

弁理士 中務 茂樹 先生

知財基礎教育 日 時 2021年8月19日（木）13：00～16：30 参加人数

（初級） 内 容
・「知的財産権概論」 特許、実用新案、意匠、商標等の知財全般にわたる
解説

46

知財実務教育Ⅰ 日 時 2021年9月2日（木）13：00～16：30 参加人数

（中・上級）
内 容

・「特許制度と特許要件」 発明が特許として成立するには
51

・「特許出願に必要な書類作成」 明細書の記載方法について

知財実務教育Ⅱ 日 時 2021年10月7日（木）13：00～16：30 参加人数

（ 中・上級）
内 容

・「請求項作成演習」 明細書を読んで請求項を作成してみよう
39

・「日本及び外国での審査手続」 どのような審査手続で特許されるのか

知財実務教育Ⅲ 日 時 2021年10月21日（木）13：00～16：30 参加人数

（中・上級）

内 容

・「請求項作成演習の講評」

32・「特許権の権利解釈について」特許権の権利範囲について考えましょう

・「特許権侵害対策・他者特許対策」特許権を用いた攻めと守り

参加者合計 168名
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◆人材教育 知財教育セミナーの開催（鳥取開催）
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2021年度 さんさんコンソ事業について（人材育成）

参加者：３１名 参加者：７８名
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◆ HPやメルマガを介しての情報の発信と収集

☝メルマガによる情報の発信

◇ メルマガ配信回数：30回
（期間：2021年4月～2022年3月）

◇ 会員からのホームページ掲載・メルマガへの
掲載依頼件数：51件（再依頼も含む。）

2021年度 さんさんコンソ事業について（その他）
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【さんさんコンソWebサイトリニューアル】
2022年4月1日より、さんさんコンソのWebサイトを
リニューアルしました。今回のリニューアルでは、皆様に
とってより見やすく、情報が探しやすい構成やデザインに
改善いたしました。
新しいURL：https://sangaku-cons.com
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2022年度事業について
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2022年度 さんさんコンソ事業について ■ 2022年度 さんさんコンソ事業活動予定一覧 ■

イベント 開催日 会場

会議等

◎ コンソ運営会議 2022年9月2日（金） 岡山大学創立五十周年記念館

◎ さんさんコンソコーディネーター会議 【開催中止】

◎
中国地域産学官コラボレーション会議
設立20周年記念シンポジウム

2022年9月2日（金） 岡山大学創立五十周年記念館

ニーズ・シーズの情報発信

◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会【オンライン開催】 2022年10月13日（木） Zoomによるオンライン開催

産学連携イベントへの参加

◎ 第21回おかやましんきんビジネス交流会 【開催中止】

◎ 第16回岡山県しんきん合同ビジネス交流会 2022年9月14日（水） コンベックス岡山

◎ 第７回 しんくみビジネスマッチング 2022年11月9日（水） 笠岡総合体育館

◎ KMSメディカル・アーク2023 2023年2月8日（木） Zoomによるオンライン開催

◎ B-netフォーラム 未定

人材育成

◎ 知的財産セミナー

◇ 2022年度のさんさんコンソ主催の予定はありません

その他事業活動

◎ HPの更新 随時

◎ メールマガジンの発行 随時
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■ 2022年度 さんさんコンソ新技術説明会■2022年度 さんさんコンソ事業について（シーズ発信）

さんさんコンソ 新技術説明会 【オンライン開催】

【日 程】

2022年10月13日（木）10：25～14：25

【会 場】

Zoomウェビナーによるオンライン開催

【テーマ】

カーボンニュートラル実現へ導く

～さんさんコンソ～ 新技術説明会

【発表機関】

広島大学 津山工業高等専門学校 鳥取大学

岡山大学 広島工業大学 岡山理科大学
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2022年度 さんさんコンソ事業について（産学連携イベントへの参加）

◆「中国地域産学官コラボレーション会議」
設立20 周年記念シンポジウム （共催）

■開催日時
２０２２年９月２日（金） １４：３０～１７：３０

（名刺交換会 １７：３０～１８：００ ）

■開催場所
岡山大学創立５０周年記念館（岡山大学津島キャンパス）

■主 催
中国地域産学官コラボレーション会議（事務局 中国経済連合会）

■共 催
岡山大学、中国地域産学官連携コンソーシアム

■内 容
・基調講演
１）「地域中核 ・ 特色ある研究大学総合振興パッケージにみる、

あるべき産学官連携の姿」（仮）
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局
大学改革・ファンド室 参事官 生田知子

（２）「経済産業省の産学官連携施策～概算要求と事例紹介を交えて～ 」（仮）
経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進室 室長 大石知広

・事例紹介
（１）スタートアップエコシステムにみる産学官連携

広島大学 副学長（産学連携担当） 田原栄俊
（２）デジタル田園都市国家構想にみる産学官連携

岡山大学 理事・副学長（研究担当） 那須保友
・座談会（会場からの質問も交えたトークセッション）

「各地で進む地域産学官連携の模索と今後の課題
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◆第16回岡山県しんきん合同ビジネス交流会
～ 岡山の元気がここに集合！～ （出展）
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2022年度 さんさんコンソ事業について（産学連携イベントへの参加）

【日 時】2022年9月14日（水） 13:00～17:00

【会 場】コンベックス岡山 大・中・小展示場（岡山市北区大内田675）

【主 催】岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会
（おかやま信用金庫）

【参加企業数】449社・機関

【来場者数】
PRブース出展参加 1,200名
案内状による招待参加者 1,300名

合 計 2,500名

【概要】
令和4年9月14日（水）に行われた
第16回岡山県しんきん合同ビジネス交流会に、
産学官連携に関する相談機関としてさんさんコンソも参加しました。

この催しは、企業様同士による“商談”と、相談機関との“相談”を通じて、
参加企業様の「事業価値の向上」に寄与し、地元岡山の経済活性化
ならびに地方創生の一助となることを目的として開催されています。
参加企業同士の個別商談会、バイヤーとの商談会、大学や中小企業
支援機関との経営相談会のほか、経営に役立つセミナーやビジネス
コンテスト等が行われました。

【さんさんコンソへの相談件数】 ３件

【企業相談の様子】

◆『第6回しんくみビジネスマッチング』（出展）

【日 時】2022年11月9日（水） 10：00～16：00

【会 場】笠岡総合体育館（岡山県笠岡市平成町63番地2）

【主 催】岡山県信用組合協会

【参加企業数】93社・機関

【概要】
2022年11月8日（水）、笠岡総合体育館において「第6回しんくみ
ビジネスマッチング」が、3年ぶりに対面で開催されました。
さんさんコンソは、＜相談機関＞ゾーンに岡山大学と共同で
出展し、企業からの相談に対応しました。

【さんさんコンソへの相談件数】 ２件

【企業相談の様子】【会場談の様子】
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◆ さんさんコンソWebサイトリニューアル

2022年度 さんさんコンソ事業について（その他）
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2022年4月1日より、さんさんコンソのWebサイトを
リニューアルしました

https://sangaku-cons.com

１

２
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１

２

お問い合わせや、メルマガ・ホームページへの情報掲載の依頼が、
フォームからできるようになりました。
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中国地域産学官連携コンソーシアム事務局

鳥取大学
研究推進機構内
〒680-8550 鳥取市湖山町南４－１０１
TEL：0857-31-5703
FAX：0857-31-5474

Mail：sangaku-cons@okayama-u.ac.jp 
H  P：https://sangaku-cons.com

岡山大学
研究推進機構内
〒700-8530 岡山市北区津島中１－１－１
TEL：086-251-7151
FAX：086-251-8467
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