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来 場 者 数 9/16（火） 9/17（水） 9/18（木） 3日間合計
展示会来場者数 10,106 11,673 11,066 32,845
新技術説明会受講者数 2,069 2,292 2,635 6,996
基調講演ほかフォーラム受講者数 2,298 1,679 1,384 5,361
プレス来場者数 63 43 37 143
来場者総計 14,536 15,687 15,122 45,345
《参考》2007年 14,170 14,091 16,256 44,517

大学のほか、TLO、大学発ベンチャー、大学発ベンチャー支援企業など478団体が展示。
展示内訳 新技術説明会内訳

大学・TLOゾーン
環　境
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説明会番号
成果の名称 研究代表者所属／学部・大学院研究科／学科名／役職 研究代表者名

K-01 再生産可能な植物資源の高度有効活用に関する研究開発 北見工業大学 工学部 バイオ環境化学科 教授 吉田  孝
K-02 バイオガスからの水素製造のための高温プロトン導電体 東北大学 大学院環境科学研究科 教授 川田 達也
K-03 風エネルギ－吸収型制風システムの開発 東北工業大学 新技術創造研究センタ－ 助教 野澤　壽一
K-04 PK25 パソコンをセンサにするUSB変換器 山形大学 大学院理工学研究科 生体センシング機能工学専攻 准教授 神戸　士郎
K-05 炭素繊維による水環境整備技術 群馬工業高等専門学校 物質工学科 教授 小島  昭
K-06 PK7 バイオディーゼル燃料 (BDF) 合成への固体触媒と超音波の有効利用 埼玉大学 大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門／環境科学領域 助教 関口　和彦
K-07 PK3 誘電率によりリアルタイムで降霜を検知する技術 明治大学 農学部 農学科 教授 登尾　浩助
K-08 超高温マルチプラズマ移動式医療・アスベスト廃棄物処理炉開発 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 教授 稲葉　次紀
K-09 メタボリックシンドローム予防を目指した食品機能の解明 お茶の水女子大学 生活環境教育研究センター 教授 近藤 和雄
K-10 VR技術を活用した体感型安全教育支援システムの開発 早稲田大学環境総合研究センター 永田勝也研究室 環境・エネルギー研究科 教授 永田 勝也
K-11 二酸化炭素が供給された水草による汚濁水浄化システム 東京家政大学 家政学部 環境情報学科 教授 村上 和雄
K-12 PK24 先進リサイクル・センシング技術を支える環境・医用工学 首都大学東京　産業技術大学院大学 創造技術専攻 教授 管野　善則
K-13 PK17 低温で駆動する揮発性有機化合物の酸化分解触媒 東京工業大学 資源化学研究所 准教授 谷口　裕樹
K-14 超音波アレイセンサを用いた環境流動計測技術 東京工業大学 原子炉工学研究所 教授 有冨　正憲
K-15 選択性に優れた生化学式トルエン用ガスセンサ（バイオスニファ） 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所　計測分野　三林研究室 助教 齊藤　浩一 
K-16 高輝度紫外線 LEDを用いた生化学式ガスセンサ 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所　計測分野　三林研究室 講師 工藤　寛之
K-17 PK2 電磁気手法を用いた地震短期予知法の開発 電気通信大学 電気通信学部 電子工学科 教授 早川 正士
K-18 <遊び>を通して生活環境を豊かに整えるシステム開発テクノロジー 東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系健康スポーツ科学講座 准教授 松田 恵示
K-19 球面超音波モータを利用した配管検査ロボット 東京農工大学 工学府・工学部 機械システム工学科 教授 遠山 茂樹
K-20 PK8 磁気力によるリンのゼロエミッション浄化・回収と再資源化 首都大学東京 理工学研究科 電気電子工学専攻 教授 伊藤　大佐
K-21 PK1 環境モニタリングのための広範囲多点型フォトンセンサネットワーク 創価大学 工学部 情報システム工学科 助教 佐々木博幸
K-22 PK16 半導体の熱励起を利用したVOCならびに悪臭の除去システム 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 水口　 仁
K-23 水中でのメカノ化学反応による水素の生成と二酸化炭素の固定化 東京工芸大学 工学部 ナノ化学科 教授 白井 靖男
K-24 PK19 結晶化不要！フルオラス技術による新しい光学分割法の提案 東海大学 工学部 応用化学科 教授 稲津 敏行
K-25 PK4 廃石膏ボード，汚染土壌に適用できるフッ素対策技術の提案      富山工業高等専門学校 環境材料工学科 准教授 袋布　昌幹
K-26 濃度が一目で分かる！新しい環境モニタリング技術の提案 富山工業高等専門学校 物質工学科 物質工学科 助教 間中  淳
K-27 アミン液体による液体膜を応用した炭酸ガス濃縮空気供給装置   新潟大学 工学部 化学システム工学科 教授 伊東 　章
K-28 機能性クリスタル　ナノ粒子から薄膜まで 信州大学 工学部 環境機能工学科 教授 大石　修治
K-29 持続可能なプラスチック開発を目指す生分解試験法（ISO14855-2) 静岡県立大学 薬学部 植松　正吾
K-30 現地調査に基づく中国四川地震の断層メカニズム 静岡大学 創造科学技術大学院 環境・エネルギーシステム専攻 教授 林　 愛明
K-31 食品系廃棄物および各種廃油等の循環利用を促進する要素技術の開発 豊橋技術科学大学 工学部 工学教育国際協力研究センター 准教授 大門 裕之
K-32 PK12 全天候対応型太陽電池式 LEDモジュール照明ユニット 京都府立医科大学 大学院医学研究科 講師 島田　順一
K-33 組物技術を応用したオールグリーンコンポジットの開発と応用 京都工芸繊維大学 伝統みらい研究センター 准教授 仲井 朝美
K-34 PK14 自然放射線を利用したアスベストの非破壊検知法 大阪府立大学 産学官連携機構 准教授 谷口　良一
K-35 植物バイオマスを原料とした高性能エポキシ樹脂・複合材料 兵庫県立大学 工学研究科 教授 岸   肇
K-36 有機リン酸系農薬汚染土壌の浄化と土壌汚染物質の簡易分析装置の開発 兵庫県立大学 工学研究科 准教授 武尾 正弘
K-37 路線バスのための実用的な経路探索システム 鳥取大学 工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 教授 菅原 一孔
K-38 PK18 廃水ゼロを実現する革新的アミド類製造プロセス 岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 講師 押木 俊之
K-39 新しい緑化コンクリートブロック作成技術 岡山大学 資源生物科学研究所 准教授 且原 真木
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K-40 PK10 放電発生装置による排ガス・排水処理技術 愛媛大学 大学院理工学研究科 門脇　一則
K-41 PK5 バイオレメデイエーションによる石油（C重油など）汚染土壌の浄化技術 愛媛大学 農学部 橘  燦郎
K-42 PK11 流動制御機能を有する水産資源増殖構造物の開発 香川大学 工学部 准教授 末永　慶寛
K-43 環境水に対する新たなモニタリング及び改善手法 高知工業高等専門学校 物質工学科 秦　 隆志
K-44 PK6 ケミカルリサイクルによるバイオマスプラスチックの循環利用 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 生体機能専攻 教授 白井　義人
K-45 光触媒活性および放射線誘起表面活性を定量的に測定する方法 九州産業大学 工学部 電気情報工学科 教授 川口　俊郎
K-46 統合的高信頼化設計のためのモデル化と検出・訂正・回復技術 九州大学 システム情報科学研究院 情報工学部門 教授 安浦 寛人
K-47 製油所から発生するアンモニアガスの資源化のためのプロセスの最適化 大分大学 工学部 応用化学科 教授 瀧田　祐作

新エネルギー・省エネルギー
E-01 PE14 空力設計革新のための次世代非定常シミュレータの開発 北海道大学 機械宇宙工学専攻 准教授 坪倉　 誠
E-02 次世代の建物エネルギー管理システムの開発 宮城工業高等専門学校 建築学科 教授 内海　康雄
E-03 振動流発生型電界駆動マイクロポンプ 山形大学 大学院理工学研究科 機械システム工学 学生 藤原 裕平
E-04 オイルを生成する緑藻類ボトリオコッカスによる再生可能エネルギー開発 筑波大学 生命環境科学研究科 構造生物科学専攻 教授 渡邉　 信
E-05 バイオディーゼル燃料製造における相分離の促進法 首都大学東京 都市環境科学研究科 環境調和・材料化学専攻 教授 加藤　 覚
E-06 PE4 ねじれ円弧翼型水平軸風車を用いた都市型風力発電システム 明治大学 理工学部 機械情報工学科 教授 小島　 昇
E-07 PE3 今，氷が熱い！ 中央大学 理工学部 精密機械工学科 教授 松本　浩二
E-08 PE2 高温水によるバイオマス廃棄物の高効率エネルギー資源化技術 静岡大学 創造科学技術大学院 環境・エネルギーシステム専攻 教授 佐古　 猛
E-09 ケミカルヒ－トポンプによるエネルギーリサイクル利用 千葉大学 大学院工学研究科 建築・都市科学専攻 准教授 小倉　裕直
E-10 ユビキタス太陽光・風力発電のための多機能小型電力モジュール 東京工芸大学 工学部 システム電子情報学科 教授 松井 幹彦
E-11 PE8 空調ポンプの電力費を20～50％低減できる配管抵抗低減剤 山口大学 大学院理工学研究科准教授 佐伯　 隆
E-12 PE11 水素貯蔵合金向け水素量センサと水素漏洩ガスセンサ       新潟大学 工学部 機能材料工学科 教授 原田　修治
E-13 超低損失炭化珪素静電誘導トランジスタの研究開発 山梨大学 医学工学総合研究部 准教授 矢野　浩司
E-14 燃料費を半減するマイクロ波高温炉を実用化 ー新しい人類の炎ー 自然科学研究機構 核融合科学研究所 連携研究推進センター センター長 佐藤　元泰
E-15 PE7 固体高分子形燃料電池材料のシステム設計 東京工業大学 資源化学研究所 教授 山口　猛央
E-16 多孔質体を用いた瞬間電気給湯器 横浜国立大学 工学研究院 物質工学科 准教授 森　 昌司
E-17 高効率ジャイロ式波力発電システムの開発 神戸大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 神吉  博
E-18 ガス透過固体電解質を用いたSOFC電源モジュールの開発 立命館大学 総合理工学部 教授 吉原　福全
E-19 電着法による低コストCuInSe2薄膜太陽電池の作製 立命館大学 理工学部 電子光情報工学科 講師 峯元　高志
E-20 新しいアルコールストレス耐性酵母の開発 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授 高木　博史
E-21 光・レーザを用いた熱流体・燃焼の各種計測法 岡山大学 大学院自然科学研究科産業創成工学専攻 教授 冨田　栄二
E-22 PE1 次世代バイオ・リサイクル燃料「バイオコークス」の開発 近畿大学 理工学部 機械工学科 准教授 井田　民男
E-23 複数箇所の電圧計測によって電気の流れを監視するための技術 九州工業大学 大学院工学研究院 電気電子工学研究系 教授 三谷　康範

アグリ・バイオ
B-01 創薬研究に有用な小型肝細胞の取り扱い技術 札幌医科大学 医学部附属がん研究所分子病理病態学部門 教授 三高 俊広
B-02 受粉蕾検出技術による花卉選別装置 岩手大学 農学部 農業生命過程 教授 庄野 浩資
B-03 PB14 地衣類の培養による新規薬理活性物質の創製技術 秋田県立大学 生物資源科学部 生物生産科学科 教授 山本　好和
B-04 PB22 J-PARC茨城県生物装置で見える水素と水 茨城大学 工学部 田中伊知朗
B-05 弱毒・強毒ウイルスを利用する新規植物ウイルスベクター群の開発 宇都宮大学 農学部 生物生産科学科 教授 夏秋 知英
B-06 マイクロアレイを用いた人畜魚類の病原細菌が保有する薬剤耐性遺伝子の検出 東京海洋大学 大学院　海洋科学技術研究科 応用生命科学専攻・海洋生命科学専攻 特任教授 青木　 宙
B-07 廃棄米糠を用いた健康機能性賦与魚の作出と水圏環境保全 東京海洋大学　 海洋科学部 食品生産科学科 博士研究員 長阪　玲子
B-08 食品物性変化計測用ニオイセンサの開発 東洋大学 バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター  大熊 廣一
B-09 PB13 光学活性アルコールの製造方法 東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生物プロセス専攻 教授 北爪　智哉
B-10 口腔咀嚼モデル装置による咀嚼中の味・香・咀嚼力の研究 日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 准教授 小竹佐知子
B-11 PB4 植物病原菌を弱毒化するマイコウイルスを利用した生物防除資材の開発 東京農工大学 大学院　共生科学技術部　 生命農学部門 講師 森山 裕充
B-12 新しい遺伝子発現の分析評価システム 麻布大学 生命・環境科学部 食品生命科学科 准教授 村山　 洋
B-13 PB2 低コストで植物生産の高度化を実現するユビキタス環境制御システム 東海大学 開発工学部 星  岳彦
B-14 バイオマスの超高速変換法－高機能コンポストの作製－ 新潟大学 大学院自然科学研究科 応用バイオサイエンス 教授 堀　 秀隆
B-15 類似生薬（人参類）の同定に有用なＤＮＡマイクロアレイ 富山大学 和漢医薬学総合研究所 教授 小松かつ子
B-16 家畜分娩監視遠隔通報装置の開発と実用化 信州大学 農学部 食料生産科学科 教授 松井 寛二
B-17 PB17 新しいアミド化合物の合成手法 岐阜大学 工学部 機能材料工学科 教授 杉　 義弘
B-18 酵素を使ってサビネンなど機能性モノテルペンを作る 静岡県立大学 生活健康科学研究科 食品栄養科学専攻 教授 酒井　 坦
B-19 超省エネルギー高機能性型廃水処理法の開発 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 教授 倉根隆一郎
B-20 ３次元培養法に基づくがん細胞の遺伝子機能評価系の開発 京都産業大学 工学部 教授 佐藤　賢一
B-21 PB20 結晶構造解析用技術の開発       大阪大学 大学院工学研究科 准教授 高野 和文
B-22 バイオ用新規キャリアとしての金磁性ナノ粒子の実用化 大阪大学 大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 講師 清野 智史
B-23 PB10 有機溶媒耐性酵素の開発 大阪府立大学 大学院　工学研究科 化学工学 准教授 荻野　博康
B-24 PB5 植物開花促進技術～花咲かホルモン～ 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授 島本　 功
B-25 PB18 IR/MAR遺伝子増幅法による哺乳動物細胞での蛋白質生産技術 広島大学  大学院生物圏科学研究科 教授 清水　典明
B-26 PB21 水系移行式活性酸素発生法による脱臭、滅菌装置の開発 広島大学 大学院生物圏科学研究科 正岡 淑邦
B-27 ギャバを高濃度に含む健康機能性米の開発 島根大学 生物資源科学部 生物科学科 准教授 赤間 一仁
B-28 PB8 耐熱性エタノール生産細菌を用いたバイオエタノール生産技術 山口大学 医学系研究科 応用分子生命科学系専攻 教授 山田  守
B-29 PB11 免疫増強および自然治癒力強化を特徴とする糖脂質素材の開発 香川大学 医学部 客員教授 杣　源一郎
B-30 PB15 糖鎖機能を応用した新規腫瘍マーカーの開発 香川大学 総合生命科学研究センター 准教授 中北　愼一

医療・健康
W-01 材料を自由に選べる手づくりせっけんの利用提案 北海道工業大学 空間創造学部 都市環境学科 講師 福原　朗子
W-02 バイオマーカー探索用血清由来糖タンパク質糖鎖自動抽出装置の開発 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 教授 西村紳一郎
W-03 老化皮膚の若返り治療剤 札幌医科大学 臨床医学部門皮膚科学講座 准教授 小野 一郎
W-04 蛋白質、ペプチドの新規修飾法 帯広畜産大学地域共同研究センター 畜産学部 食品科学研究部門 准教授 橋本　 誠
W-05 PW12 組織保持型EGFとしてのプロテオグリカンの可能性 弘前大学 大学院保健学研究科 生体機能科学領域 准教授 中村　敏也
W-06 ～人に優しい森の香りを包みこんだ iSSOP( イソップ )～除菌剤の開発 弘前大学 大学院理工学研究科 物質創成化学科 准教授 長岐 正彦
W-07 PW44 柔らかい物の硬さを測る 秋田県立大学 システム科学技術学部 機械知能システム学科 助教 高梨 宏之
W-08 素粒子研究の技術を駆使した高性能・高精度次世代PET 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 准教授 田内　利明
W-09 誘導加速シンクロトロン方式を用いたデジタル加速器 高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 教授 高山　 健
W-10 アンチセンスRNA解析による新規がん診断用カスタムアレイの開発 筑波大学 人間総合科学研究科 先端応用医学専攻 教授 大河内信弘
W-11 MRI 拡散テンソル画像を用いた、関心領域の自動設定 筑波大学 システム情報工学研究科 研究員 松下　 明
W-12 PW26 超音波感受性ナノ液滴を用いたＤＤＳ癌治療システム      東京農工大学  農学部 獣医学科 准教授 佐々木一昭
W-13 PW21 衣類の上から心電図を測る要素技術の開発 東京電機大学 工学部 電気電子工学科 准教授 植野　彰規
W-14 時空間生体イメージングデータにおける状態変化の抽出，可視化方法 情報・システム研究機構 統計数理研究所 モデリング研究系 教授 石黒真木夫
W-15 高齢化社会対応型ナチュラルセンシングシステム 東洋大学 共生ロボット研究センター 寺田 信幸
W-16 PW54 NMRメタボロミクスを用いた疾患解明システム 日本医科大学 大学院医学研究科 教授 大野 曜吉
W-17 PW10 再生する移植用心臓弁を創製する革新的無細胞化技術 早稲田大学 高等研究所 准教授 岩崎　清隆
W-18 PW47 四輪駆動のロボット車椅子の開発 埼玉工業大学 工学部 ヒューマン・ロボット学科 准教授 和田　正義
W-19 PW51 心拍ゆらぎから健康状態とくに心停止の危険性を判定する計算 首都大学東京 都市教養学部 理工学系生命科学コース 助教 矢澤　 徹
W-20 PW27 がん細胞をターゲティングする新規DDSキャリヤの調製と評価 東京工芸大学  名誉教授 服部憲治郎
W-21 自己組織化技術による再生医療用バイオマテリアル       聖マリアンナ医科大学 附置研究所 難病治療研究センター 准教授 遊道　和雄
W-22 温熱ストレスを利用した筋肉増強法       聖マリアンナ医科大学 医学部 生理学 非常勤講師 後藤　勝正
W-23 PW24 光ファイバを用いた睡眠時無呼吸センサ 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 三田地成幸
W-24 PW52 カオス・フラクタル理論を用いた感性リアルタイムモニタリングシステム 長岡技術科学大学 工学部 電気系 教授 中川 匡弘
W-25 PW9 細胞接着分子ラミニン５および関連分子の再生医療への応用 横浜市立大学 国際総合科学研究科 教授 宮崎  香
W-26 卵巣明細胞腺癌の診断方法及び治療薬の開発 横浜市立大学 国際総合科学研究科 助教 荒川 憲昭
W-27 PW38 ヒト型糖鎖をもつタンパク質の化学合成 横浜市立大学 国際総合科学研究科 教授 梶原 康宏
W-28 PW49 対地適応性を有する一人乗り用脚車輪切換え移動装置 新潟大学 工学部 福祉人間工学科 教授 岡田　徳次
W-29 自閉症に福音　CD38による診断と治療 金沢大学 医薬保健研究域医学系 教授 東田　陽博
W-30 多価不飽和脂肪酸による高次脳機能（記憶・認知）障害の改善       金沢大学 医薬保健研究域　医学系 准教授 山嶋　哲盛
W-31 PW17 血管強度を指標とした動脈硬化検査システム 岐阜大学 工学部 人間情報システム工学科 教授 野方　文雄
W-32 PW46 バーチャル患者を用いた医学教育用のドクター訓練装置 岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 教授 高橋　優三
W-33 癌（がん）の早期発見・早期治療のための医用材料のイノベーション 静岡大学 創造科学技術大学院 光・ナノ物質機能専攻 教授 山下　光司
W-34 質量顕微鏡 光産業創成大学院大学 光産業創成研究科 光医療・健康分野 准教授 内藤 康秀
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W-35 走査電子顕微鏡で薄膜試料の透過二次電子像が観察できる試料ホルダの開発 浜松医科大学 医学部 医学科 技術専門職員 村中 祥悟
W-36 創薬・創食のためのホール・アニマル・スクリーニングシステム 三重大学 医学研究科 教授 田中　利男
W-37 PW45 睡眠と覚醒についての新技術 滋賀医科大学 医学部　医学科 睡眠学講座 教授 宮崎総一郎
W-38 PW4 脳の老化を抑制する新しいクロレラ株 京都府立医科大学 大学院医学研究科 免疫・微生物学 岸田　綱郎
W-39 新たな抗炎症剤の開発 京都産業大学 工学部 教授 中田　 博
W-40 ダチョウを用いた鳥インフルエンザウイルスH5N1抗体の大量作製と実用化 京都府立大学 生命環境科学研究科 農学生命科学専攻 教授 塚本 康浩
W-41 PW13 閉塞しにくい省エネの吸引器具、吸引システム 京都大学大学院 大学院医学研究科 講師 金丸 眞一
W-42 PW8 ヒト角膜再生治療における新規の極微量薬物投与技術 同志社大学 理工学部　化学システム創成工学科 教授 高野  頌
W-43 PW28 バイオ・環境質量分析のためのナノ構造イオン化基板 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 准教授 川﨑 英也
W-44 PW23 内視鏡外科手術に好適な新しい結紮用鉗子 関西医科大学 医学部 胸部心臓血管外科学講座 准教授 齊藤　幸人
W-45 PW43 血管再生治療用ナノセラミックスキャホールド       大阪市立大学 医学研究科 助教 福本 真也
W-46 PW31 食品や臨床検体に潜む病原大腸菌の網羅的迅速検出法       大阪市立大学 生活科学科 教授 西川 禎一       
W-47 PW35 マゴットセラピー用ヒロズキンバエ幼虫（マゴット）の製造       大阪市立大学 理学研究科 教授 沼田 英治
W-48 PW25 生体内輸送蛋白質を用いた難水溶性薬剤に対するDDSの開発 大阪府立大学 大学院　生命環境科学研究科 生物情報科学 准教授 乾　  隆
W-49 バイオ関連技術や医療分野に利用可能なDNA配列の設計法 甲南大学 先端生命工学研究所 所長 杉本 直己
W-50 三重らせん構造形成抗菌性ペプチド 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 谷原　正夫
W-51 高い親和性を有する蛍光性金属イオンキレーター（除去剤） 奈良女子大学 共生科学研究センター 准教授 三方 裕司
W-52 PW37 血栓溶解性ペプチドの開発 県立広島大学 生命環境学部 生命科学科 教授 山田  學
W-53 PW19 DICOMファイルより三次元画像を構築する際の閾値決定方法の開発 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔機能再建外科学分野 助教 川本 知明
W-54 日本人の主要な８種のがんの発症危険度を個人別に予測する方法 岡山大学 大学院・医歯薬学総合研究科 教授 清水　憲二
W-55 PW5 新規がん抑制遺伝子REIC/Dkk-3 を用いた革新的標的医療の創造 岡山大学 ナノバイオ標的医療イノベーションセンター センター長・教授 公文　裕巳
W-56 PW16 血液循環機能計測装置の開発 山口大学 大学院医学系研究科 安田　利貴
W-57 柿渋の抗ノロウイルス作用を利用した消毒剤の開発 広島大学 大学院生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻 島本　 整
W-58 PW48 足関節運動装置「らっくんウォーク R-4」の開発 広島大学 大学院保健学研究科 保健学専攻 教授 浦邉　幸夫
W-59 マススクリーニング対応型高感度、低侵襲性蛋白チップ開発 徳島大学 疾患酵素学研究センター 教授 木戸　 博
W-60 呼吸モニターによるSASスクリーニング・居眠り検出技術       詫間電波工業高等専門学校 電子工学科 教授 三崎　幸典
W-61 PW29 培養脂腺細胞の新規分泌蛋白質の抗菌活性と実用化技術 愛媛大学 大学院医学系研究科 澄田　道博
W-62 PW20 脳内の「視力・聴力」の定量化と医学への応用探索 高知工科大学 工学部 教授 王　 碩玉
W-63 気管挿管用人工呼吸管理システム 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系 教授 田川　善彦
W-64 視線情報による選好意図推定機能と食事介助ロボットへの応用 九州産業大学 工学部 バイオロボティクス学科 教授 榊　 泰輔
W-65 レーザーフィルムシステムの印刷技術的作製とマイクロセンサーとの融合 九州大学 大学院システム情報科学研究院 興  雄司
W-66 簡易型組織スライサー (MN-1) 久留米大学 医学部 泌尿器科学講座 准教授 野口 正典
W-67 高齢者に負担の少ない筋力測定器具の提案 有明工業高等専門学校 機械工学科 准教授 柳原　 聖
W-68 糖尿病予防、肝障害改善作用及びアディポネクチン上昇作用を示す食品素材 佐賀大学 農学部 教授 柳田　晃良
W-69 PW3 トマト由来の動脈硬化抑制化合物 熊本大学 大学院医学薬学研究部 病態生化学分野 助教 永井 竜児
W-70 PW30 薬剤耐性菌が産するメタローβーラクタマーゼ蛍光検出法の開発 熊本大学 医学薬学研究部 構造機能物理化学分野 准教授 黒崎 博雅
W-71 日常活動状態（生活活動度）のセンシングシステム 熊本電波工業高等専門学校 電子制御工学科 教授 永田　正伸
W-72 PW7 1. 癌への革新的なウイルス／遺伝子治療薬　2. 肝疾患の再生治療薬 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 教授 小戝健一郎
W-73 PW22 流動速度理論に基づいた無針超音波薬物注入器 鹿児島大学 理学部 物理科学科 教授 立野 洋人
W-74 沖縄産植物を活用した快眠関連健康食品 琉球大学 教育学部 教授 上江洲榮子

ナノテク・材料
N-01 PN33 金属アルコキシドの低コスト、高効率な新規製造方法 室蘭工業大学 工学部 機械システム工学科 教授 世利　修美
N-02 薄い誘電材料の広帯域マイクロ波複素誘電率測定法 北海道大学 大学院理学研究院 准教授 野嵜 龍介
N-03 金属ナノ構造による光の捕捉とエネルギー変換への応用 北海道大学 電子科学研究所 教授 三澤 弘明
N-04 μフォーカスX線検査装置への応用を目指したダイヤモンドX線源の開発 北海道大学 大学院工学研究科 准教授 金子　純一
N-05 タンパク質脂質相互作用の新しい解析システムとしての新規ナノリポソーム 札幌医科大学 医学部教育研究機器センター分子機能解析部門 教授 小海 康夫
N-06 耐水素脆化性に優れた水素透過合金 北見工業大学 工学部 マテリアル工学科 教授 青木  清
N-07 PN28 高密度電流の流れる電子デバイス配線の信頼性評価法 弘前大学 大学院理工学研究科 知能機械システム工学 教授 笹川　和彦
N-08 形状記憶合金薄膜クリップ型のマイクロ血栓センサ 弘前大学 大学院理工学研究科 知能機械システム工学 准教授 峯田　 貴
N-09 PN6 分子接着技術 岩手大学　  客員教授 森  邦夫
N-10 PN36 1000万画素の広視野を一括観測できる「合わせ鏡」式顕微鏡 東北大学 多元物質科学研究所 助教 豊田 光紀
N-11 PN7 超高分子量ポリエチレン及び他の高分子材料の接着、吸水、塗装性の改良 福島大学 共生システム理工学類 産業システム工学 教授 金澤　 等
N-12 茨城県材料構造解析装置を用いた材料の研究開発       茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター 教授 石垣　 徹
N-13 MOCVD法及びMBE法による InAlN/GaN-HEMTの作製と評価 日本工業大学 工学部 システム工学科 教授 鈴木　敏正
N-14 ポリビニルアルコール - シリカハイブリッドを用いたヨウ素系偏光フィルム 千葉工業大学 工学部 生命環境科学科 教授 柴田　充弘
N-15 PN11 新規CO2吸収セラミックス 中央大学 理工学部 応用化学科 教授 大石　克嘉
N-16 PN30 回折格子を用いた新しいナノ粒子の粒径測定装置の開発 中央大学 理工学部 応用化学科 准教授 片山　建二
N-17 水酸基含有イオン液体の合成とその応用       上智大学 理工学部 物質生命理工学科 助教 藤田 正博
N-18 PN18 マイクロ波駆動化学により合成する粒径制御金属ならびに金属酸化物ナノ粒子 東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 教授 和田　雄二
N-19 テラヘルツ波を用いた分子欠陥検出 首都大学東京 戦略研究センター 佐々木哲朗
N-20 金をナノ粒子として種々の固体物質に分散・固定化した材料と触媒特性 首都大学東京 都市環境科学研究科 環境調和・材料化学専攻 教授 春田　正毅
N-21 PN2 ホタル生物発光を利用した多色発光材料 電気通信大学　 電気通信学部　量子・物質工学科 助教 牧　昌次郎　
N-22 撥水撥油性薄膜コーティングと超撥水ナノファイバー 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科　白鳥研究室 准教授 白鳥　世明
N-23 PN5 市販エンプラに感光性を与える新手法：反応現像画像形成 横浜国立大学 大学院工学研究院 機能の創生部門 准教授 大山　俊幸
N-24 PN4 酸化分解性ポリマー材料 神奈川大学 理学部 化学科 教授 木原　伸浩
N-25 PN9 インジウム等の希少金属を含まない全く新しい透明導電膜材料 東海大学 開発工学部／大学院・総合理工学研究科 物質化学科／総合理工学専攻 教授 久慈　俊郎
N-26 PN38 半導体レーザ励起薄片固体レーザによる自己混合光計測技術 東海大学 情報理工学部 大塚 建樹
N-27 複合微粒化，マイクロカプセル化による高付加価値素材の製造       新潟大学 工学部 化学システム工学科 教授 田中　眞人
N-28 抗菌性を付与した安全で安心な樹脂材料              新潟大学 工学部 機能材料工学科 教授 坪川　紀夫
N-29 PN23 磁性体ナノ粒子を用いたナノ磁気医療技術の開発 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 准教授 前之園信也
N-30 繊維のナノテクノロジーが拓く革新的先端材料 信州大学 繊維学部 繊維学部長 平井　利博
N-31 高強度カーボンナノファイバー複合マグネシウム合金 信州大学 工学部 機械システム工学科 教授 清水　保雄
N-32 PN31 圧電結晶を用いた新しいマイクロ実験室の開発 静岡大学 創造科学技術大学院 光・ナノ物質機能専攻 准教授 近藤　 淳
N-33 長いプラズマを発生できる大気圧プラズマジェット 豊田工業大学 工学部 教授 原  民夫
N-34 各種フィルタードアーク蒸着装置とスーパーDLC膜 豊橋技術科学大学 工学部 電気・電子工学系 教授 滝川 浩史
N-35 超小型高純度フッ素ガス製造装置 豊橋技術科学大学 工学部 エコロジー工学系 准教授 金  煕濬
N-36 低温形成ナノ材料を用いたフレキシブルデバイスの開発 名古屋工業大学 工学研究科 未来材料創成工学専攻 教授 種村 眞幸
N-37 分子クラスター二次電池 名古屋大学 大学院理学研究科 物質理学専攻　化学系 助教 吉川　浩史
N-38 高性能電子顕微鏡群を用いたナノ・バイオサイエンス支援事業 名古屋大学 エコトピア科学研究所 超高圧電子顕微鏡施設 教授 田中　信夫
N-39 PN35 ADMIRE計画：大学の先端実験装置利用を企業へ無償提供 京都大学 エネルギー理工学研究所 教授 香山  晃
N-40 PN8 ポリマー‐金属複合体およびその製造方法 京都大学 原子炉実験所 粒子線基礎物性研究部門 助教 川口　昭夫
N-41 PN34 常温成形性を飛躍的に改善したマグネシウム合金圧延材 京都大学 エネルギー科学研究科 教授 馬渕　 守
N-42 GGT阻害剤に用いられる、ホスホン酸ジエステル誘導体 京都大学 化学研究所 生体触媒化学研究領域 准教授 平竹　 潤
N-43 PN19 耐極限環境性能に優れたナノスケール酸化物分散強化鋼 京都大学 エネルギー理工学研究所 エネルギー貯蔵研究分野 教授 木村 晃彦
N-44 PN3 典型元素触媒を用いた安価・安全・簡便な新しいリビングラジカル重合 京都大学 化学研究所 助教 後藤  淳
N-45 カーボンナノチューブ被覆金属ナノワイヤーの高効率製造法 三重大学 工学研究科 助教 小塩　 明
N-46 PN25 新規な光機能材料を応用した秘匿情報の記録・読取りシステム 大阪市立大学 工学研究科 准教授 小畠　誠也
N-47 環境・医療に関連する分子に応答するソフトマテリアルの開発とその応用 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 宮田 隆志
N-48 PN37 ナノ粒子分散光造形法によるテラヘルツ波構造の形成 大阪大学 接合科学研究所 スマートプロセス研究センター 准教授 桐原 聡秀
N-49 大幅なコスト削減に繋がる太陽電池用酸化亜鉛系透明導電膜 大阪産業大学 工学部 電子情報通信工学科 教授 鈴木　晶雄
N-50 生体用 Ti-Zr 基合金の開発 兵庫県立大学 工学研究科 准教授 小林 郁夫
N-51 ガスクラスターイオンを利用した極低損傷ＳＩＭＳの開発 兵庫県立大学 工学研究科 教授 持地 広造
N-52 感度数十倍の2次元電子分析器 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 大門 　寛
N-53 PN29 サブナノメートル変位分布・ひずみ分布計測システムの開発 和歌山大学 システム工学部 光メカトロニクス学科 准教授 藤垣 元治
N-54 PN17 鉛フリーの新しい圧電材料・強誘電材料 島根大学 教育学部 自然環境教育講座 教授 秋重 幸邦
N-55 PN24 マイクロデバイスを用いたDNA伸長解析技術 香川大学 工学部 准教授 鈴木　孝明
N-56 PN15 電気化学的にナノ構造制御したマンガン酸化物薄膜 山口大学 大学院理工学研究科 中山 雅晴
N-57 PN26 ケミカルイノベーションを目指した化合物の in silico 合成経路開発 山口大学 大学院理工学研究科 物質工学系専攻 教授 堀　 憲次
N-58 PN20 大気開放下でのダイヤモンド，DLC成膜さらにエッチングも 愛媛大学 大学院理工学研究科 八木　秀次
N-59 PN27 表面超電導の非接触的評価方法及び装置の事業化 九州工業大学 大学院工学研究院 先端機能システム工学研究系 准教授 孫　  勇
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N-60 PN16 次世代半導体デバイスに適応可能な革新的SiC On Insulator プロセス技術 九州工業大学　 工学部　総合システム工学科 准教授 中尾  基　
N-61 味覚センサと匂いセンサ 九州大学 システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 教授 都甲　 潔
N-62 ナイロンモノフィラメントの伸び、破断応力の改良 長崎大学 生産科学研究科 教授 古川 睦久
N-63 結晶粒微細化による高強度ステンレス鋼およびニッケル基超合金の製造技術 長崎大学 工学部 教授 香川　明男
N-64 PN21 ナノ材料を集積したボトムアップ型ナノ集積体の構築と特性評価 熊本大学 大学院自然科学研究科 産業創造工学専攻 助教 桑原　 穣
N-65 真空紫外光が拓く光プロセスによるイノベーション 宮崎大学 光科学プロジェクト 横谷 篤至

ものづくり
M-01 収差補正軟Ｘ線結像多層膜ミラー作製システム 東北大学 多元物質科学研究所 助教 羽多野　忠
M-02 PM16 ポータブルなテラヘルツ光源！ものづくりへの効果的な利用 東北大学 大学院工学研究科 知能デバイス材料学専攻 助教 田邉　匡生
M-03 PM13 焦点可変液晶レンズの応用技術開発 秋田大学 工学資源学部 電気電子工学科 助教 河村　希典
M-04 超広帯域エレクトレット音響プローブ 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 蔭山 健介
M-05 PM9 常温接合を用いたレーザ光波長変換デバイスの開発 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 准教授 庄司　一郎
M-06 計算力学による破壊現象の解明 東洋大学 計算力学研究センター 矢川元基・室谷浩平
M-07 光温度計測のための新規蛍光温度センサの開発 東洋大学 先端光応用計測研究センター センター長 勝亦　 徹
M-08 PM1 塑性結合を利用した金属部品の製造方法 東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻 教授 村上　碩哉
M-09 高周波回路解析ソルバと共通プラットフォームの開発 神奈川大学 工学部 電子情報フロンティア学科 教授 許　 瑞邦
M-10 PM5 ボトムアップ手法による極細管・流体ポンプの創製技術 東海大学 工学部 槌谷 和義
M-11 自己整合技術を用いたフレキシブル有機ELパネルと非接触電磁給電発光 富山大学 理工学研究部 電気電子システム工学科 教授 岡田 裕之
M-12 富山湾深層水の利活用方法 富山県立大学 地域連携センター  客員教授 葭田 隆治
M-13 次世代電子基板材料のための高速・高精度加工技術 長岡技術科学大学 工学部 機械系 教授 石崎 幸三
M-14 金型の鏡面仕上げのための超音波振動援用加工技術の開発 長岡技術科学大学 工学部 機械系 准教授 磯部 浩已
M-15 研磨シミュレーション技術および構造物ヘルスモニタリング技術 金沢工業大学 工学部 機械工学科 准教授 畝田 道雄
M-16 組込み技術入門講座 長野工業高等専門学校 電子制御工学科 校長補佐（研究・地域連携） 岸  佐年
M-17 CNT複合めっきおよび金属コーティングCNT 信州大学 工学部 物質工学科 准教授 新井　 進
M-18 環境低負荷生産・変換法－酵素と金属触媒の活用 静岡県立大学 薬学部 教授 赤井　周司
M-19 固体粒子積層による機能性材料の高速成膜技術 豊橋技術科学大学 工学部 生産システム工学系 教授 福本 昌宏
M-20 最新設備診断技術および最新型設備診断装置システム 三重大学 大学院生物資源学研究科 教授 陳山　 鵬
M-21 人と機械（ロボット）の力学的相乗効果を実現する人間機械相乗効果器 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科  教授 金岡　克弥
M-22 PM10 滑らかな再構成像を得るフィルタも逆投影も用いないＣＴ法 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 高分子機能工学部門 助教 西川　幸宏
M-23 ディジタルホログラフィによる３次元繊維状物体計測法 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 機械システム工学部門 教授 村田　 滋
M-24 ガスクラスターイオンビームによる表面ナノ加工技術 兵庫県立大学 工学研究科 准教授 豊田 紀章
M-25 時系列解析による船体動揺の物理パラメータの推定法 広島商船高等専門学校 地域交流・共同研究センター 商船学科 教授 中島 邦廣
M-26 PM4 シート型変動荷重センサと その計測例など 広島大学 大学院工学研究科 社会環境システム専攻 教授 藤本由紀夫

M-27 PM2 マイクロ穴あけ加工機、マイクロマニピュレータ及びマイクロ冷凍プローブ 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 脳情報専攻 教授 レフ　ジミングリゴリエビッチ
（ZIMIN LEV Grigorievich）

M-28 PM6 次世代型半導体実装プラットフォームの構築と要素技術の開発 福岡大学 工学部 電子情報工学科 教授 友景　 肇
M-29 ガラスの自由形状微細切断技術 長崎大学 工学部 准教授 矢澤　孝哲

IT
I-01 PointSpeech: 指差し音声ガイドシステム 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 光藤 雄一
I-02 MIKAN　Globe インタラクティブ地球地図 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 岡本 誠、松山克胤
I-03 PI15 SKIT: 全てのソフトでユニバーサルな手書き図形入力を 室蘭工業大学 工学部 情報工学科 教授 佐賀　聡人
I-04 PI16 トランスメディア技術と知識メディアを用いた情報可視化技術 北海道大学 知識メディアラボラトリ ラボラトリ長 田中　 譲
I-05 バーチャルカメレオン：両眼に任意の方向の独立した視野を与える装置の開発 東北工業大学 工学部 知能エレクトロニクス学科 講師 水野　文雄
I-06 報告書作成のための共同編集システム       山形大学 大学院理工学研究科 准教授 松尾 徳朗
I-07 災害現場初動期監視用「ダイハード・センサネットワーク」 会津大学 コンピュータ理工学部コンピュータ構築学講座 教授 宮崎 敏明
I-08 豊かで活力ある社会をつくるエンタテインメントコンピューティング技術 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 講師 星野 准一
I-09 ヒトの皮膚のように薄くて柔らかい圧力センサ 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 教授 星野  聖
I-10 多重映像空間のナビゲーション技術 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 教授 大田 友一
I-11 大規模センサデータ処理のためのデータストリーム管理基盤 筑波大学 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 教授 北川 博之
I-12 PI29 特定健診・保健指導を支援するシステムの開発 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療福祉情報学科 教授 竹内 裕之
I-13 PI10 円偏波アンテナを利用したセンサネットワークシステム 明治大学 理工学部 電気電子生命学科 教授 岡　 栄一
I-14 文字列の相同性や引用関係を高速に発見する計算手法       情報・システム研究機構 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 准教授 宇野　毅明

I-15 センサネットとオンライン３D仮想世界の統合ソフト       情報・システム研究機構 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授 PRENDINGER   
Helmut

I-16 PI13 NP完全性でガードする再配置暗号 東京電機大学 情報環境学部 情報環境学科 教授 鈴木　秀一
I-17 PI18 顧客の気持ちが見える共創支援環境 中央大学 理工学部 経営システム工学科 教授 加藤　俊一
I-18 PI23 超高速画像・動画検索エンジン 日本女子大学 理学部 数物科学科 教授 小舘香椎子
I-19 PI1 UHF-RFID 用高透視性薄型電波吸収体の実用化 武蔵工業大学 知識工学部 情報ネットワーク工学科 准教授 岡野　好伸
I-20 PI4 ”紙”を用いた動くポスター 武蔵工業大学 知識工学部 情報科学科 教授 包　  躍
I-21 PI24 映像要約とプライバシ保護機能を備えたモニタカメラシステム 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 先端電気電子部門 教授 北澤 仁志
I-22 PI12 デジカメ・ムービーの高分解能手ブレ計測・補正評価システム 電気通信大学 電気通信大学 情報通信工学科 准教授 西　 一樹
I-23 PI21 軽量コンテンツアクセスを実現するモバイルビデオAJAX配信技術 電気通信大学 情報システム学研究科 情報ネットワークシステム学専攻 准教授 笠井　裕之
I-24 PI9 柔軟な高精細映像処理に向いた超高性能超並列キューコンピュータ 電気通信大学 情報システム学研究科 情報ネットワークシステム学専攻 教授 曽和 将容
I-25 PI20 Google Earth を用いた情報ビジュアライゼーションシステム 首都大学東京 システムデザイン学部 インダストリアルアートコース 准教授 渡邉 英徳
I-26 人間の眼球運動・網膜情報処理の機能に基づく３次元視技術の開発と実用化 東京工業大学 東京工業大学精密工学研究所 知能化工学部門 准教授 張　 暁林
I-27 HDMI 伝送用光ローカルネットワーク 青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科 助教 野村  亮
I-28 PI25 光を用いた電子透かしによる著作権・肖像権保護技術 神奈川工科大学 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 教授 上平 員丈
I-29 心理状態を推定して即時に応答可能なヒューマンインターフェース技術 東海大学 開発工学部 理工学部 情報テクノロジー学科 野須  潔
I-30 PI26 著作権侵害度評価アルゴリズム 長岡技術科学大学 工学部 システム安全系 教授 三上 喜貴
I-31 配管長測定システム 富山県立大学 工学部 中田 崇行
I-32 小型ＥＳＲ測定装置の開発とその応用 金沢大学 理工研究域電子情報学系 准教授 北川　章夫
I-33 電磁界空間分布可視化装置～見えない電磁界を見る～ 金沢大学 理工研究域電子情報学系 准教授 八木谷　聡
I-34 常温動作の超高感度型磁気センサ装置 (ＦＧＭ ) の試作とその応用 金沢工業大学 光電磁場応用研究所 工学部　電気系 教授 平間 淳司
I-35 PI11 GPUを用いたビデオ映像のリアルタイム安定化（ブレ補正） 静岡大学 創造科学技術大学院 情報科学専攻 教授 三浦憲二郎
I-36 PI28 航空画像を用いた広域における道路標示抽出 静岡大学 創造科学技術大学院 情報科学専攻 教授 佐治　 斉
I-37 PI33 Web技術を利用したモバイルコンテンツ開発環境Wisdom Card 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 教授 新谷 虎松
I-38 プレーナ技術に対応できるミリング加工に適したブランチライン型偏波分離器 豊田工業高等専門学校 情報工学科 准教授 安藤　浩哉
I-39 PI22 動画像理解による人を観る技術 中部大学 工学部 情報工学科 准教授 藤吉 弘亘
I-40 ユビキタス社会を実現するフレキシブルプライベートネットワークの研究 名城大学 理工学部 情報工学科 教授 渡邊  晃
I-41 PI2 GaNが創り出す新世代高耐圧半導体デバイス 名城大学　 理工学部　材料機能工学科　 准教授 岩谷 素顕　
I-42 ディジタル情報家電用 組込みシステムの開発       龍谷大学 理工学部 情報メディア学科 教授 長谷　智弘
I-43 PI7 GLOBALBASE: 社会をつなぐ自律分散型GIS基盤      大阪市立大学 文学研究科 准教授 森  洋久
I-44 PI32 建設業界のための電子納品統合支援ツール「Logical シリーズ」 関西大学 総合情報学部 教授 田中 成典
I-45 無線アドホック・センサネットワーク技術 大阪大学 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻 教授 村田 正幸
I-46 GPSによる災害時に役立つ情報配信システム       神戸芸術工科大学 芸術工学研究所 客員研究員 平野浩太郎
I-47 デジタルメディアの感性的リアリティを支援する技術 関西学院大学 理工学部 情報科学科 教授 長田 典子
I-48 情報家電の遠隔操作・遠隔監視を直感的に行うユビキタスリモコンの開発 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授 安本　慶一
I-49 量子情報を直接送信できて絶対盗聴されない量子暗号通信 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 中西　正樹
I-50 PI17 人を引き込む身体的コミュニケーション技術 岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科 教授 渡辺　富夫
I-51 間引き LDPC符号と可変振幅ブロック符号を用いるCO-OFDMシステム 広島市立大学 情報科学研究科 システム工学専攻 助教 安　 昌俊
I-52 児童見守りシステムに適用可能なアドホックネットワーククラスタリング 広島市立大学 情報科学研究科 情報工学専攻 教授 角田　良明
I-53 マルチモダル・バイオメトリクス認識技術 早稲田大学 大学院情報生産システム研究科 教授 鎌田清一郎
I-54 PI3 先鋭マイクロバンプ電極による機能混載 LSI 技術と新イメージングデバイス 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 教授 浅野 種正
I-55 安心・安全のための広域サーベイランスとそのシステム化 九州大学 大学院システム情報科学研究院 知能システム学部門 教授 谷口倫一郎
I-56 実時間非接触モーションキャプチャとその応用 九州大学 大学院システム情報科学研究院 知能システム学部門 准教授 菅沼  明
I-57 三次元実装可能な小型片面指向UWBアンテナ及びRFフロントエンドチップ 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 教授 吉田　啓二
I-58 PI8 頑健で安全な分散型マッチング・コミュニケーション支援システム 九州大学 大学院システム情報科学研究院 知能システム学部門 准教授 峯　 恒憲
I-59 PI31 置けば無線ＬＡＮエリア！手乗りメッシュＡＰ 九州大学 大学院 システム情報科学研究院 知能システム学部門 准教授 古川  浩
I-60 生体認証システムにおける生体検知のためのハードウェア 九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教 馬場 謙介
I-61 PI5 次世代カーナビ用車載高精度リアルタイム測位装置の開発 熊本大学 大学院自然科学研究科 情報電気電子工学専攻 准教授 胡 　振程

出展者一覧
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<知財本部>
小間番号 出展者名

IP-01 札幌医科大学
IP-02 北海道大学
IP-03 北見工業大学
IP-04 東北大学
IP-05 弘前大学
IP-06 岩手大学 / 岩手医科大学
IP-07 秋田県立大学
IP-08 高エネルギー加速器研究機構
IP-09 筑波大学
IP-10 埼玉大学
IP-11 千葉大学
IP-12 東京農工大学
IP-13 東京医科歯科大学
IP-14 東洋大学
IP-15 東京工業大学
IP-16 芝浦工業大学
IP-17 東京大学 産学連携本部
IP-18 明治大学
IP-19 中央大学
IP-20 横浜市立大学
IP-21 東京海洋大学
IP-22 お茶の水女子大学
IP-23 東海大学
IP-24 首都大学東京
IP-25 電気通信大学
IP-26 コラボ産学官
IP-27 麻布大学 研究推進・支援本部
IP-28 横浜国立大学
IP-29 聖マリアンナ医科大学
IP-30 国立高等専門学校機構
IP-31 長岡技術科学大学
IP-32 富山大学
IP-33 金沢大学
IP-34 福井大学
IP-35 信州大学
IP-36 国際・大学知財本部コンソーシアム
IP-37 山梨大学
IP-38 静岡県立大学
IP-39 豊橋技術科学大学
IP-40 静岡大学
IP-41 光産業創成大学院大学
IP-42 名城大学
IP-43 名古屋大学
IP-44 名古屋市立大学
IP-45 名古屋工業大学
IP-46 岐阜大学
IP-47 三重大学
IP-48 立命館大学
IP-49 京都大学
IP-50 関西大学
IP-51 大阪府立大学
IP-52 大阪大学
IP-53 甲南大学
IP-54 神戸大学
IP-55 奈良先端科学技術大学院大学
IP-56 山口大学
IP-57 広島大学
IP-58 岡山大学
IP-59 鳥取大学
IP-60 島根大学
IP-61 徳島大学 知的財産本部
IP-62 香川大学
IP-63 愛媛大学
IP-64 高知大学
IP-65 高知工科大学
IP-66 九州工業大学
IP-67 九州大学 知的財産本部
IP-68 長崎大学
IP-69 熊本大学
IP-70 大分大学
IP-71 宮崎大学
IP-72 琉球大学

<TLO>
小間番号 出展者名

R-09 財団法人 北九州産業学術推進機構
T-01 北海道ティー・エル・オー株式会社
T-02 群馬大学
T-03 東京電機大学
T-04 東京理科大学
T-05 農工大ティー・エル・オー株式会社
T-06 株式会社キャンパスクリエイト（国立大学法人電気通信大学TLO）
T-07 学校法人 早稲田大学
T-08 財団法人 ひろしま産業振興機構
T-09 財団法人 テレコム先端技術研究支援センター
T-10 株式会社豊橋キャンパスイノベーション（とよはしＴＬＯ）
T-11 財団法人 名古屋産業科学研究所 中部 TLO
T-12 四国 TLO
T-13 日本大学 産官学連携知財センター
T-14 山口 TLO （山口大学）
T-15 株式会社長崎ＴＬＯ
T-16 株式会社みやざきTLO
T-17 よこはまティーエルオー株式会社
T-18 株式会社 沖縄ＴＬＯ

大学発ベンチャーゾーン
小間番号 出展者名

V-01 株式会社アルキャット・株式会社アルマイト触媒研究所
V-02 株式会社プロップジーン
V-03 株式会社SNT
V-04 株式会社オプセル
V-05 株式会社ツーセル
V-06 株式会社青電舎
V-07 株式会社大阪光科学技術研究所
V-08 株式会社大阪電子科学技術研究所
V-09 株式会社インターローカス
V-10 株式会社先端赤外
V-11 株式会社ナノエッグ
V-12 株式会社プロスペクト
V-13 株式会社ヘルスケアシステムズ
V-14 AISSY株式会社
V-15 インピュテクス株式会社
V-16 株式会社アイプランツ・システムズ
V-17 株式会社マシンインテリジェンス
V-18 モーターソリューション株式会社
V-19 メジェップ株式会社
V-20 株式会社低温技術研究所
V-21 株式会社ヨシダ・テック
V-22 株式会社ハイドロクラフト
V-23 株式会社 Lafla
V-24 株式会社MCラボ

大学発ベンチャー支援ゾーン
小間番号 出展者名

S-01 経済産業省 東北経済産業局 
S-01 経済産業省 北海道経済産業局
S-01 経済産業省 九州経済産業局
S-01 経済産業省 中部経済産業局
S-01 経済産業省 関東経済産業局
S-02 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 
S-03 株式会社ジャスダック証券取引所
S-04 株式会社スタッフジャパン
S-05 野村證券株式会社
S-06 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
S-07 早稲田大学 インキュベーション推進室

研究機関ゾーン
小間番号 出展者名

R-01 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
R-02 南東イングランド開発公社
R-03 独立行政法人 理化学研究所 基幹研究所 丑田環境ソフトマテリアル 研究ユニット
R-04-1 深港産学研基地
R-04-2 ハノイ工科大学
R-04-3 マレーシアプトラ大学
R-05 独立行政法人 海洋研究開発機構
R-06 財団法人  21あおもり産業総合支援センター 液晶先端技術研究センター
R-07 独立行政法人 産業技術総合研究所
R-08 産学連携支援センター埼玉
R-09 北九州学術研究都市
R-10 独立行政法人 放射線医学総合研究所
R-11 財団法人 鉄道総合技術研究所
R-12 独立行政法人 メディア教育開発センター
R-13 財団法人 大田区産業振興協会 

ジャスダック証券取引所ブース内
小間番号 出展者名

SJ-01 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
SJ-02 株式会社ユビキタス
SJ-03 サイバーレーザー株式会社
SJ-04 株式会社ダイマジック
SJ-05 株式会社ヒューエンス
SJ-06 株式会社ユーグレナ

主催者
小間番号 出展者名

O-01 独立行政法人 科学技術振興機構
O-02 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

出展者一覧
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新技術説明会のみ参加の出展者

分野
新技術
説明会
番号

成果の名称 研究代表者所属／学部・大学院研究科／学科名／役職研究代表者名 研究代表者名

環
境

PK-09 マイクロ波励起紫外線ランプを用いた、環境汚染物質の分解 東京理科大学 総合研究機構  講師 堀越  智
PK-13 Naー S二次電池の再生を目指したNa精製技術開発 北海道大学 大学院　工学研究科  准教授 上田　幹人
PK-15 化学物質の毒性評価のための新たなアッセイ法 群馬大学 大学院医学系研究科 応用生理学分野 講師 岩崎 俊晴
PK-20 環境適応型徐放剤の開発 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科  助教 堤  主計　
PK-21 過塩素酸イオンを高選択的に除去する金属錯体ポリマー 静岡大学 機器分析センター  准教授 近藤 　満
PK-22 海洋性フミン物質による室内ダニアレルゲンの低減化 三重大学 工学研究科  准教授 金子  聡
PK-23 老朽化した住宅団地再生の技術とノウハウ 明治大学 理工学部 建築学科 教授 澤田　誠二

新
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

PE-05 サイリスタインバータを用いた新方式風力発電システム 東京電機大学 工学部 電気電子工学科 教授 西方　正司
PE-06 新規高性能ヒューズ 埼玉大学 大学院理工学研究科 数理電子情報部門／電気電子システム工学領域 教授 小林　信一
PE-09 マイクロ波磁界を用いた低消費電力磁気記録 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 准教授 能崎 幸雄
PE-10 電磁波による電気絶縁異常の新しい状態評価方法の提案とGHz電磁波放射源 九州工業大学 大学院工学研究院 電気電子工学研究系 准教授 大塚　信也
PE-12 天然ガス・水素自動車用燃料噴射弁の瞬間流量計測 群馬大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 助教 荒木 幹也
PE-13 自転車人力発電機－１人力１００ワット－ 高知工科大学 工学部  教授 八田 章光

ア
グ
リ
・
バ
イ
オ

PB-01 自然エネルギー利用型ハイブリッドシステムによる園芸施設の省エネルギー化 高知大学 自然科学系農学部門 農学科 准教授 宮内樹代史
PB-03 容認性が高い遺伝子操作と LED照射による植物の高付加価値化 静岡県立大学 大学院生活健康科学研究科 食品栄養科学専攻 教授／研究科長 小林 裕和
PB-06 多孔質化イヌリンによる油脂の粉末化技術 静岡大学 教育学部 家政教育講座 教授 新井　映子
PB-07 新規導入作物「食用カンナ」の用途開発 高知大学 自然科学系農学部門 農学科 教授 山本　由徳
PB-09 腎臓病透析患者向け低カリウムホウレンソウの栽培法 秋田県立大学 生物資源科学部 生物生産科学科 助教 小川　敦史
PB-12 希少糖D- プシコースを配合した機能性食品の開発 香川大学 農学部  教授 早川 　茂
PB-16 糖尿病再生医療実現のための新規β細胞分化誘導因子 群馬大学 生体調節研究所 細胞調節分野 教授 小島  至
PB-19 高感度尿蛋白質定量装置の開発 文京学院大学 保健医療技術学部　臨床検査学科   学科長　教授 芝 紀代子
PB-23 安定同位体比の多変量解析による農作物の産地特定に関する実証研究 首都大学東京 理工学研究科 分子物質化学専攻 教授 伊永　隆史
PB-24 カメムシ類の成長阻害物質の解明、全合成とその生物活性の応用 大阪市立大学 理学研究科  准教授 品田 哲郎

医
療
・
健
康

PW-01 植物乳酸菌が切りひらく新たなヘルスケア機能性食品 広島大学 大学院医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻 教授 杉山　政則
PW-02 電気エネルギーを用いた低アレルゲンミルクの製造 熊本大学 大学院医学薬学研究部  講師 松本 知明
PW-06 ヒト10番染色体上RNA遺伝子群の抗癌医薬開発 鳥取大学 医学部病態解析医学講座薬物治療学分野  准教授 三浦 典正
PW-11 心筋芽細胞分化誘導因子を利用する再生医療薬の開発 岡山大学 大学院自然科学研究科  教授 妹尾 昌治
PW-14 白色ＬＥＤ光治療器の開発と臨床研究の推移 山口大学 大学教育機構  平野 　均
PW-15 敗血症起因菌の迅速同定システム 富山大学 附属病院  仁井見英樹
PW-32 中心体複製異常を用いた膀胱癌予後予測マーカーの実用化 山口大学 医学系研究科 泌尿器科学分野 教授 松山　豪泰
PW-33 異常細胞だけにRNAi を引き起こす革新的な核酸マシン       大阪市立大学 工学研究科  准教授 立花　 亮    
PW-34 細胞性免疫機能を保持した新規免疫抑制剤の技術 岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 教授 近藤　直実

PW-36 短期間でがんを発生させる新規モデル動物 名古屋市立大学 大学院医学研究科  教授、助教 津田　洋幸
深町　勝巳

PW-39 新規インフルエンザ特効薬の研究 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門／物質機能領域 准教授 松岡　浩司
PW-40 多剤耐性結核菌に有効な新たな抗結核薬の開発 名古屋市立大学 大学院薬学研究科  准教授 瀧井　猛将
PW-41 セマフォリン３Aによるアトピー性皮膚炎の治療 横浜市立大学 医学研究科  五嶋 良郎
PW-42 シナプス小胞の開口放出障害が難治性てんかんを引き起こす 横浜市立大学 医学研究科  教授 松本 直通
PW-50 カメラとは異なる機構を持つ眼の自動焦点調節機構の数理モデル 群馬大学 工学部  工学研究科生産システム工学専攻 生産システム工学科 准教授 松井 利一
PW-53 ADSLで遠隔診療が可能な Face to Face 通信システム 島根大学 医学部附属病院 医療情報部 准教授 花田　英輔
PW-55 ユビキタス・DNAセンシングに向けた超小型測定装置の開発研究 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部  鶴岡 　誠
PW-56 サービス産業従事者における生体負担軽減システムの開発 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 基盤科学部門 准教授 芳田　哲也
PW-57 ビンゴ式食事管理シートおよびその補助ツール 静岡県立大学短期大学部  一般教育等 講師 内藤　初枝
PW-58 導電性高分子を用いたソフトアクチュエータの開発 山梨大学 大学院 医学工学総合研究部  准教授 奥崎　秀典

ナ
ノ
テ
ク
・
材
料

PN-01 超巨大新規糖鎖サクランのレアメタル吸着とゲル化 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科  准教授 金子　達雄
PN-10 カーボンナノチューブの真の機能発現と金属複合化 大阪大学 接合科学研究所 複合化機構学分野 教授 近藤 勝義
PN-12 薄膜試料の高感度光吸収測定技術 群馬大学 工学研究科  准教授 後藤 民浩
PN-13 ECRスパッタによる高品質誘電体薄膜の低温形成 弘前大学 大学院理工学研究科 知能機械システム工学 教授 小野　俊郎
PN-14 高性能フレキシブルディスプレイ目指した多結晶Ｓｉの低温大粒径化技術 山口大学 工学部  技術専門職員 河本 直哉
PN-22 光ピンセットを利用したDNAナノ配線の構築およびナノ集積化法の開発 中央大学 理工学部 応用化学科 教授 芳賀　正明
PN-32 炭素繊維複合化マグネシウム合金の作製と成形 福井大学 工学部 材料開発工学科 准教授 米沢　 晋
PN-40 生体適合性を有する新規高分子材料 富山大学 大学院理工学研究部  教授 北野 博巳
PN-41 ナノ薄膜のサブテラヘルツ共振計測と応用 大阪大学 大学院基礎工学研究科  准教授 荻　 博次
PN-42 強誘電体／ナノチューブハイブリッド IRセンサー 大阪府立大学 大学院　工学研究科 電子物理工学 教授 秋田　成司

も
の
づ
く
り

PM-03 放電を起こ すだけでセラミックが簡単に融ける !! 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科  出口　幹雄
PM-07 安価な設備によるＤＬＣ膜の被覆方法 電気通信大学 電気通信学部 電子工学科 教授 田中　勝己
PM-08 電気めっきプロセスによる超伝導MgB2の合成 群馬大学 工学研究科 生産システム工学専攻 准教授 櫻井  浩
PM-11 3次元動画像計測システム　－デジタルホログラフィシステム－ 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科  准教授 粟辻　安浩
PM-12 サービスロボットのリスクアセスメント 明治大学 理工学部 情報科学科 教授 向殿　政男
PM-14 レーザー光による透明体の形状と屈折率の同時計測 茨城大学 工学部  教授 馬場 　充
PM-15 照明・色材の分光特性制御による色彩変化演出法 同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 准教授 坂東 敏博

Ｉ
Ｔ

P-I06 脳波からの感覚取得、行動分類 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 先端生物システム学部門  准教授 満倉 靖恵
P-I14 擬似ワンタイムパッドによるセキュリティーシステム 金沢工業大学 情報学部 情報工学科 助手 石井  充
P-I19 写真からの音楽生成システム「写メロ」 同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 教授 柳田 益造
P-I27 関連語を用いた分類型情報検索の実用化 群馬大学 工学研究科 情報工学専攻 助教 安川美智子
P-I30 実数型CAモデルを利用した避難シミュレーションと安全評価 名古屋大学大学院 工学研究科  准教授 山本 和弘
P-I34 打てば響く！ユーザ主導の学習を促す e- ラーニングシステム 甲南大学 知的情報通信研究所  北村　達也
P-I35 実世界力覚伝送技術によるスキル獲得システムの開発 慶應義塾大学 理工学部　システムデザイン工学科  専任講師 桂　誠一郎
P-I36 ウェブ編集エンジン：次世代ウェブ検索の研究開発 東京大学 大学院　工学系研究科  総合研究機構  准教授 松尾　 豊
P-I37 音源と観測雑音の多次元モデリングによる雑音除去技術 九州工業大学 工学部　電気工学科  助教 水町　光徳
P-I38 ミリセカンド高速・高解像力液体可変焦点レンズ 東京大学 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 助教 奥  寛雅

出展者一覧
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来場者のプロフィール
来場者の業種は、約半数（45.9％）が「製造業」で、産側の来場が7割を越える。
職種では、「研究・開発」38.3％が最も多く、次いで「企画・マーケディング」16.6％、「経営・管理」11.8％の順である。
役職は、「課長クラス」20.5％を筆頭に、マネジメント層が全体の約7割を占める。
来場者の所属席規模は、「1000～ 4999人」の規模が最も多く、次いで「1万人以上」が13.8％の順。「1～99人」の規模が
28.9％と中小・中堅企業からの来場も目立つ。
年齢は、40代が27.2％、50代が25.7％、60代が20％、30代が15.4％、20代が10.9％と幅広い層からの来場が見られた。

業　種 職　種 

 

役　職 所属先の規模 

 

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2008‐大学見本市の
来場者を対象とした調査票記入方式

調査サンプル：1,871件
調 査 期 間：2008年9月16日（火）、17日（水）、18日（木）の3日間
調 査：日経BPコンサルティング
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展示会への来場目的は、「新技術の情報収集」が91.0％、次いで「産学連携に関する情報収集」が53.4％、「新製品の情報収集」が
52.3％の順である。
訪問したブースは、「環境」が63.6％とトップで、前回（54.6％）から、9％もアップし、「新エネルギー・省エネルギー」が56.2％で、
前回（47.7％）より8.5％アップするなど、環境・エネルギーに関する関心の高さがうかがえる。イノベーション・ジャパンへの満足度
については、「満足した」22.5％、「まあ満足した」53.8％と 8割近くの来場者から満足したとの回答を得た。次回への来場意向は「来
場したい」43.8％、「できれば来場したい」38.1％で、全体の8割を超えて次回への来場する意向を示した。
また、フォーラム受講者へのアンケートでは、講演の満足度・講演テーマに関しては、全体の9割近くが「良かった」と示し、質の高さ
が示された。

来場目的（いくつでも）

訪問したブース（いくつでも）

満足度 次回来場意向

フォーラム受講者：講演テーマについて フォーラム受講者：講演の満足度

来場者調査結果
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大学・TLOゾーンの出展目的は、「研究成果の企業へのPR」72.3％、「共同研究開発先の探索」50.9％が、上位２つの理由。
大学発ベンチャー／大学発ベンチャー支援／研究機関ゾーンの出展目的は、「知名度の向上」59.4％、「新規顧客の開拓」46.9％が、
上位を占めた。
出展の成果については、大学・TLOゾーンの出展者の75.0％が成果があったとし、大学発ベンチャー／大学発ベンチャー支援／
研究機関ゾーンでは、71.9％が成果があったと回答した。
展示会出展者の満足度は、大学・TLOゾーンが89.3％と前回（88.0％）を1.3％上回り約9割が満足と高い数字を示した。
大学発ベンチャー／大学発ベンチャー支援／研究機関ゾーンの満足度も、81.3％と前回（72.6％）を8.7％大きく上回る結果となった。
他展示会と比べて来場者の質は、大学・TLOゾーンでは、72.1％が「良い・まあ良い」と回答し、大学発ベンチャー／
大学発ベンチャー支援／研究機関ゾーンは、59.4％が「良い・まあ良い」と示した。

＜大学・TLOゾーンの結果＞ ＜大学発ベンチャー /大学発ベンチャー支援 /
　研究機関ゾーンの結果＞

出展目的（いくつでも） 出展目的（いくつでも）

出展成果 出展成果

出展満足度 出展満足度

他展示会と比べた来場者の質 他展示会と比べた来場者の質

出展者調査結果
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大学・TLOゾーンの出展ブースでは、75.5％が「来場者から相談・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」が47.0%、次いで「共同研究開発を希望して」が30.5％となった。
大学発ベンチャー／大学発ベンチャー支援／研究機関ゾーンでは、「来場から相談・交渉があった」のは59.4％となった。

＜大学・TLOゾーンの結果＞ ＜大学発ベンチャー /大学発ベンチャー支援 /
　研究機関ゾーンの結果＞

相談・交渉 お問い合わせ・商談

相談・交渉の内容（いくつでも）

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・TLOゾーン383件、大学発ベンチャー
/大学発ベンチャー支援 /研究機関他32件

発表者アンケートでは、78.9％が「相談・名刺交換があった」と回答、更に相談者の中で、83.2％が「今後も継続が見込まれる相談があっ
た。」満足度は、75.0％と高い結果となる。

新技術説明会　平均受講者数一覧 発表者への相談・名刺交換

分　　野 セッション数 平均受講者数
環境 25  30.0
新エネルギー・省エネルギー 14  52.4
バイオ・アグリ 24  25.2
医療･健康 57  26.4
ナノテク・材料 41  40.4
ものづくり 16  31.8
IT 38  31.7

今後も継続が見込まれる相談 満足度

新技術説明会 発表者調査結果

マッチング状況

■ TOPIC　出展者⇔来場者のマッチングを即すため、公式サイト上にマッチングシステムを設置
公式サイトでは、出展者と来場者を結びつけるマッチングシステムを設定。
出展内容などのお問い合わせや、来場時のアポイント予約ができる機能を装備したシステムを、会期最終日まで稼動した。
稼動期間中のアクセス数は、総数43,631件の閲覧や問い合わせがあり、平均アクセス数は2,908件。
展示会場内に設置したマッチングコーナーは、3日間で36件115人が利用した。
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イノベーション・ジャパンフォーラム
セッション
番号

開催日 セッション名 講　　師　　名

K-11

基調講演

9月 16日
（火）

オープンイノベーション時代の産学官連携の意義
三菱電機株式会社取締役会長　日本経済団体連合会評議員会副議長・知的財産委員会委員
長 日本知的財産協会会長　野間口 有氏

K-21
9月 17日
（水）

知の新世紀を拓く　－大学におけるイノベーション戦略－ 九州大学総長　梶山　千里氏

K-31
9月 18日
（木）

バイオベンチャーの生き残り方　－ナノエッグ成功の秘訣－ 株式会社ナノエッグ　共同創業者兼取締役研究開発部長　山口 葉子氏

K-32
9月 18日
（木）

イノベーションを育てるために　－『HAL』開発の現場から－
筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 グローバルCOEサイバニクス国際拠点
リーダー  CYBERDYNE株式会社　CEO 山海 嘉之氏

F-11

5周年
特別講演

9月 16日
（火）

電気自動車で時速400kmに迫る！　産学連携 Eliica プロジェクトの挑戦 慶應義塾大学環境情報学部 教授　清水 浩氏

F-12
9月 16日
（火）

目指すべきナショナル・イノベーション・システムについて
～イノベーション25と各国におけるイノベーション政策の動向から～

元内閣総理大臣 安倍 晋三氏
【パネリスト】
政策研究大学院大学教授、内閣特別顧問　黒川 清氏
OECD科学技術産業局審議官（イノベーション・新興経済担当）　東條 吉朗氏
スタンフォード大学教授　RichardByrd Dasher 氏
中華人民共和国科技部司長　Jin Xiaoming 氏
東京大学政策ビジョン研究センター教授　坂田 一郎氏
【モデレータ】
NEDO企画調整部長　橋本 正洋氏

K-22
パネルディス
カッション

9月 17日
（水）

再生医療の未来

理化学研究所　理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長
同研究所　幹細胞研究グループ・ディレクター　西川　伸一氏
【モデレータ】
日本大学総合科学研究所教授
NEDO技術開発機構プログラムディレクター　高木　美也子氏
【パネリスト】
慶應義塾大学医学部　生理学教室教授　岡野　栄之氏
三菱化学生命科学研究所　主任研究員　野瀬　俊明氏
名古屋大学大学院　医学系研究科教授　上田　実氏

V-11

企画
プログラム

9月 16日
（火）

産学連携による人材育成について　～先進事例からの示唆～

基調講演　『産学連携による人材育成を進める産業界の現状と今後の期待』

報告（1）　『大学における取組課題と産業界に対する期待』

報告（2）　『日本学術会議における人材育成の議論』

事例発表　『産学の持続的な協力関係の構築に資する先駆的事例の紹介』

パネルディスカッション　『人材育成における産学連携の新展開』

経済産業省大臣官房審議官　（産業技術・環境担当）西本　淳哉氏
日産自動車株式会社執行役員　総合研究所長 久村 春芳氏
文部科学省高等教育局専門教育課長　藤原 章夫氏
東京大学大学院教授 /日本学術会議　会員　笠木　伸英氏
キヤノン株式会社　基盤技術開発本部　オプティクス技術開発センター所長　徳光　純氏
岡山大学評価センター長　教授　加藤　弘樹氏
名古屋工業大学　教授　仁科　健氏
【コーディネーター】
日本学術会議　会員 /東京大学大学院 教授　笠木　伸英氏
【パネリスト】
（社）山陽技術振興会 副会長　池上　正氏
（独）科学技術振興機構 上席フェロー　井上　孝太郎氏
九州大学特任教授・科学技術振興機構イノベーションプラザ福岡　館長　持田　勲氏
横浜国立大学大学院　教授　森下　信氏
道都大学　教授　山本　孝氏　　

V-12
9月 16日
（火）

理想に燃えるNEDOフェローが次世代の産学連携を提案する

永島 晃氏（横河電機エグゼクティブフェロー）
【パネリスト】
島貫 洋氏（計測自動制御学会事務局長）
加藤 貴也氏（三重大学創造開発研究センター助教）
伊藤 征也氏（NEDOフェロー）
小野寺 雄一郎氏（NEDOフェロー）
片桐 大輔氏（NEDOフェロー）
勝浦 雅士氏（NEDOフェロー）

V-21

9月 17日
（水）

9月18日
（木）

「JST大学発ベンチャー」ビジネスマッチングフェア

㈱マシンインテリジェンス　インピュテクス㈱　㈱アイアイラボ　ヨシダ・テック（起業準
備中）　㈱ハイドロクラフト　㈱MCラボ　㈱低温技術研究所　㈱NCAP モーターソリュ
ーション㈱　㈱青電舎　㈱ヘルスケアシステムズ（起業準備中）　㈱AISSY　㈱プロスペク
ト　㈱アイプランツ・システムズ　㈱Cytonics　プロテック㈱　㈱いぶき㈱シンスター・
ジャパン

 
V-22

9月 17日
（水）

イノベーションの創出に向けた大学の産学官連携戦略 ～大学の特色と持続可
能な産学官連携戦略～

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課長　田口　康氏

ソフトウェア等の著作権の管理・活用について 東京大学産学連携本部産学連携研究推進部特任教授　本間　高弘氏

リサーチツール特許使用の円滑化に係る調査研究 奈良先端科学技術大学院大学特任教授　谷　直樹氏

大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点に関する調査研究 九州大学知的財産本部技術移転グループ・リーダー　深見　克哉氏

学生等の知的財産権の帰属及び秘密保持の取扱いに関する調査研究 東北大学産学官連携推進本部知的財産部知財管理室長　高橋　敏則氏

外為法等への対応方法 東北大学産学官連携推進本部知的財産部長　塩谷 克彦氏

神大ＬＬＣについて 神戸大学連携創造本部副本部長　塩野　悟氏

大学間連携について 群馬大学研究・知的財産戦略本部副本部長　須齋　嵩氏

私立大学における産学官連携 東京理科大学科学技術交流センター長　藤本　隆氏

テーマ「大学の特色と持続可能な産学官連携戦略」

【モデレータ】
山口大学副学長三木俊克氏の素株式会社技術特別顧問、社団法人日本経済団体連合会
産業技術委員会産学官連携推進部会長　西山　徹氏
岩手県南広域振興局長　勝部　修氏
【パネリスト】
お茶の水女子大学理事（副学長国際・研究機構長）　内田　伸子氏
日本大学産官学連携知財センター副センター長　金澤 良弘氏
三重大学創造開発研究センター社会連携創造部門長　西村　訓弘氏
京都大学産官学連携センター長　牧野 圭祐氏
【基調提案】
文部科学省科学技術・学術審議会大学知的財産本部審査・評価小委員会主査、東京理科大学
専門職大学院総合科学技術研究科長、凸版印刷株式会社相談役　石田　正泰氏
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イノベーション・ジャパンフォーラム
セッション
番号

開催日 セッション名 講　　師　　名

V-23

企画
プログラム

9月 17日
（水）

ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開
～イノベーション人材の育成に関する取組～

東京大学大学院　薬学系研究科 嶋田 一夫教授
京都大学大学院　工学研究科 平尾 一之教授
東京工業大学大学院　理工学研究科 谷岡 明彦教授
東京大学政策ビジョン研究センター教授 坂田 一郎氏

V-31
9月 18日
（木）

オープンイノベーション時代の日本の研究開発戦略
～グローバル企業の戦略展開と技術戦略マップの可能性～

【パネリスト】
帝人株式会社帝人グループ常務理事  CTO補佐兼CTOスタッフ室長 川口　武行氏
インテレクチュアル・ベンチャーズ・ジャパン合同会社 カントリー・マネジャー
ジェームス・ケリー氏
インテル株式会社技術開発・製造技術本部本部長 阿部　剛士氏
キヤノン株式会社R&D戦略推進センター所長 瀬谷 通隆氏
一橋大学イノベーション研究センター教授経済産業研究所研究主幹 長岡　貞男氏
経済産業省産業技術環境局研究開発課長 土井　良治氏

V-32
9月 18日
（木）

産学官連携サクセスストーリー　～産学連携成功のつぼ～

【内閣総理大臣賞】
超高密度 HDD のための高性能トンネル磁気抵抗素子の開発 独立行政法人　産業技術総合研究所　エレクトロニクス研究部門　研究グループ長

湯浅 新治氏

【文部科学大臣賞】
高分解3次元電子顕微鏡装置の開発 国立大学法人　京都工芸繊維大学　准教授 陣内　浩司氏

【経済産業大臣賞】
高精度がん放射線治療装置の開発 三菱重工業株式会社　医療機器事業統括室　主席技師　川田 則幸氏

【日本経済団体連合会会長賞】
高圧枯渇法による高品質微結晶シリコンの高速製膜技術の開発 産業技術総合研究所　太陽光発電研究センター　センター長　近藤 道雄氏

【日本学術会議会長賞】
リアルタイム3次元顕微撮像システムの開発及び細胞内分子動態
リアルタイム可視化研究

理化学研究所　主任研究員（東京大学　教授）　中野 明彦氏

V-33/
34/
35

9月 18日
（木）

分野別の技術戦略マップの紹介と意見交換
V-33（G402）エネルギー分野
V-34（G404）脱フロン対策分野
V-35（G405）グリーン・サステナブルケミストリー分野

S-11

特別協賛
セミナー

9月 16日
（火）

IPO実践セミナー

「大学発ベンチャーのビジネスモデル」 有限責任中間法人　日本エンジェルズ・フォーラム　理事　紀　信邦氏

「大学発ベンチャー株式上場の留意点」 野村證券株式会社　法人開発部次長兼上場サポート課長　山関　豊氏

S-21
9月 17日
（水）

「大学発ベンチャーの資金調達」
「企業統治を視野に入れた起業の留意点」

東北イノベーションキャピタル　株式会社　代表取締役社長　熊谷　巧氏
公認会計士　三浦　太氏

S-12
9月 16日
（火）

地域イノベーションを世界に発信する事ができるか？ 函館市企画部　参事　高 日出人氏

(1) 函館マリンバイオクラスター事業：ガゴメコンブの事業化 公立はこだて未来大学：宮嶋 克己氏（コーディネータ）
有限会社　バイオクリエイト常務取締役 中山 一郎氏

(2) 仙台市：堀切川モデルによる御用聞き相談 仙台市経済局産業創出部産学連携推進課　主事　嶋田 浩之氏
株式会社中村商店　代表取締役　中村 祐次氏

(3) オキサイドのビジネスモデルと今後の世界戦略 株式会社オキサイド　代表取締役社長　古川 保典氏

(4) 北九州学研都市の戦略と今後の展望 財団法人北九州産業学術推進機構　産学連携センタ－長　宮下 永氏

スペシャルゲスト　参議院議員（元科学技術担当大臣）　松田 岩夫氏
司会 財団法人　日本立地センター　立地総合研究所　主任研究員　林　聖子氏

S-22
9月 17日
（水）

スーパー連携大学院：構想と意義

第1部　スーパー連携大学院の構想とその展望 電気通信大学長　梶谷 誠氏

第2部　スーパー連携大学院に期待する 文部科学省 大臣官房審議官高等教育局担当　久保　公人氏
関東経済産業局　地域経済部長　吉澤　雅隆氏
株式会社オプトエレクトロニクス　取締役会長　志村　則彰氏

第3部　スーパー連携大学院に期待する 深セン市科学協会科学普及部　部長　孫　楠氏
深セン虚擬大学園管理サービスセンター　陳 蓉氏
秋田県立大学　理事･副学長　新岡　嵩氏

第4部　フリーディスカッション 司会 有限責任中間法人コラボ産学官　事務局長　江原 秀敏氏

S-31
9月 18日
（木）

特別セミナー：中小企業の新規事業戦略 タカノ株式会社　相談役　堀井　朝運氏
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プロモーション活動
● 新聞広告

媒体名 号名
日経産業新聞 9月 12日

● 雑誌広告
種類 媒体名 号名

経営･マーケティング

日経ビジネス
8月25日号
9月8日号
9月15日号

日経エコロジー
9月号
10月号

日経ベンチャー
8月号
9月号

IT・ネットワーク

日経NETWORK 9月号
日経情報ストラテジー 10月号
日経ソフトウェア 10月号
日経コンピュータ 9月1日号
日経コミュニケーション 9月1日号

日経パソコン
8月25日号
9月8日号

電子・機械

日経ものづくり
8月号
9月号

日経マイクロデバイス 9月号

日経エレクトロニクス
8月25日号
9月8日号

医療・バイオ
日経メディカル

8月号
9月号

日経ヘルスケア 9月号

● DM＜主な送付先＞
日経ビジネス
日経エコロジー　
日経ベンチャー　
日経ものづくり　
日経エレクトロニクス
日経マイクロデバイス
日経コンピュータ
バイオジャパン2006、2007登録者
イノベーション・ジャパン2006、2007登録者

● E-DM（電子メールによるDM）
種類 媒体名

総合・ニュース

NBonline ( 日経ビジネスオンライン）
Bpnet メール朝刊＆夕刊
BPnet イベント
日経ベンチャーオンライン
週刊Bpnet メール

医療・バイオ

BTJ /Green Innovation メール
BTJ/HEADLINE/NEWSメール
BTJ/RNAi/UPDATEメール
BTJ/Targeting Proteomics Mail Service
個の医療メールマガジン
日経メディカル購読者メール
FOOD・SCIENCE/NEWSメール

環境 日経エコロジーNEWSメール

専門技術

Tech-On! メール
日経ものづくりNEWSメール
日経Automotive Technology NEWSメール
日経エレクトロニクス・ニュースメール
日経マイクロデバイスNEWSメール
ITpro RFID メールマガジン
ITpro SkillUP メールマガジン
ITpro Special メールマガジン
ITpro ソリューション営業メールマガジン
ITpro Networkメールマガジン
ITpro News メールマガジン
ITpro Report メールマガジン
ITpro Security メールマガジン
日経コンピュータ Express メールマガジン
ITpro 会員メールマガジン

日経BP社
開催展示会

FPD International 2006/2007　登録者
計測展2007　登録者
BioJapan2006/2007　登録者
イノベーション・ジャパン 2006/2007
登録者 (innov2006)

● 同梱別冊
媒体名 号名

日経ビジネス 9月1日号

● 中吊り広告
東京メトロ　銀座線系（9月15日～9月16日）　

● 雑誌広告 ● 新聞広告

● 日経ビジネス同梱別冊 ● 中吊り広告 ● DM封筒およびチケット
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報道実績 （2008 年 10 月 31 日現在）

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 タイトル
【テレビ】
Tokyo MX NEWS 9月 16日　18時から TOKYO MX イノベーション・ジャパン2008 大学見本市　開催
ワールド・ビジネス・サテライト 9月16日　23時から テレビ東京 イノベーション・ジャパン2008 大学見本市　開催
おかえりテレビ 9月17日　18時 45分～46分 南海放送 大学見本市・愛媛大学も
What's on /Japan(NHKワールド・英語放送 ) 9月 20日　23時 10分から NHK ACCESS「日本の産学連携の新たな挑戦」
What's on /Japan(NHKワールド・日本語放送 ) 9月 21日　1時10分から NHK ACCESS「日本の産学連携の新たな挑戦」
What's on /Japan(NHK　BS-1) 9 月 21日　4時10分から NHK ACCESS「日本の産学連携の新たな挑戦」
【新聞】
日経産業新聞 8月25日 日本経済新聞社 透明導電膜、酸化亜鉛で作製、大阪産業大、透明性も向上。
日刊工業新聞 9月12日 日刊工業新聞 東京農工大発VB、薄い箔状で高効率の触媒を開発
化学工業日報 9月12日 化学工業日報 京大グループ、低コスト LRP法を開発、触媒にアルコール化合物
日刊鉄鋼新聞 9月16日 鉄鋼新聞社 大学見本市に「バイオコークス」を出展 /近畿大
化学工業日報 9月16日 化学工業日報 近畿大、バイオコークスを展示、イノベーション・ジャパン08に
日刊鉄鋼新聞 9月18日 鉄鋼新聞社 産総研と京大教授／常温プレス可能な新マグネ合金開発
電気新聞 9月19日 電気新聞 産学連携の支援イベントで研究成果を積極PR　大学など329者出展
沖縄タイムス 9月19日 沖縄タイムス 琉大の研究成果に関心／自生植物で健康食品　東京で見本市
日本農業新聞 9月24日 日本農業新聞 食用カンナ　西南暖地に／高知大などが実証
【雑誌】
CAD&CG Magazine 9月号 エクスナレッジ イベントスケジュール
日経NETWORK 9月号 日経BP スクエア―読者のひろば―
日経情報ストラテジー 8月29日 日経BP カレンダー
東洋経済 9月5日 東洋経済新報社 統計月報
日経パソコン 9月8日 日経BP 読者の広場―CALENDAR&EVENT
日経エレクトロニクス 9月8日 日経BP EVENT　CALENDAR

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 タイトル
【Web】
先端技術事業化 8月26日 日経BP イノベーション・ジャパン2008―大学見本市運営局、出展者や新技術説明会プログラム概要を公表
先端技術事業化 8月26日 日経BP JST大学発ベンチャーのハイドロクラフト、ICタグ向け超小型燃料電池開発会社として起業
先端技術事業化 9月8日 日経BP 九州大学の廣川教授ら、2008年 9月3日に「見える化」技術で情報分析・検索サービスの Lafla を設立
先端技術事業化 9月9日 日経BP MCラボ、イノベーション・ジャパンで環境負荷の少ない多様性マイクロカプセル技術を展示
先端技術事業化 9月11日 日経BP MMSE社、「イノベーション・ジャパン2008」に「マンマシンシナジーエフェクタ」のプロトタイプ3号機を出展
NIKKEI NET 9月 16日 日本経済新聞社 8輪電気自動車「Eliica」など展示――イノベーション・ジャパン2008開幕 
先端技術事業化 9月16日 日経BP 「イノベーション・ジャパン2008―大学見本市」が開会
先端技術事業化 9月16日 日経BP 5周年特別記念シンポジウム基調講演「目指すべきナショナル・イノベーション・システムについて」
イノベーション・クーリエ 9月17日 民間活力開発機構 国家としてのイノベーション戦略―イノベーション25策定と未来への課題 ―
Robot Watch 9月 18日 Impress Watch 「イノベーション・ジャパン2008―大学見本市」レポート　～うなずきロボやバーチャルカメレオンなどが出展
NIKKEI NET 9月 18日 日本経済新聞社 写真特集 :Eliica など展示
先端技術事業化 9月18日 日経BP 武蔵工業大学の視覚メディア研究室、大画面動画広告装置「紙を用いた動くポスター」を開発
先端技術事業化 9月18日 日経BP 東京工科大学の三田地研究室、光ファイバーを用いた「睡眠時無呼吸センサー」を開発
先端技術事業化 9月18日 日経BP JMC、大阪市立大学との共同研究で「無菌マゴット」の人工飼育に有用な3つの技術を確立
先端技術事業化 9月18日 日経BP SNT、ナノスケールの機能性薄膜製造装置「ナノフィルムメーカー」を出展
先端技術事業化 9月18日 日経BP 愛媛大学の八木准教授、大気圧中でのプラズマプロセスを開発
先端技術事業化 9月19日 日経BP 京都大学の耳鼻咽喉科・頭頸部外科、「閉塞しにくい省エネの吸引器具、吸引システム」を開発
先端技術事業化 9月19日 日経BP 九州工業大学の中尾准教授ら、SOI ウエハー上にSiC をエピ成長させる手法を開発
先端技術事業化 9月19日 日経BP 和歌山大学の森本教授と藤垣准教授ら、可般型ひずみ分布計測装置を開発
先端技術事業化 9月19日 日経BP 九州大学の都甲教授、味覚センサー技術をベンチャー Insent と共同で展示
健康美容EXPO 9月 20日 全研本社 大学発“知の見本市”が閉幕
InfoComニューズレター 9月24日 情報通信総合研究所 人型ロボットが街を闊歩する日は近い ?
先端技術事業化 9月24日 日経BP 明治大学理工学部の小島教授、京三製作所と共同で「ねじれ円弧翼型水平軸風車」の風力発電装置を実用化
先端技術事業化 9月24日 日経BP 青電舎、ワイヤレスヘッドの「超薄型静電エンコーダ」と「回転型静電エンコーダ」を出展
先端技術事業化 9月24日 日経BP 山形大学の神戸准教授、山形東亜DKKと共同で「パソコンをセンサーにするUSB変換器」を製品化
@IT 9月 25日 アイティメディア 数年後の未来を一足先に“次世代技術の見本市”
技術&事業　インキュベーション・フォーラム 10月 7日 テクノアソシエーツ 異分野適用可能性を探り、大学の研究成果を最大化
@IT 10月 9日 アイティメディア HAL開発者が語る未来開拓のシナリオ
【Web 動画配信】
日テレNEWS24 9月 19日 日本テレビ放送 MONO　イノベーション・ジャパン 
BPtv 9 月 24日 日経BP 大学の最先端技術シーズ公開 イノベーション・ジャパン2008

NIKKEI NET 先端技術事業化 BPtv



イノベーション・ジャパン2008－大学見本市 展示会場 5周年特別シンポジウム
元内閣総理大臣 安倍 晋三氏

基調講演 筑波大学大学院システム情報工学研究科
     教授 山海 嘉之氏

電気自動車「Eliica」展示

フォーラム 会場風景 新技術説明会 会場風景

〒 108-8646　港区白金 1-17-3
日経 BP社　イノベーション・ジャパン 2008 運営局
TEL：03-6811-8081 FAX：03-5421-9172
Email：innov@nikkeibp.co.jp
http://expo.nikkeibp.co.jp/innovation/

<本報告書に関するお問い合わせ先>




