
国立大学法人香川大学

香川大学イノベーションデザイン研究所設立記念シンポジウム香川大学イノベーションデザイン研究所設立記念シンポジウム

「産学共創のあり方を考える」

香川大学　学術・地域連携推進室　地域・産学官連携推進グループ
TEL 087-832-1631　FAX 087-832-1357
E-Mail　tokatsu@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

■お問い合わせ

国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所■主催

参加費無料 定員１５０名

高松シンボルタワー6階「かがわ国際会議場」
（香川県高松市サンポート2-1）
高

2018年

タワー6階「かが高松シンボルタ

018年年12月13日
「かが

木日　時

会　場

第１部（13：30～ 14：55）
■開会挨拶　筧　　善行　国立大学法人香川大学　学長
■来賓挨拶　村瀬　剛太　文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課　大学技術移転推進室　室長 
　　　　　　浜田　恵造　香川県 知事　
　　　　　　千葉　　昭　四国経済連合会 会長　
■基調講演
　　テーマ　「デジタルビジネスと社会課題に挑む ～実践の５つのポイント～」
　　講　師　柴崎　辰彦　富士通株式会社 デジタルフロント事業本部 本部長 
■講　　演
　　テーマ　「産業的にも学術的にも世界を牽引する産学連携に向けて」
　　講　師　内田　史彦　国立大学法人筑波大学 教授、国際産学連携本部 本部審議役

第２部（15：10～ 16：20）
■紹　　介　「香川大学の産学連携の取組みとイノベーションデザイン研究所の概要」
■パネルディスカッション
　　テーマ　「産学共創において大学の果たすべき役割」
■閉会挨拶
　　（敬称略）

（香川県高松市サンポート2-1）川県高松市サンポート2-1）
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【プログラム】
第１部（13：30～ 14：55）
■開会挨拶　筧　　善行　国立大学法人香川大学　学長
■来賓挨拶　村瀬　剛太　文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課　大学技術移転推進室　室長 
　　　　　　浜田　恵造　香川県 知事　
　　　　　　千葉　　昭　四国経済連合会 会長　
■基調講演
　　テーマ　「デジタルビジネスと社会課題に挑む ～実践の５つのポイント～」
　　講　師　柴崎　辰彦　富士通株式会社 デジタルフロント事業本部 本部長 
■講　　演
　　テーマ　「産業的にも学術的にも世界を牽引する産学連携に向けて」
　　講　師　内田　史彦　国立大学法人筑波大学 教授、国際産学連携本部 本部審議役

第２部（15：10～ 16：20）
■紹　　介　「香川大学の産学連携の取組みとイノベーションデザイン研究所の概要」
■パネルディスカッション
　　テーマ　「産学共創において大学の果たすべき役割」
■閉会挨拶
　　（敬称略）
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6階

かがわ国際会議場

タワー棟エレベーター

※タワー棟1階、ヨンデンプラザ斜め
前の、シースルーエレベーターで
6階までお越しください。降りた正
面が入口です。

香川大学イノベーションデザイン研究所設立記念シンポジウム

■会場／かがわ国際会議場
　　　（高松市サンポート・高松シンボルタワー タワー棟6階）

■日時／平成30年12月13日（木）  13：30～16：20 香川大学　学術・地域連携推進室
地域・産学官連携推進グループ
TEL 087-832-1631　FAX 087-832-1357
E-Mail　tokatsu@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

お問い
合わせ

申し込み締切　12月7日（金）
■ FAX：087-832-1357
■Ｅ－ｍａｉｌ：tokatsu@jim.ao.kagawa-u.ac.jp　

参加申込書
【当日参加も可能です】

以下の欄に必要事項をご記入のうえ、お申込みくださいますようお願いします。
ご記入いただく個人情報は、研究所が実施する講演会、シンポジウム等の案内に利用させて頂くことがございます。

ご所属

1

2

3

4

5

6

7

お名前 電話番号 E-mail

パネルディスカッション　パネリスト紹介

講師プロフィール紹介

■モデレーター／松木　則夫（イノベーションデザイン研究所統括マネージャー）

富士通㈱
デジタルフロント事業本部　本部長柴崎　辰彦 氏
㈱リコー
プラットフォーム統括本部　本部長野水　泰之 氏
文部科学省科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課大学技術移転推進室　室長村瀬　剛太 氏
国立大学法人筑波大学　教授
国際産学連携本部　本部審議役内田　史彦 氏
国立大学法人香川大学　理事・副学長
イノベーションデザイン研究所　所長片岡　郁雄 氏

柴崎 辰彦 氏
富士通株式会社
デジタルフロント事業本部  本部長

ネットワーク、マーケティング、シ
ステムエンジニア、コンサル等、
さまざまな部門での“社線変更”を
経験。
数々の新規ビジネスの立上げに
従事後、CRMビジネスでの経験を踏まえ、サービスサイエ
ンスの研究と検証を実践中。
コミュニケーション創発サイト「あしたのコミュニティーラボ」、
「Digital Innovation Lab」、「FUJIHACK」を立ち上げ、
オープン・サービス・イノベーションを実践中。
サービス学会発起人。日本ナレッジマネジメント学会、情
報処理学会、電子情報通信学会、大学等での講演多数。
著書「勝負は、お客様が買う前に決める！」。

内田 史彦 氏
国立大学法人筑波大学　教授
国際産学連携本部　本部審議役

経歴
2014年～現在
国立大学法人筑波大学
教授、
国際産学連携本部
本部審議役
1978年～2014年　㈱日立製作所
1991年　中央研究所 主任研究員
2002年　中央研究所　企画室部長
2007年　研究開発本部　情報統括センター長
2012年　研究開発グループCIO、技術統括センター長
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