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（単位：人）

来 場 者 数 9/16（水） 9/17（木） 9/18（金） 3 日間合計
展示会来場者数 9,634 10,036 10,474 30,144
新技術説明会受講者数 2,266 1,802 1,973 6,343
基調講演ほかフォーラム受講者数 1,333 1,432 2,275 4,738
プレス来場者数 37 33 26 96
来場者総計 13,270 13,303 14,748 41,321

《参考》2008 年 14,536 15,687 15,122 45,345

大学のほか、TLO、大学発ベンチャー、研究機関、研究機関支援など 464 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

小間番号
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

K-01 バイオガスからの水素生成と脱硫、脱臭の同時処理技術開発 室蘭工業大学 工学部 電気電子工学科 准教授 佐藤　孝紀 
K-02 自然エネルギーを利用した海水の淡水化装置の開発 仙台電波工業高等専門学校 電子工学科 教授 羽賀　浩一 
K-03 植物由来の再生可能資源を高度有効活用する技術 北見工業大学 工学部 バイオ環境化学科 教授 吉田　　孝 
K-04 メタンの直接改質によるカーボンナノファイバーと水素の生成 北見工業大学 工学部 名誉教授 多田　旭男 
K-05 PK-15 パソコンをセンサーにする溶存酸素濃度センサー、電気伝導率センサーの開発 山形大学 大学院理工学研究科 生体センシング機能工学 教授 神戸　士郎 
K-06 地盤および月面掘削用小型ロボット DigBot の展示 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 川村　洋平 
K-07 焼成焼却灰を活用した防草技術の構築 宇都宮大学 雑草科学研究センター 教授 小笠原　勝 
K-08 生態系保全と資源循環を実現した部分浚渫法によるため池底泥の除去技術 群馬工業高等専門学校 環境都市工学科 教授 青井　　透 
K-09 PK-19 大気圧ライン状高温プラズマ源による表面処理・改質技術 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質機能領域 教授 白井　　肇 
K-10 PK-09 滅菌・センシング技術による環境・医療へのアプローチ 産業技術大学院大学 創造技術専攻 管野　善則 
K-11 PK-23 明日のエコカーを魁ける前後輪独立駆動（ＦＲＩＤ）ＥＶ 首都大学東京 大学院　システムデザイン研究科 教授 武藤　信義 
K-12 「教育 CSR」のススメ：ものづくりでない産学官連携 お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター 講師 宮本　康司 
K-13 高周波誘導加熱を適用した船舶用 DPF の開発 東京海洋大学 海洋工学部 海洋電子機械工学科 教授 畑中　義博 
K-14 植物と人々の博物館による環境学習過程 東京学芸大学 教育学部／大学院教育学研究科／連合大学院学校教育学研究科 環境教育専攻 教授 木俣　美樹男 
K-15 PK-24 有機半導体を利用した全可視光応答光触媒 東京工業大学 資源化学研究所 准教授 長井　圭治 
K-16 木質ペレット燃焼スターリングエンジンを用いた小型発電給湯システムの開発 明星大学 理工学部 機械システム工学科 教授 濱口　和洋 
K-17 PK-22 炭化物を微生物媒体としたバイオトイレ開発 明星大学 理工学部 環境システム学科 教授 吉澤　秀二 
K-18 PK-05 シリコーン膜と光触媒を用いた土壌汚染農薬の濃縮回収・分解システム 神奈川工科大学 応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 教授 菊地　幹夫 
K-19 PK-13 既設のペンシルビルを守る安価な制振装置の提案 東海大学 工学部 土木工学科 教授 島﨑　洋治 
K-20 PK-06 弱い点滅光照射によるサンゴ骨格の成長促進並びに白化防止方法 明治大学 農学部 農芸化学科 准教授 中林　和重 
K-21 PK-04 半導体の熱活性を利用した VOC と悪臭の完全分解システム 横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門 教授 水口　　仁 
K-22 環境基準が一目でわかる、高感度重金属試験紙 長岡技術科学大学 産学融合トップランナー養成センター 産学融合特任准教授 高橋　由紀子 
K-23 超音波画像の鮮明化に基づく人体パーソナルモデリング 新潟大学 地域共同研究センター 教授 尾田　雅文 
K-24 PK-07 高吸着能力・強磁力を有する新規複合材料の開発 新潟薬科大学 応用生命科学部 教授 川田　邦明 
K-25 特異な形状をもつ機能性材料の新規合成法に関する研究 富山工業高等専門学校 環境材料工学科 助教 豊嶋　剛司 
K-26 PK-12 廃石膏ボードリサイクル，土壌汚染に対応した環境ソリューション 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-27 ラン藻由来超巨大糖鎖サクランを用いたレアアース高性能回収 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 
K-28 亜〜超臨界流体を用いる炭素繊維強化プラスチックのリサイクル 静岡大学 工学部 物質工学科 助教 岡島　いづみ 
K-29 大気環境下における風洞実験と可視化・計測技術 豊橋技術科学大学 機械システム工学系 准教授 関下　信正 
K-30 酸化スズ内包カーボンナノチューブによる大気汚染ガス検知 立命館大学 生命科学部 応用化学科 助教 橋新　　剛 
K-31 「サクラを未来へ遺す」サクラクロロフィル濃度測定技術 京都大学 大学院地球環境学堂 助教 今西　純一 
K-32 非化石資源のみから構成される高性能木質材料 京都大学 生存圏研究所 助教 梅村　研二 
K-33 PK-20 金属ナノ粒子を用いた低環境負荷めっき技術 大阪府立大学 産学官連携機構 先端科学イノベーションセンター 教授 長岡　　勉 
K-34 PK-11 耐圧性および切削性に優れた鉛フリー青銅 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 准教授 丸山　　徹 
K-35 鉄バクテリアと木質バイオマスを用いた水域からのリン回収 島根大学 生物資源科学部 地域開発科学科 教授 武田　育郎 
K-36 土壌中への選択的溶液輸送による土壌環境の修復 島根大学 生物資源科学部 准教授 森　也寸志 
K-37 マイクロリアクタ技術を適用した環境分析装置の基礎研究 津山工業高等専門学校 電子制御工学科 講師 谷口　浩成 
K-38 PK-08 ＦＲＰのケミカルリサイクル 山口大学 大学院医学系研究科（工学） 教授 上村　明男 
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K-39 レーザ照射による印刷紙からのトナー除去 愛媛大学 大学院理工学研究科 井堀　春生 
K-40 PK-03 極性反転パルス放電を用いた排ガス・排水処理技術 愛媛大学 大学院理工学研究科 電子情報工学専攻 准教授 門脇　一則 
K-41 小さなマイクロバブルの大きな可能性〜環境に優しい排水処理，洗浄技術〜 高知工業高等専門学校 物質工学科 准教授 秦　　隆志 
K-42 PK-01 廃食用油や各種油脂から良質のバイオ燃料を得る新技術 北九州市立大学 国際環境工学部 エネルギー循環化学科 教授 藤元　　薫 
K-43 浮き屋根を持つタンクのスロッシング波高低減装置 九州産業大学 工学部 都市基盤デザイン工学科 教授 水田　洋司 
K-44 自動足型計測器 九州産業大学 情報科学部 情報科学科 教授 松永　勝也 
K-45 超音波噴霧を利用した空気中のホルムアルデヒド中和除去装置の開発 福岡大学 医学部 解剖学講座 助教 入江　　豊 
K-46 バイオマス廃棄物を用いた貴金属回収用吸着剤の開発 佐賀大学 理工学部　 機能物質化学科 助教 川喜田　英孝 
K-47 瞬間太陽光浄水装置 長崎大学 環境科学部 環境科学科 環境保全設計学系 准教授 下町　多佳志 
K-48 試料・材表面の吸音特性現場測定技術 大分大学 工学部 福祉環境工学科 教授 大鶴　　徹 

新エネルギー・省エネルギー
E-01 PE-07 多様な有機性廃棄物の分解に微生物電池技術を使えば、… 広島大学 先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻 准教授 柿薗　俊英 
E-02 PE-06 多孔体金属を用いた全面供給型セパレーター流路による燃料電池の性能向上 北海道大学 大学院工学研究科 准教授 首藤　登志夫 
E-03 ヒートアイランド対策効果を持つ道路下雪発電システム 北海道文教大学 人間科学部 教授 木村　浩一 
E-04 積雪地域における太陽光発電システムの仕様と利用技術の提案 北海道工業大学 空間創造学部 都市環境学科 准教授 細川　和彦 
E-05 PE-08 未利用木質バイオマスに適した小型コージェネシステム 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 教授 小宮山　政晴 
E-06 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 大学院医学工学総合研究部 准教授 矢野　浩司 
E-07 色素増感太陽電池、超小形燃料電池 東京理科大学 工学部 理工学部　新エネルギー関連研究室  
E-08 PE-01 新エネルギーシステムの実現に貢献する溶融塩電気化学プロセスの創出と開発 同志社大学 理工学部 環境システム学科 教授 伊藤　靖彦 
E-09 高耐久性の有機薄膜太陽電池 金沢大学 理工研究域　物質化学系 教授 高橋　光信 
E-10 中性子が拓く新たな産業の創出に向けて 茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター 県 BL 部門 教授 石垣　　徹 
E-11 バイオ燃料・地域農業イノベーションプロジェクト 茨城大学 農学部 教授 新田　洋司 
E-12 マイクロ火炎のアレイ化技術による超薄型面加熱デバイスの創製 中部大学 工学部 機械工学科 准教授 平沢　太郎 
E-13 PE-02 白金担持酸化タングステン薄膜を用いた光ファイバ水素センサ 横浜国立大学 工学部 / 大学院工学研究院 物質工学科 准教授 岡崎　慎司 
E-14 PE-05 スクアリリウム系近赤外増感色素の開発 大阪府立大学 工学研究科 教授 中澄　博行 
E-15 エレクトロルミネッセンス撮像法を利用した太陽電池の機能評価と故障診断 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 冬木　　隆 
E-16 PE-09 食品の低温冷蔵・殺菌洗浄を目的とした機能性氷・氷スラリーの開発 中央大学 理工学部 精密機械工学科 教授 松本　浩二 
E-17 PE-03 如何なる強風下でも発電継続可能な直線翼垂直軸風車 徳島大学 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 エコシステムデザイン部門 准教授 野田　　稔 
E-18 浮遊式簡易大容量波浪発電ユニット 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学部系 教授 金元　敏明 
E-19 ＩＴ機器のための高効率電源システム 大分大学 工学部 電気電子工学科 助教 西嶋　仁浩 

アグリ・バイオ
B-01 低コストの遺伝子組換え短鎖ペプチドの生産法 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 准教授 相沢　智康 
B-02 大規模糖鎖解析装置および疾患マーカー探索技術 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 教授 西村　紳一郎 
B-03 PB-09 ガマズミ果実残渣から新規粉末素材の開発 青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 岩井　邦久 
B-04 PB-10 麹の総合ペプチダーゼ活性測定技術の開発 秋田県立大学 生物資源科学部 応用生物科学科 教授 岩野　君夫 
B-05 微生物の Quorum Sensing 制御技術の開発 宇都宮大学 大学院工学研究科 物質環境化学専攻 教授 池田　　宰 
B-06 環境にもヒトの体にも優しい養殖魚の開発！ 群馬工業高等専門学校 物質工学科 長阪　玲子 
B-07 PB-14 開閉を制御可能なタンパク質性ナノカプセル 神奈川工科大学 応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 准教授 小池　あゆみ 
B-08 植物病原菌弱毒化マイコウイルスの生物防除資材としての開発研究 東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 応用生物科学科 講師 森山　裕充 
B-09 PB-15 バイオマスを原料とした共重合ポリエステルの微生物合成 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 准教授 福居　俊昭 
B-10 PB-02 大規模な遺伝子発現情報に基づく遺伝子発見 明治大学 農学部 生命科学科 講師 矢野　健太郎 
B-11 PB-11 天然甘味成分グリチルリチンの酵母での製造に向けた代謝工学 横浜市立大学 生命ナノシステム科学研究科 ゲノムシステム科学 教授 村中　俊哉 
B-12 富山湾深層水の利活用に関する研究 富山県立大学 環日本海機能水バイオ研究会 客員教授 葭田　隆治 
B-13 小型・高感度・高速な分光イメージ取得方法 長野工業高等専門学校 電気電子工学科 講師 秋山　正弘 
B-14 漏光型光触媒ファイバーを用いる水質浄化装置 信州大学 繊維学部 化学・材料系 准教授 宇佐美　久尚 
B-15 PB-13 ラッキョウフルクタンを利用した細胞培養液と細胞凍結保存液 福井大学 工学研究科 生物応用化学専攻 准教授 寺田　　聡 
B-16 果実の硬度の非接触低侵襲測定法 静岡大学 工学部 電気電子工学科 教授 犬塚　　博 
B-17 結核菌感染検出用試薬 浜松医科大学 医学部 教授 永田　　年 
B-18 食品中アクリルアミドの分析 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 准教授 堤内　　要 
B-19 タンパク質の「入れ物」を植物の葉の中に作る方法 京都産業大学 工学部 生物工学科 教授 寺地　　徹 
B-20 PB-08 植物の耐乾燥性を向上させる方法 甲南大学 理工学部 生物学科 准教授 今井　博之 
B-21 光でタンパク質の活性を制御する試薬の開発 奈良女子大学 理学部 化学科 准教授 高島　　弘 
B-22 植物由来の新規素材アミノ酸 - シトルリンの謎に迫る 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 助教 明石　欣也 
B-23 PB-05 高品質なオイルの精製法〜動物油脂の製造方法及び製造装置〜 鳥取大学 農学部 獣医学科 准教授 齋藤　俊之 
B-24 PB-06 海洋細菌が作る新美白化粧品素材「ウミノグリカン」多糖 香川大学 農学部 応用生物科学科 教授 岡﨑　勝一郎 
B-25 PB-07 米粉の低コスト製造を可能とする瞬間的高圧処理システム 熊本大学 衝撃・極限環境研究センター 教授（センター長） 伊東　　繁 

医療・健康
W-01 エキノコックス診断キット 旭川医科大学 医学部 教授 伊藤　亮 
W-02 遠隔医療システム 旭川医科大学 医学部 学長 吉田　晃敏 
W-03 ウシ小型ピロプラズマ病血清診断用抗原の標準化 帯広畜産大学地域共同研究センター 原虫病研究センター 教授 河津　信一郎 
W-04 グリーンの森の香りの除菌剤（New iSSOP) の開発 弘前大学 大学院理工学研究科 物質創成 准教授 長岐　正彦 
W-05 PW-31 強固な骨接合性を実現した表面修飾型チタン系インプラント 秋田大学 工学資源学部 附属環境資源学研究センター 准教授 山本　　修 
W-06 PW-18 CRP 遺伝子多型解析による固形癌リンパ節転移診断 秋田大学 大学院医学系研究科 医学専攻 講師 本山　　悟 
W-07 PW-32 光造形技術による高精度実物大顎口腔モデルの開発と臨床応用　 秋田大学 医学部附属病院 歯科口腔外科 歯科技工士 田中　清志 
W-08 PW-45 軽度から重度までの身障者を支援するパソコン遠隔サポートシステムの開発 岩手大学 工学部 電気電子・情報システム工学科　情報システム工学コース 教授 厚井　裕司 
W-09 桑抽出アンチエイジング剤と新型冬虫夏草の新事業提案 岩手大学 農学部 農学生命課程 教授 鈴木　幸一 
W-10 鮭由来コラーゲン / エラスチン多孔体の特性と医学的応用 札幌医科大学 医学部 教授 四ッ柳　高敏 
W-11 機能解析が可能な小腸上皮組織の新分取法 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 教授 綾部　時芳 
W-12 未来創薬・医療イノベーション拠点形成事業 北海道大学 大学院先端生命科学研究院・大学院医学研究科 総長 佐伯　　浩 
W-13 PW-41 視覚障害者用生活補助機器 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 准教授 岡安　光博 
W-14 粒子線利用シミュレータ 高エネルギー加速器研究機構 共通基盤研究施設 計算科学研究センター 教授 佐々木　節 
W-15 PW-39 足への凹凸面呈示による歩行リハビリテーションシステム 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 准教授 矢野　博明 
W-16 障害者向けジョイスティック運転装置の開発 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-17 安定同位体標識 NMR 法による RNA の構造解析技術 千葉工業大学 工学部 生命環境科学科 教授 河合　剛太 
W-18 c-myc 遺伝子抑制因子を指標にしたがん治療法・診断法の開発 千葉大学 大学院医学研究院 分子病態解析学 講師 松下　一之 
W-19 近赤外蛍光型医療用組織マーカー 千葉大学 大学院工学研究科 共生応用化学専攻 助教 豊田　太郎 
W-20 PW-01 インターネット上の悪性黒色腫自動診断システムの開発 法政大学 工学部 理工学部 専任講師 彌冨　　仁 
W-21 PW-27 医療用精密滴下制御方式輸液ポンプ 工学院大学 グローバルエンジニアリング学部 機械創造工学科 准教授 堀内　邦雄 
W-22 PW-57 光ファイバ神経網による無拘束・無意識生体情報計測 創価大学 工学部 情報システム工学科 助教 西山　道子 
W-23 PW-55 心拍ゆらぎから自律神経亢進や心停止の危険性を判定する計算 首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻 助教 矢澤　　徹 
W-24 PW-29 高精度放射線治療用組織等価３次元熱ルミネセンス線量計の開発 首都大学東京 人間健康科学研究科 放射線学域 助教 眞正　浄光 
W-25 PW-40 動作に感応し起立を助けるインテリジェント型手すり 首都大学東京 人間健康科学研究科 理学療法学域 教授 新田　　收 
W-26 軸方向に繊維強化された高収縮・高出力型人工筋肉の開発 中央大学 理工学部 精密機械工学科 准教授 中村　太郎 
W-27 三次元画像技術を活用した低侵襲高精度診断治療用手術支援システムの開発 東京大学 大学院工学系研究科 准教授 廖　　洪恩 
W-28 新薬開発を支援する光分子イメージング技術 東京大学 大学院理学系研究科 化学専攻 教授 小澤　岳昌 
W-29 マイクロ RNA を使った関節リウマチの新規治療法の発見 神戸大学 医学部 附属病院検査部 講師 河野　誠司 
W-30 ロボットハウスによる高齢者見守りシステム 東洋大学 共生ロボット研究センター センター長 望月　　修 
W-31 PW-24 高磁場 MRI 対応の高性能非磁性薬液注入装置の開発 日本医科大学 医学部大学院医学研究科 大学院教授 大野　曜吉 
W-32 新しい作用機序に基づく抗炎症剤 聖マリアンナ医科大学 医学部 講師 岡本　一起 
W-33 PW-16 廃液として捨てますか？胃癌診断に使いますか？ 聖マリアンナ医科大学 医学部 渡辺　嘉行 
W-34 PW-58 クラゲから採取したムチンの関節治療への応用 東海大学 医学部 准教授 佐藤　正人 
W-35 PW-14 新規細胞膜透過性シグナルポリペプチドアジュバント 横浜市立大学 医学研究科 微生物学 准教授 武下　文彦 
W-36 インフルエンザウイルス RNA ポリメラーゼによる抗ウイルス剤の開発 横浜市立大学 生命ナノシステム科学研究科 生体超分子システム科学専攻 准教授 朴　　三用 
W-37 PW-35 カオス・フラクタル解析に基づく感性製品とアフェクティブロボットの開発 長岡技術科学大学 工学部 電気系 教授 中川　匡弘 
W-38 PW-30 生体内計測における血管血流の三次元計測装置 富山商船高等専門学校 電子制御工学科 助教 石田　弘樹 
W-39 PW-56 カーボンナノチューブを用いた生体電気信号測定装置ならびに電極の作成 福井大学 医学部 脳脊髄神経外科 講師 北井　隆平 
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W-40 乳歯における生体吸収性材料を用いた根管内ポスト 松本歯科大学 歯学部 歯学科 助手 水谷　智宏 
W-41 導電性高分子ファイバーを用いたセンサ・アクチュエーションシステム 信州大学 繊維学部 化学・材料系 准教授 木村　　睦 
W-42 PW-20 Cyclin E と LMP2 を用いた子宮平滑筋肉腫の新規術前診断法の開発 信州大学 医学研究科 臓器移植細胞工学医科学系専攻 准教授 林　　琢磨 
W-43 ヒト型リコンビナント HGF を用いた水頭症の新しい治療法 信州大学 医学部　 医学科 准教授 多田　　剛 
W-44 食品天然物由来の抗菌、抗カビ、抗 MRSA 物質 岐阜医療科学大学 保健科学部 講師 永井　　慎 
W-45 PW-34 乳腺超音波画像のためのコンピュータ支援診断（CAD）システム 岐阜大学 大学院医学系研究科 再生医科学専攻 教授 藤田　廣志 
W-46 300MHz 帯高分解能 NMR 装置 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 産学連推進部門 センター長・教授 佐藤　元泰 
W-47 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤と光増感法の組み合わせによる新規癌治療法 静岡県立大学 大学院生活健康科学研究科 伊吹　裕子 
W-48 PW-43 食事の”視える化！”　携帯アプリで簡単食事管理 静岡県立大学短期大学部 一般教育等 講師 内藤　初枝 
W-49 PW-46 高齢者の自立体力テスト 静岡大学 教育学部 生涯教育課程　生涯スポーツ専攻 教授 中野　美恵子 
W-50 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-51 新規リンパ圧測定方法 浜松医科大学 医学部　 第二外科・血管外科 講師 海野　直樹 
W-52 PW-28 新規ファイバ結合式内視顕微鏡の開発と応用 浜松医科大学 光量子医学研究センター 助教 櫻井　孝司 
W-53 内視鏡画面の位置を CT 画像に示す手術ナビゲーター 浜松医科大学 光量子医学研究センター 准教授 山本　清二 
W-54 PW-47 新規抗不安薬 / 抗うつ薬開発のための遺伝子改変マウス 京都府立医科大学 附属脳・血管系老化研究センター 准教授 橋本　　保 
W-55 PW-17 小児がんにおける血清遊離 DNA を用いた非侵襲的な診断法の開発研究 京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授 細井　　創 
W-56 PW-21 ケト・エノール互変異性を利用したアルツハイマー病の新規診断薬 滋賀医科大学 分子神経科学研究センター・神経難病診断学分野 教授 遠山　育夫 
W-57 PW-02 創薬を加速化する医薬候補化合物の革新的探索計算技術の開発 京都大学 大学院薬学研究科 教授 奥野　恭史 
W-58 PW-04 新規なヒト慢性疲労マーカーの開発 大阪市立大学 医学部 / 医学研究科 医学科 教授 木山　博資 
W-59 PW-53 線虫を用いた新規アンチエイジング物質探索法の開発 大阪市立大学 生活科学部 / 生活科学研究科 食品栄養科学科 教授 西川　禎一 
W-60 PW-07 細胞内情報をもとに標的細胞の生死を決定する核酸マシンの開発 大阪市立大学 工学部 / 工学研究科 化学バイオ工学科 准教授 立花　　亮 
W-61 PW-37 利用者の声を形にする生活支援工学の構築 関西大学 システム理工学部 機械工学科 准教授 倉田　純一 
W-62 PW-10 難治性の慢性疼痛に対する新規遺伝子治療薬 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 分子遺伝学 准教授 大内田　守 
W-63 PW-09 新規がん抑制遺伝子 REIC/Dkk-3 による‘がん’の標的医療 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-64 PW-03 超微量検体による悪性リンパ腫・白血病の早期発見診断・予後推定法の開発 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 腫瘍病理学分野 助教 岡　　剛史 
W-65 PW-26 外科手術における新規吻合法および吻合補助器の開発 山口大学 医学部附属病院 助教 上野　富雄 
W-66 PW-49 炭酸アパタイトナノ粒子による遺伝子導入 東京工業大学 フロンティア研究センター 教授 赤池　敏宏 
W-67 老化関連疾患リスクの指標のための G テールテロメア HPA キット 広島大学 医歯薬学総合研究科 病態探究医科学講座 教授 田原　栄俊 
W-68 PW-11 スギ花粉症やダニ喘息の根本治療を実現するアレルゲンライブラリー 広島大学 先端物質科学研究科 分子生命機能科学講座 准教授 秋　　庸裕 
W-69 骨の吸収を促進する酵素を抑える物質 広島大学 医歯薬学総合研究科 口腔健康科学講座 牧平　清超，二川　浩樹 
W-70 PW-36 安心安全リハビリテーション平行棒の開発と臨床応用 広島大学 保健学研究科 心身機能生活制御科学講座 講師 前島　　洋 
W-71 PW-48 バイオエタノールからのバイオケミカルズ生産 鳥取大学 工学研究科 化学・生物応用工学専攻 教授 簗瀬　英司 
W-72 がん診断に新たな道を拓く安全なナノ粒子蛍光標識剤 島根大学 産学連携センター 地域医学共同研究部門 教授 中村　守彦 
W-73 PW-42 日本版 EHR の実現をめざす地域健康情報ハブ「ｅヘルスケアバンク」の開発 香川大学 瀬戸内圏研究センター 特任教授 原　　量宏 
W-74 PW-38 高齢者に身体的負担の少ない筋力診断，訓練装置の提案 有明工業高等専門学校 機械工学科 准教授 柳原　　聖 
W-75 RIM を活用した医療向け安全安心システム 北九州工業高等専門学校 制御情報工学科 制御情報工学科 准教授 久池井　茂 
W-76 PW-33 生化学チップ等に「刷り込める」多色・高輝度フィルムレーザ型マイクロ光源 九州大学 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 准教授 興　　雄司 
W-77 PW-08 新奇細胞毒素を利用した Bt 菌バイオ研究新領域への総合展開 九州大学 理学研究院　化学部門 助教 北田　　栄 
W-78 患者とともに聞いて診断する聴診器システム 産業医科大学 医学部 准教授 小山　倫浩 
W-79 生体及び環境試料中の網羅的な細菌叢解析 産業医科大学 医学部 教授 谷口　初美 
W-80 PW-22 新規代謝関連遺伝子 KRAP を標的とした肥満・糖尿病創薬シーズ 福岡大学 医学部 細胞生物学 教授 白澤　専二 
W-81 PW-19 癌栄養血管を標的とした新規癌遺伝子免疫療法の開発 福岡大学 医学部 微生物・免疫学講座 教授 廣松　賢治 
W-82 PW-44 健康をサポートする新規運動習慣形成支援ツールの開発 福岡大学 スポーツ科学部 運動生理学研究室 教授 田中　宏暁 
W-83 PW-51 脂溶性ビタミン類の水溶性誘導体化による新規機能性化合物 福岡大学 薬学部 薬学科 准教授 松永　和久 
W-84 ロボット・情報技術を活用した医療健康器具及び障害者支援装置 長崎大学 工学部 機械システム工学科 助教 諸麥　俊司 
W-85 SUN53 菌による糖尿病予防食品の創製と普及 長崎県立大学 人間健康科学研究科 教授 奥　　恒行 
W-86 CARD マウスバンクシステム　—胚・精子の凍結保存— 熊本大学 生命資源研究・支援センター 動物資源開発研究部門 (CARD)・資源開発分野 教授 中潟　直己 
W-87 PW-23 高組織分解能な脳ＭＲＩ画像の開発 熊本大学 医学部 保健学科 助教 米田　哲也 

ナノテクノロジー
N-01 薄い材料にも対応する 100Hz-20GHz 複素誘電率評価法 北海道大学 大学院理学研究院 物理学部門 准教授 野嵜　龍介 
N-02 血栓検出用マイクロ血栓センサ 弘前大学 理工学研究科 知能機械システム工学専攻 准教授 峯田　　貴 
N-03 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 理工学部 教授 笹川　和彦 
N-04 PN-03 ECR プラズマスパッタ成膜の MEMS デバイス・表面保護膜応用 弘前大学 大学院理工学研究科 教授 小野　俊郎 
N-05 PN-06 100℃の壁を越えた低温焼結性銀超微粒子の高効率・簡便製造 山形大学 理学部 物質生命化学科 准教授 栗原　正人 
N-06 PN-01 機能性ヘテロ界面によるＳｉ系高効率薄膜太陽電池 筑波大学 大学院　数理物質科学研究科 准教授 末益　　崇 
N-07 PN-13 糖鎖クラスター効果を基盤としたバイオセンサーの新開発 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 講師 幡野　　健 
N-08 PN-10 新規光学干渉法によるナノメータ微小変位計測システム 埼玉大学 大学院理工学研究科 環境科学領域 連携教授 門野　博史 
N-09 遺伝子導入を目的とした磁性脂質ナノ粒子の開発 東京慈恵会医科大学 医学部　臨床医学研究所 講師 並木　禎尚 
N-10 機能性ナノファイバー 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 准教授 白鳥　世明 
N-11 分子フラスコと磁場効果を利用した新材料開発手法 首都大学東京 都市環境科学研究科 分子応用化学域 准教授 山登　正文 
N-12 PN-09 レーザー光による液中マイクロバブル生成を利用したナノ物質流体操作技術 中央大学 理工学部 応用化学科 教授 芳賀　正明 
N-13 PN-16 ホタル生物発光系のモデル化と多色発光標識材料の創製 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-14 高温超伝導コイルを用いた新しい小型多価イオン源 電気通信大学 レーザー新世代研究センター 准教授 中村　信行 
N-15 PN-12 ナノファイバー類（カーボンナノチューブ、アミロイド線維）の分離評価法 東京大学 大学院薬学系研究科 特任准教授 加藤　　大 
N-16 柔軟で高性能なカーボンナノチューブ薄膜トランジスタの開発 名古屋大学 大学院工学研究科 量子工学専攻 准教授 大野　雄高 
N-17 PN-05 金属硫化物を用いる新規な金クラスター担持触媒 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 物質工学部門 准教授 飯塚　泰雄 
N-18 PN-07 次世代 ULSI リソグラフイのための極端紫外光源の開発 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科 教授 大西　正視 
N-19 PN-11 新規で簡便な蛍光 X 線イメージング技術、装置の開発 大阪市立大学 工学部 / 工学研究科 化学バイオ工学科 教授 辻　　幸一 
N-20 ナノテク・材料関連技術に利用可能な DNA 配列の設計法 甲南大学 フロンティアサイエンス学部 生命化学科 教授 杉本　直己 
N-21 コヒーレント光を用いたナノ構造パタン評価 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 教授 木下　博雄 
N-22 PN-15 カニ、エビ殻から抽出されるキチン質のナノ繊維“マリンナノファイバー” 鳥取大学 工学研究科 化学生物応用工学専攻 講師 伊福　伸介 
N-23 PN-08 光ファイバセンサー応用のための FBG 新技術 香川大学 工学部 材料創造工学科 准教授 須崎　嘉文 
N-24 PN-02 Si 系基板の炭化処理による極薄炭素膜の形成 九州工業大学 大学院工学研究院 基礎科学研究系 准教授 中尾　基 
N-25 次世代半導体デバイスのための先端材料開発と新機能探索 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 准教授 佐道　泰造 
N-26 PN-14 微小気泡（ナノ・マイクロ・バブル）を用いた超音波治療ブースター剤の開発 福岡大学 医学部 解剖学講座教授 立花　克郎 

材料
Z-01 高強度・高導電性を示す高特性 Cu-Cr-Zr 合金シート 金沢大学 理工研究域　機械工学系 教授 北川　和夫 
Z-02 動物用 / 医療診断装置用高性能シンチレータの開発 北海道大学 大学院工学研究科 准教授 金子　純一 
Z-03 PZ-07 グリーンケミストリー：硫黄修飾金担持型パラジウム触媒の開発 北海道大学 大学院薬学研究院 准教授 有澤　光弘 
Z-04 PZ-02 マイクロバブルから直接作る中空マイクロカプセル 山形大学 大学院理工学研究科 機械システム工学 助教 幕田　寿典 
Z-05 高性能ネオジム磁石のレアメタル使用量を削減する界面制御技術の開発 山形大学 大学院理工学研究科 数物学 教授 加藤　宏朗 
Z-06 PZ-06 新規触媒を用いた直接重縮合によるポリ乳酸の合成方法 京都工芸繊維大学 創造連携センター 准教授 安孫子　淳 
Z-07 PZ-17 静電塗布法を用いた塗布プロセスによる積層型有機素子 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質機能領域 助教 福田　武司 
Z-08 PZ-26 電極が不要な深い準位の定量評価手法 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質機能領域 教授 鎌田　憲彦 
Z-09 PZ-25 スマート機械材料システムの提案と応用展開 千葉大学 工学研究科 教授 浅沼　　博 
Z-10 カーボンナノファイバーの表面改質と CMC への応用 上智大学 理工学部 教授 板谷　清司 
Z-11 PZ-10 超臨界流体中での電解重合を利用する導電性高分子ナノシリンダーの創製 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 物質電子化学専攻 准教授 跡部　真人 
Z-12 PZ-32 応力センサー材料高速評価システムの開発 東京工業大学 応用セラミックス研究所 准教授 松本　祐司 
Z-13 ベアリングレスモータ、耐熱性離型剤とナノインプリント、画像・音声処理 東京理科大学 理工学部、基礎工学部　ものづくり研究室  
Z-14 PZ-20 表面修飾剤を用いた近紫外光による細胞パターニング技術 神奈川大学 理学部 化学科 教授 山口　和夫 
Z-15 PZ-22 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 
Z-16 PZ-33 セメント中の水分子を直接観測する〜建築物評価への応用〜 東海大学 理学部 物理学科 教授 八木原　晋 
Z-17 PZ-08 電子線照射によるバイオメディカル材料の接合技術の開発 東海大学 工学部 材料科学科 教授 西　　義武 
Z-18 動的分離機構を有するガス分離カラム充填材料 横浜市立大学 生命ナノシステム科学研究科 ナノシステム科学 准教授 高見　澤聡 
Z-19 全窒化物 RGB 発光 LED 材料の作製と評価 日本工業大学 工学部 創造システム工学科 教授 鈴木　敏正 
Z-20 導電性高分子を用いたソフトアクチュエータ『ポリマッスル』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 
Z-21 PZ-35 手振れ抑制システムと食事支援ロボット (MARo) の開発 岐阜大学 工学部　 人間情報システム工学科 准教授 矢野　賢一 
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Z-22 超微細バイオポリマー発泡体の創製と 3 次元加工 豊田工業大学 工学部 准教授 岡本　正巳 
Z-23 PZ-31 ゲル固定コロイド結晶を利用したチューナブル光学材料及び物理化学センサー 名古屋市立大学 薬学研究科 教授 山中　淳平 
Z-24 環境対応型新規室温硬化耐熱性シリコーン弾性体 三重大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授 中村　修平 
Z-25 PZ-16 テフロン、シリコン、ポリプロピレンなどの親水性・接着性・塗装性の改良 福島大学 共生システム理工学類 教授 金澤　　等 
Z-26 PZ-14 大学の先端研究装置による産業利用支援 京都大学 エネルギー理工学研究所 教授　 木村　晃彦 
Z-27 PZ-28 アクティブフィラー法による耐食性セラミックス厚膜の低温コートプロセス 大阪府立大学 工学研究科 准教授 成澤　雅紀 
Z-28 PZ-15 遷移金属錯体の配位様式を活用した新規な発光素材の開発 大阪市立大学 理学部 / 理学研究科 化学科 講師 舘　　祥光 
Z-29 PZ-23 光と熱を利用した秘匿情報の記録・読み取り・消去システムの開発 大阪市立大学 工学部 / 工学研究科 化学バイオ工学科 准教授 小畠　誠也 
Z-30 PZ-18 薄膜太陽電池の高効率及び低コスト化に繋がる透明導電膜 大阪産業大学 工学部 電子情報通信工学科 教授 鈴木　晶雄 
Z-31 PZ-01 ハロゲンフリーの高純度エポキシ化合物の製造 大阪大学 産業科学研究所 助教 市原　潤子 
Z-32 PZ-19 高分子紫外発光ダイオード 同志社大学 理工学部 電子工学科 准教授 大谷　直毅 
Z-33 PZ-13 供給安定性を有するＦｅ３Ａｌ基高比強度合金の開発 東北大学 金属材料研究所 付属研究施設大阪センター 助教 小林　　覚 
Z-34 PZ-04 使える BINAP の誘導化 奈良工業高等専門学校 物質化学工学科 教授 嶋田　豊司 
Z-35 縮環した芳香族複素環化合物を用いた有機エレクトロニクス材料の開発 和歌山大学 システム工学部 精密物質学科 准教授 大須賀　秀次 
Z-36 PZ-03 単分散ナノ粒子の複合化による新たな触媒機能の発現 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 
Z-37 PZ-24 新規高感度テラヘルツ測定システムの開発 香川大学 工学部 材料創造工学科 准教授 鶴町　徳昭 
Z-38 発光デバイス材料の光励起過程評価システム 詫間電波工業高等専門学校 電子工学科 准教授 矢木　正和 
Z-39 PZ-09 環境調和型有機触媒の開発を基盤とする医薬品材料の合成 高知大学 理学部 応用理学科 教授 小槻　日吉三 
Z-40 PZ-05 抗かび性を兼ね備えた抗菌性無機−有機ハイブリッド化合物 高知大学 理学部 応用理学科 准教授 米村　俊昭 
Z-41 新規な拡散手法を用いた Nd-Fe-B 系磁石材料の保磁力向上 長崎大学 工学部 電気電子工学科 電子回路デバイス学 教授 福永　博俊 

ものづくり
M-01 PM-01 コンクリート充填鋼殻を適用した簡便な接合部構造 北海道大学 大学院工学研究科 環境創生工学専攻 教授 上田　多門 
M-02 近赤外高出力超広帯域パルス光源 東北工業大学 工学部 情報通信工学科 教授 上杉　　直 
M-03 キャビテーションピーニング−泡で叩いて強くする− 東北大学 大学院工学研究科 ナノメカニクス専攻 教授 祖山　　均 
M-04 環境負荷・製造リスクの小さな化成品製造技術の開発 筑波大学 数理物質科学研究科 物性・分子工学専攻 教授 神原　貴樹 
M-05 三次元誘電泳動デバイス 芝浦工業大学 工学部 電気工学科 教授 西川　宏之 
M-06 PM-19 新規ハチミツおよびその製造方法 埼玉大学 大学院理工学研究科 生体制御学領域 教授 菅原　康剛 
M-07 PM-03 共振法による残留応力の測定 埼玉大学 大学院理工学研究科 生産科学領域 准教授 荒木　稚子 
M-08 高速度カメラを利用した鏡面反射光の分離技術 埼玉大学 大学院理工学研究科 電気電子システム工学領域 助教 辻　　俊明 
M-09 CPT を利用した超小型原子発振器の低消費電力化 首都大学東京 理工学研究科 電気電子工学専攻 助教 五箇　繁善 
M-10 PM-09 溶射皮膜密着強度の画期的性能向上 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 
M-11 PM-11 任意の車両の重心位置と横転限界速度を走行中に自動検出する技術 東京海洋大学 海洋工学部 流通情報工学科 教授 渡邉　　豊 
M-12 小学校「ものづくり教育」〜「ヒト×バ」のつながりに働きかける活動 東京学芸大学 教育学部 初等教育教員養成課程　ものづくり教育選修  
M-13 PM-21 超音波による物体の非接触搬送技術　- 音でものを運ぶ - 東京工業大学 精密工学研究所 極微デバイス部門 准教授 中村　健太郎 
M-14 ガラス等の硬脆材料の高能率微細切削加工 東京電機大学 工学部 機械工学科 教授 松村　　隆 
M-15 メカニカルブレーキ機構を用いたロボット用安全装置 東海大学 工学部 機械工学科 准教授 甲斐　義弘 
M-16 PM-10 多指触覚・力覚提示装置 東京工芸大学 工学部 コンピュータ応用学科 准教授 曽根　順治 
M-17 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 産学融合トップランナー養成センター 産学融合特任准教授 松丸　幸司 
M-18 地方発「地産地消型」次世代ロボット産業ビジネスモデルの提案 長岡技術科学大学 大学院技術経営研究科 システム安全専攻 准教授 木村　哲也 
M-19 非晶質ホウ酸塩による新しい難燃・不燃プラスチック材料 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 准教授 露本　伊佐男 
M-20 ポリシングパッド表面性状の測定・評価技術 金沢工業大学 工学部 機械工学科 准教授 畝田　道雄 
M-21 PM-07 レーザ処理による切削加工のバリ発生抑制 金沢大学 理工研究域　機械工学系 講師 田中　隆太郎 
M-22 PM-17 自由曲面深部の板厚を高速で高密度に測定する全自動システム 金沢大学 理工研究域　機械工学系 准教授 浅川　直紀 
M-23 ナノワイヤ大量生産手法：Si ナノワイヤ太陽電池などへの応用を目指して 京都大学 大学院工学研究科 教授 斧　　高一 
M-24 ペースト状の米を添加して製造した新規米パン 静岡県立大学 食品栄養科学部 栄養生命科学科 教授 貝沼　やす子 
M-25 PM-16 ソフト・柔軟・強靭・高導電カーボンナノチューブ繊維 静岡大学 工学部 電気電子工学科 准教授 井上　　翼 
M-26 光学顕微鏡と SPM による微細計測、微細加工技術開発 静岡大学 工学部 機械工学科 准教授 岩田　　太 
M-27 光触媒によるアルキルベンゼン類の直接酸化 沼津工業高等専門学校 物質工学科 教授 押川　達夫 
M-28 PM-18 走査電子顕微鏡による透過二次電子像観察のための試料ホルダ開発 浜松医科大学 実験実習機器センター 超微形態共同実験室 技術専門員 村中　祥吾 
M-29 レーザー浸透クロマトグラフィー法による生体高分子・ナノ粒子のサイズ分析 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 物質工学部門 教授 一ノ瀬　暢之 
M-30 き裂や剥離の発生を高感度検知する非線形圧電インピーダンス変調法 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 准教授 増田　　新 
M-31 木材のホットプレスによる複雑形状製品の成形技術開発 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 高倉　章雄 
M-32 PM-08 低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直動案内の研究開発 鳥取大学 工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 小幡　文雄 
M-33 高齢者や要介護者の自立を支援する歩行車の開発 富山大学 芸術文化，理工，医薬，人間発達（合同） 丸谷　芳正 
M-34 大気圧プラズマによる局所酸化を用いた超精密加工法 大阪大学 大学院工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 准教授 佐野　泰久 
M-35 放射光微細加工による３次元マイクロ流体デバイスの開発 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 准教授 内海　裕一 
M-36 レーザ軟 X 線による新しい材料改質と微細加工の実現 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 教授 望月　孝晏 
M-37 人と共存するロボットのための冗長駆動関節 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 永井　　清 
M-38 新規超音波振動霧化装置の提案と研削加工冷却への応用 山口大学 大学院理工学研究科 教授 加藤　泰生 
M-39 塩分濃度 1wt% 以下の塩水から製氷可能な氷スラリー製造装置 高知工科大学 地域連携機構 講師 松本　泰典 
M-40 PM-12 地域の実情に即した簡易で安価な ITS デバイスの研究開発 高知工科大学 地域連携機構 教授 熊谷　靖彦 
M-41 アセンブリフリー 3 次元露光法の開発とそのバイオマイクロシステムへの応用 香川大学 工学部 知能機械システム工学科 准教授 鈴木　孝明 
M-42 PM-14 先端半導体デバイスの新規な実装評価技術の開発 福岡大学 工学部 電子情報工学科 教授 友景　　肇 
M-43 PM-02 はく離損傷問題を解決する疲労き裂進展試験装置の開発 福岡大学 工学部 機械工学科 准教授 松永　久生 
M-44 PM-15 有機溶剤を用いない塗装技術と微粒子カプセル化技術 福岡大学 工学部 化学システム工学科 准教授 三島　健司 
M-45 機上計測による工作機械の高精度化 長崎大学 工学部 機械システム工学科 生産システム学講座 加工システム学 准教授 矢澤　孝哲 
M-46 真空紫外光が拓く光プロセスイノベーション 宮崎大学 工学部 電気電子工学科 教授 窪寺　昌一 
M-47 応力集中の軽減と塑性変形を利用した材料強度改善について 琉球大学 工学部 機械システム工学科 教授 真壁　朝敏 
M-48 強風型小型風力発電機の過回転防止用エアーブレーキシステムの開発 琉球大学 工学部 情報工学科 教授 玉城　史朗 

IT
I-01 PI-21 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-02 監視カメラ映像を「見える化」する技術 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-03 広視野角・広画角裸眼立体ディスプレイ 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 准教授 掛谷　英紀 
I-04 文書画像からの知識抽出のための検索エンジン 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科 教授 川嶋　稔夫 
I-05 赤外線瞬時通信及びユビキタス展示システム 岩手県立大学 先端情報伝達研究所 所長 蔡　　大維 
I-06 会話を通して日々成長できる文書解析支援システム 会津大学 コンピュータ理工学部 コンピュータサイエンス部門システム知能学講座 教授 趙　　強福 
I-07 動画像と同期のとれた音源位置推定システム 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 水谷　孝一 
I-08 PI-08 手指動作によるロボットやコンピュータ操作を可能にする技術 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 星野　　聖 
I-09 まちづくりのためのインタラクティブミュージックシステムの開発 群馬工業高等専門学校 電子情報工学科 助教 牛田　啓太 
I-10 PI-25 データマイニング機能を備えた健康管理 ASP システムの開発 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 教授 竹内　裕之 
I-11 HAUSE: 多様な生活形態を支援する居住環境情報基盤 お茶の水女子大学 理学部 伊藤　貴之 
I-12 PI-33 行動観察・分析を支援するビジュアルシンキングツール お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 准教授 刑部　育子 
I-13 陳列文化財の転倒安全性評価簡易システム 首都大学東京 都市環境科学研究科 都市システム科学域 教授 長嶋　文雄 
I-14 PI-22 巨大データを効率良く解析する高速計算アルゴリズム 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 PI-34 達人を育てる共育支援環境 中央大学 理工学部 経営システム工学科 教授 加藤　俊一 
I-16 単眼マルチビジョンシステム 東京工芸大学 工学部 システム電子情報学科 講師 鈴木　秀和 
I-17 PI-15 動画を対象とした光検索エンジン 日本女子大学 理学部 数物科学科 名誉教授 小舘　香椎子 
I-18 PI-30 ローカル配信向け HDMI 信号（2ch+）のリアルタイム光伝送 青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科 教授 水澤　純一 
I-19 PI-31 「テレハプト」　〜力覚抽出・保存・伝送・再生システム〜 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 
I-20 PI-26 室の伝達特性の測定を必要としない残響時間推定法の開発 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授 鵜木　祐史 
I-21 ビジュアルコンピューティングとメディアインテグレーション 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学教育研究センター 教授 宮田　一乘 
I-22 PI-14 TCT モデルによるマルチコア SoC 統合最適化設計プラットフォーム 東京工業大学 大学院理工学研究科 集積システム専攻 准教授 一色　　剛 
I-23 PI-04 4 次元空間を２枚の平面で眺め、エンタテインメントへ応用 明治大学 理工学部 情報科学科 准教授 宮下　芳明 
I-24 PI-13 鉛を含まない低コストの BiFeO3 系非鉛強誘電体材料 金沢大学 理工研究域　電子情報学系 講師 川江　　健 
I-25 PI-05 電波強度分布計測・可視化装置〜電波の強弱を高速マップ化〜 金沢大学 理工研究域　電子情報学系 教授 八木谷　聡 
I-26 PI-06 人が注視する点を検出する装置 静岡大学 工学部 システム工学科 教授 海老澤　嘉伸 
I-27 手書きスケッチ入力による画像内容検索 静岡大学 工学部 電気電子工学科 准教授 大橋　剛介 
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I-28 PI-11 瞳と眼球運動による眠気の予兆検出 中部大学 工学部 情報工学科 教授 平田　　豊 
I-29 PI-07 動画像理解による人を観る技術とビジョンセンサの開発 中部大学 工学部 情報工学科 准教授 藤吉　弘亘 
I-30 PI-16 Web クリップ技術に基づく携帯コンテンツ作成システム 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-31 PI-32 高階グラフカットによる多点依存画像処理 名古屋市立大学 システム自然科学研究科 准教授 石川　　博 
I-32 PI-10 生体信号を用いた自動車運転時覚醒度維持・向上システム 名古屋市立大学 芸術工学研究科 准教授 横山　清子 
I-33 基地局不要の監視カメラシステム 龍谷大学 理工学部 電子情報学科 植村　　渉 
I-34 情報の質を見極める情報比較技術 京都産業大学 コンピュータ理工学部 ネットワークメディア学科 准教授 宮森　　恒 
I-35 「巧みな演奏をそのままにアレンジ」楽器パートの音色置換技術 京都大学 情報学研究科 教授 奥乃　　博 
I-36 PI-19 GLOBALBASE ; 自律分散型ネットワーク GIS 基盤ソフトウエア 国際日本文化研究センター 文化資料研究企画室 准教授 森　　洋久 
I-37 PI-29 ＲＦ回路損失の高速デジタル補正技術 大阪府立大学 工学研究科 林　　　海 
I-38 全光信号処理可能な光トライオードの開発とその応用 近畿大学 理工学部 電気電子工学科 准教授 前田　佳伸 
I-39 劣通信環境における情報共有のためのネットワーク制御技術 関西学院大学 理工学部 情報科学科 准教授 巳波　弘佳 
I-40 PI-35 英語文章能力向上のためのライティング学習システムの開発　 甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 講師 永田　　亮 
I-41 新規顧客の誘導，リピータの確保−携帯の赤外線機能の活用− 神戸芸術工科大学 芸術工学研究所 名誉教授 平野　浩太郎 
I-42 PI-01 安全かつ薄型大容量光情報記録メディアの開発 神戸大学 大学院工学研究科 情報知能学専攻 教授 的場　　修 
I-43 PI-27 NAM( 非可聴つぶやき音 ) を集音する装置 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 中島　淑貴 
I-44 加速度センサを利用した情報共有環境の構築 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 関　　浩之 
I-45 PI-24 ヒット現象の数理モデルを用いたブログによるＩＴマーケティング 鳥取大学 工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 石井　　晃 
I-46 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-47 PI-18 匿名認証技術を高度に実現する代数計算ライブラリ 岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成工学専攻 助教 野上　保之 
I-48 データ同化を用いた外乱下における船舶の操縦性能推定法 広島商船高等専門学校 商船学科 准教授 寺田　大介 
I-49 騒音に頑健な体内伝導音インタフェース装置 広島市立大学 情報科学研究科 システム工学科 准教授 石光　俊介 
I-50 レーザー光による車両認識と自動駐車支援システムの開発 広島市立大学 情報科学研究科 システム工学科 教授 小林　康秀 
I-51 PI-02 フルカラー LED マトリックスを用いた安価でアピール性の高い表示システム 徳山工業高等専門学校 機械電気工学科 教授 伊藤　　尚 
I-52 PI-03 形状記憶合金ワイヤの微小振動を利用した触覚ディスプレイ 香川大学 工学部 知能機械システム工学科 准教授 澤田　秀之 
I-53 PI-09 車載カメラ映像からの歩行者検出方法 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 石川　聖二 
I-54 自動車の事故防止理論に基づく安全運転管理教育システム (ASSIST) 九州産業大学 情報科学部 情報科学科 教授 合志　和晃 
I-55 ヒューマン情報技術ー音楽に合わせた映像・照明表現ー 熊本電波工業高等専門学校 電子工学科 教授 三好　正純 
I-56 容易にカスタマイズ可能な医療安全管理用ヒヤリ・ハット事例収集システム 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学 准教授 金子　邦彦 
I-57 PI-17 セキュアな分散コミュニティ環境の構築と高精度な分散検索 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門 准教授 峯　　恒憲 
I-58 三次元実装可能なマルチアンテナチップ及び RF フロントエンドチップの開発 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 教授 吉田　啓二 
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PK-02 触媒フリーのディーゼル微粒子後処理技術 名古屋大学大学院 工学研究科 機械理工学専攻 准教授 山本　和弘 
PK-10 バラスト・フリー船：バラスト水管理問題解決のための新しい提案 横浜国立大学 工学研究院 教授 荒井　　誠 
PK-14 環境技術としての抗生物質の磁気分離 神戸大学 農学研究科 食料共生システム学専攻 助教 井原　一高 
PK-16 見やすい、分かりやすい、扱いやすい、オンサイトモニタリング技術 富山工業高等専門学校 物質工学科 助教 間中　　淳 
PK-17 酸化チタン光触媒を用いたリフロー炉排気処理システムの開発 福岡大学 工学部 化学システム工学科 教授 中野　勝之 
PK-18 ナノ秒パルスプラズマによる世界最高効率オゾン発生器 熊本大学 バイオエレクトリクス研究センター 准教授 浪平　隆男 
PK-21 ヨウ素資源の利用用途の開拓 立命館大学 総合理工学院 薬学部 薬学科 助教 土肥　寿文 
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PE-04 風力発電・太陽光発電用高効率・高機能電力変換システム 東京工業大学 大学院理工学研究科 電気電子工学専攻 准教授 藤田　英明 
PE-10 産業排熱の有効利用を目指した化学蓄熱材の開発 東京工業大学 原子炉工学研究所 助教 劉　　醇一 
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PB-01 遺伝子情報からのタンパク質群の高感度一斉定量システムの開発 東北大学 大学院薬学研究科 医療薬科学専攻 准教授 大槻　純男 
PB-03 軽元素の安定同位体比精密解析でわかること、わからないこと 首都大学東京 理学研究科 分子物質化学専攻 教授 伊永　隆史 
PB-04 土壌病原菌の病原型特異識別技術 東京農工大学 農学部 応用生物科学科 准教授 有江　　力 
PB-16 天然由来水溶性消臭剤の開発 九州大学大学院 農学研究院 森林資源科学部門 助教 清水　邦義 
PB-17 トリカブトアルカロイド新規誘導体による抗腫瘍薬の開発 弘前大学 大学院保健学研究科 医療生命科学領域 教授 柏倉　幾郎 
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療
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PW-05 細胞内シグナル応答型ナノ分子素材による腫瘍特異的分子イメージング 九州大学 大学院工学研究院応用科学部門 教授 片山　佳樹 
PW-06 新規ヌクレアーゼ耐性人工核酸アプタマーの創出と医薬・診断薬への応用 群馬大学 大学院工学研究科 助教 桒原　正靖 
PW-12 アレルギーの治療のための免疫応答の抗原特異的な調節 東京農工大学 農学部 応用生物科学科 助教 好田　　正 
PW-13 アレルギー疾患の新規バイオマーカー、グランザイムＡ 富山大学 大学院医学薬学研究部 准教授 安東　嗣修 
PW-15 新規免疫抑制剤・抗炎症剤と免疫賦活剤の開発 群馬大学 生体調節研究所 遺伝子情報分野 准教授 久保原　禅 
PW-25 人体内応力の有限要素解析シミュレーション 名古屋大学 医学系研究科 助教 高橋　　賢 
PW-50 生活習慣病予防に供する酵素重合化ポリフェノールの開発 大阪府立大学 生命環境科学研究科 教授 乾　　　博 
PW-52 新規コラーゲン産生能向上剤による皮膚のアンチエイジング（AA) への応用 大阪市立大学 生活科学部 / 生活科学研究科 食品栄養科学科 准教授 小島　明子 
PW-59 小型の大気圧プラズマジェット発生装置を利用した短時間殺菌技術 東海大学 工学部 電気電子工学科 講師 桑畑　周司 
PW-54 簡易電気化学測定装置を利用した蛋白質 ( テロメラーゼ）検出技術 九州工業大学 大学院工学研究院 物質工学研究系 教授 竹中　繁織 

ナ
ノ
テ
ク
・
�
�

・
�
�

PN-04 ソフトイオン化 SIMS の開発 兵庫県立大学大学院 工学研究科 教授 持地　広造 
PZ-11 有機金属化合物の特性を活かした均一系触媒反応開発 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 准教授 大洞　康嗣 
PZ-21 植物由来の多孔質炭素材料を利用した新しい工業材料 山形大学 大学院理工学研究科 機械システム工学 教授 飯塚　　博 
PZ-27 集積型光増幅器構造作製のための新技術 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 電子システム工学部門 助教 山下　兼一 
PZ-29 簡便なガス輸送気相成長法による半導体ナノ結晶成長技術 群馬大学 工学研究科 電気電子工学専攻 准教授 尾崎　俊二 
PZ-30 ダイヤモンド電極による高機能電気化学センサー 慶応義塾大学 理工学部化学科 准教授 栄長　泰明 
PZ-12 有望な触媒となる二核金属錯体 / フォトメカニカル材料 金沢大学 理工研究域　物質化学系 助教 中井　英隆 
PZ-34 交流ゲート電圧印加による有機発光トランジスタからの高輝度発光 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 山雄　健史 

も
の
づ
く
り

PM-05 金型切削加工の誤差予測における超並列処理技術 埼玉大学 大学院理工学研究科 生産科学領域 助教 金子　順一 
PM-13 HDD 高密度化のための振動制御と革新的振動計測技術 北海道大学 大学院工学研究科 人間機械システムデザイン専攻 教授 梶原　逸朗 
PM-20 マルチフィジックス流体シミュレーション FrontFlow/red 北海道大学 大学院工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 大島　伸行 
PM-04 反発式硬さ試験機の新しい展開 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 松田　健次 
PM-06 様々な絞模様を加工するデジタルシステム 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
Ｔ

PI-12 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 精密工学研究所 知能化工学部門 准教授 張　　暁林 
PI-20 大規模最短路問題に対する高速 & 高性能計算システム 中央大学 理工学部 経営システム工学科 准教授 藤澤　克樹 
PI-23 サーバ連携方式による IT 教育クラウドシステム 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 教授 田胡　和哉 
PI-28 乗り物等の遊技施設の安全性を確認する測定装置の開発　　 福岡大学 工学部 機械工学科 教授 遠藤　正浩 

小間番号
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
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知財本部
小間番号 出展者名

IP-01 北見工業大学
IP-02 弘前大学
IP-03 香川大学
IP-04 関東信越地区工業高等専門学校産学官連携知的財産基盤強化推進連合組織
IP-05 創価大学リエゾンオフィス
IP-06 浜松医科大学
IP-07 静岡県立大学
IP-08 東海北陸地区高専の知的ゲートウェイ型連携組織
IP-09 京都工芸繊維大学産学官連携推進本部
IP-10 同志社大学知的財産センター
IP-11 お茶の水女子大学知的財産本部
IP-12 大分大学
IP-13 宮崎大学

TLO
小間番号 出展者名

T-01 北海道大学産学連携本部 TLO 部門
T-02 群馬大学研究・知的財産戦略本部
T-03 千葉大学　産学連携・知的財産機構
T-04 海事・水産振興会　（東京海洋大学 TLO）
T-05 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-06 株式会社産学連携機構九州・国立大学法人九州大学知的財産本部
T-07 東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター
T-08 東京工業大学産学連携推進本部
T-09 東京電機大学＜産官学交流センター＞
T-10 日本大学産官学連携知財センター
T-11 農工大ティー・エル・オー株式会社
T-12 東海大学産官学連携センター
T-13 株式会社長崎ＴＬＯ
T-14 株式会社　沖縄 TLO
T-15 有限会社山口ティー・エル・オー　（山口大学）
T-16 株式会社豊橋キャンパスイノベーション ( とよはしＴＬＯ）
T-17 静岡技術移転合同会社（静岡 TTO）
T-18 財団法人ひろしま産業振興機構＜広島ＴＬＯ＞
T-19 富山大学知的財産本部
T-20 山梨大学産学官連携・研究推進機構
T-21 神戸大学連携創造本部（神戸大学支援合同会社）
T-22 有限会社　金沢大学ティ・エル・オー（ＫＵＴＬＯ）
T-23 株式会社テクノネットワーク四国（四国ＴＬＯ）
T-24 明治大学＜知的資産センター＞
T-25 テレコム先端技術研究支援センター
T-26 佐賀大学ＴＬＯ
T-27 北九州ＴＬＯ（北九州産業学術推進機構　知的財産部）
T-28 くまもとテクノ産業財団
T-29 よこはまティーエルオー株式会社

アジアの大学
小間番号 出展者名

A-01 清華大学（中華人民共和国）
A-02 北京大学（中華人民共和国）
A-03 大連理工大学（中華人民共和国）
A-04 マレーシアプトラ大学（マレーシア）
A-05 モンゴル科学技術大学（モンゴル国）
A-06 チェラロンコン大学（タイ王国）
A-07 ハノイ工科大学（ベトナム社会主義共和国）
A-08 サムラトランギ大学（インドネシア共和国）
A-09 スラバヤ工科大学（インドネシア共和国）
A-10 シンガポール大学（シンガポール共和国）

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 ＳＮＴ
V-02 株式会社 ナノエッグ
V-03 株式会社 プロップジーン
V-04 株式会社 ポリチオン
V-05 株式会社 ファーム・フロー
V-06 株式会社 大阪電子科学技術研究所
V-07 株式会社オルスリー
V-08 株式会社青電舎
V-09 シグナルデザイン株式会社
V-10 株式会社 Lafla
V-11 インピュテクス株式会社
V-12 株式会社いぶき
V-13 AISSY 株式会社
V-14 株式会社シンスター・ジャパン
V-15 ＭＳＩ．ＴＯＫＹＯ株式会社
V-16 株式会社オプティカル・リソグラフィー・システムズ
V-17 株式会社マイクロン滋賀
V-18 ヒラソルバイオ株式会社
V-19 光トライオード株式会社（近畿大学発ベンチャー）
V-20 プロテック株式会社
V-21 オーストリッチファーマ株式会社
V-22 株式会社アクト・ノンパレル
V-23 有限責任事業組合スーパーナノフュージョン
V-24 ジャイロダイナミクス株式会社

研究機関ゾーン
小間番号 出展者名

R-01 独立行政法人 放射線医学総合研究所
R-02 独立行政法人 産業技術総合研究所
R-03 独立行政法人 海洋研究開発機構
R-04 北海道大学 創成研究機構 同位体顕微鏡システム・共用機器管理センター
R-05 全国共同利用情報基盤センタースーパーコンピュータシステム / 先端的大規模計算利用サービス
R-06 財団法人 神奈川科学技術アカデミー
R-07 北九州学術研究都市
R-08 札幌医科大学
R-09 徳島大学　知的財産本部
R-10 秋田県立大学
R-11 筑波大学　産学連携本部
R-12 埼玉大学
R-13 電気通信大学
R-14 新潟大学　知的財産本部
R-15 岐阜大学産官学融合本部
R-16 光産業創成大学院大学
R-17 広島市立大学
R-18 九州工業大学 産学連携推進センター
R-19 岩手大学 地域連携推進センター
R-20 スイス大使館　科学技術部

研究開発支援ゾーン
小間番号 出展者名

S-01 野村證券株式会社
S-02 スーパー連携大学院構想 ( 文部科学省「戦略的大学連携支援事業」)
S-03 産学連携支援センター埼玉
S-04 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
S-05 財団法人大田区産業振興協会
S-06 株式会社 つくば研究支援センター
S-07 早稲田大学　産学官研究推進センター
S-08 一般社団法人 コラボ産学官
S-09 経済産業省 産業技術環境局　技術振興課
S-10 経済産業省 北海道経済産業局
S-11 経済産業省 東北経済産業局
S-12 経済産業省 関東経済産業局
S-13 経済産業省 中部経済産業局
S-14 経済産業省 九州経済産業局

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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来場者のプロフィール
来場者の業種は、昨年までは約半数が「製造業」で、産業側の来場が 7 割を超えていたが、今年は「製造業」約 4 割、次いで「学校・教育・
研究関連」および「官公庁・公的機関」が約 3 割を占める。来場者の年齢は、20 代・30 代が約 3％増え、40 代・50 代が 3.9％減り、
6 年目にして初めて若返る結果となった。年齢に比例して役職者は 6.2％減、一般社員 ( 職 ) 員は 6.3％増となる。

業　種	 職　種	

その他 6.4％
無回答 0.4％

金融/証券/保険 1.4％

商社/卸/小売業 5.1％
建設/不動産 2.9％

技術移転機関(TLO) 1.4％

農林/水産/鉱業 0.4％

サービス業 6.8％
官公庁/公的機関 10.6％ 学校・教育・研究機関

20.3％

病院/医療機関 0.8％

製造業
41.4％

印刷/出版/放送/
広告 2.1％ 	

生産技術 2.3％
その他 14.8％

企画・マーケティング
15.7％

無回答 0.9％

エンジニアリング・設計
3.8％

営業・販売
7.7％
経営・管理
11.0％

学生 4.9％

広報・宣伝
2.6％

研究開発
36.3％

役　職	 所属先の規模	

部長クラス
18.6％

課長クラス
19.1％

係長/主任クラス
14.2％

一般社員/職員
20.8％

無回答
1.0％

学生
5.2％

その他
9.3％ 経営者/役員クラス

11.8％

	

10～49人
16.3％

50～99人
5.6％

100～299人
13.1％

300～499人
9.1％

500～999人
7.3％

5000～9999人
6.0％

1万人以上
10.0％

無回答
0.9％ 1～9人

9.1％

1000～4999人
22.6％

年　齢 	

20～29歳
11.8％

30～39歳
18.2％

50～59歳
23.3％

60歳以上
20.1％

40～49歳
25.7％

無回答
0.3％

20歳未満
0.6％

	 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 2009‐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：1,000 件
調 査 期 間：2009 年 9 月 16 日（水）～ 18 日（金）の 3 日間
調 査：日経 BP コンサルティング
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来場の目的は、昨年同様、「新技術の情報収集」「産学連携に関する情報収集」「新製品の情報収集」の順である。訪問したブースも、昨年
同様トップは「環境」、次いで「新エネルギー・省エネルギー」。イノベーション・ジャパンの満足度については、「満足・まあ満足した」
を合わせると、7 割以上の方が満足したとの回答を得た。次回への来場意向は、約 8 割が次回へ来場する意向を示している。フォーラム
受講者アンケートでは、講演テーマ・講演の満足度共に、昨年同様 9 割の高い評価である。

来場目的（いくつでも）

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

新技術の情報収集

共同研究開発先の探索

フォーラムの視聴
技術導入を想定

新製品の情報収集
産学連携に関する情報収集

大学「食」の祭典の見学

無回答

89.2％

49.1％
40.1％

38.9％

55.3％
56.1％

15.6％
36.5％

1.2％
その他

訪問したブース（いくつでも）

環境

ものづくり

ナノテクノロジー

材料

新エネルギー・省エネルギー

アグリ・バイオ

医療・健康

知財本部

TLO

大学「食」の祭典（試飲・試食）

IT

主催者（JST、NEDO）

研究機関ゾーン

大学発ベンチャーゾーン

研究開発支援ゾーン

アジアの大学

無回答

63.0％

48.4％

46.0％

52.3％

52.4％

44.0％

48.7％

30.1％

28.5％

38.9％

27.7％

30.2％

31.3％

24.2％

6.5％

20.6％

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

27.0％

満足度 次回来場意向

不満
0.2％

無回答
16.3％

やや不満
1.7％

どちらともいえない
8.9％

まあ満足した
51.1％

満足した
21.8％

できれば来場したい
34.5％

来場したいとは思わない
0.3％

あまり来場したくない
0.7％

無回答
16.0％

どちらともいえない
6.0％

来場したい
42.5％

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

良くない
0.3％ 無回答

0.5％
あまり良くない

0.8％

どちらでもない
5.5％

良かった
47.6％

大変良かった
45.3％

良くない 0.5％
無回答
1.0％

あまり良くない
2.7％

どちらでもない
7.0％

良かった
46.6％

大変良かった
42.1％

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」81.5%（昨年比 9.2％増）、「共同研究開発先の探索」72.4％（昨年比
21.5％）、「技術移転先の探索」57.4％（昨年比 19.3％）と大幅に増え、出展の目的がより明確になったことが伺える。出展の成果は
81.8％（昨年比 6.8％増）が成果があったとし、出展満足度も「満足・まあ満足」を合わせると 81.8％で、共に 8 割以上の評価を得た。
他展示会と比べた来場者の質は、「良かった・まあ良かった」が 80.3％（昨年比 8.2％増）。来場者の関心度も 8 割以上が高いと評価し
ており、昨年より来場者の質が上がったことが予想される。

＜大学・TLOゾーンの結果＞

出展目的（いくつでも）

研究成果の企業へのＰＲ

パートナー、提携先の開拓

産学連携に関する情報発信

技術移転先の探索

共同研究開発先の探索

大学の知名度アップ

産業界や企業との人脈づくり

その他

新製品・サービスの情報発信

製品・サービスの販売促進

新規顧客の開拓

81.5％

39.2％

37.0％

57.4％

72.4％

35.1％

48.0％

2.2％

10.7％

2.8％

6.6％

0 10 20 30 40 50 8060 70 90（％）

出展成果	 出展満足度	

成果が上がった
25.7％

どちらともいえない
14.4％

あまり成果が上がらなかった
3.4％

成果が上がらなかった
0.3％
無回答 0.0％

まあ成果が上がった
56.1％

	

ほぼ満足
55.5％

不満 0.3％
無回答 0.0％

やや不満
3.1％

どちらともいえない
14.7％ 

満足
26.3％

他展示会と比べた来場者の質	 来場者の関心度	

まあ良かった
41.7％

良かった
38.6％

やや悪かった
2.2％ 無回答 0.0％

悪かった 0.0％

どちらともいえない
17.6％

	

まあ高かった
52.0％

低かった
1.3％

無回答 0.0％

やや低かった
2.8％

どちらともいえない
13.2％

高かった
30.7％

出展者調査結果

出展者アンケート調査概要

調 査 方 法：出展者専用サイトにて入力
調査サンプル：大学・TLO ゾーン 319 件



�0

大学・TLO ゾーンの出展ブースでは、83.4％が「来場者からの相談・交渉があった」と回答し、昨年より 7.9％増。積極的なマッチン
グが行われたことが予測される。

＜大学・TLOゾーンの結果＞
商談・交渉 商談・交渉（件数）

なかった
16.6％

あった 83.4％

無回答 0.0％ （％） 

₃₀．₅％ 

₁₈．₈％ 

₉．₁％ １件 

２～４件 

５～９件 
₁₀～₁₉件 

₂₀～₂₉件 

₁₇．₈％ 

₅．₄％ 

₀ ₅ ₁₀ ₁₅ ₂₀ ₂₅ ₃₀ ₃₅

₃₀件以上  ₇．₇％ 

商談・交渉の内容（いくつでも） 今後も継続が見込まれる商談・交渉

（％） 

₃₃．₆％ 

関連する業務の参考として 

技術相談 

共同研究開発の希望 

サンプルの提供希望 

特許の実施契約の希望 

₂₁．₁％ 

₄．₀％ 

₀ ₁₀ ₂₀ ₃₀ ₄₀ ₅₀ ₆₀

その他  ₇．₀％ 

₅₅．₄％ 

₅₂．₇％ 

なかった
33.2％

無回答 0.0％

あった
66.8％

発表者アンケートでは、84.1％が「発表者への相談・名詞交換」があったと回答し、昨年より 5.2％アップしている。満足度も、「大変満足・
満足」を合わせると、77.1％と昨年比 2.1％アップしており、発表者の満足度の高さが伺える。

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 24  33.0
新エネルギー・省エネルギー 10  50.6
アグリ・バイオ・バイオバイオ 16  25.3
医療・健康 59  26.3
ナノテクノロジーノロジー 16  30.9
材料 35  31.5
ものづくり 21  21.0
IT 35 30.2

無回答 1.0％
なかった
14.9％

あった　84.1％

今後も継続が見込まれる相談 満足度

無回答 10.9％

なかった
17.4％

あった　71.6％

無回答 0.5％

満足している
45.8％

大変満足
している
31.3％普通

19.9％

満足していない
2.5％

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開設。
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稼働した。
稼働期間は 9 月 1 日から 9 月末まで。稼動期間中のシステムへの登録者数は 159 名。
展示会場内に設置したマッチングコーナーは、3 日間で 87 件 328 人が利用した。

発表者アンケート調査概要

調 査 方 法：新技術説明会の発表者を対象とした調査票記入方式
調査サンプル：201 件
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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�����名�����名���名��名名

基調講演

B7-11 9 月 16 日
（水） エネルギーイノベーションをめざして　〜 リーダーの使命 〜

新日本石油株式会社 代表取締役会長　日本経済団体連合会 �会長（住�政策�員会 �員長、　日本経済団体連合会 �会長（住�政策�員会 �員長、日本経済団体連合会 �会長（住�政策�員会 �員長、
企業行動�員会 �員長、中東・北アフリカ地域�員会 �員長、運輸・流通�員会 担当）
渡 文明氏

Ｂ7-21 9 月 17 日
（木） 未来社会の基盤−大学のイノベーション− 早稲田大学 総長　日本�立大学連�� 会長　白井 克彦氏　日本�立大学連�� 会長　白井 克彦氏日本�立大学連�� 会長　白井 克彦氏　白井 克彦氏白井 克彦氏

Ｂ7-31 9 月 18 日
（金） 日本発ケータイ文化の世界展開 株式会社ディー・エヌ・エー　代表取締役社長　南場 智子氏　代表取締役社長　南場 智子氏代表取締役社長　南場 智子氏　南場 智子氏南場 智子氏

Ｂ7-32 9 月 18 日
（金） みんなで日本を変えよう 経済評論家　公認会計士　勝間 和代氏　公認会計士　勝間 和代氏公認会計士　勝間 和代氏　勝間 和代氏勝間 和代氏

パネルディス
カッション Ｂ7-12 9 月 16 日

（水） 大学発ベンチャーの成功戦略 〜マイルストーンとビジョンを語る

株式会社ナノエッグ 取締役　研究開発本部長　山口 葉子氏　研究開発本部長　山口 葉子氏研究開発本部長　山口 葉子氏　山口 葉子氏山口 葉子氏
オーストリッチファーマ株式会社　代表取締役　塚本 康浩氏　代表取締役　塚本 康浩氏代表取締役　塚本 康浩氏　塚本 康浩氏塚本 康浩氏
株式会社ヒューマン・キャピタル・マネジメント　代表取締役社長　土井 尚人氏　代表取締役社長　土井 尚人氏代表取締役社長　土井 尚人氏　土井 尚人氏土井 尚人氏

【�デ�ー���デ�ー���
日経 BP 社　日経バイオテク編集長　橋本 宗明氏

企画
プログラム

Ｂ7-22 9 月 17 日
（木） オープン・イノベーションに対応した産学官連携の在り方について

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課長　柳 孝氏
【�デ�ー���デ�ー���
東京大学大学院情報理工学系研究科教授　石川 正俊氏

【パネリスト�パネリスト��
（産業界） 鹿島建設㈱　知的財産部　ライセンスグループ長　櫻井 克己氏（JIPA ライセン

ス�員会�員長）
（産業界）TOA 株式会社　知的財産室　室長　下垣 裕一氏（JIPA ライセンス�員会��員長）株式会社　知的財産室　室長　下垣 裕一氏（JIPA ライセンス�員会��員長）　知的財産室　室長　下垣 裕一氏（JIPA ライセンス�員会��員長）
（産業界） パナソニック株式会社　ライセンスセンター　チームリーダー　青木 潤氏（JIPA株式会社　ライセンスセンター　チームリーダー　青木 潤氏（JIPA　ライセンスセンター　チームリーダー　青木 潤氏（JIPA

ライセンス�員会��員長）
（大　学）電気通信大学　産学官連携センター特任教授　堀 建二氏
（大　学）東北大学　産学連携推進本部知的財産部長・特任教授　塩谷 克彦氏
（大　学）東京理科大学　科学技術交流センター長・技術移転部門長　藤本 隆氏
（独立行政法人）産業技術総合研究所産学官連携推進部門長　和田 敏美氏
【��ンテー����ンテー���
文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長代理　渡辺 栄二氏
特許庁総務部企画調査課知的財産活用企画調整官　天野 斉氏

ＮＥＤＯグラント成果報告会　〜オープンイノベーション時代の今、��を勝ち�くための国際共同研究〜　〜オープンイノベーション時代の今、��を勝ち�くための国際共同研究〜〜オープンイノベーション時代の今、��を勝ち�くための国際共同研究〜

G402-11 9 月 16 日
（水）

創薬・診断において重要な薬物トランスポーター遺伝子多型の機能解析技術
の国際標準化「薬物トランスポーターの遺伝子多型の機能解析：国際標準化
から FDA 白書まで」

理化学研究所　横浜研究所 オミックス基盤研究領域　石川 智久 客員主幹研究員　石川 智久 客員主幹研究員石川 智久 客員主幹研究員

遺伝子・タンパク質ネットワーク・グラフィカル表現の国際標準化
「一目で分かる細胞の回路図を作る」 慶應義塾大学 理工学部　�橋 啓 准教授　�橋 啓 准教授�橋 啓 准教授

材料の環境情報指標の国際開発と標準化
「環境問題の解決にはエコな材料を選んで使うこと！」 物質･材料研究機構 材料ラボ　�原 嘉一 グループリーダー　�原 嘉一 グループリーダー�原 嘉一 グループリーダー

地盤構造物のためのＩＳＯ耐震設計基準の国際化推進
「地震の問題は日本に任せろ！高速道路の盛土の設計　未来篇」 東京大学 大学院　工学系研究科　社会基盤学専攻　東畑 �生 教授　東畑 �生 教授東畑 �生 教授

次世代交流電圧標準の開発
「量子効果に基づいた普遍的な交流電圧標準の開発を目指して」 産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門　東海林 �� グループリーダー　東海林 �� グループリーダー東海林 �� グループリーダー

AFM を用いたナノ物質形態の精密評価手法の ISO 国際標準化
「ナノサイズの物質の形を正しく測る」 産業技術総合研究所　一村 信吾 理事　一村 信吾 理事一村 信吾 理事

G402-21 9 月 17 日
（木）

e インフラストラクチャ構築のための国際標準セキュリティポリシ策定事業
「第四の科学が未来を拓く！ -- その実現に向けての国際標準セキュリティポ
リシの策定」

産業技術総合研究所 情報技術研究部門　田中 良夫 主幹研究員　田中 良夫 主幹研究員田中 良夫 主幹研究員

大規模実世界データに基づく自動車運転行動信号処理の先導的研究
「自動車運転行動の国際標準モデルを目指して」 名古屋大学 情報科学研究科　武田 一哉 教授　武田 一哉 教授武田 一哉 教授

Semantic Web アプリケーションを指向した言語資源の国際標準の開発
「世界中の言語の辞書を記述する国際標準」 東京工業大学 大学院　情報理工学研究科　徳永 健伸 教授　徳永 健伸 教授徳永 健伸 教授

回路設計用モデル開発基盤の構築とこれを用いたマルチゲートＭＯＳＦＥ
Ｔモデルの開発「極限トランジスタ、マルチゲート MOSFET 用回路モデ
ルの国際共同開発に向けた知恵と国際標準化への一歩」

広島大学 大学院　先端物質科学研究科　三浦 道子 教授　三浦 道子 教授三浦 道子 教授

衛星搭載太陽電池アレイの帯電・放電試験法の ISO 標準化プロジェクト
「人工衛星放電事故を防ぐ試験方法の確立」 九州工業大学 宇宙環境技術研究センター　豊田 和弘 准教授　豊田 和弘 准教授豊田 和弘 准教授

歯科用磁性アタッチメントの最適化と国際標準の創成
「歯科用磁性アタッチメントの開発と標準化への道」 東北大学 大学院　歯学研究科　奥野 攻 名誉教授　奥野 攻 名誉教授奥野 攻 名誉教授

● 基調講演

新日本石油㈱ 代表取締役会長
渡 文明氏

早稲田大学 総長
白井 克彦氏

㈱ディー・エヌ・エー
代表取締役社長

南場 智子氏
経済評論家
勝間 和代氏 フォーラム　会場風景
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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�����名�����名���名��名名

企画
プログラム

JST 大学発ベンチャービジネスマッチングフェア

Ｄ5-21 9 月 17 日
（木）

ダチョウ抗体を用いたインフルエンザ防御用素材 オーストリッチファーマ株式会社　開発代表者：京都府立大学 教授　塚本 康浩氏　開発代表者：京都府立大学 教授　塚本 康浩氏開発代表者：京都府立大学 教授　塚本 康浩氏

マイクロ波外科手術デバイス　ー外科手術手技の変革ー 株式会社マイクロン滋賀　開発代表者：滋賀医科大学 教授　谷 徹氏　開発代表者：滋賀医科大学 教授　谷 徹氏開発代表者：滋賀医科大学 教授　谷 徹氏

スーパー人工核酸ＢＮＡは何に利用できるのか？ 株式会社 BNA　開発代表者：大阪大学 名誉教授　今西 武氏　開発代表者：大阪大学 名誉教授　今西 武氏開発代表者：大阪大学 名誉教授　今西 武氏

骨関節領域における手術支援システム（ソフトウェア開発・新規医療機器開発） 株式会社オルスリー　開発代表者：大阪大学 講師　村瀬 剛氏　開発代表者：大阪大学 講師　村瀬 剛氏開発代表者：大阪大学 講師　村瀬 剛氏

金を利用した新規磁気ビーズの開発とバイオ分野への応用 株式会社アクト・ノンパレル　開発代表者：大阪大学 講師　清野 智史氏　開発代表者：大阪大学 講師　清野 智史氏開発代表者：大阪大学 講師　清野 智史氏

善玉ＨＤＬ増加による動脈硬化の予防・治療 ハイクス・ラボラトリーズ合同会社　開発代表者：名古屋市立大学 教授　横山 信治氏　開発代表者：名古屋市立大学 教授　横山 信治氏開発代表者：名古屋市立大学 教授　横山 信治氏

Ｄ5-31 9 月 18 日
（金）

マルチターン方式による小型・高性能飛行時間型質量分析計の開発 MSI．TOKYO 株式会社　開発代表者：大阪大学 准教授　豊田 岐聡氏　開発代表者：大阪大学 准教授　豊田 岐聡氏開発代表者：大阪大学 准教授　豊田 岐聡氏

実用的新型波力発電システム 株式会社ジャイロダイナミクス　開発代表者：神戸大学 教授　神吉 博氏　開発代表者：神戸大学 教授　神吉 博氏開発代表者：神戸大学 教授　神吉 博氏

超小型衛星が拓く新しい宇宙利用 株式会社アクセルスペース　開発代表者：東京大学 教授　中須賀 真一氏　開発代表者：東京大学 教授　中須賀 真一氏開発代表者：東京大学 教授　中須賀 真一氏

光信号で光信号を制御する光トライオード（光版のトランジスタ） 光トライオード株式会社　開発代表者：近畿大学 准教授　前田 佳伸氏　開発代表者：近畿大学 准教授　前田 佳伸氏開発代表者：近畿大学 准教授　前田 佳伸氏

大量の文書情報を宝の山に変えます！ 株式会社 Lafla　開発代表者：九州大学 教授　廣川 佐千男氏　開発代表者：九州大学 教授　廣川 佐千男氏開発代表者：九州大学 教授　廣川 佐千男氏

仮想回路による高性能アプリ：安価なネット動画システム ヴオーネット株式会社　開発代表者：東京農工大学 教授　関根 優年氏　開発代表者：東京農工大学 教授　関根 優年氏開発代表者：東京農工大学 教授　関根 優年氏

光描画でサブミクロン、速くて安くて高精度 株式会社オプティカル･リソグラフィー･システムズ　開発代表者：東北大学 教授　須川 成利氏　開発代表者：東北大学 教授　須川 成利氏開発代表者：東北大学 教授　須川 成利氏

超臨界水熱合成技術の産業共通基盤技術化−大学発ベンチャーによる橋渡し事業− 有限責任事業組合スーパーナノフュージョン　開発代表者：東北大学 教授　��� 雅文氏　開発代表者：東北大学 教授　��� 雅文氏開発代表者：東北大学 教授　��� 雅文氏

Ｄ7-21 9 月 17 日
（木）

拡がり深化する「ＮＥＤＯの産学連携」
〜ＮＥＤＯ特別講座などを中心に大学・企業双方の視点から〜

東京工業大学大学院　理工学研究科　教授　谷岡 明彦氏　理工学研究科　教授　谷岡 明彦氏理工学研究科　教授　谷岡 明彦氏　教授　谷岡 明彦氏教授　谷岡 明彦氏　谷岡 明彦氏谷岡 明彦氏
大阪大学　蛋白質研究所　教授　中村 春木氏　蛋白質研究所　教授　中村 春木氏蛋白質研究所　教授　中村 春木氏　教授　中村 春木氏教授　中村 春木氏　中村 春木氏中村 春木氏
京都大学大学院　薬学研究科　准教授　山下 富義氏　薬学研究科　准教授　山下 富義氏薬学研究科　准教授　山下 富義氏　准教授　山下 富義氏准教授　山下 富義氏　山下 富義氏山下 富義氏
NEDO　プログラムマネジャー　京都大学 産官学連携センター　特任教授　小久見 善八氏　プログラムマネジャー　京都大学 産官学連携センター　特任教授　小久見 善八氏プログラムマネジャー　京都大学 産官学連携センター　特任教授　小久見 善八氏　京都大学 産官学連携センター　特任教授　小久見 善八氏京都大学 産官学連携センター　特任教授　小久見 善八氏　特任教授　小久見 善八氏特任教授　小久見 善八氏　小久見 善八氏小久見 善八氏

Ｂ7-33 9 月 18 日
（金）

日本のイノベーション生態系の課題と処方せん
〜 強みが弱みに変質し固有の弱点が宿る生態を好循環に転換せよ！〜

独立行政法人経済産業研究所　研究主幹（モデレーター）　長岡 �男氏経済産業研究所　研究主幹（モデレーター）　長岡 �男氏　研究主幹（モデレーター）　長岡 �男氏研究主幹（モデレーター）　長岡 �男氏　長岡 �男氏長岡 �男氏
株式会社東芝　顧問　東 実氏 実氏実氏
東京女子医科大学　先端生命医科学センター　客員教授　江上 美�氏　先端生命医科学センター　客員教授　江上 美�氏先端生命医科学センター　客員教授　江上 美�氏　客員教授　江上 美�氏客員教授　江上 美�氏　江上 美�氏江上 美�氏
日本アイ・ビー・エム株式会社　�行役員　久世 和資氏　�行役員　久世 和資氏�行役員　久世 和資氏　久世 和資氏久世 和資氏
一橋大学イノベーション研究センター　教授　中馬 宏之氏　教授　中馬 宏之氏教授　中馬 宏之氏　中馬 宏之氏中馬 宏之氏
経済産業省　産業技術環境局　研究開発課長　土井 良治氏　研究開発課長　土井 良治氏研究開発課長　土井 良治氏　土井 良治氏土井 良治氏

Ｄ7-31 9 月 18 日
（金）

産学官連携サクセスストーリー　〜産学連携成功のつぼ〜 群馬大学　産学連携学会会長　伊藤 正実氏　産学連携学会会長　伊藤 正実氏産学連携学会会長　伊藤 正実氏　伊藤 正実氏伊藤 正実氏
九州大学　産学連携学会理事　湯本 長伯氏　産学連携学会理事　湯本 長伯氏産学連携学会理事　湯本 長伯氏　湯本 長伯氏湯本 長伯氏

【科学技術政策担当大臣賞�
ＥＢウィルスを用いたヒトリンパ球由来抗体の大量作製技術の開発の開発 株式会社イーベック　代表取締役社長　土井 尚人氏イーベック　代表取締役社長　土井 尚人氏　代表取締役社長　土井 尚人氏代表取締役社長　土井 尚人氏　土井 尚人氏土井 尚人氏

北海道大学遺伝子病制御研究所 教授　株式会社イーベック　代表取締役会長　�田 賢�氏 教授　株式会社イーベック　代表取締役会長　�田 賢�氏教授　株式会社イーベック　代表取締役会長　�田 賢�氏　株式会社イーベック　代表取締役会長　�田 賢�氏イーベック　代表取締役会長　�田 賢�氏　代表取締役会長　�田 賢�氏代表取締役会長　�田 賢�氏　�田 賢�氏�田 賢�氏

【経済産業大臣賞�
世界最軽量の汎用小型風力発電システムの開発 ゼファー株式会社　代表取締役社長　伊藤 �介氏株式会社　代表取締役社長　伊藤 �介氏代表取締役社長　伊藤 �介氏　伊藤 �介氏伊藤 �介氏

【日本学術会議会長賞�
大規模糖鎖解析装置及び疾患マーカー探索技術の開発 塩野義製薬株式会社　�行役員医薬研究本部長　近藤 裕�氏株式会社　�行役員医薬研究本部長　近藤 裕�氏�行役員医薬研究本部長　近藤 裕�氏　近藤 裕�氏近藤 裕�氏

【�デ�ー���デ�ー���九州大学、産学連携学会理事　湯本 長伯氏
【��ンテー����ンテー���北海道大学　荒磯 恒久氏

Ｇ402-3 9 月 18 日
（金） 分野別の技術戦略マップの紹介と意見交換

次世代自動車用蓄電池技術

Ｇ405-3 太陽光発電技術

特別協賛
セミナー

IPO 実践セミナー

G409-11 9 月 16 日
( 水 )

株式上場まで意識した大学発ベンチャーの起業〜企業統治、コンプライアンス
大学発ベンチャーの公的研究資金獲得

優成監査法人 統括代表社員　加藤 善孝 氏　加藤 善孝 氏加藤 善孝 氏
野村證券 法人企画部　藤井 �� 氏　藤井 �� 氏藤井 �� 氏

G409-21 9 月 17 日
（木）

ベンチャー企業向け融資制度
大学発ベンチャーへの VC 出資の意味とハードル

日本政策金融公庫　国民生活事業本部　創業支援部　創業支援課長　林　武志 氏　国民生活事業本部　創業支援部　創業支援課長　林　武志 氏国民生活事業本部　創業支援部　創業支援課長　林　武志 氏　創業支援部　創業支援課長　林　武志 氏創業支援部　創業支援課長　林　武志 氏　林　武志 氏林　武志 氏
ジャフコ 産学連携�資運用部 部長代行　伊藤 毅 氏 産学連携�資運用部 部長代行　伊藤 毅 氏産学連携�資運用部 部長代行　伊藤 毅 氏 部長代行　伊藤 毅 氏部長代行　伊藤 毅 氏 毅 氏毅 氏 氏氏

G409-31 9 月 18 日
（金） 特別講座：中小企業の新規事業開発 タカノ相談役　堀井 朝運 氏　堀井 朝運 氏堀井 朝運 氏

G409-22 9 月 17 日
（木）

日本の農業の未来形〜植物工場と組織的 ( 露地 ) 栽培

(1) 産業としての農業産業としての農業
農業ビジネスの活性化 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー　�主任研究員　佐藤 光泰氏　�主任研究員　佐藤 光泰氏�主任研究員　佐藤 光泰氏　佐藤 光泰氏佐藤 光泰氏

(2) 学生報告　大学院博士課程学生によるレポート 株式会社みらい　レポーター：東京農工大学　Thoai Mong Rakaine/ 湯澤 知子　レポーター：東京農工大学　Thoai Mong Rakaine/ 湯澤 知子レポーター：東京農工大学　Thoai Mong Rakaine/ 湯澤 知子　Thoai Mong Rakaine/ 湯澤 知子Thoai Mong Rakaine/ 湯澤 知子
有限会社トップリバー　レポーター：鹿児島大学　高根 博樹 / 河野 剛　レポーター：鹿児島大学　高根 博樹 / 河野 剛レポーター：鹿児島大学　高根 博樹 / 河野 剛　高根 博樹 / 河野 剛高根 博樹 / 河野 剛

(3) 植物工場関連
完全閉鎖型植物工場のビジネス化
新しい農業技術の開発

株式会社みらい　代表取締役　嶋村 茂治氏　嶋村 茂治氏嶋村 茂治氏
メビオール株式会社　代表取締役　森 有一氏　森 有一氏森 有一氏

(4) 組織的 ( 露地 ) 栽培の新事業モデル
大規模組織的農業と農産物の品質管理
都会から農業の新たな担い手を

有限会社新福青果 代表取締役　新福 秀秋氏　新福 秀秋氏新福 秀秋氏
農業生産法人 有限会社 トップリバー　代表取締役　嶋崎 秀樹氏　代表取締役　嶋崎 秀樹氏代表取締役　嶋崎 秀樹氏　嶋崎 秀樹氏嶋崎 秀樹氏

(5) 農商工連携と今後の農業 経済産業省　地域経済産業政策課長　�本 徹 氏　�本 徹 氏�本 徹 氏
司会　フリーアナウンサー　神原 千恵氏

併催
セミナー

Ｄ 7-17-1 9 月 16 日
（水）

第５回中小企業産学官連携推進フォーラム ビジネスモデル・イノベーション ビジネスモデル・イノベーションビジネスモデル・イノベーション
〜研究成果が新事業を切り開く〜

中小機構 理事　占部 浩一郎氏
中小機構 新事業支援部 産学官連携推進課長　福本 功氏
日経 BP 社 ベンチャー・シーズチーム マネジャー　西本 一郎氏
株式会社バイオマーカーサイエンス 代表取締役社長　内田 景博氏
メカトラックス株式会社 代表取締役　永里 壮一氏

【パネリスト�パネリスト��
株式会社バイオマーカーサイエンス　内田 景博氏
メカトラックス株式会社　永里 壮一氏 
九州大学 特任准教授 知的財産本部 起業支援グループリーダー　坂本 剛氏
中小機構 統括インキュベーション・マネージャー　加藤 英司氏
中小機構 産学官連携推進課　古内 里佳氏

【�デ�ー���デ�ー���日経 BP 社　西本 一郎氏

G409-12 9 月 16 日月 16 日16 日日
（水） IPO 交流会　TLO 等関係者との意見交換の場として

Ｄ 5-15-1 9 月 16 日月 16 日16 日日
（水） 特許ビジネス市

9 月 16 日月 16 日16 日日
（水） 平成 21 年度プログラムオフィサーセミナー
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プロモーション活動
● 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 31 日号
9 月 7 日号
9 月 14 日号

日経エコロジー 10 月号
日経トップリーダー 9 月号月号

電子・機械
日経エレクトロニクス 9 月 7 日号
日経マイクロデバイス 9 月号
日経ものづくり 9 月号

IT
日経コンピュータ 9 月 2 日号
日経パソコン 9 月 14 日号

医療・バイオ 日経メディカル 9 月号

● DM ＜主な送付先＞
イノベーションジャパン 2007/2008 登録者
FPD International 2007/2008 登録者
バイオジャパン 2007/2008 登録者

● ポスター
　（A1 サイズ）

● 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 朝刊＆夕刊 
Bpnet イベント
Bpnet スキルアップ 
日経トップリーダー ONLINE
週刊 Bpnet メール

医療・バイオ・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
FOOD・SCIENCE/NEWS メール

環境
日経エコロジー NEWS メール
ECO JAPAN メール

電子機械

Tech-On! メール
日経ものづくり NEWS メール
日経エレクトロニクス・ニュースメール
FPD International 2008 Preview メール
計測展 2007　TOKYO メール

ＩＴ

ITpro RFID
ITpro SkillUP
ITpro Special
ITpro ソリューション営業
ITpro Network
ITpro News
ITpro Report
ITpro Security
日経コンピュータ Express

日経 BP 社
開催展示会

イノベーション・ジャパン 2007/2008 登録者・ジャパン 2007/2008 登録者ジャパン 2007/2008 登録者
FPD Inter 2007/2008 登録者
計測展 2007 登録者
Bio Japan2007/2008 登録者

● DM 封筒およびチケット

● 雑誌広告
　日経ビジネス
　（9 月 7 日号）



��

報道実績	（�00� 年 �0 月 �� 日現在　一部抜粋）

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 �イトル
【テレビ】
NEWS　FINE 9 月 17 日　15 時半〜 テレビ東京 「倉野のコレ見テ」
世の中進歩堂 10 月 25 日　20 時 30 分〜 21 時 ＢＳジャパン 世の中進歩堂　“大学見本市”で新技術を売り込め！

【新聞】
日経産業新聞 9 月 3 日 日本経済新聞社 ＮＥＤＯ、産学連携の事例紹介する講演会。
東洋経済 9 月 7 日 東洋経済新報社 経済カレンダー９月─Ｅｃｏｎｏｍｙ　Ｃａｌｅｎｄａｒ
日刊工業新聞 9 月 14 日 日刊工業新聞社 長岡技科大と若手鉄工業者　災害救助ロボ販売へ　きょう都内見本市でＰＲ
新潟日報 9 月 15 日 新潟日報社 長岡技科大と若手鉄工業者　災害救助ロボ販売へ　きょう都内見本市でＰＲ

山陽新聞 9 月 15 日 山陽新聞社 がんや交通事故後遺症　慢性疼痛の遺伝子発見　岡山大大学院・板野助教、大内
田准教授　痛み抑える治療法開発

長崎新聞 9 月 18 日 長崎新聞 県立大など大学の先端技術を紹介／イノベーションジャパン見本展／東京
日刊工業新聞 10 月 6 日 日刊工業新聞社 ポリホウ酸使った不燃剤金沢工大の露本研究室が開発 
日刊水産経済新聞 9 月 24 日 水産経済新聞社 「イノベーションジャパン 09- 大学見本市」開催
テレケーブル 10 月 9 日 テレケーブル新聞社 イノベーション・ジャパン 2009「大学見本市」開催
日刊木材新聞 10 月 15 日 日刊木材新聞社 ポリホウ酸使った不燃剤金沢工大の露本研究室が開発
化学工業日報 10 月 21 日 化学工業日報社 リウマチの新規マーカーに／神戸大 特果的に発現増減

【雑誌】
日経情報ストラテジー 8 月 29 日 日経 BP 社 カレンダー
プラスチックス誌 2010 年 2 月号 工業調査会 『導電性高分子のナノシリンダの創製』（仮題）

プラスチックス誌 2010 年 3 月号 工業調査会 『コーティングされたプラスチック複合基板材料での応力ひずみ
チェックの事例』

産学官連携ジャーナル Vol.5 No.10 2009 JST イベントレポート 　イノベーション・ジャパン 2009 −大学見本市　アジアの
大学出展、「食」の祭典

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 �イトル
【Web】
専門家に聞くコラム 9 月 7 日 オールアバウト イノベーション・ジャパン 2009 のご紹介
FujiSankei Business 9 月 7 日 日本工業新聞新社 【中小企業ホットライン】１６日に東京で産学官連携推進フォーラム
先端技術事業化 9 月 16 日 日経 BP 社 「イノベーション・ジャパン 2009- 大学見本市」が開会
先端技術事業化 9 月 16 日 日経 BP 社 九州大学発ベンチャーの Lafla、Web サイト内を言葉でつなげる新検索エンジンなどを出展
先端技術事業化 9 月 16 日 日経 BP 社 三菱 UFJ 技術育成財団、平成 21 年度第 1 回研究開発助成金の交付先 5 社を決定
先端技術事業化 9 月 17 日 日経 BP 社 オーストリッチファーマ、ダチョウ卵黄用い、従来の 1/4000 程度の低コストで有用抗体を大量作製
Web コラムページ

「セミナー・イベントレポート」 確認中 ハミングヘッズ イノベーション・ジャパン 2009 開催

Robot Watch 9 月 17 日 Robot Watch 「イノベーションジャパン 2009 - 大学見本市」開催中　〜食事支援ロボットから地中掘削ロボットまで 
日経バイオテク・オンライン 9 月 18 日 日経 BP 社 「不妊治療に活用できる」浜松医大サプリメント、イノベーション・ジャパン 2009「大学食の祭典」でデビュー
先端技術事業化 9 月 21 日 日経 BP 社 「エネルギーイノベーションをめざして〜リーダーの使命〜」（渡文明新 日本石油代表取締役会長）
先端技術事業化 9 月 23 日 日経 BP 社 【イノベーション・ジャパン 2009】基調講演 「みんなで日本を変えよう」 （勝間和代氏　経済評論家 / 公認会計士）

先端技術事業化 9 月 30 日 日経 BP 社 第 5 回中小企業産学官連携推進フォーラム パネルディスカッション　「ビジネスモデル・イノベーション〜研究成
果が新事業を切り開く〜」

先端技術事業化 9 月 30 日 日経 BP 社 長岡技術科学大学、近赤外分光で喜びや怒りを計測する「リアルタイム光感性計測システム」を出展
先端技術事業化 9 月 30 日 日経 BP 社 岩手県立大学、館内探検で来館者の「自由な楽しみ方」を提供する小型ユビキタス端末を開発
先端技術事業化 9 月 30 日 日経 BP 社 ナノエッグ、“アンチエイジング”を実現する「ナノエッグ」と「ナノキューブ」の 2 つの技術を出展
先端技術事業化 10 月 1 日 日経 BP 社 聖マリアンナ医大の渡邊助教、内視鏡観察時の胃粘液洗浄液用い、胃がん生検と同等の検査能を実現

ロボット専門サイト「ロボナブル」 10 月 2 日
10 月 5 日 日刊工業新聞社

先端技術事業化 10 月 7 日 日経 BP 社 埼玉工業大学の和田准教授、障害者向け「ジョイスティック式運転装置」の試作機を開発
先端技術事業化 10 月 7 日 日経 BP 社 東洋大学共生ロボット研究センター、「ロボットハウス」による高齢者見守りシステムを出展
先端技術事業化 10 月 14 日 日経 BP 社 静岡大学の犬塚教授、果実の硬度の「非接触・低侵襲測定法」を紹介
先端技術事業化 10 月 14 日 日経 BP 社 大阪市立大学の木山教授、世界で初めて慢性疲労診断マーカー「α -MSH」の有用性を確認
先端技術事業化 10 月 14 日 日経 BP 社 滋賀医科大学、ケト・エノール互変異性を利用したアルツハイマー病の新規診断薬などについて発表

BSジャパン「世の中進歩堂」  �������Robot watch      �先端技術事業化 
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<本報告書に関するお問い合わせ先>

大学の研究成果を社会に広く公開する「イノベーション・ジャパン 2009‐大学見本市」の併催イベントとして、『大学「食」の祭典』を開催。
大学の食分野における産学連携の実績として、すでに「商品」として市場に出た、大学の食に関係する研究成果について、商品紹介とともに、
試飲・試食などを交え紹介。

　
　会　期：2009 年 9 月 16 日（水）～ 18 日（金）
　　　　 （時間）16 日・17 日は 10 時から 18 時、18 日は 10 時から 17 時まで
　会　場：東京国際フォーラム（東京・有楽町）
　展示コーナー：地下１階　ロビーギャラリー
　試飲・試食コーナー：展示ホール　イノベーション・ジャパン 2009 大学・ＴＬＯゾーンの一角
　　　　　　　　　　　各出展を 3 つのグループに分け 12 時、14 時、16 時で連日実施

＜大学「食」の祭典　来場者調査結果＞

大学「食」の祭典に関する満足度は、「満
足」40.7％、「ふつう」41.8％、「興味がな
い」2.5％。次回への期待度は、「期待する」
76.5％、「期待しない」7.7％と期待の高さ
が伺える。

満足度 期待度

ふつう
41.8％

無回答
15.1％

興味がない
2.5％

満足
40.7％

しない
7.7％

無回答
15.8％

する
76.5％

大学「食」の祭典の風景




