ニュースリリース
千葉大学

平成２２年 ３月 １日
マルチキャリアセンター

第１回 アントレプレナーシップ国際シンポジウム の開催
−起業家精神の涵養とイノベーション創出に向けて−
平成２２年３月１５日（月）・１６日（火）
千葉大学は、平成２１年度科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材
養成」に採択され、昨年１０月より自然科学系若手研究者を対象とした「先進的マル
チキャリア博士人材養成プログラム」をスタートしました。
本シンポジウムは、
「起業家精神の涵養とイノベーション創出」をいかに推進するか
の手掛かりを掴むと同時に、我が国の博士課程学生・若手研究者をめぐる閉塞状況を
打破する突破口を探ること、また、本学が取り組んでいる「先進的マルチキャリア博
士人材養成プログラム」を広く内外にアピールして、ご理解とご協力、ご支援を得る
と共に、本プログラムをより一層充実し発展させることを目的として開催します。
本シンポジウムでは、１日目に、欧米の人材養成を含めたイノベーション創出の成
功例について、北米からは MIT、スタンフォード大学及びウォータールー大学、欧州
からはスイス連邦工科大学、ミュンヘン工科大学及びヘルシンキ工科大学の事例を紹
介していただきます。また、青色ＬＥＤに代表される革新的な技術と新市場を創出さ
れたカルフォルニア大学教授 中村修二氏から、人材育成を含むイノベーション創出に
ついて、日米の違いや問題点をご講演いただく予定です。
２日目は、サイバーダイン社の社長であり筑波大学教授の山海嘉之氏に、ベンチャ
ー起業家とは如何にあるべきかを「パワーアシストスーツ−ＨＡＬ−」の成功体験を
もとにお話いただくなど、国内の企業関係者からアントレプレナーシップとイノベー
ション等についてご講演いただく予定です。その後、ご講演いただいた講師を交えて
パネルディスカッションを行い、若手人材育成を含むイノベーションの創出の枠組み
形成に向け、内外の産業界及び大学のそれぞれの立場から、幅広く問題提起・提言を
していただくこととしています。
両日とも講演終了後には、内外の産学官が一堂に会するこの場でお互いの考え方を
披瀝しあい、活発な意見交換や交流がなされますことを期待して懇親会も予定してお
り、ご来場いただいた方には必ずや有意義な時間を過ごしていただけるものと考えて
おります。
○ 日

時

平成２２年３月１５日（月）

9:00 〜 20:00

１６日（火）

9:00 〜 20:00

○ 場

所

千葉大学

西千葉キャンパス・けやき会館

○ プログラム
【３月１５日（月）

第１日目】

9:00 〜

挨拶

千葉大学

9:05 〜

挨拶

文部科学省 科学技術・学術政策局 基盤政策課長

9:10 〜

「日本の大学院教育および博士人材養成と

齋藤

康

学長
川端 和明 氏

イノベーション創出について」
宮田
10:15 〜

満 氏

日経 BP 社 医療局 主任編集委員

「America’s Amazing Entrepreneurial Engine and
Customizing this Model to Increase Jobs/Innovation in Japan」
Mark Haley

10:45 〜

千葉大学 特任教授

「The Incredible Partnership between MIT/Industry which
Created over 25,000 Companies and 3 Million Jobs」
Mr. José J. Pacheco, Program Manager,
MIT Entrepreneurship Center

11:35 〜

「Stanford University and Silicon Valley
– An Astonishing Story of Innovation and Jobs」

13:30 〜

Prof. Roger T. Howe, Faculty Director,
Stanford Nanofabrication Facility, Stanford University
特別講演 I：
「日本と米国のイノベーション創出及び大学の役割の違い」
中村修二 氏

14:30 〜

教授, Univ. of California, Santa Barbara

「Entrepreneurs and Intrapreneurs
– How Both Approaches can Succeed in Japan」
Dr. Paul Doherty, The Center for Business Entrepreneurship
and Technology, University of Waterloo

15:35 〜

「How to build successful university spinouts
– examples from Switzerland」
Dr. Silke Meyns, Head of Patents and Licenses
at ETH Transfer, ETH Zurich

16:25 〜

「Transforming an Innovation Powerhouse
into an Entrepreneurial Dynamo」
Dr. Peter Kelly, Department of Engineering and Management,

17:15 〜

Helsinki University of Technology
「Entrepreneurship in Technical University of Munich」
Dr. Markus Zanner, Planungsstab Exzellenzinitiative,
Technical University of Munich

18:10 〜

懇親会

【３月１６日（火）
9:00 〜

第２日目】

千葉大学におけるアントレプレナーについて
「先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム」の紹介と展望
野波健蔵

千葉大学 理事（研究担当）、
千葉大学 産学連携・知的財産機構長

9:30 〜

「Innovation and Microsoft」

片山

建 氏

マイクロソフト株式会社
法務・政策企画統括本部 政策企画本部 次長

10:35 〜

「Nissan's entrepreneurship and innovation」
久村春芳 氏

11:25 〜

「Research and Development in Manufacturing Company」
門田道雄 氏

13:30 〜

日産自動車（株）フェロー
技術・事業開発本部 門田研究室室長

特別講演 II：「未来開拓へ向けた熱い思い
ロボットスーツ HAL：新産業創出への挑戦」
山海嘉之 氏

14:30 〜

筑波大学 大学院 教授、Cyberdyne 社長

「How Mr. Hikaru Shimura grew Rigaku Corporation to
$330 Million in Revenue without Venture Capital」
志村

晶 氏

（株）リガク 代表取締役社長

15:35 〜

パネルディスカッション

18:00 〜

閉会懇親会（産学官交流会）

※ 講演題目は、シンポジウム当日に変更になる場合があります。

〔参考資料〕
第１回 アントレプレナーシップ国際シンポジウム 開催案内（チラシ）

【本件に関するお問い合せ先】

千葉大学 マルチキャリアセンター
担当：井上、藤井、森
Tel：043-290-3995・2114 Fax：043-290-3519
E-mail：act@office.chiba-u.jp

第1回 アントレプレナーシップ国際シンポジウム
―起業家精神の涵養とイノベーション創出に向けて―
千葉大学は、平成２１年度科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」に採択され、昨年１０月より自然科学系
若手研究者を対象とした「先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム」をスタートしました。
本シンポジウムは、「起業家精神の涵養とイノベーション創出」をいかに推進するかの手掛かりを掴むと同時に、我が国の博士課
程学生・若手研究者をめぐる閉塞状況を打破する突破口を探ること、また、本学が取り組んでいる「先進的マルチキャリア博士人材
養成プログラム」を広く内外にアピールして、ご理解とご協力、ご支援を得ると共に、本プログラムをより一層充実し発展させることを
目的としています。
9:00〜 主催者挨拶
文部科学省挨拶
9:10〜 宮田 満 氏 （日経ＢＰ社）
『 日本の大学院教育および博士人材養成とイノベーション創出について』

10:15〜 Mark Haley （千葉大学）
『 America’s Amazing Entrepreneurial Engine and Customizing this Model to Increase Jobs/Innovation in Japan 』

10:45〜 Jose J. Pacheco 氏 （マサチューセッツ工科大学）
『 The Incredible Partnership between MIT/Industry which Created over 25,000 Companies and 3 Million Jobs 』

11:35〜 Roger T. Howe 氏 （スタンフォード大学）
『 Stanford University and Silicon Valley – An Astonishing Story of Innovation and Jobs 』

13:30〜 特別講演 中村 修二 氏 （カリフォルニア大学）
『 日本と米国のイノベーション創出及び大学の役割の違い 』
14:30〜 Paul Doherty 氏 （ウォータールー大学）
『 Entrepreneurs and Intrapreneurs – How Both Approaches can Succeed in Japan 』

15:35〜 Silke Meyns 氏 （スイス連邦工科大学）
『 How to build successful university spinouts –examples from Switzerland 』

第１日目

３/１５ （月）

16:25〜 Peter Kelly 氏 （ヘルシンキ工科大学）
『 Transforming an Innovation Powerhouse into an Entrepreneurial Dynamo 』

17:15〜 Markus Zanner 氏 （ミュンヘン工科大学）
『 Entrepreneurship in Technical University of Munich 』

18:10〜 懇親会

9:00〜 野波 健蔵（千葉大学）
『 先進的マルチキャリア博士人材養成プログラムの紹介と展望 』

第２日目

9:30〜 片山 建 氏（マイクロソフト株式会社）
『 Innovation and Microsoft 』

３/１６ （火）

10:35〜 久村 春芳 氏 （日産自動車株式会社）
『 Nissan's entrepreneurship and innovation 』
11:25〜 門田 道雄 氏（株式会社村田製作所）
『 Research and Development in Manufacturing Company 』
13:30〜 特別講演 山海 嘉之 氏 （筑波大学、サイバーダイン社）
『未来開拓へ向けた熱い思いロボットスーツHAL：新産業創出への挑戦 』
14:30〜 志村 晶 氏（株式会社リガク）
『 How Mr. Hikaru Shimura grew Rigaku Corporation to $330 Million in Revenue without Venture Capital 』
15:35〜 パネルディスカッション 講演者 / 大学関係者 / 企業関係者
18:00〜 閉会懇親会（産学官交流会）

◆日 時：

2010年3月15日(月)・16日(火)

◆場 所：

千葉大学けやき会館 大ホール
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１−３３
JR総武線西千葉駅下車 徒歩約７分 （東京駅から約４５分）

◆参加費： シンポジウムは無料
懇親会、閉会懇親会に出席される方は、当日15日（月）懇親会費5,000円、
16日（火）閉会懇親会費5,000円をそれぞれ頂きます。

◆主
◆後

催： 千葉大学マルチキャリアセンター、千葉大学
援： 財団法人千葉県産業振興センター

http://www.ccr.chiba-u.jp/multicareer/

第1回 アントレプレナーシップ国際シンポジウム
―起業家精神の涵養とイノベーション創出に向けて―
同時通訳
付き

3月15日(月) 第１日目

事前に
参加登録
願います

会場「千葉大学けやき会館」のご案内
所在地：千葉市稲毛区弥生町１−３３
千葉大学西千葉キャンパス
最寄駅：JR西千葉駅（北口） 南門を経由し徒歩約７分
京成電鉄みどり台駅 正門を経由して徒歩約６分
※会場は正門を入って左側の建物です。
※構内に駐車場はございませんので、お車でのお越しは
ご遠慮下さい。

申込票

参加ご希望の方はメールにて、所属、連絡先、役職等、氏名、参加日、懇親会または閉会懇親会のご出欠をご連絡頂くか、
上記申込票に記入してＦＡＸして下さい。
◇ 申込先：E-mail：act@office.chiba-u.jp FAX：043(290)3519
◇ 〆切：平成２２年３月８日（月）
◇ お問い合わせ先：千葉大学マルチキャリアセンター TEL：043(290)3995
当日の受付には、名刺が必要となりますのでご持参下さい。名刺をお持ちでない方は、受付でお名前等をご記入下さい。

