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来 場 者 数
展示会来場者数
新技術説明会受講者数
その他のプレゼンテーション受講者数
プレス来場者数
来場者総計

4,533
1,262
1,116
15

6,926

6,753
1,950
1,071
27

9,801

6,567
1,906
662
19

9,154

17,853
5,118
2,849
61

25,881

9/29（水）※ 9/30（木） 10/1（金） 3日間合計

（単位：人）

※　9月29日（水）の開催時間は13：00～ 17：30

出展者・発表者一覧
大学のほか、大学発ベンチャー、研究機関、NEDO支援など414件が展示。

展示内訳
大学ゾーン 研究機関 ： 11

企業・大学発ベンチャー企業 ： 19

NEDO支援 ： 20

主催者 ： 2

特別協賛 ： 2

合計 　414件

環境

新エネルギー・省エネルギー

アグリ・バイオ

医療・健康

ナノテクノロジー

材料

ものづくり

IT

40

30

31

85

29

38

49

58

360

新技術説明会内訳 環境
新エネルギー・省エネルギー

アグリ・バイオ
医療・健康

ナノテクノロジー
材料

ものづくり
IT

合計

19
21
21
50
19
31
23
21
205

産業界からのプレゼンテーション
JST大学発ベンチャービジネスマッチング

67
7

大学ゾーン
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 研究代表者名等

K-01 酪農パーラー排水浄化システムの開発 帯広畜産大学地域連携推進センター 畜産フィールド科学センター センター長 本江昭夫
K-02 PK-08 安定同位元素イメージング技術（先端研究施設共用促進事業） 北海道大学 大学院理学研究院 教授 圦本尚義
K-03 高効率な配糖体の製造方法 国立高等専門学校機構本部 一関工業高等専門学校 物質化学工学科 教授 戸谷一英
K-04 キャビテーションテクノロジーの新展開 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
K-05 自然エネルギーを用いた海水の淡水化装置の開発（II） 仙台高等専門学校 地域イノベーションセンター（広瀬センター） センター長／教授 羽賀浩一
K-06 先端研究施設供用促進事業による最先端低乱気流環境の利用 東北大学 流体科学研究所 流体融合研究センター 教授・センター長 大林　茂
K-07 ナノ粒子を核とした3次元的モジュール集積によるセルラーゼ酵素の高機能化 東北大学 大学院工学研究科 バイオ工学専攻 准教授 梅津光央
K-08 PK-11 希土類磁石に含まれるレアメタルの分離精製技術 秋田大学 大学院工学資源学研究科 環境物質工学専攻 大学院担当教授 菅原勝康
K-09 地盤および月面掘削用小型ロボットDigBotの展示 筑波大学 大学院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-10 水性二相抽出を用いた排水・環境水中の微量亜鉛の簡易比色分析法 埼玉大学 物質基礎領域 教授 渋川雅美
K-11 地産地活型超軽量1人乗り電気自動車（ULV）の開発 早稲田大学 環境総合研究センター 環境・エネルギー研究科 教授 永田勝也
K-12 PK-14 超高揚水特性とマイクロバブル発生能を有する多孔質セラミックス 東京工業大学 応用セラミックス研究所 教授 岡田　清
K-13 ホウ素、セレン等有害微量元素の不溶化及び水処理技術 早稲田大学 ナノ理工学研究機構 先進理工学研究科 応用化学 教授 松方正彦
K-14 PK-05 半導体の熱活性を利用したVOCならびに悪臭の浄化システム 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 水口　仁
K-15 PK-12 沿岸域の潮汐流や河口付近の水流の計測を目的とした自動海流観測システム 長岡技術科学大学 環境・建設系 准教授 入江博樹
K-16 PK-02 建設廃棄物リサイクルに貢献できるエコシステムの提案 富山高等専門学校 専攻科 准教授 袋布昌幹
K-17 PK-17 誰でも、一目で、明確に、新環境モニタリング技術 富山高等専門学校 専攻科専任 助教 間中　淳
K-18 PK-10 光導波路をセンサデバイスとした新規バイオセンサ 福井大学 大学院工学研究科 ファイバーアメニティ工学専攻 教授 末信一朗
K-19 PK-15 廃PVCの陽イオン交換体への転換による高付加価値化 信州大学 工学部 物質工学科 教授 三島彰司
K-20 リグニン系新素材「Lignophenol」の高機能化 三重大学 大学院生物資源学研究科 教授 舩岡正光
K-21 微細気泡を大量利用するガス溶解と水浄化への応用 立命館大学 理工学部 機械工学科 准教授 吉岡修哉
K-22 幹細胞バイオセンサー 立命館大学 薬学部 薬学科 教授 高田達之
K-23 余剰汚泥の発生しない排水処理システムの開発 大阪工業大学 環境ソリューションセンター 工学部 環境工学科 教授 石川宗孝
K-24 PK-09 都市鉱山からのレアメタル回収に微生物機能を！ 大阪府立大学 工学研究科 化学工学分野 教授 小西康裕
K-25 文化財保全環境モニター開発─土壌由来のカビの検出─ 奈良女子大学 理学部生物科学科 教授 鈴木孝仁
K-26 PK-06 独自開発に成功「アクリルアミド製造用の革新的化学触媒」 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-27 環境計測のための新しいレーザ光点位置検出装置 岡山大学 大学院自然科学研究科 助教 永井伊作
K-28 環境を考慮したビニールハウス無煙暖房装置の技術開発 愛媛大学 農学部 技術室 技術長 尾上清利
K-29 PK-19 炭による植物苗床の開発、及び環境資材としての活用法 高知工科大学 地域連携機構 連携研究センター バイオカーボン開発研究室 助手 篠田雄一、室長教授 坂輪光弘
K-30 PK-04 可視光応答型光触媒による殺菌タイルと空気清浄機開発 九州工業大学 大学院工学研究院 物質工学研究系・応用化学部門 教授 横野照尚
K-31 非金属元素を組み込んだ可視光応答型光触媒酸化チタン 福岡大学 理学部 化学科 教授 脇田久伸
K-32 PK-07 紫外線照射による都市ごみ焼却灰の鉛不溶化技術と応用 福岡大学 工学部 社会デザイン工学科 教授 佐藤研一
K-33 フィルム色素レーザー搭載の光ファイバーによる遠隔・多元センサー 九州大学 システム情報科学研究院 准教授 興　雄司
K-34 水中キャビテーションとプラズマを使った小型・低コスト水処理装置 佐賀大学 大学院工学系研究科 電気電子工学専攻 准教授 猪原　哲
K-35 PK-16 ナノ秒パルス放電プラズマによる省エネルギー型気相化学物質変換技術 熊本大学 大学院自然科学研究科 衝撃エネルギー科学 准教授 浪平隆男
K-36 医・歯・薬系におけるフォルムアルデヒド代替液の開発 大分大学 医学部 分子解剖学（解剖学第二） 教授 藤倉義久
K-37 有価資源の分離・回収方法 宮崎大学 工学部 物質環境化学科 教授 馬場由成
K-38 各種廃棄物焼却灰を原料とした低負荷型混合セメント・コンクリートの開発 国立高等専門学校機構本部 鹿児島工業高等専門学校 都市環境デザイン工学科 准教授 前野祐二
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出展者・発表者一覧

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 研究代表者名等

K-39 PK-18 海洋バイオマス利用による二酸化炭素吸収および新エネルギーの開発 琉球大学 工学部 機械システム工学科 准教授 瀬名波出
K-40 海藻資源を利用した赤土凝集剤 琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科 准教授 小西照子

新エネルギー・省エネルギー
E-01 光アンテナ搭載可視・近赤外光電変換システム 北海道大学 電子科学研究所 所長／教授 三澤弘明
E-02 PE-06 レアアースを使用しないハイブリッド自動車用フェライト磁石モータの開発 北海道大学 大学院情報科学研究科 教授 小笠原悟司
E-03 PE-08 高効率型風力・太陽光ハイブリット発電システム 東北工業大学 新技術創造研究センター 研究推進部門長・助教 野澤壽一
E-04 低コスト色素増感太陽電池の開発─金属基板と炭素材料による低コスト化─ 群馬工業高等専門学校 物質工学科 教授 藤野正家
E-05 PE-02 無機系ケミカルヒートポンプによるエネルギーリサイクル利用技術 千葉大学 大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻 教授 小倉裕直
E-06 光応答性・導電性を示すカーボンナノチューブ有機ゲル材料の開発 芝浦工業大学 工学部 講師 小西利史
E-07 燃料電池 東京理科大学 科学技術交流センター 電池関連技術
E-08 光合成を模倣した安価で高性能な色素増感太陽電池 東京理科大学 科学技術交流センター 電池関連技術
E-09 PE-12 スマートグリッドに対応した電気自動車用充放電システム 東京工業大学 大学院理工学研究科 電気電子工学専攻 教授 赤木泰文
E-10 PE-13 小型・高性能熱交換型マイクロリアクターの開発 東京農工大学 大学院 工学研究院 応用化学部門 准教授 桜井　誠
E-11 光耐性に強く室温で安定動作する次世代光機能性材料：共振器ポラトリン素子 東京農工大学 大学院 工学研究院 物理システム工学科 助教 小田　勝
E-12 PE-19 太陽光発電システムにおける新型MPPT制御方式 神奈川工科大学 工学部 電気電子情報工学科 准教授 板子一隆
E-13 PE-18 長く明るく光る蓄光成形品の成形条件の最適化 富山高等専門学校 専攻科専任 准教授 山本桂一郎
E-14 PE-09 リチウムイオン電池用チタン酸リチウム負極材料 福井大学 大学院工学研究科 材料開発工学専攻 教授 荻原　隆
E-15 微生物触媒法による使用済植物油のBDF化技術 長野工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授 畠　俊郎
E-16 PE-16 次世代クリーン電池用ナノ無機マテリアルイノベーション 信州大学 工学部 環境機能工学科 准教授 手嶋勝弥
E-17 核融合科学研究から展開する新技術の応用 自然科学研究機構核融合科学研究所 ヘリカル研究部 装置工学・応用物理研究系 教授 三戸利行
E-18 PE-10 バイオマス＋プラスチック廃棄物からの高カロリー粉末燃料 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-19 PE-05 均一な高負荷面加熱を実現するマイクロフレームアレイ燃焼器の創製 中部大学 工学部 機械工学科 准教授 平沢太郎
E-20 分散型電源導入系統における新しい給電方式 愛知工業大学 エコ電力研究センター 教授 一柳勝宏
E-21 CIS系薄膜太陽電池の高品質薄膜成長からデバイス設計/作製まで 立命館大学 理工学部 立命館グローバル・イノベーション研究機構 准教授 峯元高志
E-22 リチウムイオン電池による鉄道用回生電力貯蔵装置 同志社大学 理工学部 電気工学科 教授 長岡直人
E-23 五単糖輸送能を付与したエタノール発酵酵母 京都大学 農学研究科 助教 渡辺誠也
E-24 藻類由来成分を利用した脂肪前駆細胞分化抑制剤 京都大学 農学研究科 准教授 菅原達也
E-25 PE-03 SiCパワーデバイスを高性能化するMOS界面欠陥の低減技術 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 微細素子科学 助教 矢野裕司
E-26 炭化水素の直接官能基化 岡山大学 異分野融合先端研究コア 助教 仁科勇太
E-27 PE-11 マンガン酸化物のナノ構造制御から次世代エネルギー貯蔵材料への応用展開 山口大学 大学院理工学研究科 教授 中山雅晴
E-28 PE-15 耐熱性酵母を用いたバイオエタノール生産コスト削減技術 山口大学 医学研究科 准教授 星田尚司
E-29 PE-21 太陽光発電大量導入時の電圧逸脱問題解消のための無効電力制御手法 九州大学 システム情報科学研究院 電気システム工学部門 教授 合田忠弘
E-30 PE-01 強風域に特化した農業用ハイブリッド発電システムの開発 琉球大学 工学部 情報工学科 教授 玉城史朗

アグリ・バイオ
B-01 サクランボから分離した新しい製パン用酵母「とかち野」 帯広畜産大学 地域連携推進センター 食品科学研究部門 機能科学分野 教授 小田有二
B-02 PB-03 機能性素材としての十勝産ナガイモの可能性 帯広畜産大学 地域連携推進センター 食品科学研究部門 機能科学分野 准教授 木下幹朗
B-03 熱安定性に優れた深海バクテリア由来のアルギン酸分解酵素 北海道大学 大学院水産科学研究院 准教授 井上　晶
B-04 PB-21 抗酸化機能分析研究センターによる食品素材データベースの構築 旭川医科大学 医学部 医学科 教授 若宮伸隆
B-05 新規ウイルスベクターを用いた果樹・野菜の開花促進技術 岩手大学 農学部 農学生命課程 教授 吉川信幸
B-06 PB-16 ユニークな性質をもった米澱粉の開発と利用可能性 秋田県立大学 生物資源科学部 生物生産科学科 准教授 藤田直子
B-07 PB-11 加熱・せん断粉砕によるアルファ化穀物粉の全く新しい製造法 山形大学 大学院理工学研究科 機能高分子工学専攻 准教授 西岡昭博
B-08 PB-22 太陽光利用型・完全人工型植物工場生産システム 千葉大学 大学院園芸学研究科 准教授 丸尾　達
B-09 PB-01 非平衡蒸気検出型ニオイセンサの開発 東洋大学 生命科学部 食環境 教授 大熊廣一
B-10 PB-02 細胞及び微粒子表面の分析のためのマイクロデバイスの開発 東洋大学 バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 研究助手 安喜敦士
B-11 PB-08 周年生産のための東京農工大学ブルーベリーキャンパスファクトリー 東京農工大学 大学院農学研究院 生物生産学科 教授 荻原　勲
B-12 PB-14 2次元マイクロピラーアレイ構造を用いた単一細胞分離技術 東京工業大学 半導体・MEMS支援センター センター長 松谷晃宏
B-13 ラン藻由来超巨大多糖類「サクラン」が示す桁違いの性能 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
B-14 PB-10 酵素の安定性を高める植物由来因子 福井大学 大学院工学研究科 生物応用化学専攻 准教授 寺田　聡
B-15 PB-18 穀類の機能性成分富化技術の開発 信州大学 大学院農学研究科 教授 藤田智之
B-16 発生予察用白熱電球代替LED光源の開発 光産業創成大学院大学 光産業創成研究科 助教 大塚周二
B-17 糖尿病予防食品の開発－食品機能学からのアプローチ－ 中部大学 応用生物学部 准教授 津田孝範
B-18 物質循環に基づく有機農業のための新規農地診断技術 立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授 久保　幹
B-19 PB-06 蛍光共鳴エネルギー移動を利用した酵素活性測定基質及びその製造方法 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質機能領域 准教授 松岡浩司
B-20 PB-15 反応速度、熱安定性、基質選択性を上昇させる酵素活性化剤の開発 甲南大学 フロンティアサイエンス学部 研究科 生命化学科 生命化学専攻 准教授 甲元一也
B-21 PB-07 根の生長促進遺伝子の導入によるジャガイモの生産性向上 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 教授 横田明穂
B-22 イネ科植物の核内染色体の倍加による米の収量増大 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 細胞生物学専攻 教授 梅田正明
B-23 分子キラリティ顕微鏡 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 光情報分子科学 教授 河合　壯
B-24 蛋白質N末端特異的標識法と、人工抗体やPET診断法への応用 岡山大学 大学院・自然科学研究科 生物機能工学科 助教 瀧真　清
B-25 PB-13 健康商品を利用した害虫防除 －体によい農薬－ 高知大学 農学部 准教授 手林慎一
B-26 有用寒天オリゴ糖の効率的生産 高知工科大学 環境理工学群 准教授 有賀　修
B-27 バイオセンサーを用いた生体色素ヘムの微量測定法 九州工業大学 大学院情報工学研究院 生命情報工学研究系 准教授 坂本　寛
B-28 PB-05 フルオラス分離技術を利用した微量生体成分の高感度・高選択的分析技術 福岡大学 薬学部 薬学科 助教 轟木堅一郎
B-29 ツバキ葉と緑茶葉を用いた発酵茶の脂肪低減効果 長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科 教授 田中一成
B-30 PB-19 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 技術補佐員 嶽本あゆみ
B-31 PB-20 パルスパワーによる生体物理刺激と生体活性制御 熊本大学 バイオ 基礎バイオエレクトリクス分野 教授 勝木　淳

医療・健康
W-01 創薬基盤技術とイメージングを融合した未来創薬・医療イノベーション 北海道大学 創成研究機構 未来創薬・医療イノベーション推進室 総長 佐伯　浩
W-02 メラノーマの転移抑制剤 札幌医科大学 医学部 薬理学講座 教授 堀尾嘉幸
W-03 FGFR1を標的とした肝癌の診断・治療システム開発 札幌医科大学 医学部 内科学第一講座 講師 佐々木茂
W-04 p53蛋白質と人工miRNAの共発現によるアポトーシス誘導 札幌医科大学 医学部 附属がん研究所 分子生物学部門 助教 井戸川雅史
W-05 PW-42 Ape1遺伝子導入による内皮前駆細胞機能改善法 旭川医科大学 医学部 医学科 特任准教授 川辺淳一
W-06 PW-43 難治癌の血管「再生」による治療抵抗性解除 旭川医科大学 医学部 医学科 講師 水上裕輔
W-07 携帯電話による本人認証を用いたPHRシステム 旭川医科大学 学長 吉田晃敏
W-08 PW-29 1日の食塩摂取量を簡便に測定するための器材と方法 青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 准教授 浅田　豊
W-09 固定化酵素を用いたプロテオグリカン糖鎖のカスタム合成 弘前大学 大学院医学研究科 附属高度先進医学研究センター 糖鎖工学講座 准教授 柿崎育子
W-10 PW-22 発酵食品由来健康サプリメント及び抗癌作用剤の開発 秋田大学 大学院工学資源学研究科 生命化学科 大学院担当教授 伊藤英晃
W-11 PW-48 大規模・高効率細胞膜穿孔法と細胞改変ロボットシステム 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 齋藤　敬
W-12 PW-32 ゼロバックラッシュ・小型・高出力精密アクチュエータと医療機器応用 福島大学 共生システム理工学類 教授 高橋隆行
W-13 PW-08 早足歩行可能な歩行リハビリテーションシステム 筑波大学 大学院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-14 微生物変換の新たな展開 群馬工業高等専門学校 一般教科（自然） 教授 宮越俊一
W-15 中国における高齢者介護支援事業に対する教材開発と技術支援 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 教授 久保田富夫
W-16 裸眼視3D内視鏡へのステレオ視奥行算出方式の応用の可能性 中央大学 理工学部 情報工学科 教授 鈴木　寿
W-17 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-18 PW-03 プラズマ紫外線を用いた大量高速殺菌システムの開発 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
W-19 生体生理指標に基づく感性情報の分析と製品評価への応用 明星大学 理工学部 総合理工学科 准教授 野澤昭雄
W-20 PW-09 核磁気共鳴技術を用いた新しい医学検査と診断技法の開発 日本医科大学 医学部 医用磁気共鳴分析施設 主任研究者 平川慶子
W-21 PW-13 人の運動と感覚の機能を補助する融合マシン技術 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 知能機械工学専攻 教授 横井浩史
W-22 PW-14 モノの柔らかさを触診の模擬により計測するシステム 東京農工大学 大学院 工学研究院 機械システム工学科 准教授 佐久　淳
W-23 PW-16 心拍ゆらぎから自律神経関与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-17 放射線による先進がん治療法の治療計画検証システムの開発 首都大学東京 人間健康科学研究科 放射線科学域 助教 眞正浄光
W-25 PW-37 拘束感のないウェアラブル光ファイバモーションキャプチャ 創価大学 工学部 情報システム工学科 助教 西山道子
W-26 PW-44 アプタマーの進化法：in silico maturation 東京農工大学 大学院工学研究院 教授 池袋一典
W-27 PW-49 ジョイスティック式自動車運転装置の研究開発 東京農工大学 工学府 機械システム工学専攻 准教授 和田正義
W-28 服薬支援のための患者-薬剤師間コミュニケーションシステム 日本大学 理工学部 電気工学科 助教 戸田　健
W-29 PW-12 新しい抗菌機序を持つナノ構造体の新医療及び健康畜水産事業への展開 横浜市立大学 大学院医学研究科 薬効学 准教授 城武昇一
W-30 PW-15 高血糖状態を維持する遺伝子組み換えブタ（糖尿病モデルブタ） 明治大学 農学部 生命科学科 教授 長嶋比呂志
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W-31 PW-19 高度な生体適合性が付与された高強度ポリマー 東海大学 工学部 応用化学科 教授 長瀬　裕
W-32 PW-50 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 医学科 准教授 岡本一起
W-33 PW-25 カオス・フラクタル解析に基づく感性製品開発 長岡技術科学大学 電気系 教授 中川匡弘
W-34 培養細胞による非晶質水酸アパタイト骨充填材の製造法 新潟大学 医歯学系 歯科基礎移植・再生学分野 准教授 川瀬知之
W-35 PW-35 ヒトを含めた大動物に応用可能な直接的細胞内薬物送達法 新潟大学 医歯学総合研究科 分子細胞医学専攻 助教 須田剛士
W-36 乾燥ヒト羊膜およびヒト羊膜由来細胞の再生医療への応用 富山大学 大学院医学薬学研究部 教授 二階堂敏雄
W-37 富山湾海洋深層水の利活用 富山県立大学 地域連携センター 客員教授 葭田隆治
W-38 キチン・キトサンナノ懸濁液を用いた安全性の高い医用素材の製造・開発 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 教授 大澤　敏
W-39 PW-21 光線力学癌診断・治療両用パルス医用レーザーの開発 福井大学 医学部医学科 腫瘍病理学 助教 三好憲雄
W-40 PW-39 自動車運転にかかわる認知行動評価装置 信州大学 医学部 保健学科 教授 小林正義
W-41 PW-40 子宮平滑筋肉腫に対するLMP2とCyclin Eでの新規術前診断の開発 信州大学 大学院医学系研究科 准教授 林　琢磨
W-42 多方位から測定する口唇閉鎖力の意義 松本歯科大学 大学院歯学独立研究科 教授 増田裕次
W-43 PW-33 頸動脈超音波エコー画像を用いた動脈硬化度推定 岐阜大学 工学部 応用情報学科 准教授 横田康成
W-44 PW-34 歯髄幹細胞由来iPS細胞バンクの構築 岐阜大学 大学院医学系研究科 再生医科学専攻 准教授 手塚建一
W-45 PW-30 がんの早期発見・早期治療の為の高機能医用材料開発 静岡大学 創造科学技術大学院 創造科学技術研究部 特任教授 山下光司
W-46 自閉症の判定方法および診断マーカー 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター 特任准教授 松M秀夫
W-47 PPARγ阻害剤を用いた動脈瘤の予防・治療法 浜松医科大学 分子イメージング先端研究センター 分子解剖学研究部門 教授 瀬藤光利
W-48 PW-05 ナノマテリアル吸入曝露によるリスク短期検索法とリスクマーカーの開発 名古屋市立大学 医学研究科 准教授 二口　充
W-49 PW-06 脂肪酸を有効成分とする抗がん剤 名古屋市立大学 医学研究科 教授 酒々井眞澄
W-50 網膜生体イメージングを実現する蛍光染料プローブ 三重大学 大学院医学系研究科 薬理ゲノミクス 講師 西村有平
W-51 オミックス創薬・創食を実現するゼブラフィッシュ疾患モデルシステム 三重大学 大学院医学系研究科 薬理ゲノミクス 教授 田中利男
W-52 ヒトがん移植モデルゼブラフィッシュを用いた創薬研究 三重大学 大学院医学系研究科 薬理ゲノミクス 助教 島田康人
W-53 MRI画像誘導ナビゲーションシステムにおける視認性を向上させる技術 立命館大学 情報理工学部 メディア情報学科 教授 陳　延偉
W-54 新規メカニズムによる核酸医薬の開発 立命館大学 生命科学部 生命医科学科 教授 西澤幹雄
W-55 静電容量結合による新しいペーストレスの脳波計測用電極 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 牧川方昭
W-56 マンモグラフィー集団検診で医師診断を補助する乳癌スクリーニングシステム 立命館大学 理工学部 電子情報デザイン学科 教授 山内寛紀
W-57 座位MRIによる骨盤内臓動的計測と尿失禁予防体操・補正具への応用 滋賀医科大学 医学部 看護学科 教授 遠藤善裕
W-58 ミニブタを用いた前臨床研究 京都産業大学 総合生命科学部 動物生命医科学科 助教 今野兼次郎
W-59 生体組織の動きを抽出して難病診断支援を 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 情報工学部門 准教授 福澤理行
W-60 充実性腫瘍の蒸散を目的とした形状記憶合金製医療用蒸散プローブの開発 京都府立医科大学 医学研究科 助教 内藤泰行
W-61 卵白由来の不安作用を和らげるペプチド 京都大学 農学研究科食品生物科学専攻 准教授 大日向耕作
W-62 PW-10 再生医療をサポートするペプチド材料 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 平野義明
W-63 PW-24 手術後の痛みがとれる埋込み式持続性鎮痛ゲル 関西医科大学 医学科 外科学講座 講師 海堀昌樹
W-64 抗がん剤被ばく防止医薬品容器用ゴム栓「もれま栓」 近畿大学 薬学部 医療薬学科 講師 石渡俊二
W-65 機能性アロマオイル 近畿大学 理工学部 応用化学科 教授 宮澤三雄
W-66 市販カメラとストロボを活用した白内障検査装置および白内障判定プログラム 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 助教 波部　斉
W-67 褐藻由来フコイダンのアンチエイジング効果の証明と機能性食品への応用 鳥取大学 農学部 教授 南　三郎
W-68 PW-41 ワンアクションで機器を固定する冶具 呉工業高等専門学校 機械工学分野 准教授 岩本英久
W-69 PW-23 LEDを応用したライフ産業の創出に向けたライフイノベーション 徳島大学 大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 顧問 木内陽介
W-70 PW-26 結像型2次元フーリエ分光方式による生体膜分光断層像計測 香川大学 工学部 教授 石丸伊知郎
W-71 近赤外を用いた無散瞳眼底カメラの開発 香川高等専門学校 電子システム工学科 教授 三崎幸典
W-72 ビールホップ成分イソフムロンの認知症治療への応用 高知工業高等専門学校 物質工学科 教授 戸部広康
W-73 PW-46 脳内の「視力・聴力」の定量化と認知力診断への応用探索 高知工科大学 システム工学群 教授 王碩玉、助教 姜銀来
W-74 PW-47 ウエアラブルなリハビリ支援装置用エネルギー回生型制御技術 高知工科大学 システム工学群 教授 井上喜雄、准教授 芝田京子
W-75 PW-01 球駆動式全方向移動機構と歩行介助ツールへの応用 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 脳情報専攻 准教授 宮本弘之
W-76 PW-02 疾患関連酵素活性を検出する簡便・低価格の蛍光装置 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 西野憲和
W-77 PW-04 手技の容易化・安全化を目指した消化器内視鏡のデバイスの開発 産業医科大学 医学部 第3内科学 講師 久米恵一郎
W-78 身体動作の制約を補う多自由度操作デバイス 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-79 脂質過酸化物を捕捉するミトコンドリア局在化蛍光プローブ 福岡大学 理学部 化学科 准教授 塩路幸生
W-80 PW-11 カスタムメイド疾患モデルノックインマウスの実用化 福岡大学 医学部 医学科 教授 廣瀬伸一
W-81 骨接合具 久留米大学 医学部 医学科整形外科学講座 助教 中村英智
W-82 吸引穿刺方法と吸引穿刺装置 久留米大学 医学部 医学科内科学講座消化器内科部門 助教 岡部義信
W-83 DDSを目的とした生分解性ステント 久留米大学 医療センター臨床検査室 副主任技師 金原正昭
W-84 PW-20 反射と動的握力から評価する高齢者の転倒回避能力評価法 有明工業高等専門学校 機械工学科 准教授 柳原　聖
W-85 どこでも誰でも安全に、超音波を用いた筋横断面積計測システムの開発 九州大学 芸術工学研究院 デザイン人間科学部門 准教授 村木里志

ナノテクノロジー
N-01 PN-17 高密度電流がもたらす電子配線損傷の信頼性評価法 弘前大学 理工学研究科 教授 笹川和彦
N-02 偏光情報によるナノ構造センシング 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 教授 大谷幸利
N-03 医療用途を目指した磁性中空カプセル 東京慈恵会医科大学 臨床医学研究所 講師 並木禎尚
N-04 水と油を安定混合するナノテクノロジー 千葉工業大学 工学部 生命環境科学科 准教授 矢沢勇樹
N-05 PN-02 単一マイクロナノバブルを用いたナノマテリアルの操作と集積 中央大学 理工学部 応用化学科 教授 芳賀正明
N-06 動的ナノマテリアル・シクロデキストリン─ペプチドハイブリッドの開発 芝浦工業大学 工学部 応用化学科 准教授 濱崎啓太
N-07 PN-08 ホタル生物発光標識材料の発光色制御 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 先進理工学専攻 助教 牧昌次郎
N-08 シリコン系光・電子デバイスの開発 東京都市大学 工学部 電気電子工学科 教授 丸泉琢也
N-09 新しい鉄系超伝導体を用いた高温仕様デバイスの開発 東京農工大学 物理システム工学科 助教 上田真也
N-10 広帯域量子ドット光源の開発 上智大学 理工学部 機能創造理工学科 教授 下村和彦
N-11 撥水撥油性薄膜コーティング 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-12 PN-19 「ダイヤモンド電極センサー」と「室温で光制御できる磁性材料」の開発 慶應義塾大学 理工学部 化学科 准教授 栄長泰明
N-13 nmオーダ分解能による無損傷3次元表面分析法 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 特任教授 平岡賢三
N-14 PN-15 2層CNT添加による高強度・高伝導性カーボンナノファイバー 信州大学 工学部 電気電子工学科 准教授 KIMYOONGAHM
N-15 カーボンナノチューブ 名城大学 理工学部 理工学部長 教授 安藤義則
N-16 PN-11 レーザー誘起衝撃波クロマトグラフィー法の開発 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
N-17 PN-06 非凝集ナノ粒子の新規製造法 関西大学 環境都市工学部 エネルギー・環境工学科 教授 岡田芳樹
N-18 自律型ナノ粒子単層膜製造装置 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 助教 是津信行
N-19 PN-04 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 光・応用・先端技術大講座 助教 原田哲男
N-20 PN-05 室温ナノインプリント技術 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 光・量子科学技術大講座 准教授 神田一浩
N-21 PN-10 ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発 関西学院大学 理工学部 科学科 教授 尾崎幸洋
N-22 PN-16 ハードディスク、電子部品内部の非破壊高分解能観察方法 神戸大学 理学研究科 講師 木村建次郎
N-23 PN-13 有機-無機ハイブリッド青-紫外線光検出器の開発 鳥取大学 工学研究科 准教授 阿部友紀
N-24 湿潤条件下で高感度ガス検知能を有する固体発光材料 島根大学 総合理工学部 物質科学科 准教授 笹井　亮
N-25 スパッタリングにより形成したナノワイヤ及び透明圧抵抗薄膜 広島大学 大学院工学研究院 准教授 加藤昌彦
N-26 PN-18 液晶駆動型マイクロモータの開発 高知工科大学 システム工学群 教授 蝶野成臣、准教授 辻知宏
N-27 PN-01 ナノテクによる熱電発電の高効率化 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系・機械工学部門 准教授 宮崎康次
N-28 高性能書き込み磁気ヘッドのための純スピン流制御技術の開発 九州大学 稲盛フロンティア研究センター 次世代エレクトロニクス材料研究部門 教授 木村　崇
N-29 ナノ粒子のOn site調製と吐出 琉球大学 理学部 海洋自然科学科 助教 玉城喜章

材料
Z-01 PZ-09 表面改質による100年コンクリート構造物の実現 北海道大学 大学院工学研究院 教授 名和豊春
Z-02 骨親和性を持つチタン材料を得るための新表面処理技術 北見工業大学 工学部 機器分析センター 講師 大津直史
Z-03 Co基合金のプラスチック成形部材への応用 岩手大学 工学部附属金型技術研究センター 学術研究員 柳原圭司
Z-04 巨大超弾性歪みを有する鉄系形状記憶合金の開発 東北大学 大学院工学研究科 金属フロンティア工学専攻 助教 大森俊洋
Z-05 PZ-13 新規温度応答性吸着剤の開発 秋田大学 大学院工学資源学研究科 環境物質工学専攻 大学院担当准教授 村上賢治
Z-06 PZ-14 太陽電池効率向上と長寿命化を実現する紫外可視変換材料 秋田大学 大学院工学資源学研究科 材料工学専攻 講師 辻内　裕
Z-07 PZ-31 更に進歩したポリカーボネートとフッ素樹脂等の接着性改良 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
Z-08 PZ-18 低コストで低環境負荷な多孔質（ポーラス）アルミニウム製造方法 群馬大学 工学研究科機械システム工学専攻 准教授 半谷禎彦
Z-09 PZ-19 イリジウム錯体のりん光を利用した酸素濃度センサー 群馬大学 工学研究科応用化学・生物化学専攻 教授 飛田成史
Z-10 PZ-05 α-オレフィンのイソ選択的ポリマー化を触媒するハフニウム錯体の開発 埼玉大学 大学院理工学研究科 物質基礎 教授 石井昭彦
Z-11 PZ-06 機能性フタロシアニンの合成とその応用 埼玉大学 物質機能 准教授 石丸雄大
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Z-12 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-13 PZ-01 “サイズ効果フリー特性”を有するc軸配向ビスマス層状誘電体を用いた高温対応高容量薄膜コンデンサの開発 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 物質科学創造専攻 准教授 舟窪　浩
Z-14 PZ-08 マイクロデジタルファブリケーション技術のバイオ分野への応用 東海大学 工学部 機械工学科 助教 梅津信二郎
Z-15 エンプラへの簡便な感光性付与による微細パターン形成法 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
Z-16 架橋の容易なハロゲンフリーブチルゴム誘導体 長岡技術科学大学 物質・材料系 准教授 竹中克彦
Z-17 PZ-11 フッ素化された二酸化チタン水溶液と着色二酸化チタン粉末の製造方法 福井大学 大学院工学研究科 材料開発工学科 助教 金　在虎
Z-18 PZ-12 光脱炭酸反応による大環状ラクトンの合成方法 福井大学 大学院工学研究科 生物応用化学専攻 講師 吉見泰治
Z-19 界面制御による巨大物性を持つ誘電体・圧電体の開発 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 応用化学科 教授 和田智志
Z-20 PZ-20 蛍光発光化学センサ有機EL材料を指向した新規な含窒素複素環化合物の開発 岐阜大学 工学部 応用化学科 教授 村井利昭
Z-21 PZ-10 冷たい水・冷たいプラズマ を あやつる 新しい反応空間 名古屋大学 工学部/大学院工学研究科、マテリアル理工学専攻 材料工学分野、エコトピア材料工学講座、ナノマテリアル科学研究部門 教授 齋藤永宏
Z-22 多機能表面複合粒子の創製 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 准教授 武藤浩行
Z-23 強度・延性を両立したナノ・メゾ調和組織材料の開発 立命館大学 理工学部 機械工学科 教授 飴山　惠
Z-24 強ひずみ加工法を応用した複合プロセスによる金属材料の高性能化 同志社大学 理工学部 機械システム工学科 教授 宮本博之
Z-25 PZ-02 電子スピン現象を利用した新規電流制御素子の開発 大阪市立大学 大学院理学研究科 数物系専攻 講師 鐘本勝一
Z-26 PZ-04 溶液を原料とする機能性セラミック薄膜、有機無機ハイブリッド薄膜製造技術 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 幸塚広光
Z-27 PZ-16 骨の修復生体材料 ─生体親和性の高いリン酸カルシウム系骨セメント─ 大阪産業大学 教養部 教授 坂本清子
Z-28 PZ-29 ソルベントフリー粉体系酸化反応システムによる、ポリマーの新酸化技術 大阪大学 産業科学研究所 助教 市原潤子
Z-29 PZ-03 薄膜の機械物性計測のための新技術 兵庫県立大学 工学研究科 機械系工学専攻 准教授 生津資大
Z-30 有機ラジカル電池素材としての安定、多機能炭化水素ラジカルポリマー開発 広島大学 大学院理学研究科 教授 井上克也
Z-31 オルトジホウ素化アレーン類の新製造法 広島大学 大学院工学研究院 准教授 吉田拡人
Z-32 PZ-25 非水素結合性有機ゲル化剤の開発と応用 山口大学 理工学研究科 物質工学系学域 准教授 岡本浩明
Z-33 PZ-22 無害なユビキタス5元素よりなる赤黄青3原色酸窒化物顔料粉末 徳島大学 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門 教授 森賀俊広
Z-34 PZ-15 高分子膜を紙表面で合成する手法による機能紙の創製 高知大学 農学部 准教授 市浦英明
Z-35 大気圧プラズマ処理によるポリオレフィン粉末のアミノ化とブレンドへの応用 九州産業大学 工学部 物質生命化学科 助教 古賀啓子
Z-36 PZ-24 耐熱性・ナノ成形加工・発光・導電性に優れた透明シリカガラスの開発と応用 九州大学 大学院工学研究院 化学工学部門 准教授 藤野　茂
Z-37 PZ-21 次世代耐熱マグネシウム合金 熊本大学 大学院自然科学研究科 教授 河村能人
Z-38 C/Cコンポジット等の破壊特性の試験方法に関して 琉球大学 工学部 機械システム工学科 教授 真壁朝敏

ものづくり
M-01 2足歩行ロボットや人間の歩行を安定化する立体足底形状 はこだて未来大学 システム情報科学部 複雑系知能学科 教授 三上貞芳
M-02 リアルタイムプロフィロメータによる路面モニタリング 北見工業大学 工学部 社会環境工学科 教授 川村　彰
M-03 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 教授 牧野英司
M-04 PM-06 次世代産業用ロボットのための要素技術の研究開発 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 相山康道
M-05 ホログラフィックフェムト秒レーザー加工 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 准教授 早崎芳夫
M-06 PM-11 多様な環境で鏡面反射を除去する高速度カメラ 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-07 レーザ微細加工＆鏡面加工 埼玉大学 大学院理工学研究科 教授 池野順一
M-08 PM-01 既設コンクリート舗装の付着オーバーレイ工法 東洋大学 理工学部 都市環境デザイン学科 教授 福手　勤
M-09 小学校のあらたな力“ものづくり教育” 東京学芸大学 教育学部 ものづくり教育選修
M-10 モアレパタン及びレンズアレイを利用したアニメーションや3次元画像表示 東京都市大学 知識工学部 情報科学科 教授 包　躍
M-11 低摩擦・高耐摩耗部品を実現するDLCコーティング技術 東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻 准教授 大竹尚登
M-12 複合筋型弾性要素を用いた柔軟関節機構 東京工芸大学 工学部 電子機械学科 講師 鈴木秀和
M-13 3次元展開構造物「ソガメ折り」 東海大学 工学部 建築学科 准教授 十亀昭人
M-14 各種産業用大気圧ダメージフリーマルチガスプラズマ源 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 沖野研究室 准教授 沖野晃俊
M-15 PM-23 センサレス加工力モニタリング技術の開発 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 柿沼康弘
M-16 PM-18 二相流体から粒子を取り除く回転フィルター 神奈川工科大学 工学部 機械工学科 准教授 岩永正裕
M-17 PM-19 レーザ回折像による細管内面形状の評価方法 神奈川工科大学 創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 教授 金井徳兼
M-18 分子配向直接印刷法 長岡技術科学大学 電気系 准教授 木村宗弘
M-19 磁歪材料の屈曲変形を用いた小型振動発電素子 金沢大学 理工研究域 電子情報学系 准教授 上野敏幸
M-20 電磁界コンパス～電磁界ベクトルがその場で見えるセンサ～ 金沢大学 理工研究域 電子情報学系 教授 八木谷聡
M-21 バッテリーなしで動作する無線湿気センサ 金沢大学 理工研究域 電子情報学系 准教授 北川章夫
M-22 ミクロンオーダの表面性状を画像により瞬時に測定する技術開発 金沢工業大学 工学部 機械工学科 准教授 畝田道雄
M-23 身体機能回復・維持のための立ち上がり・リハビリ支援装置の開発 金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 准教授 鈴木亮一
M-24 電磁波遮蔽布帛 信州大学 工学部 電気電子工学科 助教 曽根原誠
M-25 PM-15 ものの硬さや柔らかさを触らずに測定する測定器 静岡大学 工学部 電気電子工学科 教授 犬塚　博
M-26 PM-04 液体の危険物を調べるためのX線検査装置 静岡大学 電子工学研究所 国際ナノビジョン研究推進センター 准教授 青木　徹
M-27 絞りと試料の電子顕微鏡内駆動機構を用いた新しい電子顕微鏡の開発 浜松医科大学 実験実習機器センター 技術専門員 村中祥悟
M-28 PM-05 地域伝統産業を活用した産学官連携 名古屋市立大学 芸術工学研究科 准教授 藤井尚子
M-29 次世代マイクロ・ナノ構造創成技術の開発 豊橋技術科学大学 機械工学系 教授 柴田隆行
M-30 PM-17 セルフアセンブリによる多点微細金属バンプ形成と金属接合・接着一括工法 名古屋大学 大学院工学研究科 講師 安田清和
M-31 超小型真空計 立命館大学 理工学部 マイクロ機械システム工学科 教授 木股雅章
M-32 目視検査用ロボット浮遊カメラ 立命館大学 総合理工学研究機構 教授 金岡克弥
M-33 なんでも？よく見えるX線CT 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-34 RPモデルの時系列3次元応力場計測 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 助教 田中洋介
M-35 PM-22 駆動力抜けをゼロにし、加速性能の良い低燃費高加速型変速機 京都大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 准教授 小森雅晴
M-36 PM-08 自然な立体感を持つ体積型3次元ディスプレイの開発 大阪市立大学 大学院工学研究科 電子情報系専攻 准教授 宮崎大介
M-37 高圧プラズマを用いた原料ガスフリーな成膜・エッチング技術 大阪大学 工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 助教 大参宏昌
M-38 低入熱摩擦接合技術の開発と提案 兵庫県立大学 工学研究科 機械系工学専攻 准教授 木村真晃
M-39 PM-09 位相イメージングに向けた高アスペクト比X線格子の作製 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 光応用・先端技術大講座 教授 服部　正
M-40 PM-16 生理活性を有する光学活性化合物および複素環化合物の製造 神戸大学 理学研究科 化学専攻 教授 林　昌彦
M-41 PM-13 リアルタイムに変位分布計測ができるサンプリングモアレカメラの開発 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
M-42 生体の視覚システムに基づく動画像処理用CMOS電子回路 津山工業高等専門学校 電気電子工学科 講師 西尾公裕
M-43 車両の特徴点の通過検知を用いた移動車両の地上制御装置および地上制御方法 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科 准教授 重村哲至
M-44 液中プラズマプロセスの開発 愛媛大学 大学院理工学研究科 教授 野村信福
M-45 水銀を用いない紫外線殺菌ランプ 愛媛大学 大学院理工学研究科 電子情報工学専攻 助教 本村英樹
M-46 PM-20 氷スラリー製造装置を用いた凍結濃縮に関する研究 高知工科大学 地域連携機構 連携研究センター ものづくり先端技術研究室 室長/講師 松本泰典
M-47 PM-10 タンデムエアバッグによる衝撃吸収構造の開発 福岡大学 医学部 医学科 助教 内田俊毅
M-48 PM-14 極小径光ファイバプローブを用いたマイクロ三次元形状測定機の開発 九州産業大学 工学部 機械工学科 講師 村上　洋
M-49 3次元ディスプレイ（レーザー技術を応用した水中気泡投影型） 佐賀大学 大学院工学系研究科 知能情報システム学専攻 准教授 中山功一

IT
I-01 音声生成機構のコンピュータシミュレーションによる解析と可視化 北海道工業大学 創生工学部 情報フロンティア工学科 准教授 松M博季
I-02 遺伝子モジュールを用いた病気のクラス識別技術 室蘭工業大学 工学部 情報工学科 助教 岡田吉史
I-03 PI-22 物理乱数発生のためのPLL広帯域ホワイトノイズ発生器 函館工業高等専門学校 電気電子工学科 教授 高田明雄
I-04 SyncFeel: 遠隔地非言語コミュニケーション・デバイス 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 柳　英克
I-05 癒し系ソフトウェアロボット・リア 会津大学 コンピュータ・情報システム学専攻 教授 小佐野峰忠
I-06 ストリームクラウド基盤のための大規模センサデータ処理機構 筑波大学 大学院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-07 PI-06 高速・高精度のジェスチャーインターフェース 筑波大学 大学院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-08 空中像を生成する薄型裸眼立体ディスプレイ 筑波大学 大学院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-09 超高速動画像符号化・解析技術の提案とそのFPGA部分実装 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 講師 延原　肇
I-10 データ収集システム構築を容易にするソフトウェアフレームワーク 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 技師 仲吉一男
I-11 健康データマイニングの実用化 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-12 PI-07 触覚によるコンピュータインターフェース 埼玉大学 大学院 人間支援工学領域 准教授 高M正也
I-13 大規模動的ネットワークに対する最短路高速計算システム 中央大学 理工学部 経営システム工学科 准教授 藤澤克樹
I-14 PI-01 顧客の気持ちに応えなさいネージ＠電脳ショップ 中央大学 理工学部 経営システム工学科 教授 加藤俊一
I-15 差分ステレオを用いた複数人物の検出・追跡技術 中央大学 理工学部 精密機械工学科 教授 梅田和昇
I-16 PI-08 共感覚能力を利用した楽曲推薦システムと言語イメージ判定システム 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻 准教授 坂本真樹
I-17 分離装置設計に必要な相平衡データ熱力学健全性判定法 首都大学東京 都市環境科学研究科 分子応用学域 教授 加藤　覚
I-18 PI-14 実世界汎用ロボットのための発達的学習機構と人工脳 東京工業大学 像情報工学研究所 知的システム部門 准教授 長谷川修
I-19 電波を動作エネルギーとして用いる低コストセンシングシステム 東京大学 大学院情報理工学系研究科 電子情報学専攻 講師 川原圭博
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I-20 超分散ネットワーク技術を活用した安全安心ディザスタリカバリシステム 東京電機大学 情報環境学部 情報環境学科 教授 宮保憲治
I-21 OpenEnergySim：仮想世界のグリーン・イノベーション 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 HelmutPRENDINGER
I-22 リング状画像検索インタフェース 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 情報社会相関研究系 教授 曽根原登
I-23 細胞種特異的発現解析，次世代シークエンサとマイクロアレイによる発現解析 お茶の水女子大学 理学部情報科学科 准教授 瀬々　潤
I-24 3D画像伝送ネットワークと医療実習応用例 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-25 PI-04 遠くのものを触って感じるテレリアリティ技術 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-26 PI-02 高周波数利用効率・低消費電力通信システム 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 落合秀樹
I-27 NHAによる先進的なスペクトルセンシング技術 富山大学 理工学研究部（工学系） 知能情報工学科 教授 廣林茂樹
I-28 常温動作可能な低ノイズ・超高感度フラックスゲート磁気センサの開発 金沢工業大学 工学部 電気電子工学科 教授 平間淳司
I-29 美術品の3次元デジタルアーカイブと3DCG再現 長野大学 企業情報学部 企業情報学科 教授 田中法博
I-30 発音評価・訓練のための音素情報の“みえる化” 静岡県立大学 経営情報学部 教授 松浦　博
I-31 可変モデルとパーティクルフィルタを用いた単眼カメラによる車両追跡 豊田工業大学 大学院工学研究科（スマートビークル研究センター） 教授・センター長 三田誠一
I-32 PI-09 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-33 PI-17 Webプッシュ配信に基づくデジタルサイネージシステム 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-34 デジタル三次元物体の類似形状検索システム 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 教授 青野雅樹
I-35 PI-15 音楽の豊かさに基づいた音楽情報ハンドリング技術 龍谷大学 理工学部 情報メディア学科 講師 三浦雅展
I-36 PI-11 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-12 タッチパネルナビゲーションによるロボットアーム遠隔操作システム 京都府立医科大学 医学研究科 准教授 島田順一
I-38 シナリオ分析を可能にする新多次元データベース技術 大阪大学 産業科学研究所 助教 猪口明博
I-39 PI-10 水晶振動子センサによる匂い検出 大阪府立大学 工学研究科 知能情報工学分野 教授 吉岡理文
I-40 新世代ネットワークを支える自己組織型制御技術 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 准教授 若宮直紀
I-41 パネタイを活用したマーケティング・コミュニケーション 阪南大学 経営情報学部 経営情報学科 准教授 川端庸子
I-42 温度、湿度、照度等の環境情報収集システムの構築 神戸芸術工科大学 芸術工学部 名誉教授 平野浩太郎
I-43 監視システムのための高信頼センサネットワーク 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 教授 岡田　実
I-44 体表密着型マイクロフォン用フィルタシステム 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-45 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-46 救急車・福祉車ドライバの運転技能評価と報知システム 広島市立大学 情報科学部 情報科学研究科 准教授 小野貴彦
I-47 TV放送波を用いたヒト検知システム 広島市立大学 情報科学部 情報科学研究科 准教授 西　正博
I-48 粒子フィルタによる船舶の位置推定 広島商船高等専門学校 商船学科 准教授 寺田大介
I-49 プラスチック光ファイバを用いた絶縁型制御スイッチモジュール 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科 准教授 原田徳彦
I-50 PI-20 特許検索システム（YUPASS）を中心とした高等教育向け知的財産教育 山口大学 大学院技術経営研究科 教授 木村友久
I-51 PI-13 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 教授 澤田秀之
I-52 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 准教授 久池井茂
I-53 超小型平面アンテナ埋め込み型無線通信用RFフロントエンドの開発 九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授 吉田啓二
I-54 平面内にストリーミングデータを添付するタグシステムの研究 北九州市立大学 基盤教育センター 助教 光藤雄一
I-55 PI-03 GPUを用いた分散メモリ型並列計算機 DEGIMA1.1 長崎大学 先端計算研究センター 超並列計算部門 准教授 濱田　剛
I-56 弱視者の確認動作を補助する自立型電子メガネ 熊本高等専門学校 人間情報システム工学科 教授 小山善文
I-57 PI-19 多因子生体認証のための分光学的方法およびシステム 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 教授 PISHVADavar
I-58 PI-21 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

新技術説明会のみの参加者

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 研究代表者名等

PK-01 使用済みナトリウムー硫黄二次電池のリサイクル技術開発 北海道大学 大学院工学研究院 材料科学部門 准教授 上田幹人
PK-03 バブルと放電・衝撃波でおこなう水処理システム 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 玉川雅章
PK-13 エレクトロスプレー質量分析法による全無機イオン微量定量システムの開発 群馬大学 工学研究科応用化学・生物化学専攻 教授 角田欣一
PE-04 固体高分子形燃料電池内のミクロ現象観察と触媒層構造の最適化 北海道大学 大学院工学研究院 教授 近久武美
PE-07 北海道産天然メソポーラス材料を利用した機能性フィルター 北海道大学 大学院工学研究院 教授 長野克則
PE-14 気象予報に基づく太陽光発電システムの発電量予測手法 岐阜大学 工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 教授 小林智尚
PE-17 触媒燃焼を利用した超小型高温熱源 岐阜大学 工学部 機械システム工学科 准教授 高橋周平
PE-20 難燃性有機・無機ハイブリッド型イオンゲル電解質 名古屋大学 大学院生命農学研究科 准教授 松見紀佳
PB-04 ひとつの塩基（アミノ酸）配列による有害真核生物の種の同定方法 千葉大学 大学院園芸学研究科 准教授 中村郁郎
PB-12 セルロースブロック共重合体合成に伴うセルロース微粒子の表面化学修飾 静岡県立大学 環境科学研究所/大学院生活健康科学研究科 環境物質科学専攻 教授 坂口眞人
PB-17 ヒト酸化酵素を用いた化合物生産と化合物安全性評価システムの開発 神戸大学 遺伝子実験センター 環境遺伝子機能解析分野 教授 今石浩正
PW-07 多様なニーズに対応したヒト試料提供システム 筑波大学 大学院人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 教授 大河内信弘
PW-18 ポータブル3次元眼球運動・瞳孔運動計測システムによる眠気予兆検知 中部大学 工学部 情報工学科 教授 平田　豊
PW-27 生涯健康カルテ（日本版EHR）における電子処方箋ネットワーク構築の意義 香川大学 瀬戸内圏研究センター 特任教授 原　量宏
PW-28 RFIDを用いた病院の業務マネジメントとイノベーション 群馬大学 医学部附属病院医療情報部 教授 酒巻哲夫
PW-31 長寿命・低コストな心拍数ワイヤレスモニタ 静岡大学 工学部 電気電子工学科 助教 山川俊貴
PW-36 Cell-based Assay効率化ノンラベル細胞形態画像解析技術 名古屋大学 工学研究科 化学生物工学専攻 助教 加藤竜司
PW-38 同調制御を用いた歩行アシスト装置の開発 信州大学 大学院総合工学系研究科 教授 橋本　稔
PW-45 簡便な抗炎症活性物質のスクリーニング方法 神戸大学 大学院医学研究科 病因病態解析学 准教授 吉田　優
PN-03 分子配向した光配向膜 兵庫県立大学 工学研究科 物質系工学 教授 川月喜弘
PN-07 微小気泡（ナノバブル）を用いた新しい薬物効果促進剤の開発 福岡大学 医学部 医学科 教授 立花克郎
PN-09 マイクロ波液中プラズマ法によるナノ材料合成システム 北海道大学 大学院工学研究院 教授 米澤　徹
PN-12 低環境負荷・省エネルギーに資する機能性ナノ材料合成の新展開 長岡技術科学大学 電気系 高田・岡元研究室 助教 黒木雄一郎
PN-14 半導体バイオ融合技術による集積可能なバイオセンサー開発 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 特任助教 池田　丈
PZ-07 X線CT法を組み合わせた熱流体解析と材料開発 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 山本和弘
PZ-17 多結晶酸化亜鉛薄膜を使ったオゾンセンサ 高知工業高等専門学校 機械工学科 機械工学科 教授 岸本誠一
PZ-23 生分解性バイオマスプラスチック製精密濾過膜の高機能化 新潟大学 自然科学系（工学部） 機能材料工学科 准教授 田中孝明
PZ-26 分子接合素子を用いた新規ポリマー材料の作製法 甲南大学 理工学部 機能分子化学科 准教授 檀上博史
PZ-27 機能性分子合成用環境調和型触媒：硫黄修飾金に担持したパラジウムSAPd 北海道大学 大学院薬学研究院 准教授 有澤光弘
PZ-28 弾性率可変型チタン合金の脊椎固定器具への応用 東北大学 金属材料研究所 助教 仲井正昭
PZ-30 有機金属イオン液体：磁性材料、反応試薬への展開 神戸大学 大学院理学研究科 化学専攻 教授 持田智行
PM-02 船底清掃ロボットの開発 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 脳情報専攻 准教授 石井和男
PM-03 音の高音質化技術 九州工業大学 産学連携推進センター 教授 佐藤　寧
PM-07 35℃ヒートフラックスの簡便測定と商品の熱的性能評価への応用 筑波大学 大学院人間総合科学研究科 体育学専攻 教授 田神一美
PM-12 超音波振動を利用した微小物体支持機構 埼玉大学 大学院理工学研究科 人間支援工学 教授 水野　毅
PM-21 全面画像検査によるピーマンなどの長楕円体状青果物の選果装置 高知工科大学 システム工学群 教授 竹田史章
PI-05 直感的閲覧が可能な3次元自由視点映像ブラウザ 筑波大学 大学院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
PI-18 高耐障害性アドホックネットワークシステム 信州大学 情報処理センター センター長 不破　泰

環
境
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・
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小間番号
産業界からの

プレゼンテーション
番号

成果の名称 出展者

V-01 SE-208 省エネ型高衝撃粉砕器開発とバイオマス微粉末ビジネス 中央化工機商事／秋田県立大学／秋田県産業技術総合研究センター
V-02 SF-212 アスベストの完全代替につながるガスケットの開発に成功 ジャパンマテックス
V-03 SE-301 爽・快・感～ナノコーティングによる汚れ防止 SNT
V-04 熱や変形で色が変わるポリマーなど 東洋紡績
V-05 『複合領域「知財群」創造的活用ネットワーク構築』事業（略称：知財群活用）
V-06 SD-309 光イメージングによる簡便なアルツハイマー病診断 クリノ
V-07 SE-311 多項目同時検出ツール-食物アレルゲン検出への応用- プレシジョン・システム・サイエンス
V-08 SE-309 うろこ由来の3重らせんコラーゲン 多木化学／東京工業大学
V-09 SD-310 アルツハイマー病と軽度認知障害の血液診断法の開発 MCBI
V-10 SE-204 VOC対策用ゼオライトシートの開発 日清紡ホールディングス
V-11 SD-213 ナノ表面改質による軸受けの長寿命化 朝日熱処理工業
V-12 SD-212 宇宙用GPS受信機の開発 スペースリンク
V-13 革新的ながん治療のウイルス医薬と肝再生医薬 ウィック・バイオテック・ファーマ
V-14 携帯型脳波計を用いた睡眠評価システム スリープウェル
V-15 SD-209 イオン液体を用いた色素増感太陽電池電解液 メルク
V-16 SE-307 ネスレサイエンス＆サーチ-外部提携と産学連携　ネスレ　スイスの革新的シーズ技術　スイス大使館科学技術部 Swiss Innovation
V-17 医薬・中間体・ファインケミカルのin silico合成経路開発 Transition State Technology
V-18 産総研の保有する技術を統合した自律飛行船型空間ロボット スカイプラットフォーム
V-19 SE-201 負荷に応じて自動減速大推力発生の高機能電動シリンダー サイエンティフィックテクノロジーズ有限会社

出展者・発表者一覧
企業・大学発ベンチャー企業ゾーン

小間番号
産業界からの

プレゼンテーション
番号

成果の名称 出展者

R-01 SF-203 エアロゾルデポジション法によるシート状熱電変換モジュールの開発 産業技術総合研究所
R-02 埼玉バイオプロジェクト 産学連携支援センター埼玉
R-03,04 海洋工学並びに深海バイオテクノロジーに関する研究成果 海洋研究開発機構
R-05 財団におけるバイオ関連研究プロジェクト成果 神奈川科学技術アカデミー
R-06,07 循環器病克服を目指した臨床・研究シーズの集合 国立循環器病研究センター
R-08 次世代PET装置開発 放射線医学総合研究所
R-09,10 放射線利用の商品 日本原子力研究開発機構
R-11 「イオンビームによる突然変異誘発技術」「陽電子ビームを用いた材料分析技術」「放射線グラフト重合法を利用した新基金属捕集法」 日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究所
R-12,13 産総研ベンチャー開発センターの活動紹介 産業技術総合研究所　ベンチャー開発センター
R-14 SE-306 ヒートシンク式レーザ樹脂溶着法 先端レーザ樹脂溶着技術・推進コンソーシアム
R-15 SE-312 チリメンジャコのビタミンD3を増加させる方法 鳥取県産業技術センター

研究機関ゾーン

小間番号
産業界からの

プレゼンテーション
番号

成果の名称 出展者

S-01 SE-206 枝打ちロボットの研究開発 丸富精工
S-02 SE-211 バイオマス・ホットプレス成型燃料の優位点・導入効果 メディカルウェイストシステム
S-03 SE-213 マイクロ波化学によるプロセスイノベーション マイクロ波環境化学
S-04 SE-212 新規固体触媒を用いたBDF合成装置の実用化研究開発 ニューライム／大分大学VBL
S-05 SF-213 ハレーサルト（高炉スラグ系耐硫酸性コンクリート） ランデス／岡山大学
S-06 SE-203 フッ素と高い反応性を有する不溶化剤の開発・実用化 チヨダウーテ／富山高等専門学校
S-07 SD-302 LiNTEC技術によるナノ薬剤開発の現状と将来性 ABsize／奈良先端科学技術大学院大学/大阪大学
S-08 SD-304 樹状細胞を活性化させる抗癌剤（GENO101）の開発 ジェノミディア
S-09 SF-201 黒鉛系炭素繊維不織布によるリチウムイオン電池負極材 平松産業
S-10 SE-210 PSA-メタンと低圧吸着式メタン貯蔵装置の開発 吸着技術工業
S-11 SF-211 地中熱取り込み機能を持つ基礎一体型の地下室について スリー・ユー
S-12 SE-305 マイクロチップレーザの開発 浜松ホトニクス
S-13 SD-312 視空間認知障がい者のための視覚情報バリアフリー機器 東京大学／東海大学／イーエスイー／クローバー電子工業
S-14 SD-308 コンパクト高臨場感ドーム型立体映像提示システム パナソニック電工
S-15 SE-202 ダイヤモンド電極を用いた微量重金属測定装置の開発 堀場製作所／慶應義塾大学
S-16 導電性高分子アクチュエータ「ポリマッスル」「ポリフラワー」単セル タカノ／山梨大学
S-17 SE-308 オリザノールによるマグロの効率的養殖と高付加価値化 双日ツナファーム鷹島／群馬工業高等専門学校
S-18 SD-301 世界初！迅速・強力な遺伝子導入ツールを共同開発 日立マクセル／東京慈恵会医科大学
S-19 SD-311 三次元複合組織の生体外構築を可能とする細胞積層技術 住友ベークライト／大阪大学
S-20 SD-307 MRI－PET用の放射線検出器システムの開発 古河機械金属／東北大学

NEDO支援ゾーン

産業界からの
プレゼンテーション

番号
成果の名称 出展者

SD-201 アドバンティック社とワイヤレスセンサーネットワーク アドバンティック・システム＆サービス
SD-202 ソリンテル社とそのテクノロジー ソリンテル
SD-203 スマートグリッドにおけるサイバーセキュリティ サイバーディフェンス研究所
SD-204 風力・太陽光発電予測サービスと周辺技術への期待 伊藤忠テクノソリューションズ
SD-205 太陽電池アレイテスターSOKODESの開発 システム・ジェイディー
SD-206 東京ガスにおける技術開発と産学連携の推進について 東京ガス
SD-207 岩谷産業の技術開発の取組み紹介 岩谷産業
SD-208 熱可塑樹脂の低圧封止工法がもたらす電子部品革命 東洋紡績
SD-210 電気化学的シリコン結晶加工プロセスの新応用 カンタム14
SD-211 フラーレンの機能化と普及に向けた取組 FLOX
SD-303 工業的に有用な光延反応の開発に向けて 東洋紡績
SD-305 レーザーイオン源の開発と、多価イオンの産業応用 加速器エンジニアリング
SD-306 分子イメージングに関連するシーズについて 島津製作所
SE-107 JSIPとスペインのスマートグリッド技術 JSIPとスマートグリッド
SE-108 REEとスマートグリッド技術 スペイン　RED エレクトリカ
SE-109 オルマザバル社とスマートグリッド技術 オルマザバル・コーポレート・テクノロジー 
SE-110 スペイン知識工学研究所とスマートグリッド技術 知識工学研究所
SE-111 ガスナチュラル・フェノーサとスマートグリッド技術 ガスナチュラル・フェノーサ
SE-112 世界最大級の風力発電を持つ電力会社イベルドローラが進めるスマートグリッド技術 イベルドローラ
SE-205 中層木造建築物の開発 清水建設
SE-209 高出力超音波照射装置 JFEエンジニアリング

産業界からのプレゼンテーションのみの参加者

小間番号 出展者

O-1 科学技術振興機構
O-2 新エネルギー・産業技術総合開発機構

主催者ゾーン

小間番号 出展者

T-01 野村證券
T-02 環境アイランド「GREEN FLOAT」

特別協賛ゾーン
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来場者の業種は、前回約40％が「製造業」であったのに対し、今回は約半数が「製造業」、次いで「学校/教育/研究機関」が約
15％であった。職種では、「研究開発」及び「企画・マーケティング」、「経営・管理」で約70％を占め、前回よりも6.9％増え
ている。役職も、意思決定者層である「経営者/役員」「部長」「課長」クラスが52.3％と、前回から2.8％上回る結果となった。

来場者のプロフィール

業　種 職　種

役　職 所属先の規模

製造業
49.3%商社/卸/小売業 5.3%

サービス業
7.8%

金融/証券/保険 1.4%

建設/不動産 4.0%

病院/医療機関 1.2%

印刷/出版/放送/
広告 2.7%

官公庁/公的機関 6.9%

技術移転機関（TLO） 0.5%

その他 6.9%

農林/水産/鉱業 0.1%
無回答 0.2%

学校・教育・研究機関
13.7%

経営者/役員クラス
12.9%

無回答
0.6%

部長クラス
18.9%

課長クラス
20.5%

係長/主任クラス
15.3%

一般社員/職員
19.5%

学生 4.7%

その他 7.5%

研究開発
40.5%

企画・マーケティング
19.1%

経営・管理 10.3%

生産技術 1.6%

エンジニアリング・設計
4.6%

学生 4.4%

広報・宣伝 1.4%
無回答 0.6%

営業・販売 8.3%

その他 9.2%

1～ 9人
10.1%

10～ 49人
11.9%

50～ 99人
7.9%

100～ 299人
10.6%

300～ 499人
8.5%

500～ 999人
7.8%

1000～ 4999人
22.1%

5000～ 9999人
7.2%

1万人以上
13.2%

無回答
0.7%

産業界からの
プレゼンテーション

番号
成果の名称 出展者

SE-214 新規な構造を有する気相成長黒鉛、グラフェンおよびCNT製品のご紹介 インキュベーション・アライアンス
SE-302 列車の衝突事故時の乗客被害軽減に向けた研究開発 鉄道総合技術研究所
SE-303 鉄道車両のさらなる省エネ化「架線ハイブリッド電車」 鉄道総合技術研究所
SE-304 鏡と透明状態をスイッチングできる調光ミラーデバイスの研究開発 産業技術総合研究所　中部センター
SE-310 延伸羊腸の実用化について 松永商会／東京農工大学
SF-111、112 技術を価値につなげる知的戦略 経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
SF-202 有機硫黄ポリマーを用いた高容量電池の開発 ポリチオン
SF-204 放熱性鋼板「コーベホーネツ」の可能性について 神戸製鋼所
SF-205 マイクロフローセンサーパッケージの技術開発 菊池製作所
SF-210 温泉等の低温熱源を利用する小型発電システム 地熱技術開発

出展者・発表者一覧

プレゼンテーション
番号 タイトル 講演者

J-1 革新的ながん治療のウイルス医薬と肝再生医薬 ウィック・バイオテック・ファーマ 鹿児島大学　教授　小戝 健一郎
J-2 Photodynamic Therapy を応用した非熱的な不整脈治療装置 アライ・メッドフォトン研究所 慶應義塾大学　教授　荒井 恒憲
J-3 医薬・中間体・ファインケミカルのin silico合成経路開発 Transition State Technology 代表取締役社長　山口 徹
J-4 携帯型脳波計を用いた睡眠評価システム スリープウェル 代表取締役　吉田 政樹
J-5 産総研の保有する技術を統合した自律飛行船型空間ロボット スカイプラットフォーム 恩田 昌彦［元　産業技術総合研究所　研究員］
J-6 人間の両眼運動生理学に基づいた3D視覚制御システム Bi2-Vision 東京工業大学　准教授　張 暁林

JST大学発ベンチャービジネスマッチング
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年　齢

20歳未満
0.9% 20～ 29歳

9.6%

30～ 39歳
18.7%

40～ 49歳
26.1%

50～ 59歳
24.4%

60歳以上
20.2%

無回答
0.0%

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2010－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：950件

調 査 期 間：2010年9月29日（水）～10月1日（金）の3日間

集　　　　計：リサーチ東京

来場者のプロフィール

来場の目的は、「新技術の情報収集」が9割を超え、次いで「新製品の情報収集」「産学連携に関する情報収集」と続いた。
訪問したブースは、前回同様「環境」がトップ。次いで「新エネルギー・省エネルギー」、「ナノテクノロジー」と続いた。
満足度は、「満足した」「まあ満足した」が 85.2％、次回の来場意向は「来場したい」「できれば来場したい」が 90.6％
と、前回を 13.6％上回る高い評価となった。

来場者調査結果

来場目的（いくつでも）

0 20 40 60 8010 30 50 70 90 100 (%)

92.9%

46.2%

39.3%

51.6%

49.5%

38.4%

10.4%

0.6%

新技術の情報収集

共同研究開発先の探索

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

フォーラムの視聴

その他

無回答

訪問したブース（いくつでも）

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

60.5%

53.9%

47.2%

38.9%

41.1%

46.6%

44.8%

37.7%

41.5%

35.6%

30.0%

28.3%

22.5%

9.8%

環境

新エネルギー・省エネルギー

ナノテクノロジー

アグリ・バイオ

医療・健康

材料

ものづくり

IT

企業・大学発ベンチャー企業ゾーン

NEDO支援ゾーン

研究機関ゾーン

主催者（JST、NEDO）

特別協賛

無回答
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来場者調査結果
満足度 次回来場意向

満足した
21.6%

無回答
2.2%

どちらともいえない
10.7%

やや不満
1.2%

不満
0.7%

まあ満足した
63.6%

来場したい
52.3%

無回答
1.9%

できれば来場したい
38.3%

どちらともいえない
6.8%

来場したいとは思わない
0.3%

あまり来場したくない
0.3%

研究成果の展示、新技術説明会における、具体的な連携について 【新技術の情報収集】満足度

内容の確認・検証を
考える案件があった
34.4%

共同研究開発を考える
案件があった
15.1%

無回答
12.2%

技術導入を考える
案件があった

13.8%

その他の連携を考える
案件があった

8.1%

特になかった
26.8% 満足

25.1%

まあ満足
58.7%

無回答
4.8%

どちらともいえない
10.9%

不満 0.2%

やや不満 0.3%

ショートプレゼンテーションの満足度 次回開催でのショートプレゼンテーション実施の期待度

満足した
18.2％

まあ満足した
46.4％

無回答　
9.5％

どちらともいえない
23.1％

不満
1.4％

やや不満
1.4％

期待する
65.7％

無回答
8.3％

期待しない
26.0％
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他展示会と比べた来場者の質 来場者の関心度

良かった
38.7%

どちらともいえない
23.5%

まあ良かった
34.9%

やや悪かった
1.4%

悪かった
0.7%

高かった
34.2%

まあ高かった
44.6%

どちらともいえない
15.5%

やや低かった
3.6%

低かった
1.1%

来場者数 次回も継続出展希望

多かった
28.5%

まあ多かった
39.2%

どちらともいえない
15.9%

やや少なかった
12.1%

少なかった
3.4%

参加してみたい
94.3%

参加したいとは思わない
5.7%

出展者アンケート調査概要

調 査 方 法：出展者専用WEBサイトから入力

調査サンプル：大学、企業・大学発ベンチャー企業ゾーン、研究機関ゾーン、

NEDO支援ゾーン、特別協賛、新技術説明会、産業界からの

プレゼンテーション出展・発表者　計435件

出展・発表目的のトップは「研究成果の企業へのPR」。以降「共同研究開発先の探索」が続き、ともに昨年の数値を上回る結
果となった。「産業界や企業との人脈づくり」が昨年より伸びるなど、具体的にコンタクトを取る機会として利用する姿勢が見
られる。出展・発表成果は75.1％が成果が上がったと回答、出展・発表の満足度も75％を超え、日程が短縮している影響はあ
まり受けていない印象を受ける。他展と比べた来場者の質や来場者の関心度も「良い（高い）・まあ良い（まあ高い）」が
75％前後と、一定の評価を得た。次回の出展希望は約95％が「参加してみたい」と回答、次回への期待度は大変高い。

出展者・発表者調査結果

出展・発表目的（いくつでも）

84.4%

74.9%

54.3%

47.6%

42.5%

41.6%

35.9%

14.0%

11.3%

6.4%

2.3%

研究成果の企業へのPR

共同研究開発先の探索

産業界や企業との人脈づくり

技術移転先の探索

産学連携に関する情報発信

パートナー、提携先の開拓

大学の知名度アップ

新製品・サービスの情報発信

新規顧客の開拓

製品・サービスの販売促進

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (%)

出展・発表成果 出展・発表満足度

成果が上がった
24.1%

まあ成果が
上がった
51.0%

どちらともいえない
20.7%

あまり成果が
上がらなかった

1.6%

成果が上がらなかった
1.6%

満足
24.4%

ほぼ満足
51.7%

どちらともいえない
18.9%

やや不満
3.2%

不満 1.8%
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出展ブースやプレゼンテーションなどを通じ、「来場者からの相談・交渉があった」が約85％。商談件数も、10％以上が30
件以上の商談があったと回答。会場内で積極的なマッチングが行われたことが推測される。

マッチング状況

商談・交渉の有無 商談・交渉（件数）

あった
84.8%

なかった
15.2%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 (%)

12.5%

37.7%

20.9%

13.8%

4.1%

11.1%

1件

2～4件

5～9件

10～ 19件

20～ 29件

30件以上

発表者アンケートでは、今後も継続が見込まれる相談が「あった」と回答した発表者が90.1％と、前回の71.6％を大きく上回
る結果となった。満足度も「大変満足している」「満足している」が79.1％と、前回よりも2.0％アップしており、発表者の
満足度の高さが見られる。

新技術説明会　発表者調査結果

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

あった
77.1％

なかった
21.0％

無回答
1.9％

今後も継続が見込まれる相談 満足度

あった
90.1％

なかった
7.4％

無回答
2.5％

満足している
50.5％

普通
13.3％

無回答
6.7％

大変満足している
28.6％

満足していない
1.0％

商談・交渉の内容 今後も継続が見込まれる商談・交渉

(%)0 10 20 30 40 50 60 70

62.3%

62.3%

20.9%

32.5%

3.5%

8.7%

関連する業務の参考として

技術相談

サンプルの提供希望

共同研究開発の希望

特許の実施契約の希望

その他

あった
66.4%

なかった
33.6%

発表者アンケート調査概要

調 査 方 法：新技術説明会発表者を対象とした調査票記入方式

調査サンプル：105件

分　野 セッション数 平均受講者数
環境
新エネルギー・省エネルギー
アグリ・バイオ
医療・健康
ナノテクノロジー
材料
ものづくり
IT

19
21
21
50
19
31
23
21

32.4
34.9
22.4
18.0
24.2
26.6
19.4
31.9
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今回初めて、産業界から情報発信を行うプレゼンテーションを開催したが、全体の7割を超える発表者に相談や名刺交換があっ
た。より的確な集客による満足度の改善との課題もあったが、今後の参加希望について、86.4％が「参加したい」と回答して
おり、発表者の高い意欲が見られる結果となった。

産業界からのプレゼンテーション　発表者調査結果

発表者への相談・名刺交換 今後も継続することが見込まれる相談

あった
63.6%

なかった
20.5%

無回答
15.9%

あった
72.7%

なかった
25.0%

無回答
2.3%

満足度 今後、同様なプレゼンテーションの参加希望

満足している
44.2%

普通
20.9%

無回答
4.7% 大変満足している

16.3%
満足していない

14.0%

はい
86.4%

いいえ
9.1%

無回答
4.5%

発表者アンケート調査概要

調 査 方 法：産業界からのプレゼンテーションを対象とした調査票記入方式

調査サンプル：44件
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プロモーション活動
● 雑誌広告

種類 媒体名 発行号

経営・総合

電子・機械

IT

医療・バイオ
環境

日経ビジネス

日経デザイン
日経トップリーダー
日経エレクトロニクス
日経ものづくり
日経コンピュータ
日経パソコン
日経メディカル
日経エコロジー

9月13日号
9月27日号
10月号
9月号
9月6日号
9月号
9月1日号
9月13日号
9月号
10月号

● ご案内ハガキ

● 専用WebサイトTOPページ

イノベーション・ジャパン2008/2009参加登録者

● E-DM
種類 媒体名

経営・総合

医療・バイオ

環境

電子・機械

IT

日経BP社

開催展示会

来場者

日経ビジネスオンライン
日経トップリーダーONLINE
AssocieOnlineメール
BPnetメール朝刊＆夕刊
BPnetイベントメール
週刊BPnetメール
BTJ/Green Innovationメール
BTJ/HEADLINE/NEWSメール
BTJ/RNAi/UPDATEメール
BTJ/Targeting Proteomics Mail Serviceメール
個の医療メールマガジン
日経バイオテク/機能性食品メール
日経エコロジーNEWSメール
ECO JAPANメール
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 Previewメール
ITpro ソリューション営業
ITpro Network
ITpro News
ITpro Report
ITpro RFID
ITpro SkillUP
ITpro Special
ITpro Security
日経コンピュータ Express
日経BPガバメントテクノロジー・メール
日経情報ストラテジー・メール
イノベーション・ジャパン2008/2009登録者
計測展2009
FPD International2009/Green Device2009
BioJapan 2008/2009登録者
ヒューマンキャピタル2009/2010登録者
ITpro EXPO 2008/2009登録者

● パンフレット

● 公式ガイドブック表紙

● リーフレット
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＜本報告書に関するお問い合わせ先＞

〒108-8646　港区白金1-17-3

日経 BP 社　イノベーション・ジャパン 2010 運営局

TEL：03-6811-8011　FAX：03-5421-9172

http://expo.nikkeibp.co.jp/innovation/


