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平成２４年１１月９日 

第２期 事業報告 

自 平成２３年 １０月１日 

至 平成２４年 ９月３０日 

一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会 

１．活動方針 

一般財団法人への移行２期目にあたる今期は、Real Innovation を旗印に公益目的支出

事業を含む下記５事業を重点的に推進する。また、この公益目的支出期間終了までに協会

の具体的な将来ビジョン、事業基盤及び財政基盤の確立を目指す。 

Ⅰ．先端知識普及事業 
Ⅱ．知財事業 

Ⅲ．実用化支援事業 

Ⅳ．人材育成事業 

Ⅴ. 寄付顕彰事業 

 
２． 第２期 事業の報告 

２－１．会 議  

（１）理事会 

第２期第一回 理事会 

平成２３年１１月１８日 （場所：大阪大学産業科学研究所事務棟中会議室） 

１．審議事項 

（１）新法人発足第１期の事業報告及び決算報告について 

２．報告事項他 

 （１）評議員の交代について（評議員選定委員会の結果報告） 

 （２）シュタインバイス財団との事業連携について（進捗状況報告） 

 （３）産研教員の成果活用事業について（八木研など） 

 

第２期第二回 理事会 

平成２４年９月２１日 （場所：大阪大学産業科学研究所事務棟中会議室） 

１．審議事項 

（１）第３期事業計画及び予算について 

（２）協会功労者の顕彰について 
２．報告事項他 

 （１）第２期の事業計画及び決算の見通しについて 
（２）評議員の交代について（評議員選定委員会の結果報告） 

 
（２）企画戦略会議（執行役員会に相当） 

   平成２４年３月２３日 （場所：大阪大学産業科学研究所事務棟中会議室） 

     議題：協会事業の現状報告と今後の展開についての討議 

 
（３）評議員会 

平成２３年１１月１８日 （場所：大阪大学産業科学研究所事務棟中会議室）        
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１．審議事項 

（１）新法人発足第１期の事業報告及び決算報告について 

    ２．報告事項他 

（１） 第２期 事業計画及び予算について 
（２） 評議員の交代について 

（３） 産研助成金について 

（４） 功労者顕彰について 

（５） アドバイザリーボードの追加について 

（６） シュタインバイス財団との連携事業について 
（７） 産研教員等の成果活用事業について 
（８） 専務理事の事務局長兼務について 
 

（４）監事会  

   平成２３年１１月７日 （場所：大阪大学産業科学研究所 楠本会館） 

 

（５）評議員選定委員会 

   平成２３年１１月７日 （場所：大阪大学産業科学研究所 楠本会館） 
 ３名の交代（三菱化学、武田薬品、上村工業出身の評議員） 
 

   平成２４年９月２１日 （場所：大阪大学内 銀杏会館） 

      ４名の交代（産研２名、関西電力、伊藤忠出身の評議員） 

 
２－２．知識普及事業 

（１）産研テクノサロン 

大阪大学産業科学研究所と共催にて開催した。特に第１回は、大阪大学創立８０周年 
記念として、総長をはじめ来賓を招き多数の参加があった。 
 

活動状況 

回 開催日  場 所 テーマ 
参加

人数

１ 平成23年 11月 7日 
大阪大学 

銀杏会館 
明るい日本の未来社会に向けて 131

２ 平成24年1月 27日 
大阪大学 

産業科学研究所
役に立つシミュレーションのシーズとニーズ 30 

３ 平成24年5月 17日 
大阪大学 

産業科学研究所
産業の新たな発展に向けて 103

４ 平成24年8月 3日 
大阪大学 

産業科学研究所
大学発知財の活用を探る 63 

 

（２）新産業創造研究会 

本年度は、既存テーマで１研究会を開催した（3回開催／年を基本） 

半導体新規化学プロセス研究会…平成１６年度より継続開催 

担当教官：第２研究部門 半導体材料・プロセス研究分野 小林 光教授 

会 員 数：１１社 
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活動内容：シアン処理による欠陥消滅、硝酸酸化等、新規化学反応を用いた半導体新規

化学プロセスの最新技術の紹介と実用化を目指した議論を行った。 

 

活動状況 

回 開催日 場 所 参加人数 

１ 平成23年 11月 22日 大阪大学産業科学研究所 37 

２ 平成24年 3月 16日 大阪大学産業科学研究所 40 

３ 平成24年 7月 2日 大阪大学産業科学研究所 52 

 

２－３．知財事業 

（１） 知財教育（ＩＰアカデミー） 日本弁理士会認定講座 

○東京地区：平成２３年５月から平成２３年１０月 まで 

場所：機械振興会館、虎ノ門オカモトヤ１号館 

受講生：３０名 （全６回の累計出席者数１４９名） 

      第 6回 平成23年 10月 21日 13：15～16：00      ２２名 

 

○大阪地区：平成２３年１０月から平成２４年３月 まで 

場所：大阪大学産業科学研究所講義室 

受講生：３６名（企業２５名、産研：１１名） 

第1回 平成23年 10月 21日 13：15～16：00   出席者２５名 

第2回 平成23年 11月 18日 13：15～16：00      ２０名 

      第 3回 平成23年 12月 16日 13：15～16：00      ２０名 

      第 4回 平成24年1月 20日 13：15～16：00       ２１名 

      第 5回 平成24年2月 17日 13：15～16：00       ２１名 

      第 6回 平成24年3月 16日 13：15～16：00        １８名 

 

○東京地区：平成２４年５月から平成２４年１０月 まで 

場所：機械振興会館、虎ノ門オカモトヤ１号館 

受講生：２２名 

第1回 平成24年 5月 18日 13：15～16：00   出席者１８名 

第2回 平成24年 6月 15日 13：15～16：00      ２０名 

      第 3回 平成24年7月 20日 13：15～16：00      １９名 

      第 4回 平成24年8月 17日 13：15～16：00      １８名 

      第 5回 平成24年9月 14日 13：15～16：00      １８名 

      第 6回 平成24年 10月 19日 13：15～16：00    （来期） 

 

（２） 知財活用活動など 

・大学知財の活用についてテクノサロンのテーマにあげて促進を図った。 

・書籍などを通じて協会及び知財活動のPRを行った。 

 

２－４．実用化支援事業 

（１）実用化支援事業（事業管理） 

（ア）平成２３年度第３次補正予算戦略的基盤技術高度化支援事業 
『薬剤の低付着性を実現する打錠金型製造技術の研究開発』 
委託金上限：44,999 千円、  完了：H25 年 2 月 28 日 
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協会管理費収入予定：2,450 千円 (2013 年 3 月末) 
 

  （イ）産研教員プロジェクトの会計管理 
・菅沼研 ＰＥ研究会  来年３月で業務終了の予定 
・八木研 カプセル読影教育研究会 スタートしたが会員集まらず中止 
・竹谷研 ハイエンド有機半導体研究・研修センター スタートし実施中 
 

   （ウ）シュタインバイス財団との共同プロジェクト 
    ・Ｉ社との試行プロジェクトを検討したがＩ社都合で中止。 

 

（２）企業リサーチパーク運営支援 

入居募集支援活動をおこなった。 

現状：対象３８室、入居企業数１５社、使用部屋数１９室。 

平成２５年までに満室を目指す。 

 

３．寄付顕彰事業 

(株)ファイン殿より １口（１００万円）の寄付（平成２４年３月）。 
 

４．協会会員の獲得活動 

    会員勧誘活動により期首６４社から期末６５社（退会５社、入会６社）。 

 

５．大阪府への公益目的支出報告 

平成２３年１２月２６日 完了。 
     

６．その他特記事項 

・公益法人会計基準への変更対応  

・協会ＨＰの更新                    

 以上 


