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従来の産学連携・交流のあり方としては、知的財産に基づくライセン
シング、共同研究や、産学協働イノベーション人材育成協議会（以下、
協議会）が促進する中長期研究インターンシップなどが挙げられます。
前者では知的財産を保有する教授クラスの研究者が、後者では学生（も
しくは研究者歴の浅いポストドクター）が大学側のカウンターパート
として参加し、産学間の知識交流を深めてきました。しかしながら、
両者の中間世代に相当する准教授・助教クラスの若手研究者と産業界
の研究者との交流機会は十分ではありませんでした。

京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（以下、
K-CONNEX：詳細については裏面を参照）が実施している「ファースト
コンタクトプログラム」では、国際公募で選抜された優秀な若手研究者
（准教授・助教クラス）が企業研究所を訪問して、アカデミアの最新研究
をわかりやすく紹介するセミナーを行います。セミナーにおける大学若手
研究者との活発な質疑応答を通じて、大学内シーズと企業内ニーズの
相互発見を促し、これまでになかった産学連携のかたちを醸成します。
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具体的な流れ

ファーストコンタクトプログラムに参加して頂く
企業側のメリットとしては、国際的な研究競争
の第一線に立っている若手研究者と直接コンタ
クトできること、及び、彼らとの議論を通じて
最新の研究知見を得られることにあります。
 

企業研究者と
大学若手研究者の
双方にメリット

アカデミアにおける最新の
研究情報の獲得

他者評価を通じた自己分析と
ニーズ把握
大学若手研究者は、自分自身の研究テーマ
を深化させるだけでなく、将来、P Iとして
研究チームを率いるためのコミュニケーショ
ン能力やプレゼンテーション能力の研鑽が求
められます。他分野を専門とする企業研究者
の方々に対して、研究発表を行い、その発表
内容・プレゼンテーションスキルへの評価・
コメントをフィードバックしてもらうことは、
若手研究者が自分のコミュニケーション・プレ
ゼンテーション能力を把握するための重要な
機会となります。また、企業研究者の方にとっ
ても、他者の研究発表を評価することは、自身
の研究発表において改善点を見つける能力を
高める良い機会になると期待されます。

セミナーでは異分野研究者にも
理解し易い研究紹介を行います

発表内容に対するコメントの
フィードバックをお願いします
企業研究者の方々には、研究内容やプレゼンテー
ションスキルについての評価・コメントを所定の
フィードバック用紙（A4、１～２枚程度）に記載し
て頂けるようお願いいたします。頂いたアンケー
トの結果は、講演者である若手研究者にフィード
バックすることにより、研究の新たな展開やプレ
ゼンテーションスキルの向上に役立たせます。

K- C O N N E Xの若手研究者（以後、K-
CONNEX 研究者と呼ぶ。）から、セミ
ナーを依頼したい研究者を選んで頂き
ます。セミナーを開催したい候補日とと
もに、ご連絡下さい。所属研究者と研究
内容は、K-CONNEXもしくは協議会の
ホームページにて紹介しており、紹介冊
子を PDF 形式でダウンロード可能です。

セミナーを依頼したい
若手研究者を選ぶ

招待講演者としての招聘を
お願いします
セミナーを依頼するK-CONNEX 研究者は、
招待講演者としてセミナーに招聘していただ
けるようお願いします。

講演するK-CONNEX研究者は、自分の専門領域
の研究背景と最近の研究成果を、他分野の研究
者の方々にも理解し易く紹介します。セミナー
後は質疑の時間を十分に設けることにより、一方
向の講演ではなく、意見交換が活発なセミナー
となるよう配慮します（セミナー時間の目安は、
質問を含めて1～2時間程度を想定）。

潜在的シーズの発見と
共同研究の萌芽探索
企業の開発研究に携わる方々にとって、アカ
デミアの研究に埋もれているシーズを発見し
開拓することで、自社研究の飛躍的な発展に
繋がる可能性があります。一方、アカデミアの
若手研究者には、応用開発が可能な潜在的
シーズをもっているにも関わらず、そのことに
気づいていない場合が少なくありません。製品
化を念頭におく企業研究者との意見交換は、
アカデミア研究者が市場でのニーズを発見し、
自分の研究がもつ可能性に気付かせる機会と
なります。このように企業・大学研究者のファー
ストコンタクトは、双方にとって有望な萌芽的
研究が生まれる土壌を形成します。 

将来的には、K-CONNEXだけでなく、他の研究者育成プログラム
に所属する優秀な若手研究者も、セミナー講演候補者としてお選び
いただける仕組みを検討しております。



１．組織と組織のインターンシップ
２．中長期のインターンシップ
３．オンラインとオフラインでのマッチング

K-CONNEXの連携機関である産学協働イノベーション人材育成協議
会は、経済産業省の研究人材育成コンソーシアム構築事業として、
平成 26 年 1月に設立されました。日本を代表する全国の主要14 大学
及び 37のグローバル企業が参画しています。（平成 29 年 1月現在）。
このコンソーシアム事業の目的は、中長期研究インターンシップの実施
をとおして、産学連携による「人の交流」での俯瞰力と独創力を備え
た人材育成と、「知の交流」による革新的なイノベーションの創出に
貢献することです。協議会の設立以降、中長期の研究インターンシップ
のマッチング件数は130件を超え、実施した企業と学生の双方から高い
評価を受けています。

一般社団法人 

産学協働イノベーション
人材育成協議会とは？

協議会のインターンシップの特徴

・適切なマッチング
大学コーディネーターは、学生や大学教員、企業担当者の意
向を伺い、三者が Win-Win の関係になるように、インターン
シップの内容を調整します。

・教育的効果の質保証
企業のインターンシップ計画を事前に確認してすり合わせ、
「学生と企業」ではなく、大学と企業の「組織と組織」の
インターンシップを実現します。

※IDMシステム：Innovative HR Development Matching System
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K-CONNEXとは？

京都大学・大阪大学・神戸大学の協働による
人材育成事業です

京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（略称
K-CONNEX）は、文部科学省・JST「科学技術人材育成のコンソーシ
アムの構築事業 次世代研究者育成プログラム」の採択を受け、平成
27 年 2月に設立されました。京都大学を代表機関として、大阪大学、
神戸大学の三大学と、国立研究開発法人産業技術総合研究所、公益
社団法人関西経済連合会、一般社団法人産学協働イノベーション人材
育成協議会を連携機関として構成されるコンソーシアムです。

K-CONNEXでは、国際公募で採用された助教・准教授レベルの極めて
優れた若手研究者に対してじっくりと良い研究を行うための環境を
提供し、また将来のP I研究者としての成長に資する様々な講座、研究
支援、異分野間・産学間交流プログラム等を提供することによって、
次代の研究を牽引するような先導的研究者の育成を目的としています。



Tel : 075-746-6872
Fax : 075-746-6873
http://www.c-engine.org/

〒606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町4 
日本イタリア会館305

CONTACT

Tel : 075-753- 5916
Fax : 075 -753- 5310
http : // k-connex.kyoto-u.ac.jp/

〒606-8501　京都市左京区吉田本町
京都大学吉田キャンパス 学術研究支援棟（旧VBL棟）1階
京都大学 次世代研究創成ユニット (E-NER)
京阪神次世代グローバル研究リーダー育成
コンソ－シアム事務局
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