
開催結果報告書



＜CONTENTS＞
●開催概要・来場者数 1頁

●出展者一覧 2頁

●来場者のプロフィール 7頁

●来場者の「イノベーション・ジャパン」への評価 8頁

●出展者 の「イノベーション・ジャパン」への評価 9頁

●マッチング 10頁

●イノベーション・ジャパン2004フォーラムプログラム 11頁

●プロモーション活動 12頁

●報道実績News Clipping  Report   （2004年10月21日現在） 13頁

＜開催概要・来場者数＞

イノベーション・ジャパン 2004

 2004年9月28日（火）～30日（木）10:00～18:00（30日は17:00終了）

東京国際フォーラム（東京・有楽町）

イノベーション・ジャパン 2004組織委員会

経済産業省、文部科学省 
科学技術振興機構（JST）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、
産業技術総合研究所(AIST)、日経BP社  

日本経済団体連合会、日本学術会議、発明協会、知的財産戦略本部

アジア・太平洋技術移転セミナー

野村證券

無料
(単位：人）
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大学ほかTLO、大学発ベンチャー、大学発ベンチャー支援企業など275団体 が出展。出展小間数は362小間にのぼる

◆イノベーション・ジャパン2004　出展ブース一覧（大学ゾーン5分野、大学知財部局を除く）

展示会
小間番号

新技術説
明会セッ
ション番号

成果の名称 研究代表者の所属

A-01 亜鉛および黒鉛粉末を混合したセメントによる鋼の防食 横浜国立大学 大学院工学研究院
A-02 ナノボイド複合高分子フィルム 岐阜大学 工学部機能材料工学科
A-03 PA-06 有機原料を用いた高品位窒化シリコンの低損傷堆積法の開発 京都工芸繊維大学 地域共同研究センター
A-04 有機EL素子の劣化原因の特定 京都産業大学 先端科学技術研究所
A-05 導電性高分子によるソフトアクチュエータ 九州工業大学 大学院生命体工学研究科生体機能専攻
A-06 青色発光するSiナノクリスタル薄膜 群馬大学 工学部電気電子工学科
A-07 炭素をベースとした燃料電池用電極触媒の開発 群馬大学 大学院工学研究科ナノ材料システム工学専攻
A-08 シリコン固体表面の不活性化方法 広島大学 大学院先端物質科学研究科
A-09 PA-15 微細針状シリコンの合成 高知工科大学 総合研究所プラズマ応用研究センター
A-10 PA-23 酸化亜鉛薄膜の大面積化製膜技術 高知工科大学 総合研究所マテリアルデザイン研究センター
A-11 PA-03 液晶駆動型マイクロアクチュエータ 高知工科大学 総合研究所機能性流体研究センター
A-12 PA-14 ハイブリッドCVDの開発と超長尺配向制御CNT基板合成技術への応用 高知工科大学 総合研究所極限プロセスデザイン研究センター
A-13 PA-37 触媒化学気相成長 北陸先端科学技術大学院大学 材料科学研究科
A-14 光ミキサー 立命館大学 理工学部電子システム系電子光情報工学科
A-15 PA-24 ナノ炭素材料の新規製造法 滋賀医科大学 医学部医学科生命科学講座化学
A-16 PA-39 20W水素自給型常温動作燃料電池の製品化 室蘭工業大学 地域共同研究開発センター
A-17 オキセタン樹脂の開発と高機能材料への展開 神奈川大学 工学部応用化学科
A-18 カーボンクラスターの新しい合成方法 静岡大学 理学部物理学科
A-19 PA-19 原子間力顕微鏡によるナノパターニングとナノデバイスの作製 静岡大学 工学部物質工学科
A-20 セラミック基板及びその製造方法 早稲田大学 理工学部物質開発工学科

A-21 ナノレベルまで振動を低減した小型パルス管冷凍機システム
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所

A-22 PA-28 ハイブリッド型有機高分子結晶を用いる機能材料設計 大阪市立大学 大学院工学研究科化学生物系専攻
A-23 PA-41 リビングラジカル重合による高機能性有機材料の合成法 大阪市立大学 大学院理学研究科物質分子系専攻
A-24 大阪大学発ナノサイエンスワールド 大阪大学 ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進機構
A-25 PA-13 原子論的生産技術の創出 大阪大学 大学院工学研究科附属　超精密科学研究センター
A-26 抗ウイルス作用を有するドロマイトを加工した新素材 鳥取大学 農学部家畜微生物学教室
A-27 PA-21 ナノシリコンを用いた高効率フルカラーEL素子の開発 東海大学 総合科学技術研究所
A-28 PA-11 実時間nm実時間振動計測ならびに音声再生技術 東海大学 電子情報学部情報科学科
A-29 PA-29 透明電子活性酸化物（ありふれた物質で新機能を実現する） 東京工業大学 応用セラミックス研究所
A-30 PA-30 環動ゲルの研究開発 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
A-31 PA-38 マイクロ機械加工 東京電機大学 工学部機械工学科
A-32 高規則性ポーラスメンブレンの作製 東京都立大学 大学院工学研究科応用化学専攻
A-33 PA-12 磁場による高分子材料のプロセッシング 東京都立大学 大学院工学研究科応用化学専攻
A-34 PA-20 ナノシリコンデバイスの研究 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部ナノ未来科学研究拠点
A-35 東北大学NICHe発の研究成果紹介 東北大学 未来科学技術共同研究センター
A-36 PA-33 機能性金属ガラス 東北大学 金属材料研究所
A-37 ギガHz領域におけるフィルム状誘電体の広帯域複素誘電率測定技術 北海道大学 大学院理学研究科
A-38 PA-22 薄膜材料の作成方法および作成装置 同志社大学 工学部電子工学科

A-39 化学反応によるコラーゲンの作成
奈良先端科学技術大学院大学
物質創成科学研究科物質創成科学専攻

A-40 PA-36 超臨界流体を用いた新規繊維加工技術 福井大学 大学院ファイバーアメニティ工学専攻
A-41 PA-31 ナノめっき技術による機能性材料の創製 福井大学 地域共同研究センター
A-42 PA-27 プラズマ表面処理装置の開発とナノカーボン材料合成 豊橋技術科学大学 プラズマナノマテリアル研究室
A-43 三次元ホログラフィック記録方法および三次元ホログラフィック記録装置 北海道大学 電子科学研究所
A-44 医療・情報電子デバイス用微細孔径ハニカム膜の単一工程製造技術 北海道大学 電子科学研究所附属ナノテクノロジー研究センター
A-45 PA-01 高性能真空装置 山口大学 工学部機能材料工学科
B-01 機能性食品 お茶の水女子大学 生活環境研究センター
B-02 薬物を用いた局所的骨増加法 東京医科歯科大学 歯学部インプラント・口腔再生医学分野　
B-03 新規ベクターPRESAT-vectorを用いた蛋白質可溶性ドメインの生産技術 横浜市立大学 大学院総合理学研究科生体超分子システム科学専攻
B-04 新しい前立腺癌、前立腺肥大症治療薬の開発 横浜市立大学 大学院医学研究科

B-05 PB-12
放射線治療抗腫瘍効果、或いは遠隔転移に関与するバイオマーカー、
および放射線増感剤としての分子標的創薬へのアプローチ

関西医科大学 医学部放射線科学講座

B-06 PB-08 生活関連生分解性繊維の開発 関西大学 先端科学技術推進機構生命・人間研究部門
B-07 測座核アセチルコリンに着目した薬物依存症の新しい治療薬 京都大学「医学領域」産学連携推進機構
B-08 白色パワーLEDモジュールゴーグルの試作開発 京都府立医科大学 医学研究科/京都大学 大学院工学研究科
B-09 次世代CPM装置の開発 熊本大学 工学部数理情報システム工学科
B-10 PB-11 どのような標的分子をも破壊できる「スーパー抗体酵素」（Antigenase） 広島県立大学 生物資源学部生物資源開発学科
B-11 「希少糖」の生産およびその用途開発 香川大学 希少糖研究センター
B-12 マイクロ加工技術とマイクロデバイス 香川大学 工学部知能機械システム工学科造形講座

展示会小間番号　A: ナノテク・材料　B: 医療・バイオ C: 情報関連・IT　D: 環境関連　E: 製造技術

新技術説明会セッション番号　PA: ナノテク・材料　PB: 医療・バイオ PC: 情報関連・IT　PD: 環境関連　PE: 製造技術

　＜出展者の内訳＞
　・大学ゾーン（大学研究者による研究成果を発表するゾーン）：ナノテク/材料（45）、医療/バイオ（49）、情報/IT（28）、
　　環境（31）、製造技術（23）、大学知財部局（48）
　・その他：TLO（7団体）、大学発ベンチャー（31社）、大学発ベンチャー支援（9社）、
　　共催者（JST、NEDO、AIST、日経BP社）など各ゾーンで構成。
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◆イノベーション・ジャパン2004　出展ブース一覧（大学ゾーン5分野）

展示会
小間番号

新技術説
明会セッ
ション番号

成果の名称 研究代表者の所属

B-13 PB-21 電子認証・電子署名（HPKI）を用いた大規模治験ネットワークシステムの開発 香川大学 医学部附属病院医療情報部
B-14 健康食品（キノコ）、イーマッシュ 高崎健康福祉大学 健康福祉学部健康栄養学科
B-15 In situでの遺伝子発現解析技術の開発 徳島大学 工学部生物工学科
B-16 強い抗酸化活性のある新食品素材、ハマナス花弁 北見工業大学 国際交流センター 
B-17 高性能生体チップの開発 九州大学 大学院工学研究院応用化学部門
B-18 PB-01 魚類冷水病に対する実用的なワクチンの開発 高知大学 大学院黒潮圏海洋科学研究科
B-19 PB-09 遺伝的改変による新型食品の開発 大阪大学 大学院工学研究科応用生物工学専攻
B-20 最先端癌免疫治療のリアリティー　次世代型多価性癌ワクチン 三重大学 医学部内科学第2講座
B-21 光干渉法による眼底断層診断装置の研究開発と製品化 山形大学 地域共同研究センター
B-22 PB-31 自然に学ぶ医用材料 静岡大学 工学部物質工学科
B-23 柏の葉粉末投与によるラットのコレステロール低下作用 帯広畜産大学 畜産科学科
B-24 PB-30 マイクロナノウイスカーアレイ素子と高速THzセンサー 長岡技術科学大学 機械系材料システム工学
B-25 水産加工残滓を用いた機能性発酵飼料の開発 長崎大学 水産学部
B-26 PB-10 蚕血液のレオロジー特性を考慮した健康食品（蚕パウダー）の開発 帝塚山大学 現代生活学部
B-27 平地歩行模擬機能を有するトレッドミル 島根大学 総合理工学部電子制御システム工学科
B-28 PB-19 新しいMRI撮像法（DWIBS）による全身スキャン 東海大学 医学部基盤診療学系画像診断学
B-29 PB-04 血糖測定用バイオセンサー 東京工科大学 バイオニクス学部
B-30 東工大バイオ計測研究会 東京工業大学 生命理工学研究科生物プロセス専攻
B-31 ラジアルフロー型バイオリアクターを用いたバイオ検定および生産 東京慈恵会医科大学 生化学講座第一
B-32 PB-29 地域密着型連携開発チームによるMEMS応用センサ開発技術 東京都立大学 大学院工学研究科機械工学専攻
B-33 ストレスに応答する根特異的遺伝子 東京都立大学 大学院理学研究科生物科学専攻
B-34 光造形法による手術シミュレーション用実体モデルの作製 桐蔭横浜大学 工学部医用工学科
B-35 PB-20 画像解析による創薬および医療評価技術 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部 動物生命科学部門 
B-36 PB-14 機能性バイオナノ磁性粒子の創薬への応用に関する研究 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部生命機能科学部門
B-37 PB-26 相溶性二相有機溶媒システムによる液相化プロセス 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部生命農学部門
B-38 PB-07 動物資源の有効利用 東京農工大学 農学部附属硬蛋白質利用研究施設
B-39 PB-27 マッスルスーツR 東京理科大学 工学部機械工学科
B-40 PB-05 電気化学バイオリソグラフィー：タンパク質や細胞の簡便な固定技術 東北大学 工学研究科バイオロボティクス専攻

B-41 野生スイカ抽出物を含有する活性酵素除去剤ならびに保湿剤
奈良先端科学技術大学院大学
バイオサイエンス研究科分子生物学専攻分化・形態形成学講座

B-42 PB-03 高感度・高精度赤血球変形能測定装置の開発・確立 日本医科大学 第一生理学教室
B-43 PB-22 ネットワークを利用した目追跡による遠隔介護支援システム 富山県立大学 工学部電子情報工学科 
B-44 スフィンゴ糖脂質関連遺伝子による抗がん剤感受性予測診断装置の開発 北海道大学 大学院薬学研究科
B-45 糖鎖ライブラリーを活用した糖鎖ビジネスの展開 名古屋市立大学 大学院薬学研究科
B-46 PB-32 硬組織（骨）修復用バイオマテリアルの開発 明治大学 理工学部工業化学科

B-47
1つ1つの筋が発生する力を測定する
－高齢者の転倒、骨折の主原因の1つに筋力低下がある－

立命館大学 理工学部機械システム系ロボティクス学科

B-48 医療用マイクロマシンの研究開発 龍谷大学 理工学部機械システム工学科
B-49 ホスフィンを含む低原紙価白金錯体のルミネッセンスと光化学反応 成蹊大学 工学部応用化学科
C-01 PC-20 自己最適化演算装置 宇都宮大学 工学部情報工学科
C-02 PC-16 進化的画像処理 横浜国立大学 大学院環境情報研究院
C-03 PC-09 遠隔操作による次世代パソコン支援サービス 岩手大学 工学部情報システム学科計算機システム学講座
C-04 衛星データを利用した産学連携による付加価値創成事業 九州東海大学 工学部宇宙地球情報工学科
C-05 コンピュータビジョンをITSに応用した研究事例 熊本大学 工学部数理情報システム工学科
C-06 JetStream-3D (3次元Web地図情報システム） 弘前大学 人文学部地理情報研究室
C-07 個人健康管理システム 高崎健康福祉大学 健康福祉学部医療福祉情報学科
C-08 ディジタルＴＶ放送波のトータルレコーディングと移動体受信シミュレータ 電気通信大学 電気通信学部電子工学科電子情報工学講座
C-09 PC-18 遠隔教育・プレゼンテーションシステム技術 電気通信大学 電気通信学部情報通信工学科
C-10 PC-14 μSEcastｰインターネットにおけるパケット統合伝送方式 芝浦工業大学 システム工学部電子情報システム学科
C-11 PC-21 光学補正方式を利用した立体ディスプレイシステムの開発 早稲田大学 大学院国際情報通信研究科

C-12 PC-05 グローバルな情報体系を実現する自律分散GIS基盤ソフト
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国際日本文化研究センター

C-13 PC-07 ウェアラブルコンピューティングのためのルール処理エンジンA-WEAR 大阪大学 大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻
C-14 センサネットワークにおけるセンサ情報収集機構 大阪大学 大学院情報科学研究科情報ネットワーク学専攻
C-15 PC-22 カオス・フラクタル情報科学に基づいた脳機能計測 長岡技術科学大学 工学部電気系情報通信システム工学
C-16 PC-01 指紋照合技術 東京工業大学 理工学研究科
C-17 ウェブの時空間解析技術 東京大学 生産技術研究所
C-18 イパレットネクサスTM 東京大学 大学院情報学環
C-19 PC-28 二次元拡散信号伝送テクノロジ 東京大学 大学院情報理工システム情報第３研究室
C-20 PC-10 UWBワイヤレス技術 東京電機大学 工学部情報通信工学科
C-21 PC-25 受付ロボット　SAYA 東京理科大学 工学部機械工学科
C-22 PC-12 小型・簡便・高性能な1.5Gbpsミリ波無線通信機 東北工業大学 環境情報工学科
C-23 PC-08 次世代モバイルインターネット端末の開発 東北大学 電気通信研究所21世紀情報通信研究開発センター
C-24 音声対話認識、無音声認識 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科情報処理学専攻
C-25 通信特性を考慮した自律的パケット転送技術 豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター
C-26 PC-17 知識メディア技術 北海道大学 知識メディアラボラトリー
C-27 Web Page Stickies 名古屋工業大学 大学院工学研究科　
C-28 PC-04 ユビキタス社会を支える基盤ソフトウェア cogma 名古屋大学 情報連携基盤センター
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 ◆イノベーション・ジャパン2004　出展ブース一覧
（大学ゾーン5分野）

展示会
小間番号

新技術説
明会セッ
ション番号

成果の名称 研究代表者の所属

D-01 PD-22 野菜・花き循環型養液栽培における革新的な次世代防除技術 岐阜大学 応用生物科学部生産環境課程
D-02 PD-18 フィルム型カラフル太陽電池「レインボーセル」 岐阜大学 大学院工学研究科
D-03 廃木材を主原料とする住宅用断熱材 金沢工業大学 環境・建築学部
D-04 PD-06 Anammoxと部分亜硝酸化を組み合わせた単一槽での窒素除去 熊本大学 工学部環境システム工学科
D-05 PD-05 水中衝撃波負荷技術による木材の改質 熊本大学 衝撃・極限環境研究センター
D-06 炭素繊維を活用した水質浄化と藻場再生 群馬工業高等専門学校　物質工学科
D-07 PD-26 快適環境を創造する室内空気汚染物質の高性能浄化技術 慶應義塾大学 理工学部応用化学科環境化学研究室
D-08 人工衛星電波を使った大気状態のリモートセンシング技術 鹿児島大学 理学部物理科学科宇宙情報大講座
D-09 PD-09 生体高分子の非共有結合等を選択的に切断する方法および装置 山梨大学 クリーンエネルギーセンター
D-10 PD-04 熱機関を原動機とする動力分割型フライホイール・エネルギー蓄積駆動 職業能力開発総合大学校
D-11 PD-14 超臨界水による廃棄物処理技術 静岡大学 工学部物質工学科
D-12 PD-13 水熱反応を利用する有機性廃棄物のリサイクルとゼロエミッション化 大阪工業大学 環境ソリューションセンター
D-13 含フッ素温暖化ガスの分解触媒（SF6、NF3、分解触媒） 大分大学 工学部応用化学科
D-14 PD-03 機能性流体としての水－油混合液を利用した氷蓄熱に関する研究 中央大学 理工学部精密機械工学科
D-15 杭と地反力を併用した複合基礎 長岡工業高等専門学校
D-16 廃木材からの吸着用木炭の製造技術 島根大学 共同研究センター
D-17 河川環境の創造と生物学的水質評価を同時に行えるシミュレーションシステム 東京学芸大学 教育学部生物学教室
D-18 PD-15 小型廃棄物ガス化発電システム 東京工業大学 総合理工学研究科環境理工学創造専攻

D-19 熱可塑性樹脂を用いた植物系廃棄物由来の複合材料
東京大学
大学院農学生命科学研究科生物材料学専攻木質材料学研究室

D-20 一般廃棄物人工島の都市基盤への転換再生技術 東京大学 大学院工学系研究科社会基盤学専攻
D-21 PD-19 消波方法と装置及び水質浄化方法並びにそれを用いた浅海域の環境創造支援方法 東京電機大学 理工学部建設環境工学科
D-22 PD-07 アルマイト触媒の製造技術とそのエネルギー変換技術、および環境浄化技術への応用 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部生存科学研究拠点
D-23 PD-02 ベアリングレスドライブ 東京理科大学 理工学部電気電子情報工学科
D-24 PD-21 ホタテ貝殻セラミックスの機能を応用した製品の開発 八戸工業大学 工学部生物環境化学工学科
D-25 PD-01 ベアリングレスモータ 武蔵工業大学 工学部機械システム工学科
D-26 生分解ポリエステルのモノマー化方法等 豊橋技術科学大学 エコロジー工学系
D-27 高効率なフロン類及びPFC分解処理機 豊橋技術科学大学 エコロジー工学系
D-28 省エネルギー型着雪防止技術 北海道工業大学 工学部建築学科
D-29 PD-08 有機ハイドライドを利用する燃料電池用水素貯蔵・運搬技術 北海道大学 触媒化学研究センター
D-30 PD-20 根圏環境制御技術の開発 北海道大学 大学院農学研究科
D-31 島嶼型バイオマス循環システム 琉球大学 農学部生物生産学科生産システム工学講座
E-01 フレキシブル押出し加工法の開発 一関工業高等専門学校
E-02 PE-01 ウェアラブルパワーアシストデバイス 岡山大学 工学部システム工学科システム制御学研究室
E-03 PE-12 高温材料プロセス開発のためのカーボンフリー多機能高温加熱炉 関西学院大学 理工学部物理学科
E-04 真空紫外光を利用した洗浄、成膜技術 宮崎大学 工学部電気電子工学科
E-05 磁気センサユニット（FGM：フラックスゲートマグネトメータ）の開発 金沢工業大学 光電磁場科学応用研究所
E-06 高精度ディンプルミーリング技術 新潟大学 大学院自然科学研究科
E-07 通電接合によるアルミニウム合金部材の接合法 新潟大学 大学院自然科学研究科
E-08 PE-06 楕円振動切削加工法 神戸大学 工学部機械工学科
E-09 PE-11 マグネシウム合金およびアルミニウム合金の新しい半溶融鋳造法 千葉工業大学 工学部機械サイエンス学科
E-10 多孔質ビトリファイドボンドダイシングブレード 長岡技術科学大学 工学部機械系材料システム工学課程
E-11 資源循環型材料の性質を利用した高硬度圧縮木材における利用技術 島根大学 総合理工学部材料プロセス工学科
E-12 PE-05 新機能接合方法 東海大学 工学部材料科学科
E-13 PE-02 クローラ・アームハイブリッド型レスキューロボットHELIOS VII 東京工業大学 大学院理工学研究科  機械宇宙システム専攻 

E-14 MEMS技術とバイオ・情報通信への応用
東京大学
生産技術研究所マイクロメカトロニクス国際研究センター

E-15 アシスト型手すり 東京都立保健科学大学 保健科学部理学療法学科
E-16 嚥下障害者用とろみ計 東京都立大学 大学院工学研究科機械工学専攻
E-17 カーボンナノチューブのマイクロジェット植毛 東京都立大学 大学院工学研究科機械工学専攻
E-18 PE-13 III族窒化物半導体の気相エピタキシャル成長 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部ナノ未来科学研究拠点

E-19 PE-07 多軸制御工作機械の精度評価技術
東京農工大学
大学院共生科学技術研究部先端生物システム学部門

E-20 環境調和型高能率・高品位機械加工技術の開発 富山県立大学 工学部機械システム工学科
E-21 PE-09 熱サイホン式雪発電 富山大学 理学部地球科学科
E-22 摩擦撹拌作用を用いた異種金属間の接合法 豊橋技術科学大学 生産システム工学系
E-23 気相法による高品質GaNとGa1－xInxN単結晶の合成 北海道大学 大学院工学研究科
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 ◆イノベーション・ジャパン2004　出展ブース一覧
（大学知財部局/TLO/大学発ベンチャー/大学発ベンチャー支援/発明協会/共催者）

小間番号 出展者名 小間番号 出展者名

IP-01 京都大学 知的財産企画室 V-04 株式会社 ナノコントロール

IP-02 慶應義塾総合研究推進機構 V-05 株式会社光コム研究所

IP-03 東海大学 知的財産戦略本部 V-06 株式会社 オプセル

IP-04 早稲田大学 知的財産本部 V-07 株式会社ツーセル

IP-05 東北大学 研究推進・知的財産本部 V-08 ペクセル・テクノロジーズ株式会社／株式会社青葉ジェネティクス

IP-06 岡山大学 研究推進・産学官連携機構 S-01 野村證券株式会社

IP-07 北海道大学 知的財産本部 S-02 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社

IP-08 東京海洋大学 知的財産本部 S-03 財団法人ベンチャーエンタプライズセンターDND事務局

IP-09 広島大学 知的財産社会創造センター S-04 株式会社東大総研

IP-10 山梨大学 知的財産経営戦略本部 S-05 独立行政法人中小基盤整備機構

IP-11 静岡大学 知的財産本部 S-06 独立行政法人　工業所有権総合情報館

IP-12 名古屋大学 産学官連携推進本部知的財産部 S-07 東京中小企業投資育成 株式会社

IP-13 大阪大学 知的財産本部 S-08 NPO法人IAIジャパン

IP-14 横浜国立大学 産学連携推進本部 V&S-01 株式会社ブイキューブ

IP-15 岩手大学 地域連携推進センター V&S-01 株式会社SNT（旧社名：株式会社白鳥ナノテクノロジー）

IP-16 電気通信大学 知的財産本部 V&S-01 ジェンティア・バイオシステムズ株式会社

IP-17 コラボ産学官 V&S-01 株式会社i2S2

IP-18 熊本大学 知的財産創生推進本部 V&S-01 株式会社シグナスミル

IP-19 北陸先端科学技術大学院大学 IPオペレーションセンター V&S-01 株式会社シーテック

IP-20 奈良先端科学技術大学院大学 知的財産本部 V&S-01 アコーステック

IP-21 山口大学 知的財産本部 V&S-01 有限会社SOMジャパン

IP-22 大阪府立大学 知的財産ブリッジセンター V&S-01 株式会社ビークル

IP-23 日本大学 産官学連携知財センター V&S-01 株式会社舞ロジック

IP-24 豊橋技術科学大学 知的財産・産学官連携本部 V&S-01 ジーンワールド株式会社

IP-25 明治大学 社会連携促進知財本部 V&S-01 有限会社スリーブラケッツ

IP-26 立命館大学 知的財産本部 V&S-01 有限会社メディカル・マイクロテクノロジー

IP-27 神戸大学 イノベーション支援本部 V&S-01 有限会社ユビグラフ

IP-28 東京農工大学 産官学連携・知的財産センター V&S-01 有限会社コマーシャルリソース

IP-29 大学共同利用機関知的財産本部 V&S-01 株式会社センス・イット・スマート

IP-30 金沢大学 V&S-01 株式会社NRLファーマ

IP-31 九州工業大学 知的財産本部 V&S-01 株式会社Realmedia　Lab.

IP-32 新潟県大学連合知的財産本部 V&S-01 株式会社つくばウエルネスリサーチ

IP-33 信州大学 産学官連携推進本部 V&S-01 株式会社マイクロフェーズ

IP-34 岐阜大学 産官学融合本部 V&S-01 星野

IP-35 名古屋工業大学 テクノイノベーションセンター V&S-01 株式会社エーシーバイオテクノロジーズ

IP-36 筑波大学 知的財産統括本部 V&S-01 社団法人　発明協会

IP-37 名古屋市立大学　産学官・地域連携推進室 O-01 独立行政法人科学技術振興機構

IP-38 酪農学園大学 エクステンションセンター O-02 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

IP-39 香川大学 知的財産活用本部 O-03 独立行政法人産業技術総合研究所

IP-40 高知工科大学　産学連携本部 O-04 株式会社日経BP

IP-41 徳島大学 知的財産本部

IP-42 九州大学 知的財産本部

IP-43 三重大学 知的財産統括室

IP-44 大分大学 知的財産本部

IP-45 群馬大学 研究・知的財産戦略本部

IP-46 東京大学 産学連携本部

IP-47 東京医科歯科大学 知的財産本部

IP-48 東京工業大学 産学連携推進本部

T-01 株式会社キャンパスクリエイト

T-02 有限会社山口ティー・エル・オー

T-03 財団法人新産業創造研究機構（TLOひょうご）

T-04 農工大ティー・エル・オー株式会社

T-05 四国TLO（株式会社テクノネットワーク四国）

T-06 財団法人北九州産業学術推進機構

T-07 東京理科大学　科学技術交流センター・知的財産本部

V-01 日本ロボティクス株式会社

V-02 株式会社カレッジ・マスターハンズ

V-03 株式会社カオスウェア

展示会小間番号　IP: 知財　T: TLO　V: 大学発ベンチャー　S: 大学発ベンチャー支援　V&S: 発明協会　O： 共催者　　　　　　　　　　　　
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新技術説明
会セッション
番号

成果の名称 発表者名

PA-02 細孔制御アミノ化セルロース粒子による注射用医薬からのエンドトキシン吸着除去 熊本大学　工学部物質生命化学科

PA-04 大面積液晶ディスプレイ用薄膜トランジスタの新規製造技術 北陸先端科学技術大学院大学　材料化学研究所

PA-05 半導体製造装置用材料の開発－高強度快削性窒化アルミナノコンポジットと導電性窒化アルミ－ 大阪大学　産業科学研究所

PA-07 ナノサイズEuOを用いた光磁気機能性プラスティックの開発 大阪大学　大学院工学研究科物質・生命工学専攻

PA-08 非線形光学結晶GdYCOBの多機能化による新型・高性能紫外光源の開発に関する研究 大阪大学　大学院工学研究科電気工学専攻

PA-09 プラスチック光ファイバ連続光増幅器の開発 千歳科学技術大学

PA-10 反平行結合膜を用いたナノサイズCPP－GMR素子の高再生出力に関する研究 東北大学　大学院工学研究科

PA-16 集束イオンビーム加工システムによるダイヤモンド等の3次元マイクロ・ナノ加工 日本工業大学　機械工学科

PA-17 生体分子スクリーニング用金／磁性酸化鉄ナノ粒子の開発 大阪大学　大学院工学研究科

PA-18 液晶配向パターニング技術 秋田大学　工学資源学部電気電子工学科

PA-25 可溶性カーボンナノチューブの製造法 筑波大学　先端学際領域研究センター

PA-26 液相中における室温でのナノカーボンの合成 富山県立大学　工学部電子情報工学科

PA-32 近赤外機能素子としての金ナノロッドの創製 九州大学　大学院工学研究院応化分子教室

PA-34 シリコンMEMS触覚イメージセンサ 豊橋技術科学大学　工学部電気・電子工学系

PA-35 シリコン基板上窒化ガリウム系光・電子デバイス 名古屋工業大学　極微デバイス機能システム研究センター

PA-40 磁気共鳴イメージング(MRI)による固体高分子形燃料電池(PEFC)計測技術 東京工業大学　大学院理工学研究科

PB-02 バクテリオファージによる魚類細菌感染症の防除 広島大学　大学院生物圏科学研究科情報生命科学講座

PB-06 超微量検体を用いた造血器腫瘍関連疾患の早期発見・診断技術の開発 岡山大学　大学院医歯学総合研究科病理病態学分野

PB-13 測座核アセチルコリンに着目した薬物依存症の新しい治療薬 京都大学　大学院医学研究科生体情報科学講座

PB-15 遺伝子導入効率および組替え頻度の高いRAD18欠損ES細胞 熊本大学　医学部発生医学研究センター器官形成部門組織制御分野

PB-16 アネキシン５の生理活性抑制物質－性腺刺激ホルモン放出ホルモン拮抗物質 北里大学　獣医畜産学部獣医生理学教室

PB-17 肝不全治療、細胞性医薬品の開発に向けた可逆性不死化ヒト肝臓細胞からなるバイオ人工肝臓の作成 岡山大学　医学部・歯学部附属病院

PB-18 遺伝コードの拡張による部位特異的変異導入のための新技術の開発 北陸先端科学技術大学院大学

PB-23 ゼブラフィッシュDNAマイクロアレイによるトキシコゲノミクス解析 三重大学

PB-24 脳腫瘍完全摘出システムの開発 東京女子医科大学　先端生命医科学研究所先端工学外科分野

PB-25 高抗血栓性を有するチタン系金属の開発 岡山大学 工学部生物機能工学科

PB-28 水素吸蔵合金を利用したウェアラブルアクチュエータの開発 東京大学　先端科学技術研究センター

PB-33 バイオポリエステルの効率的生産系の開発 北海道大学　大学院工学研究科分子化学専攻生体高分子化学分野

PC-02 テンプレートマッチング式個人顔認証システム 大分大学　工学部知能情報システム工学科

PC-03 改ざん検出方法、改ざん検出プログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体 北海道大学　大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻

PC-06 ソフト化したハードウェア・オブジェクトで動的に変化する即変型汎用システム 東京農工大学　工学部電気電子工学科

PC-11 ミリ波イメージング・システム用広帯域アンテナ 東北大学　大学院工学研究科電気・通信工学専攻

PC-13 光パルス信号の分散補償方法 大阪大学　大学院工学研究科物質・生命工学専攻

PC-15 超高速・広波長帯域の1.6μｍ帯可飽和光吸収半導体材料 千葉大学　工学部電子機械工学科

PC-19 並列キュープロセッサ 電気通信大学　大学院情報システム学研究科情報ネットワーク学専攻

PC-23 デジタルLSIにおける電源／グラウンド雑音の評価・解析技術 神戸大学　工学部情報知能工学科

PC-24 上肢運動機能回復訓練のための作業療法支援システム 名古屋工業大学　工学研究科情報工学専攻

PC-26 人と調和する次世代ロボットに整合する有機トランジスタを用いた人工皮膚の試作研究 東京大学　工学系研究科量子相エレクトロニクス研究センター

PC-27 静電皮膚感覚ディスプレイ及び静電力のメカトロニクス応用に関する研究 神戸大学　工学部情報知能工学科

PD-10 イソプロピルアルコールを水素源として用いた芳香族ポリハロゲン化合物類の脱ハロゲン水素化方法 東北大学

PD-11 既存廃水処理プロセスの改善を伴う廃棄物の再資源化技術の開発 豊橋技術科学大学　エコロジー工学系

PD-12 バイオマスからの炭酸ガスゼロエミッション水素生成法 東京工業大学　大学院理工学研究科応用化学専攻

PD-16 酸素を基軸とするグリーンエネルギープラットフォーム構築のための純酸素石炭燃焼発電システム 名古屋大学　エコトピア科学研究機構エネルギー科学研究部門

PD-17 環境ホルモンを溶出しない船底・発電所用塗料 奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究科

PD-23 新規バイオセンシングシステムの開発 北海道大学　創生科学研究機構

PD-24 深層水を利用した高効率生物生産システム制御技術の開発研究 静岡大学　理学部生物地球環境科学科

PD-25 室温動作型の新規な高感度水素ガスセンサー 横浜国立大学　大学院工学研究院機能の創生部門

PD-27 低周波用高性能消音ダクト装置 九州大学　大学院芸術工学研究院音響部門

PE-03 レーザープラズマ軟X線による無機透明材料の光直接加工 筑波大学　大学院数理物質科学研究科電子・物理工学専攻

PE-04 レーザによる異種金属接合 長岡技術科学大学　機械系

PE-08 可変剛性型動吸振装置 大分大学　工学部機械・エネルギーシステム工学科機械システム

PE-10 光で音を聞く方法（振動板無し光マイクロホン） 九州東海大学　工学部電気電子システム工学科

PE-14 正パルスバイアス法によるプラズマ表面処理 茨城大学　大学院理工学研究科応用粒子線科学専攻

PE-15 レーザカラーマーキング法 埼玉大学　大学院理工学研究科生産環境科学講座

PE-16 超臨界流体を用いる新しい染色技法 京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科先端ファイブロ科学専攻

PE-17 インクジェット記録による平版印刷版の製造方法 千葉大学

　　　　　　　　

新技術説明会セッション番号　PA: ナノテク・材料　PB: 医療・バイオ PC: 情報関連・IT　PD: 環境関連　PE: 製造技術

ジャンル名 平均受講者数

PA（ナノテク/材料） 41.2人

PB（医療/バイオ） 25.4人

PC（情報/IT） 25.1人

PD（環境関連） 34.4人

PE（製造技術） 37.5人

■ジャンル別の平均受講者数一覧
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N＝1000 %

N＝1000 %
研究・開発（民間企業）

営業・販売

経営・管理

研究・開発（学校・公的機関）

宣伝・企画

学生

設計

生産技術

その他　

無回答

1.8%

12.9%

0.7%

35.3%

14.5%

13.2%

8.6%

6.4%

4.4%

2.2%

0.8%

1.5%

0.9%

0.2%

0.1%

無回答

49.2%

12.4%

12.1%

8.4%

6.5%

2.9%

2.6%

2.4%

技術移転機関(TLO）

病院/医療機関

運輸

農林/水産/鉱業

商社/卸/小売業

建設/不動産

金融/証券/保険

印刷/出版/放送/広告

製造業

教育機関/学校

サービス業

官公庁/公的機関

◆業種

来場者の業種は、「製造業」が49.2％でほぼ半数。次いで「教育機関/学校」12.4％、「サービス業」12.1％となった。職種では「研
究・開発（民間企業）」35.3％を筆頭に、「営業・販売」14.5％、「経営・管理」13.2％、「研究・開発（学校・公的機関）」8.6％の順と
なった。役職は「経営者/役員クラス」15.2％を筆頭にマネジメント層が全体の約７割を占める。来場者の所属先組織の規模は、
「1000～4999人」17.3％、「100～299人」15.1％、「1万人以上」13.6％の順。1～99人の規模が27.9％と中小・中堅企業からの来
場も目立つ。年齢は、30代、40代、50代を中心とした構成になっている。

運輸
0.2%

無回答
0.8%

建設/不動
産

2.9%

病院/医療
機関
0.9%

金融/証券/
保険
2.6%

技術移転機
関(TLO）

1.5%

農林/水産/
鉱業
0.1%

印刷/出版/
放送/広告

2.4%

商社/卸/小
売業
6.5%

官公庁/公
的機関

8.4%
サービス業

12.1%

教育機関/
学校
12.4%

製造業
49.2%

◆職種

研究・開発
（民間企業）

35.3%

営業・販売
14.5%

経営・管理
13.2%

宣伝・企画
6.4%

研究・開発
（学校・公的

機関）
8.6%

設計
2.2%

生産技術
1.8%

無回答
0.7%

その他
12.9%

学生
4.4%

経営者/役
員クラス

15.2%

課長クラス
21.0%

部長クラス
21.5%

無回答
2.2%その他

12.0%

一般社員/
職員
16.4%

係長/主任
クラス
11.7%

◆役職

1万人以上
13.6%

無回答
2.1%

1～9人
9.5%

10～49人
12.6%

50～99人
5.8%

300～499人
5.6%

100～299人
15.1%

500～999人
9.4%

1000～4999
人

17.3%

5000～9999
人

9.0%

◆所属先の規模

40～49歳
24.2%

30～39歳
20.2%

無回答
0.5%60歳以上

14.4%

20歳未満
0.5%

20～29歳
11.3%

50～59歳
28.9%

◆年齢

　来場者アンケート調査概要

　調査方法：イノベーション・ジャパン2004の来場者を対象とした
　　　　　　　　調査　票記入方式
　調査サンプル：1000件
　調査期間：2004年9月28日(火）、29日(水）、30日（木）の3日間
　調査：日経BPコンサルティング
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N＝1000 %
研究成果の情報収集

産学連携に関する情報収集

新製品の情報収集

共同研究先の情報探索

技術導入

その他

N＝1000 %
ナノテク・材料（大学ゾーン）

情報関連・ＩＴ（大学ゾーン）

医療・バイオ（大学ゾーン）

大学発ベンチャー

環境関連（大学ゾーン）

製造技術（大学ゾーン）

知財本部（大学ゾーン）

TLO（大学ゾーン）

共催者（JST、NEDO、AIST、日経BP社）

大学発ベンチャー支援

メインシアター

3D映像システムコーナー（B1Fロビーギャラリー）

30.6%

26.1%

16.4%

11.7%

40.3%

40.0%

34.7%

31.1%

54.3%

45.2%

44.2%

42.7%

13.8%

2.5%

39.4%

34.5%

32.3%

18.6%

展示会への来場目的は「研究成果の情報収集」39.4％、「産学連携に関する情報収集」34.5％、「新製品の情報収集」32.3％の
３つが3割を超えた。イノベーション・ジャパンへの満足度を聞いた結果、「満足した」17.0％、「まあ満足した」61.3％と約8割の来
場者が満足と回答。また、次回への来場意向は「来場したい」39.8％、「できれば来場したい」44.0％と8割を大きく超えて次回へ
の来場意向を示した。
訪問したブースでは、大学ゾーンの「ナノテク・材料」54.3％が5割を超えたほか、「情報関連・IT」45.2％、「医療・バイオ」44.2％、
「環境関連」40.3％、「製造技術」40.0％と、いずれも4割以上となった。「大学発ベンチャー」42.7％も高い来場率となった。

◆訪問したブース（いくつでも）

◆来場目的（いくつでも）

39.4%

34.5%

32.3%

18.6%

13.8%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

研究成果の情報収集

産学連携に関する情報収集

新製品の情報収集

共同研究先の情報探索

技術導入

その他

54.3%

45.2%

44.2%

42.7%

40.3%

40.0%

34.7%

31.1%

30.6%

26.1%

16.4%

11.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ナノテク・材料（大学ゾーン）

情報関連・ＩＴ（大学ゾーン）

医療・バイオ（大学ゾーン）

大学発ベンチャー

環境関連（大学ゾーン）

製造技術（大学ゾーン）

知財本部（大学ゾーン）

TLO（大学ゾーン）

共催者（JST、NEDO、AIST、日経BP社）

大学発ベンチャー支援

メインシアター

3D映像システムコーナー（B1Fロビーギャラリー）

満足した
17.0%

まあ満足し
た

61.3%

不満
0.6% 無回答

3.0%
やや不満

3.9%

どちらとも
いえない

14.2%

◆満足度

あまり来場
したくない

1.0%

来場したい
とは思わな

い
0.2%

どちらとも
いえない

9.1%

無回答
5.9%

来場したい
39.8%

できれば
来場したい

44.0%

◆次回来場意向
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＜大学ゾーンの結果＞ ＜TLO、大学発ベンチャー他の結果＞

N＝160 % N＝42 %
研究成果のアピール 企業PR

産学連携に関する情報発信 新規顧客の開拓

共同研究先の情報探索 知名度の向上

大学知名度のアップ 新製品・サービスの情報発信

企業へのPR 産学連携に関する情報発信

産業界・企業との人脈作り 製品・サービスの販売促進

技術移転先の探索 パートナー、提携先の開拓

その他 共同研究先の情報探索

その他

N＝160 % N＝42 %
成果が上がった 成果が上がった

まあ成果が上がった まあ成果が上がった

普通　　　　 普通　　　　

あまり成果がなかった あまり成果がなかった

成果が上がらなかった 成果が上がらなかった

無回答 無回答

28.6%

23.8%

23.8%

16.7%

4.8%

40.0%

47.6%

40.5%

35.7%

33.3%

63.8%

56.3%

41.9%

41.9%

38.1%

36.3%

1.9%

2.5%

0.0%

27.5%

49.4%

20.6%

0.0%

19.0%

35.7%

31.0%

14.3%

0.0%

0.0%

本展示会への出展者の満足度は大学ゾーンで95.0％が、TLO、大学発ベンチャー他でも81.0％が満足と回答し、高い満足度を
示した。
大学ゾーンの出展目的は「研究成果のアピール」63.8％、「産学連携に関する情報発信」56.3％が上位２つの理由。大学発ベン
チャー他では「企業PR」47.6％、「新規顧客の開拓」40.5％が上位２つの目的という結果。トップの理由以外にも双方かなり出展
理由のプライオリティーに差のある結果となった。出展の成果については、大学ゾーンの出展者が76.9％と非常に高い成果を示
し、TLO、大学発ベンチャー他でも54.7％と過半数以上が出展成果を認めた。来場者の質については、大学ゾーンで82.5％が、
TLO、大学発ベンチャー他で50％が「他の展示会と比べて来場者の質が高かった」と回答。

◆出展目的 （いくつでも）

63.8%

56.3%

41.9%

41.9%

40.0%

38.1%

36.3%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

研究成果のアピール

産学連携に関する情報発信

共同研究先の情報探索

大学知名度のアップ

企業へのPR

産業界・企業との人脈作り

技術移転先の探索

その他

47.6%

40.5%

35.7%

33.3%

28.6%

23.8%

23.8%

16.7%

4.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

企業PR

新規顧客の開拓

知名度の向上

新製品・サービスの情報発信

産学連携に関する情報発信

製品・サービスの販売促進

パートナー、提携先の開拓

共同研究先の情報探索

その他

満足してい
る

26.2%

まあ満足し
ている
54.8%

どちらでも
ない
7.1%

あまり満足
していない

9.5%

満足してい
ない
2.4%

満足してい
る

45.0%まあ満足し
ている
50.0%

どちらでも
ない
3.8%

無回答
1.2%

◆出展満足度

◆出展目的 （いくつでも）

◆出展満足度

◆出展成果

成果が上
がった
19.0%

普通
31.0%

あまり成果
がなかった

14.3%

まあ成果が
上がった

35.7%

あまり成果
がなかった

2.5%普通
20.6%

まあ成果が
上がった

49.4%

成果が上
がった
27.5%

◆来場者の質

あまり良くな
かった
14.3%

普通
35.7%

良かった
23.8%

まあ良かっ
た

26.2%

あまり良くな
かった
1.9%

普通
15.6%

まあ良かっ
た

40.6%

良かった
41.9%

◆出展成果

◆来場者の質
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＜大学ゾーンの結果＞ ＜TLO、大学発ベンチャー他の結果＞

N＝160 % N＝42 %
あった あった

なかった なかった

無回答 無回答

＜大学ゾーンの結果＞

N＝121 %
関連する業務の参考として

共同研究開発を希望して

技術導入を想定して

ライセンスを希望して

その他

●TOPIC　　　出展者⇔来場者のマッチングを促すため、公式Webサイト上にマッチングシステムを設置

2.4%5.0%

80.9%75.6%

19.4% 16.7%

9.1%

62.0%

47.1%

32.2%

6.6%

大学ゾーンの出展ブースでは、75.6％が「来場者から何らかの相談・交渉があった」と回答。相談の内容としては、「関連する業
務の参考として」62.0％がトップ、次いで「共同研究開発を希望して」47.1％となった。TLO、大学発ベンチャー他では80.9％が問
い合わせ・商談があったと回答。

◆相談・交渉

無回答
2.4%

あった
80.9%

なかった
16.7%

無回答
5.0%

あった
75.6%

なかった
19.4%

◆相談・交渉の内容 （いくつでも）

◆問い合わせ・商談

62.0%

47.1%

32.2%

6.6%

9.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

関連する業務の参考として

共同研究開発を希望して

技術導入を想定して

ライセンスを希望して

その他

出展者アンケート調査概要

　調査方法：各出展担当者へ事前配布してある調査票を
　　　　　　　　展示会最終日に回収
　調査サンプル：大学ゾーン160件
　　　　　　　　　 　TLO、大学発ベンチャー他42件
　調査日：2004年9月30日（木）
　調査：日経BPコンサルティング

イノベーション・ジャパンの公式Webサイトで、マッチングシステムを稼動。来場者から、開催前から出展者にサイト上で問い合わせを
できる機能を設けたところ、最終的には合計6万2000件のアクセスがあり、アクセス数上位の出展者には、事前に300～400件の閲
覧・問い合わせがあった。展示会場内のマッチングコーナー（商談ルーム）の利用実績は、3日間合計で、34件・112人となった。
※大学ゾーンを対象とした、マッチング実績の事後調査は、別途実施の予定。
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セッション
番号 セッション名 講師名

K-11
世界一のモノづくりをめざして
─産学官の連携を─

トヨタ自動車　取締役副社長　渡辺捷昭 氏

K-21
日本発の未来ビジョン考察と
産学連携の実際

ソニー取締役　執行役 副社長兼COO、
ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役社長兼グループCEO 久多良木 健氏

K-31
町工場の力を結集、産官学で
人工衛星打ち上げに挑む

アオキ　代表取締役社長　東大阪宇宙開発協同組合 理事長 青木豊彦氏

大学側パネリスト　 　　　　東京工業大学　学長　相澤益男氏

　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学　総長　白井克彦氏

　　　　　　　　　　　　　　　　慶應義塾大学　塾長　安西祐一郎氏

　　　　　　　　　　　　　　　　立命館大学　総長　長田豊臣氏

　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学　工学部長　三木俊克氏

産業界側パネリスト　　  　堀場製作所　取締役会長　堀場雅夫氏

　　　　　　　　　　　　　　　　凸版印刷　専務取締役　日本経団連・知的財産部会長　石田正泰氏

　　　　　　　　　　　　　　　　味の素　技術特別顧問　山野井昭雄氏

モデレーター　　　　　　　 日経ビジネス発行人　酒井綱一郎

U-21
大学知的財産本部
整備事業報告会

（1）体制整備及び機関帰属ルールの整備状況について─岩手大学、東京工業大学、京都大学、山口大学、
（2）知的財産関連費用確保の学内措置について─北海道大学、横浜国立大学、日本大学、千葉大学、（3）
TLO等、学内外機関との連携方策について─東京大学、徳島大学、（4）21世紀型産学官連携手法の構築に
係るモデルプログラムの報告─東北大学、東京工業大学、山口大学

V-21 大学発ベンチャー支援ﾌｫｰﾗﾑ

第１部「大学発ベンチャー支援・関係者によるプレゼンテーションとパネル討論」─パート１「創業期におけるエ
ンジェル活動と事例紹介＆パネル討論」、パート２「大学発ベンチャー創業の支援活動事例」、第2部「大学発
ベンチャーの支援を考える」─パート1「ベンチャー創設者と支援者の双方による大学発ベンチャー創業事
例」、パート2「大学初ベンチャー支援ネットワークのあり方と課題」、まとめと提言「ネットワークの重要性」につい
て

V-22

V-31

V-32
大学発ベンチャー支援モデ
ル・Exhibition　協力：東京大学
先端科学技術研究センター

「誰の声でも文字にする聴覚障害者のための会議参加支援システム」・「細菌間コミュニケーションを標的とした
新規抗菌システムの開発」
・「変貌するアジアの大気環境への国際的対応」・「知識の創造と活用のためのイタラクションデザイン」・「胎生
期のシグナルと成人病・老化との関わりについて」

J.D. Ann M. Hammersla　　President　ＡＵＴＭ

Ph.D.Lynn Astle　Director Technology Transfer Office Brigham Young University

Mark Crowell　Associate Vice Chancellor for Economic Development Director Office of Technology
Development The University of North Carolina at Chapel Hill

東北大学  未来科学技術共同研究センター教授　江刺正喜氏

東京大学　国際・産学共同研究センター教授　桜井　貴康氏

一橋大学　大学院　国際企業戦略研究科　客員教授　生駒俊明氏

上智大学　経済学部教授　上山隆大氏

松下電器産業　技術特別顧問　前専務取締役（CTO）　三木 弼一氏

B-31

日経ベンチャー創刊20周年記
念「ﾍﾞﾝﾁｬｰ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ﾌｫｰﾗﾑ」
中堅中小企業の復活は、「社
外資産」活用がカギ

｢産学連携は、こうすれば成功する」─日経ベンチャー編集長　奥寺憲穂、「ベンチャーが失敗する理由と今後
の行方～大学発ベンチャーの成功のために」─ＵＦＪキャピタル　代表取締役社長　中村明氏、「事業資金は市
場から。株式公開の利点と最新事情」─東京証券取引所　上場部門新規上場サポート部長　斉藤 博一氏

S-11
「先端技術の事業評価」─野村総合研究所　チーフ・インダストリー・スペシャリスト　池澤 直樹氏 、「知的財産
と金融ビジネス」─野村資本市場研究所　金融情報室室長　濱田 隆徳氏、「知的資産ポートフォリオ・マネジメ
ント」─野村総合研究所　基盤ソリューション事業本部　主席コンサルタント　三宅 将之氏

S-21

「大学発ベンチャーの離陸戦略」-野村リサーチ・アンド・アドバイザリー　シニアマネージャー　山本 大輔氏、
「大学発ベンチャーのIPO」-野村證券 公開引受部　次長　蟹江 康夫氏 、「IPO審査の観点」-野村證券 引受
審査部　次長　村上 そびゆ氏

S-31
「大学発ベンチャーに対するジャフコの投資スタンス」-ジャフコ　産学連携投資部　部長　竹下 明文氏、「大学
発ベンチャーに対するイノベーションエンジンの投資スタンス」-イノベーションエンジン　代表取締役　佐野 睦
典氏、「中国に学ぶ大学発ベンチャーのIPO」-日中経済協会 北京事務所 所長　斉藤 圭介氏

S-12 MOTスクール・ショウケース

挨拶─日経ＢＰ社　上級執行役員　大谷 清 、「早稲田のMOT大学院教育とイノベーション～日本経済の再生
をめざして～」─早稲田大学ビジネススクール経営専門職大学院（MOT担当）　吉川 智教教授、「MOTとポー
トフォリオインテリジェンス」─金沢工業大学大学院 知的創造システム専攻　池田 誠主任教授、「新たなイノ
ベーションを推進するMOT人材の育成～アイさぽーとMOT（技術経営）スクールの取り組み～」─ アイさぽーと
取締役MOTスクール事業部長　松本 毅氏

S-13
「新産業創造における監査法
人の役割　－技術シーズを事
業に結びつける方策－」

新日本監査法人　産学連携プロジェクト・チーム/代表社員　公認会計士　清水至氏

大学発ベンチャー経営等支援相談会─社団法人発明協会経営等支援専門家、ベンチャーなんでも相談室
─ＩＡＩジャパン（国際エンジェル連盟）、知財エキスパートによる産学連携・大学発ベンチャー交流相談室

経営・知財エキスパートによる
産学連携・大学発ベンチャー
交流・相談会

ハイテクの産学連携─研究と
開発の分業体制を築くために

B-21

K-12 特別講演
大学総長と経営者等による
パネルディスカッション

A-31 ｱｼﾞｱ・太平洋技術移転セミナ-

基調講演

併催セミナー

日経ＢＰ社
企画セミナー

野村證券セミナー「大学発ベン
チャーIPOへのみちしるべ」

スポンサード
セミナー
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●日経BP社が発行する専門誌への広告出稿 ●日経BP社以外への広告出稿

媒体名 発行部数 掲載号 種類 掲載時期

8月2日号 新聞 日本経済新聞 9/27（月）朝刊
9月13日号 日経産業新聞 9/9（木）朝刊
9月27日号 Webサイト NATURE JAPAN 9/1（水）～30（木）

日経ベンチャー 88,999部 9月号 交通広告 新宿 9/10（金）～16（木）
9月号 大手町(丸の内線) 9/13（月）～19（日）
10月号 大手町(半蔵門線) 9/3（金）～9（木）
8月2日号 大手町(東西線) 9/8（木）～14（水）
9月13日号 大手町(千代田線) 9/8（木）～14（水）
9月27日号 東京 9/13（月）～19（日）
8月号 永田町(有楽町線) 9/10（金）～16（木）
9月号 有楽町 9/13（月）～19（日）
8月号 本郷三丁目 9/20（月）～26（日）
9月号 霞ヶ関 9/1（水）～7（火）
8月9日号 御茶ノ水 9/13（月）～19（日）
8月23日号 浜松町 9/15（水）～21（火）

日経情報ストラテジー 24,470部 10月号 五反田 9/13（月）～19（日）
日経コミュニケーション 38,242部 9月1日号 田町 9/10（金）～16（木）
日経パソコン 340,083部 9月27日号 有楽町 9/9（木）～15（水）
日経バイト 53,044部 9月号 品川 9/9（木）～15（水）

8月号 渋谷 8/30（月）～9/5（日）
9月号
9月号
10月号

日経アーキテクチュア 48,826部 9月6日号

●日経BP社が発行するムックへの広告出稿

MOTを極める
無敵のMOT

●同梱別冊送付

日経ビジネス 8月30日号
NVCマンスリー（日経ベンチャー経営者クラブ） 9月号

●e-DM配信媒体

Nikkei Electoronics Wire Service:NEWS　メール
ビジネスイノベーター・メール
IT Pro-Report
BTJ/HEADLINE/NEWS　メール
日経ものづくりONLINEメール
CyberDeviceNetメール
日経ナノテクノロジーNEWS
Small Bizメール
NikkeiBP Eventsメール
日経ビジネスExpressダイジェスト
Automotive Technology News 
nikkeibp.jpメール 朝刊＆夕刊 

●Webサイトバナー掲載媒体
nikkeibp.jp

●主要日経BP社媒体・他展示会来場者を中心としたDM送付

＜主催者DM＞
日経ビジネスや日経マイクロデバイス、日経バイオビジネスなど日経BP社の専門媒体読者や
日経BP社が過去に開催した展示会への来場者を中心に主催者DMを送付しました。

＜出展者DM＞
出展者には、出展ゾーン/小間数に応じてDMセットを送付しました。

日経ビズテック

日経エレクトロニクス 駅張りポスター
（東京メトロ）

駅張りポスター
（JR東日本）

日経バイオビジネス 13,407部

40,314部

日経ものづくり 38,469部

17,439部

媒体名

日経コンピュータ 50,251部

日経メディカル 111,096部

日経マイクロデバイス 14,332部

日経ビジネス 344,039部

日経エコロジー

NB同梱表紙

日経産業新聞掲載日経新聞掲載
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【新聞】

イノベーションジャパン2004

媒体名 タイトル 日／号

油業報知新聞（東京） イノベーションジャパン04　渡辺氏ら基調講演 8月17日

化学工業日報（東京） イノベーション・ジャパン　9月に東京で　産学マッチングイベント 8月17日

日刊水産経済新聞（東京） 「イノベーション・ジャパン2004」　9月28－30日、東京国際フォーラムで開催 2月1日号

家電流通新聞（東京） 「産学」連携活動の一環　イノベーション・ジャパン　9月28日から3日間開催 8月18日

日刊医薬特信 産学連携　イノベーション・ジャパン2004 8月19日

日刊自動車新聞（東京） 技術分野で産学連動　初イベント、来月28日に 8月23日

包装タイムス（東京） 産学官が連携する日本初のイベント　イノベーション・ジャパン2004組織委員会 8月23日

紙業日日新聞（東京） 9月28～30日イノベーション・ジャパン04プレイガイド　東京国際フォーラム 8月27日

化学工業日報（東京） 大学発「知」の見本市開催　イノベーション・ジャパン2004 9月1日

薬事日報（東京） イノベーション・ジャパン04　産学の連動を支援 9月6日

ゴムタイムス（東京） 産学一同に会するイベント　東京国際フォーラムで9月28日～開催 9月6日

繊研新聞（東京） 「イノベーション・ジャパン2004」　最先端技術一堂に　産学のマッチングイベント 9月8日

化学工業日報（東京） 横浜国大-東洋インキエンジ　高感度で低価格　燃料電池関連で有用 9月9日

建設通信新聞（東京） イノベーション・ジャパン2004　28-30日に開催 9月9日

包装タイムス（東京） イノベーション・ジャパン2004組織委員会　産学連動で交流推進 9月13日

神奈川新聞（横浜） 産学連動の促進に期待　イノベーション・ジャパン2004　県内の大学など出展へ 9月17日

中国新聞（広島） 【今週の予定】イノベーション・jyジャパン2004 9月26日

建設通信新聞（東京） イノベーション・ジャパン2004 9月27日

琉球新報（那覇） 【インタビュー】イノベーション・ジャパン2004　吉川　弘之議長 9月28日

北海道新聞（札幌） 産学官一体目指して大学と企業が見合い　東京でイベント 9月29日

千葉日報（千葉） 大学と企業が‘お見合い’産学官一体でものづくり 9月29日

信濃毎日新聞（長野） 【情報リンク】大学と企業がお見合い 9月29日

北国新聞（金沢） ■大学と企業がお見合い 9月29日

富山新聞（富山） ■大学と企業がお見合い 9月29日

山陽新聞（岡山） 産学官一体目指して大学と企業が見合い　東京でイベント 9月29日

山口新聞（下関） 大学と企業が‘お見合い’産学官一体でものづくりへ 9月29日

愛媛新聞（松山） 産学が技術のお見合い 9月29日

南日本新聞（鹿児島） 大学と企業がお見合い　東京で産学官イベント　連携へ研究成果PR 9月29日

宮崎日日新聞（宮崎） 全国大学　企業とお見合い　産学官イベント　研究成果アピール 9月29日

化学工業日報（東京） イノベーション・ジャパン2004　東京で30日まで　最先端技術を展示・発表 9月29日

建設通信新聞（東京） イノベーション・ジャパン2004　大学発　232知財が集結 9月29日

日刊工業新聞（東京） 産学マッチングイベント開幕 9月30日

日刊工業新聞（東京） 産学マッチングイベント開幕 9月30日

新潟日報（新潟） 大学の研究成果企業にアピール 9月29日

総合報道 全国初の産学マッチングイベント開催　最先端技術一堂に 10月5日

日刊自動車新聞 イノベーション・ジャパン2004　世界一のモノづくりを目指して 10月7日

科学新聞（東京） 産学官連携活発化反映　5イベント　都内で同時開催 10月8日

北海道新聞（札幌） 室工大・渡辺教授　携帯型の燃料電池試作 10月10日

日本物流新聞（大阪） 【タイムたいむ】大阪発、「知」の見本市 10月10日

北海道新聞（札幌） 【地域の経済】燃料電池関連の開発活発化 10月13日

交通毎日新聞（東京） イノベーション・ジャパン2004　基調講演　トヨタ自動車　渡辺副社長 10月13日

日刊帝国ニュース Science&Technology  第5回：大学発「知」の活用 10月15日

交通毎日新聞（東京） 基調講演　トヨタ自動車　渡辺副社長 10月15日

分散型発電新聞 白金使用量の削減技術開発へ　群馬大学 10月15日

日経産業新聞（東京） 産学連動　教員プレゼン能力向上を 10月19日

13頁



【雑誌】

イノベーションジャパン2004

媒体名 タイトル 日／号

日経ソリューションビジネス 【イベントカレンダー】 8月30日号

日経ソリューションビジネス 【イベントカレンダー】 9月15日号

日経エレクトロニクス 【Calendar】9月 9月27日号

食品工業 イノベーションジャパンが9月に東京フォーラムで開催 10月15日号

日経ベンチャー 【独創経営】産学連携のススメ 7月号/8月号/9月号

日経情報ストラテジー 【カレンダー】イノベーション・ジャパン2004 10月号

日経エコロジー 【Event】イノベーション・ジャパン2004 10月号

ビジネスチャンス 【今月のお役立ち情報】イノベーション・ジャパン2004 11月号

DOS/V SPECIAL 【イベント・カレンダー】イノベーション・ジャパン2004 11月号

食品と科学 産学マッチングイベント 10月号

現場技術 新産業創造に向けた産学官のコラボレーション　イノベーション・ジャパン開催 VOL.43

【TV】

NHK（東京） おはよう日本 9月28日

フジテレビ めざましテレビ 10月6日

NHK（岡山） ふるさと発「医療ベンチャーを育成せよ」 10月15日

【WEB】

NIKKEI NET 【IT最前線】（9/28）イノベーション・ジャパン開催-産学連携の掛け橋担う 10月1日

YAHOO!NEWS 大学と企業が‘お見合い’産学官一体、ものづくりへ 10月1日

gooニュース 大学と企業が‘お見合い’産学官一体、ものづくりへ 10月1日

ＮＨＫ　おはよう日本

琉球新報（沖縄）日経産業新聞 日経ベンチャー
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Tel ： 03-5210-7111
Fax ： 03-5210-7036

イノベーション・ジャパン事務局 日経BP社 事業部内
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-1　塩崎ビル6F

E-mail：innov@nikkeibp.co.jp
WEB　http://expo.nikkeibp.co.jp/innovation/

＜本報告書に関するお問い合わせ先＞


