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3日間合計
28,609
5,512 
5,396
133

39,650
（35,866）

展示会来場者数
新技術説明会受講者数
基調講演ほかフォーラム受講者数

来場者総計
（ ）内は昨年数字

来 場 者 数

＜CONTENTS＞

●開催概要・来場者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

●出展者一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2～6

●来場者のプロフィール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

●来場者調査結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

●出展者調査結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9

●マッチング状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

●フォーラム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

●プロモーション活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

●報道実績News Clipping Report（2006年10月13日現在）‥‥‥‥‥‥‥‥ 13～14



2

N-01 有機色素分子を用いた光機能デバイス用材料開発 北海道工業大学 工学部 電気電子工学科 木村　尚仁
N-02 レーザーマイクロ爆発に基づく硬質材料の超微細加工技術の開発 北海道大学 電子科学研究所 三澤　弘明
N-03 微小領域の電磁場計測・スピン計測システム 北海道大学 情報科学研究科 末岡　和久
N-04 フィルム材料の広帯域マイクロ波複素誘電率測定装置 北海道大学 理学研究院 野嵜　龍介
N-05 PN-27 電子デバイス配線の信頼性評価法の開発 弘前大学 理工学部 知能機械工学科 笹川　和彦
N-06 大きい金属ガラス板材、バルク材、リボン材の量産化作製技術 東北大学 金属材料研究所 井上　明久
N-07 PN-12 革新的金属材料「金属ガラス」を用いた産業用小型・高性能デバイスの開発 東北大学 金属材料研究所 井上　明久
N-08 フォトニック結晶を利用したスペクトルイメージング関連技術 東北大学 先進医工学研究機構 大寺　康夫
N-09 3次元超精密研磨装置の開発 福島大学 共生システム理工学類 産業システム工学専攻 島田　邦雄
N-10 PN-39 高圧水素容器用アルミニウム合金の水素脆化感受性評価法 茨城大学 工学部 機械工学科 伊藤　吾朗
N-11 PN-05 アミノ酸とヒドロキシ酸を用いた機能性高分子材料 群馬大学 工学部 材料工学科 奥　浩之
N-12 新奇炭素系材料の創製と工学的応用 千葉工業大学 工学部 機械サイエンス学科 坂本　幸弘
N-13 広波長帯域・超高速な全光スイッチに向けた技術 千葉大学 工学部 電子機械工学科 坂東　弘之
N-14 アクチュエータ・センサ機能等を有するスマート機械材料 千葉大学 工学部 電子機械工学科 浅沼　博
N-15 PN-42 ナノシリコン粒子の大量生産技術とその応用 東京電機大学 理工学部 電子情報工学科 佐藤　慶介
N-16 金属系バイオマテリアルの性能評価技術の開発 上智大学 理工学部 機械工学科 久森　紀之
N-17 超潤滑薄膜・超薄膜材料の開発及びナノ力学シミュレータの開発 成蹊大学 理工学部 物質生命理工学科 佐々木　成朗
N-18 PN-20 新しいアモルファス合金薄膜のコンビナトリアル創成 東京工業大学 フロンティア創造共同研究センター 秦　誠一
N-19 生体医療応用を目指した細胞を用いたマイクロナノデバイス 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 物質機能科学部門 森島　圭祐
N-20 回転磁場によるナノ・マイクロ物体のマニピュレーション 東洋大学 バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 前川　透
N-21 小型アンモニア・メチルメルカプタンガスセンサ 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学 白鳥　世明
N-22 機能性分子素子を目指した基礎研究開発 横浜市立大学 国際総合科学部 横山　崇
N-23 相転移酸化物薄膜による電気・光スイッチング素子開発 東海大学 情報理工学部 情報通信電子工学科 沖村　邦夫
N-24 PN-30 中赤外レーザー微量分析器 東海大学 理学部 物理学科 山口　滋
N-25 PN-22 触媒化学気相成長（Cat-CVD）法により作製したSiCOI構造基板 長岡技術科学大学 電気系 安井　寛治
N-26 導電性高分子を用いたソフトアクチュエータ 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 奥崎　秀典
N-27 PN-03 ナノテクを利用した先進医工学の新展開 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 先進医工分野 管野　善則
N-28 情報通信機器用先端磁気デバイスの開発 信州大学 工学部 電気電子工学科 佐藤　敏郎
N-29 単結晶皮膜形成方法の新提案 －ルビーで表面を包む－ 信州大学 工学部 環境機能工学科 大石　修治
N-30 信州大学21COE先進ファイバー工学研究教育拠点 信州大学 信州大学21世紀COE先進ファイバー工学研究教育拠点 白井　汪芳
N-31 PN-41 環境にやさしいチタン酸を利用した水系プロセッシング 岐阜大学 工学部 機能材料工学科 櫻田　修

N-32 静岡大学21世紀COE「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」 静岡大学 電子工学研究所／ナノビジョン研究センター ビジョンインテグレーション分野／ 三村　秀典
静岡大学21世紀COE「ナノビジョンサイエンス」拠点リーダー

N-33 高機能性表面処理技術 名古屋大学 エコトピア科学研究所 石崎　貴裕
N-34 PN-01 ナノ医療を目指したナノ炭素材料科学 滋賀医科大学 医学部 生命科学講座（化学） 小松　直樹
N-35 ゴマ粒より小さな超小型三次元加速度センサの開発 立命館大学 理工学部　 機械システム系・マイクロ機械システム工学科 杉山　進
N-36 超緻密SiC焼結体からなるガラスレンズ用金型のための素材 龍谷大学 理工学部　 物質科学科 大柳　満之
N-37 PN-23 20nmサイズのナノ加工が可能な可視光レーザーアブレーション技術の開発 京都工芸繊維大学 大学院ベンチャー・ラボラトリー 山田　和志
N-38 PN-21 磁性体ナノ構造の電解めっき形成とスピントロ二クス応用 関西大学 工学部 機械工学科 新宮原　正三
N-39 PN-29 光学機能フィルムのための光弾性測定装置 関西大学 工学部 教養物理教室 田實　佳郎
N-40 PN-40 環境負荷低減化指向の高強度金属間化合物圧延箔の開発 大阪府立大学 大学院工学研究科 金野　泰幸
N-41 非線形光学測定技術およびナノ結晶製作技術 甲南大学 量子ナノテクノロジー研究所 安藤　弘明
N-42 PN-14 タンパク超分子を用いたシリコン薄膜の低温結晶化 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 微細素子科学講座 冬木　隆
N-43 和歌山大学発の都市エリア産学官連携事業研究成果 和歌山大学 システム工学部（地域共同研究センター）精密物質学科 木村　恵一
N-44 PN-09 低融点有機材料を創造するための新しい手法の開発 広島大学 大学院理学研究科 化学専攻　分子構造化学講座 福原　幸一
N-45 PN-07 高強度・高靭性グリーンコンポジットの開発 山口大学 大学院理工学研究科 システム設計工学系学域 合田　公一
N-46 PN-18 変調窒素ラジカルビーム法による窒化物半導体ヘテロ・ナノ界面の急峻化技術 香川大学 工学部 材料創造工学科 小柴　俊
N-47 PN-25 針電極対による電気的マニピュレーションと分別 高知工科大学 工学部 フロンティア工学教室 古沢　浩
N-48 PN-32 超高圧反応の革新的合成技術への応用展開 高知大学 理学部 物質科学科 小槻　日吉三
N-49 水中マイクロプラズマによるカーボンナノ材料の水溶化技術の開発とその応用 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気電子システム工学部門　末廣研究室 今坂　公宣
N-50 PN-16 新しいナノ構造形成技術：プラズマ異方性CVD 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 白谷　正治
N-51 半導体デバイスのための新規金属配線の形成技術 九州工業大学 工学部 電気工学科 和泉　亮
N-52 異種金属間の相互作用を利用した新しい有機EL用発光材料 長崎大学 工学部 応用化学科 馬越　啓介
N-53 ナノメーターサイズの膨張化炭素繊維を用いた複合材料 大分大学 工学部 応用科学科 豊田　昌宏
N-54 真空紫外光で拓く次世代モノづくり 宮崎大学 光科学プロジェクト 甲藤　正人

B-01 三次元単粒子追跡方法、及び、装置 東北大学 先進医工学研究機構 渡邉　朋信
B-02 自家発電装置の排熱利用による省エネルギー型植物工場 千葉大学 園芸学部 生物生産科学科 丸尾　達
B-03 Plant activatorの創薬に向けたハイスループットスクリーニングシステムの開発 東京学芸大学 教育学部 自然科学系広域自然科学講座生命科学分野 鳴坂　義弘
B-04 統合失調症・覚せい剤精神病の再発防止治療薬の開発 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科　精神行動医科学分野 柏　淳
B-05 PB-24 生体分子の相互作用解析技術 東京工科大学 バイオニクス学部 村松　宏
B-06 PB-21 硫酸代替固体触媒の応用展開―バイオディーゼル製造触媒― 東京工業大学 資源化学研究所 原　亨和
B-07 PB-02 海洋の珪藻・微生物複合系の利用による機能性物質の生産技術 静岡大学 創造科学技術大学院 環境・エネルギー専攻 鈴木　款
B-08 安心・安全を志向した、植物の健全育成システムの開発 東洋大学 植物機能研究センター 下村　講一郎
B-09 微小磁気ビーズによる動物細胞の選択的固定 東洋大学 バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 清水　範夫
B-10 ディスポーザブル型抗酸化活性測定用センサ 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-11 PB-23 カオス・フラクタル理論を用いた生体情報解析とバイオアッセイ技術 長岡技術科学大学 電気系 中川　匡弘
B-12 蛍光顕微鏡用「光る微細目盛」 の作製 静岡大学 電子工学研究所 新領域創成部門　光制御デバイス分野 皆方　誠
B-13 PB-14 白血病培養がん細胞に特異的な新規な分子標的療法薬剤 静岡大学 創造科学技術大学院 ナノマテリアル研究部 山下　光司
B-14 疾患関連タンパク質の高次構造に基づく薬物設計とスクリーニング 横浜市立大学 国際科学総合研究科 佐藤　衛
B-15 生体内血液凝集・凝固反応測定装置 浜松医科大学 医学部 医学科 最上　秀夫
B-16 高感度GPCR反応化合物スクリーニング装置 浜松医科大学 医学部 医学科 最上　秀夫
B-17 遺伝子発現量に差のあるmRNAの5'末端翻訳領域の表示法（5'RDD法） 京都産業大学 理学部 物理科学科 別所　親房
B-18 PB-17 タンパク質完全結晶創成 大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 森　勇介
B-19 インテリジェント酵素を用いた環境汚染物質除去法の開発 関西学院大学 理工学部 生命科学科 今岡　進
B-20 PB-11 CHO細胞を用いた迅速なタンパク質発現精製キット 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 細胞増殖学講座 宍戸　知行
B-21 PB-07 ニワトリ抗体の有用性とトランスジェニック鶏技術 広島大学 大学院生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻　分子生命開発学講座 松田　治男

大学発ベンチャーゾーン：27

大学発ベンチャー支援ゾーン：11

研究機関ゾーン：9

主催者：2

合計：366団体

大学・TLOゾーン
＜ナノテク・材料＞

出展者一覧
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366団体、446小間が出展。

内訳

＜バイオ・アグリ＞

研究代表者名研究代表者所属成果の名称
新技術
説明会番号

展示会
小間番号

大学・TLOゾーン：

ナノテク・材料 54
バイオ・アグリ 29
医療・健康 51

IT 45
環境・エネルギー 35

ものづくり 21
知財本部 61

TLO 21
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B-22 PB-03 「希少糖」の生産およびその用途開発 香川大学 希少糖研究センター 何森　健
B-23 PB-26 LED光源を利用した視覚認識によるハウス内収穫ロボット 高知工科大学 工学部 知能機械システム工学科 岡　宏一
B-24 PB-22 木質系資源からの高密度炭の製造と直接溶融方式のごみ処理炉への利用 高知工科大学 工学部 物質・環境システム工学科 坂輪　光弘
B-25 PB-25 バイオナイロンの新規開発と高次利用 高知大学 農学部 生物資源科学科 芦内　誠
B-26 マイクロラボチップへのフィルムレーザー搭載技術 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 興　雄司
B-27 大腸菌遺伝子機能網羅的解析システム 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 生体情報学講座 森　浩禎
B-28 培養細胞の刺激計測を行うマイクロ流体デバイス 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 生体機能専攻 安田　隆
B-29 PB-01 養殖オキナワモズク由来アセチルフコイダンの利用開発 琉球大学 農学部 生物資源科学科 田幸　正邦

W-01 「自律神経活動評価装置」 室蘭工業大学 工学部 情報工学科 長島　知正
W-02 ～ハマナス～生活習慣病への挑戦 北見工業大学 工学部 山岸　喬
W-03 新規の高機能モノクローナル抗体スクリーニング法 札幌医科大学 医学部 分子医学研究部門 加藤　和則
W-04 イヌ精液からのイヌ流産菌（Brucella canis）の検出法 帯広畜産大学 畜産学部 獣医学科 度会　雅久
W-05 PW-25 超高感度・低コストなエストロゲン活性一次選抜技術 北海道大学 地球環境科学研究院 山崎　健一
W-06 基底膜蛋白を用いた新しい創傷治療戦略 北海道大学 医学研究科 清水　宏
W-07 非侵襲的微小組織呼吸活性診断装置 東北大学 先進医工学研究機構 阿部　宏之
W-08 マイクロ・ナノマシニング技術を用いた低侵襲検査・治療機器 東北大学 先進医工学研究機構　 ナノメディシン分野 芳賀　洋一
W-09 PW-13 清涼飲料水及び医療用器具の非加熱滅菌の実用化 群馬大学 工学部 機械システム工学科 稲田　茂昭
W-10 段差に強く、操作性の良い全方向電動車椅子の研究開発 埼玉工業大学 工学部 機械工学科 和田　正義
W-11 がんとの共存を考慮したc-myc遺伝子抑制によるがん治療 千葉大学 医学部附属病院 人工腎臓部・集中治療部 松下　一之
W-12 脳梗塞の危険を予知するバイオマーカーの開発 千葉大学 大学院薬学研究院 五十嵐　一衛
W-13 貴金属コロイドの合成法の開発とその応用 工学院大学 工学部 共通課程 渡部　正利
W-14 PW-16 脳麻痺患者のためのウェアラブル歩行リハビリ支援装置 早稲田大学 先端科学・健康医療融合研究機構 生命医療工学研究所 岩田　浩康
W-15 PW-14 医療福祉に役立つロボットハンド技術 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 メカノマイクロ工学専攻 小俣　透
W-16 動物血液中の代謝産物の迅速定量法 日本獣医生命科学大学 獣医応用生命科学研究科 獣医学科 新井　敏郎
W-17 NMRメタボローム解析技術を用いた疾患解明システム 日本医科大学 医学部・大学院医学研究科 法医学 大野　曜吉
W-18 PW-08 迅速な新規薬剤スクリーニング系を用いた骨転移癌の治療薬開発 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 生命機能科学部門 稲田　全規
W-19 PW-20 延命率向上のための移動体内での遠隔超音波診断システム 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 桝田　晃司
W-20 PW-05 高齢者用の軟質レジン床義歯 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 システム部門 バイオデザイン分野 高久田　和夫
W-21 PW-06 歯髄の簡便かつ非侵襲・定量診断が可能な新しい透過光脈波測定装置 東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 小児歯科学分野 三輪 全三
W-22 PW-02 磁気浮上型遠心式心臓システム 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所　生体システム分野 高谷　節雄
W-23 PW-31 医学画像自動診断システム 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 有澤　博
W-24 胃粘膜洗浄液を利用した疾患関連マーカーの検出方法 聖マリアンナ医科大学 医学部 伊東　文生
W-25 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 岡本　一起
W-26 ナノテクノロジーによる新規DDS NANOEGG 聖マリアンナ医科大学 医学部 五十嵐　理慧
W-27 PW-04 FGF18を有効成分とした歯根-歯周組織形成促進方法 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科　分子発生学分野 太田　正人
W-28 PW-07 人工酸素運搬体による脳虚血・脳梗塞の新しい治療法 東海大学 医学部 川口　章
W-29 PW-35 質量分析カメラ 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 内藤　康秀
W-30 食品成分における骨粗鬆症改善物質の研究 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 禹　済泰
W-31 新規の糖尿病性網膜症・腎症疾患モデルマウス 富山大学 大学院医学薬学研究部 加藤　一郎
W-32 高集積組織アレイとその整理・活用システム 富山大学 付属病院病理部 福岡　順也
W-33 PW-29 操作性が向上した瞳孔マウスとその福祉応用 静岡大学 工学部 システム工学科 海老澤　嘉伸
W-34 PW-23 子供の成長を阻害する過塩素酸の新除去システム 静岡大学 理学部 化学科 近藤　満
W-35 PW-36 フォトンカウンティング型X線CT装置 静岡大学 電子工学研究所 ナノビジョン研究推進センター 青木　徹
W-36 発声障害診断システムの開発 岡山大学 大学院自然科学研究科 出口　真次
W-37 PW-12 新たな血栓溶解物質　LH25 県立広島大学 生命環境学部 生命科学科 山田　學
W-38 PW-19 屋内通信ネットワークを用いた分散協調型自立支援ロボットシステム 同志社大学 工学部 エネルギー機械工学科 横川　隆一
W-39 PW-30 空気圧駆動能動義手とハプティクスインターフェイス 同志社大学 工学部 機械システム工学科 辻内　伸好
W-40 RNAiを用いた難治がんの放射線および抗癌剤治療 大阪市立大学 医学研究科 森田　隆
W-41 癌患者の治療法決定に有用な新しい診断キット 大阪市立大学 医学研究科 八代　正和
W-42 PW-17 足関節自動運動装置の開発 広島大学 大学院保健学研究科 保健学専攻　心身機能生活制御科学講座 浦辺　幸夫
W-43 ホルムアルデヒドが溶出しないメラミン発泡体 広島大学 大学病院 口腔健康発育歯科 河田　俊嗣
W-44 SAKI：新規がん診断マーカー 広島大学 原爆放射線医科学研究所 ゲノム障害制御研究部門 達家　雅明
W-45 医療材料内部における血栓形成過程の可視化 広島大学 大学院医歯薬学総合研究科 展開医科学専攻　病態制御医科学講座 末田　泰二郎
W-46 PW-32 Web技術を用いた生涯健康カルテネットワークの開発と構築 香川大学 医学部 附属病院医療情報部 原　量宏
W-47 PW-18 起立・着座・旋回移動支援機 高知工科大学 工学部 総合研究所 横川　明
W-48 超音波を利用した膀胱形状測定システム 長崎大学 工学部 電気電子工学科 小山　純
W-49 硝子体内注射用の新規な固定具 長崎大学 医学部・歯学部附属病院 眼科 上松　聖典
W-50 PW-22 アクアポリン水チャネルの機能調節薬 熊本大学 大学院医学薬学研究部 磯濱　洋一郎
W-51 PW-21 ポータブルかつ安全なNO吸入療法システムの開発 熊本大学 大学院自然科学研究科 浪平　隆男

E-01 PE-21 ホタテ貝殻セラミックスの機能を応用した製品の開発 八戸工業大学 工学部 生物環境化学工学科 小山　信次
E-02 エネルギー供給と温暖化防止のためのCO2リサイクル 東北工業大学 工学部 環境情報工学科 加藤　善大
E-03 建造物探査用の超音波音速CT装置の開発 山形大学 工学部 足立　和成
E-04 発電・航空用デトネーションエンジンの実用化にむけて 筑波大学 システム情報工学研究科　構造エネルギー工学専攻 笠原　次郎
E-05 木質バイオマスガス発電に関する実証研究開発 足利工業大学 総合研究センター 牛山　泉
E-06 新規n型酸化物熱電変換材料の開発と応用 千葉大学 工学部 共生応用化学科 西山　伸
E-07 アスベストの低温分解 群馬工業高等専門学校 物質工学科 小島　昭
E-08 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 小島　昭
E-09 PE-20 各種生分解性プラスチック分解微生物および酵素製剤 群馬大学 工学部 生物化学工学科 粕谷　健一
E-10 臨界点近傍流体への紫外レーザー照射による流体分子の分解とナノ・マイクロ構造体創成 東洋大学 バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 前川　透
E-11 産業廃棄物の循環利用を促進するGISデータベースシステムの開発 東洋大学 地域産業共生センター 藤田　壮
E-12 PE-01 蛍光灯の省エネ・省資源利用 東京工業大学 原子炉工学研究所 嶋田　隆一
E-13 PE-15 塗装・印刷工場等から排出されるVOC削減対策技術 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 田中　茂
E-14 PE-11 氷の付着防止とそのメカニズム解明の研究 中央大学 理工学部 精密機械工学科 松本　浩二
E-15 PE-10 岩盤斜面の簡便なせん断強度測定方法 中央大学 理工学部 土木工学科 原　忠
E-16 PE-08 超高温マルチプラズマを用いた移動式簡易医療廃棄物処理炉の開発！ 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 稲葉　次紀
E-17 PE-03 石油貯蔵タンクの新たなスロッシング（液面揺動）抑制方法 明治大学 理工学部 機械情報工学科 小泉　忠由
E-18 PE-17 磁気力を利用した水及び土壌の浄化 首都大学東京 理工学研究科 電気電子工学専攻 渡辺　恒雄

E-19 PE-09 悪路や故障時の安全性を追求した前後輪独立駆動型電気自動車 首都大学東京 システムデザイン研究科 システムデザイン専攻　 武藤　信義
ヒューマンメカトロニクスシステム専修

E-20 光を利用したディーゼルエンジン排ガスの清浄化技術の開発 東海大学 工学部 電気電子工学科 大山　龍一郎
E-21 PE-19 無曝気・省エネルギー型次世代水資源循環技術の開発 長岡技術科学大学 環境・建設系 大橋　晶良
E-22 ホウ酸塩による木材、プラスチックスの不燃・難燃化 金沢工業大学 環境・建築学部 環境化学科 露本　伊佐男
E-23 PE-13 摩耗センサとオンライン計測法 福井大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 岩井　善郎
E-24 PE-14 超臨界流体を用いたポリマーの合成とリサイクル技術 静岡大学 工学部　 物質工学科 佐古　猛
E-25 PE-02 高い発光効率と長寿命のアンテナ励起型小型高気圧マイクロ波放電ランプ 静岡大学 工学部 電気電子工学科 神藤　正士
E-26 異なるスケールを有する生態生理情報のアップスケーリング 静岡大学 農学部 環境森林科学科 角張　嘉孝
E-27 カーボン薄膜太陽電池と無線通信用ソーラー飛行船 中部大学 工学部 電子情報工学科 梅野　正義
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E-28 極超長波（ELF帯10-300Hz）電波観測による大気・地球環境観測法の開発 中部大学 工学部 情報工学科 畑　雅恭
E-29 冷温熱を生成する超小型吸着式ヒートポンプ 名古屋大学 エコトピア研究所 小林　敬幸
E-30 快適で静かな生活空間を実現する、モータの振動抑制 三重大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 残間　忠直
E-31 木質系バイオマスからの高速度バイオエタノール製造技術 鳥取大学 工学部 物質工学科 簗瀬　英司
E-32 発達停留空洞を利用した液体のオンライン脱気 岡山大学 大学院自然科学研究科 鷲尾　誠一
E-33 PE-18 バイオ技術によるアスベスト検出 広島大学 大学院先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻　分子生命機能科学講座 黒田　章夫
E-34 PE-06 ミニチュアパルスパワー電源の開発 熊本大学 大学院自然科学研究科 秋山　秀典
E-35 大気圧コロナ放電発生装置 大分大学 工学部 電気電子工学科 金澤　誠司

I-01 単純かつ安価に実現可能な体積走査型立体表示装置 東京電機大学 工学部 電子工学科 山本　欧
I-02 ネット上の膨大な情報を活用する半構造データマイニング技術 北海道大学 情報科学研究科 有村　博紀
I-03 PI-20 高速赤外線データ放送と携帯電話を用いる教育支援システム 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 蔡　大維
I-04 ミリ波を用いた超高速・大容量無線伝送の開発と応用 東北工業大学 新技術創造研究センタ－ 米山　務
I-05 PI-15 磁気センサを用いた手指用モーションキャプチャ装置 秋田大学 工学資源学部 電気電子工学科 吉村　昇
I-06 サステーナブルシステム 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 加藤　和彦
I-07 空間浮遊像を表示する高解像度立体ディスプレイ 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 掛谷　英紀
I-08 道路監視カメラ映像を用いた運転者への視覚支援方式 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 大田　友一
I-09 PI-05 フルーエンシ理論によるマルチメディアの符号化・復号技術 筑波大学 システム情報工学研究科 リスク工学専攻 寅市　和男
I-10 ストリーム処理による実時間実世界情報基盤システム 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 北川　博之
I-11 PI-22 個人健康管理システムのための自動相関ルール抽出アルゴリズム 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療福祉情報学科 竹内　裕之
I-12 触覚によるコンピュータインターフェース 埼玉大学 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 高崎　正也
I-13 コンテンツ業界から見た全周球面ディスプレイの活用 デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科　安楽研究室 安楽　直志
I-14 デジカメのフラッシュを用いた距離計測 中央大学 理工学部 精密機械工学科 梅田　和昇
I-15 安心安全な社会構築に必要な物理乱数発生方法 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構統計数理研究所 データ科学研究系 田村　義保
I-16 PI-08 光神経による音・動き・液体の感知 創価大学 工学部 情報システム工学科 佐々木　博幸
I-17 CG技術を用いた視認性の数値化と可視化システム 中央大学 理工学部 情報工学科 牧野　光則
I-18 PI-14 野外自然環境を対象としたネットワークベース移動観測システム 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 國井　康晴
I-19 PI-21 生体信号インタフェース 東京工業大学 精密工学研究所 小池　康晴
I-20 複合現実感交通実験スペース 東京大学 生産技術研究所 先進モビリティ連携研究センター（ITSセンター） 池内　克史
I-21 PI-30 金属素子を挿入した多周波数対応型電磁波吸収壁 武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 岡野　好伸
I-22 PI-04 電子ペーパーマネー・システムの構築 明治大学 商学部 折谷　吉治
I-23 ローコストな3次元webGISトータルシステム 横浜市立大学 国際総合科学部 ヨコハマ企業戦略コース 後藤　寛
I-24 低遅延な光インターネットシステムとハイビジョン伝送アプリケーション 富山県立大学 工学部 安井　直彦
I-25 自己整合・複合集積化技術による有機高度機能部材の新展開 富山大学 大学院理工学研究部 岡田　裕之
I-26 超高感度型磁気センサー装置（FGM） 金沢工業大学 工学部　光電磁場科学応用研究所 平間　淳司
I-27 PI-25 風による家屋内流れの自動高速シミュレーションソフトウェア 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学センター 松澤　照男
I-28 ビッグサイエンスのIT--大規模分散データ収集・管理システム技術 自然科学研究機構　核融合科学研究所 大型ヘリカル研究部 高温プラズマ物理研究系 中西　秀哉
I-29 PI-17 Wisdom Web : リアルタイムなWebコンテンツ配信技術とその応用 名古屋工業大学 大学院 情報工学専攻 新谷　虎松
I-30 高精度、大変位、並列動作MEMSアクチュエータのWDM光通信応用 立命館大学 理工学部 機械システム系・マイクロ機械システム工学科 小西　聡
I-31 PI-06 ディジタルホログラフィによる3次元画像瞬時取得 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 電子システム部門 粟辻　安浩
I-32 PI-26 グローバルな情報体系を実現する自律分散GIS基盤ソフト 大阪市立大学 大学院　文学研究科　 地理学 森　洋久
I-33 安全・安心な社会を支えるセンサネットワーク技術 大阪大学 情報科学研究科 村田　正幸
I-34 これからの街角情報配信　――電子チラシ、クーポン等―― 神戸芸術工科大学 芸術工学研究所 平野　浩太郎
I-35 PI-27 柔軟で高品質な短光パルスを簡単に発生できるコンパクトで安価なレーザモジュール 高知工科大学 工学部 フロンティア工学教室 野中　弘二
I-36 PI-07 首振りビデオプロジェクタ集合による高機能投影 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 知能情報処理学講座 浮田　宗伯
I-37 音源分離技術等に基づく柔軟な音声インターフェイス・音声対話システム 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 音情報処理学講座 猿渡　洋
I-38 MIID：柔軟な権限管理を実現する個人認証システムの大規模実証実験 九州大学 システムLSI研究センター 安浦　寛人
I-39 CPWマッチング回路を搭載したアンテナ一体型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 電子デバイス工学部門 吉田　啓二
I-40 システムLSI向け超低消費電力化技術とその支援技術 九州大学 システムLSI研究センター 佐藤　寿倫
I-41 次世代SOCプラットフォーム・アーキテクチャ 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報理学部門 村上　和彰
I-42 IEEE 802.11無線LANによる位置測定とマルチホップ通信 九州大学 大学院システム情報科学研究院 福田　晃
I-43 PI-03 エージェントコミュニティネットワークを利用した企業間連携・商取引支援環境の開発 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 峯　恒憲
I-44 仮想人間の実時間アニメーション技術 九州工業大学 情報工学部 システム創成情報工学科 尾下　真樹
I-45 PI-29 光で音をピックアップする方法（振動板のない光波マイクロホン）の開発 九州東海大学 工学部/工学研究科 電気電子システム工学科 園田　義人

M-01 全固体アイセイフレーザの製品化 東北工業大学 工学部 環境情報工学科 佐藤　篤
M-02 音波を用いたガス検出装置 大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 近藤　良也
M-03 負の剛性を利用した革新的除振装置 埼玉大学 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 水野　毅
M-04 高機能を発現するレーザ微細加工 埼玉大学 大学院理工学研究科 池野　順一
M-05 電子機器等の冷却用高性能熱輸送管 千葉大学 工学部 電子機械工学科 菱田　誠
M-06 PM-06 小型飛行時間型質量分析装置（TOF-MS）の開発 首都大学東京 理工学研究科 分子物質化学専攻 伊永　隆史
M-07 PM-01 流体の機能を測るレオメーター 首都大学東京 理工学研究科 機械工学専攻 水沼　博
M-08 PM-05 既存木造戸建住宅の開口部を対象とした簡易耐震補強手法 首都大学東京 都市環境科学研究科 建築学専攻 藤田　香織
M-09 PM-02 気体の等温化技術と気体用非定常流量発生装置の開発 東京工業大学 精密工学研究所 香川　利春
M-10 PM-07 数値制御工作機械の送り駆動系運動シミュレータ 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　堤研究室 佐藤　隆太、堤　正臣
M-11 回転体の温度・ひずみの光テレメータと非接触電力供給システム 新潟大学 工学部 機械システム工学科 横山　和宏
M-12 次世代基板材料のための高速・高精度加工工具 長岡技術科学大学 機械系 石崎　幸三
M-13 小型高精度・高能率旋盤の開発 金沢工業大学 工学部 機械工学科 新谷　一博
M-14 高精度騒音源位置同定および構造物ひずみ計測技術 金沢工業大学 工学部 機械工学科 畝田　道雄
M-15 PM-11 高圧水蒸気を用いた木材の3次元圧縮成形加工 岐阜大学 応用生物科学部 応用生物科学科 棚橋　光彦
M-16 PM-13 ライン状大気圧放電プラズマの生成と応用 静岡大学 創造科学技術大学院 ナノビジョンサイエンス部門 永津　雅章
M-17 ドロップレットフリースーパーPVDコーターの開発 豊橋技術科学大学 電気・電子工学系 滝川　浩史
M-18 電界紡糸ナノファイバの残留農薬センシングシステムへの応用 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 先端ファイブロ科学専攻　濱田研究室 後藤　卓真
M-19 PM-14 大気圧プラズマによるエピタキシャルSiの低温・高速形成技術 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 遠藤　勝義
M-20 磁気吸引型非接触浮上装置 九州工業大学 大学院工学研究科 機能システム創成工学専攻 小森　望充
M-21 高出力・低騒音型スイッチトリラクタンスモータ 長崎大学 大学院生産科学研究科 システム設計・制御科学 樋口　剛
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V-01 インタロボット株式会社（岡山県立大学発）
V-02 株式会社先端赤外（信州大学発）
V-03 ヒラソルバイオ株式会社（KAST・理研発）
V-04 株式会社オプセル（新潟大学発）
V-05 株式会社スペースビジョン（名古屋工業大学発）
V-06 株式会社ウエアビジョン（大阪市立大学発）
V-07 株式会社大阪電子科学技術研究所（大阪大学発）
V-08 株式会社ファクト（東北大学発）
V-09 株式会社バイオベルデ（京都大学発）
V-10 株式会社ツーセル（広島大学発）
V-11 株式会社GEL-Design（北海道大学発）/北大リサーチ＆ビジネスパ-ク構想推進協議会
V-12 株式会社感性デバイシーズ（信州大学発）
V-13 北九州工業高等専門学校/株式会社セレニーク
V-14 株式会社アドヴァンストテクノロジ（北海道工業大学発）
V-15 ATオプテック（北海道工業大学発）
V&S-02 株式会社ビジブルインテリジェンス（筑波大学発）
V&S-03 株式会社アーネット（電気通信大学発）
V&S-04 スノードリーム株式会社（日本大学発）
V&S-05 株式会社セラノスティック研究所（名古屋大学発）
V&S-06 株式会社プロップジーン（東京農工大学発）
V&S-07 株式会社アルマイト触媒研究所（東京農工大学発）
V&S-08 株式会社ベンチャー・アカデミア（横浜国立大学発）
V&S-09 株式会社ナノテム（長岡技術科学大学発）
V&S-10 株式会社アプライド・マイクロシステム（電気通信大学発）
V&S-11 東北デバイス株式会社（岩手大学発）
V&S-12 株式会社ソフィア（金沢大学発）
V&S-13 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所（電気通信大学発）

S-01 東京・名古屋・大阪　中小企業投資育成株式会社
S-02 独立行政法人　工業所有権情報・研修館
S-03 独立行政法人　中小企業基盤整備機構
S-04 野村證券株式会社
S-05 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社
S-06 財団法人　ベンチャーエンタープライズセンター DND事務局
S-07 経済産業省　中国経済産業局
S-08 農工大インキュベータ
S-09 早稲田大学 インキュベーション推進室/墨田区　産学官連携事業
S-10 盛岡市/岩手大学
V&S-01 社団法人　発明協会

R-01 財団法人　北九州産業学術推進機構（北九州TLO）
R-02 日本知能情報ファジィ学会
R-03 文部科学省　科学技術政策研究所
R-04 独立行政法人　海洋研究開発機構
R-05 財団法人　大田区産業振興協会
R-06 福岡知的クラスター研究所/財団法人　福岡県産業・科学技術振興財団
R-07 独立行政法人　産業技術総合研究所
R-08 独立行政法人　放射線医学総合研究所
R-09 独立行政法人 メディア教育開発センター

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（NEDO技術開発機構）

IP-01 山梨大学 知的財産経営戦略本部
IP-02 北海道大学 知的財産本部
IP-03 北見工業大学　地域連携・研究戦略室
IP-04 岩手大学　地域連携推進センター
IP-05 東北大学　産学官連携推進本部
IP-06 徳島大学　知的財産本部
IP-07 香川大学　知的財産活用本部
IP-08 愛媛大学　知的財産本部
IP-09 高知工科大学　産学連携本部
IP-10 高知大学　国際・地域連携センター
IP-11 山口大学　知的財産本部
IP-12 大学共同利用機関　知的財産本部
IP-13 筑波大学　知的財産統括本部
IP-14 群馬大学　研究・知的財産戦略本部
IP-15 千葉大学　産学連携・知的財産機構
IP-16 コラボ産学官
IP-17 中央大学　産学官連携・知的財産戦略本部
IP-18 明治大学　社会連携促進知財本部
IP-19 東京医科歯科大学　知的財産本部
IP-20 慶應義塾大学　総合研究推進機構
IP-21 芝浦工業大学　知的財産本部
IP-22 首都大学　東京産学公連携センター
IP-23 東京工業大学　産学連携推進本部
IP-24 東京大学　産学連携本部
IP-25 お茶の水女子大学　知的財産本部
IP-26 東京海洋大学　知的財産本部
IP-27 東京農工大学　産官学連携・知的財産センター
IP-28 電気通信大学　知的財産本部
IP-29 横浜国立大学　産学連携推進本部
IP-30 東海大学　知的財産戦略本部
IP-31 麻布大学　研究交流課
IP-32 聖マリアンナ医科大学　知財事業推進センター
IP-33 新潟県大学連合　知的財産本部
IP-34 北陸先端科学技術大学院大学　IPオペレーションセンター
IP-35 金沢大学　知的財産本部
IP-36 信州大学　産学官連携推進本部
IP-37 岐阜大学　産官学融合本部
IP-38 静岡大学　知的財産本部
IP-39 光産業創成大学院大学 リエゾンセンター
IP-40 名古屋大学　産学官連携推進本部
IP-41 名古屋工業大学 テクノイノベーションセンター
IP-42 名古屋市立大学　産学官・地域連携推進センター
IP-43 豊橋技術科学大学　知的財産・産学官連携本部
IP-44 三重大学　知的財産統括室
IP-45 立命館大学　知的財産本部
IP-46 京都大学　国際イノベーション機構（IIO）
IP-47 大阪大学　知的財産本部
IP-48 大阪府立大学　知的財産ブリッジセンター
IP-49 甲南大学 フロンティア研究推進機構
IP-50 神戸大学　連携創造本部
IP-51 奈良先端科学技術大学院大学　産官学連携推進本部
IP-52 岡山大学　研究推進・産学官連携機構
IP-53 広島大学　産学連携センター
IP-54 久留米大学　知的財産本部
IP-55 九州大学　知的財産本部
IP-56 九州工業大学　知的財産本部
IP-57 長崎大学　知的財産本部
IP-58 熊本大学　知的財産創生推進本部
IP-59 宮崎大学　産学連携支援センター
IP-60 鹿児島大学　産学官連携推進機構
IP-61 琉球大学　知的財産本部

T-01 北海道ティー・エル・オー株式会社
T-02 株式会社筑波リエゾン研究所
T-03 日本大学産官学連携知財センター（NUBIC）
T-04 東京電機大学産官学交流センター
T-05 財団法人 テレコム先端技術研究支援センター
T-06 農工大ティー・エル・オー株式会社
T-07 株式会社オムニ研究所
T-08 株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）
T-09 東京理科大学科学技術交流センター
T-10 よこはまティーエルオー株式会社
T-11 株式会社長崎TLO
T-12 株式会社産学連携機構九州
T-13 株式会社山梨ティー・エル・オー
T-14 財団法人　名古屋産業科学研究所（中部TLO）
T-15 財団法人 ひろしま産業振興機構（広島TLO）
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 株式会社テクノネットワーク四国（四国TLO）
T-18 有限会社山口ティー・エル・オー
T-19 有限会社大分TLO
T-20 株式会社みやざきTLO
T-21 株式会社鹿児島TLO
R-01 財団法人　北九州産業学術推進機構（北九州TLO）
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PN-02 刺激応答性人工ポリペプチドの開発 大阪大学 工学研究科 応用化学専攻 宇山　浩
PN-04 機能性硫酸化グリコサミノグリカン糖鎖とその抗体 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 先端生命科学部門 菅原　一幸
PN-06 官能基化された炭素5員環誘導体の高効率的製造法 北海道大学 大学院理学研究科 化学科 宮下　正昭
PN-08 超高速オプトエレクトロニクス有機新材料の開拓 東京工業大学 フロンティア創造共同研究センター 腰原　伸也
PN-10 ナノテクノロジーを利用した環境調和型有機金属触媒 北海道大学 大学院薬学研究院 創薬有機化学講座 有澤　光弘
PN-11 従来不明であったバイオ浄水での鞘状酸化鉄の詳細 岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 高田　潤
PN-13 ナノパターン側壁形状計測のための傾斜原子間力顕微鏡 群馬大学 工学研究科 ナノ材料システム工学専攻 保坂　純男
PN-15 実用化に近づく放射線・X線ダイヤモンドセンサー 大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 伊藤　利道
PN-17 透明セラミックス焼結体 京都工芸繊維大学 工芸学部 物質工学科 木島　弌倫
PN-19 レーザープラズマ軟X線による無機透明材料のナノ加工 筑波大学 大学院数理物質科学研究科 電子・物理工学専攻 牧村　哲也
PN-24 TEモード光との相互作用を利用する量子井戸サブバンド間遷移光デバイス 静岡大学 工学部 電気電子工学科 石田　明広
PN-26 高機能ナノプローブ 香川大学 微細構造デバイス統合研究センター 三原　豊
PN-28 酸化亜鉛をベースとした光センサー・導電紙・透明導電膜 高知工科大学 工学部 電子・光システム工学科 山本　哲也
PN-31 グリ－ンサイエンス特別研究プロジェクト教育研究拠点 高知大学 理学部 物質科学科 小槻　日吉三
PN-33 低コスト製造法による高効率純緑色発光ダイオードの開発 佐賀大学 シンクロトロン光応用研究センター 田中　徹
PN-34 ポリカチオンのマルチアタッチメント効果を利用するエンドトキシン吸着除去剤の開発 熊本大学 工学部 物質生命化学科 坂田　眞砂代
PN-35 ナノ粒子分散制御による低相手攻撃性摺動部材の開発 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 多々見　純一
PN-36 金属-金属酸化物系ナノ複合微粒子の創製と高性能電波吸収体への応用 大阪大学 先端科学イノベーションセンター 伊東　正浩
PN-37 表面に金ナノ粒子を分散・固定化した高分子微粉末 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 春田　　正毅
PN-38 脆化に強い非パラジウム系水素透過合金 北見工業大学 工学部 機能材料工学科 青木　清
PN-43 ガラス等硬脆材料の微細加工とその応用 東京電機大学 工学部 機械工学科 松村　隆
PN-44 ダイヤモンド粒子の衝撃打ち込みによる高熱伝導素材 熊本大学 衝撃・極限環境研究センター 伊東　繁
PN-45 粘着剤のナノシェア試験装置の開発 明治大学 理工学部 機械工学科 宮城　善一
PB-04 焼酎蒸留粕を用いた資源循環型ポットの開発 鹿児島工業高等専門学校 土木工学科 山内　正仁
PB-05 越前ガニの有効利用に関する研究ーカニ殻を農薬や健康食品に応用する技術ー 福井大学 医学部 分子生命化学領域 藤井　豊
PB-06 バイオ技術による花卉園芸植物の新品種開発方法 帯広畜産大学 畜産学部 畜産科学科 堀川　洋
PB-08 トランスポーム解析の基盤技術：薬物トランスポーターの多検体高速評価技術の開発 東北大学 薬学研究科 大槻　純男
PB-09 ニワトリの卵白中に特異的に医薬等を産生させる方法 明治大学 農学部 生命科学科 丸山　公明
PB-10 機能スクリーニング法による野生沿岸植物が獲得した耐塩性遺伝子の探索と応用 東京農工大学 共生科学技術研究院 山田　晃世
PB-12 ポリペプチドの製造方法 福島大学 共生システム理工学類 金澤　等
PB-13 新しい高速遺伝子増幅系-タンパク質医薬低コスト化を目指して 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 ゲノム動態研究部門 渡邊　孝明
PB-15 高精度定量DNA検出装置の開発 福山大学 生命工学部 生物工学科 山口　泰典
PB-16 タンパク質結晶の次世代デバイス化に向けた溶液状態制御による創製およびプロセッシング技術の開発 大阪大学 大学院工学研究科 高野　和文
PB-18 フェムト秒レーザーによる膜蛋白質の結晶化とその加工システムの開発 大阪大学 工学研究科応用化学専攻 井上　豪
PB-19 分子標的バブルリポソームを用いた診断と治療を同時に行うシステム開発 東京薬科大学 薬学部 根岸　洋一
PB-20 超薄型生物資源運搬・保存カード（NIGカード）の開発 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 知財室 富川　宗博
PW-01 紫外レーザー微細加工技術による新しい人工関節の開発 大阪大学 大学院医学系研究科　 冨田　哲也
PW-03 食材抽出物による抗ウイルス作用の応用開発 東京医科歯科大学 共同教育研究センター 疾患遺伝子実験センター 吉仲　由之
PW-09 抗癌剤放出を制御できる超高感度型温度応答性リポソームの開発 大阪府立大学 大学院工学研究科 河野　健司
PW-10 虚血性心臓病に対して再生医療（細胞や遺伝子治療）を行うための新たなカテーテル治療法 日本大学 医学部 斎藤　頴
PW-11 肝移植グラフトの機能を改善する移植前処理方法 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科　肝胆膵・総合外科/生体情報学 工藤　篤
PW-15 振動刺激を用いたバランストレーニング装置 札幌市立大学 デザイン学部 田中　敏明
PW-24 PEG修飾法を用いた次世代ラクトフェリンの創製 東京工科大学 バイオニクス学部 佐藤　淳
PW-26 白癬（通称、水虫）の簡易診断キットの開発 福井大学 医学部 腫瘍病理学領域 法木　左近
PW-27 メタボリックシンドロームの新しい創薬ターゲットのスクリーニング系 東京医科歯科大学 難治疾患研究所　先端分子医学研究部門　分子代謝医学分野 小川　佳宏
PW-33 診療情報管理機能を有する安全性確保型同時書込みシステム 岐阜大学 医学系研究科/医学部 医療管理学講座医療情報学分野 紀ノ定　保臣
PW-34 心拍ゆらぎから心臓停止の危険があるか否かを数値予測する計算 首都大学東京 大学院理工学研究科 生命科学専攻 矢澤　徹
PE-04 木質バイオマスの高温ガス化発電システムの事業化に対する実証研究 名古屋大学 大学院工学研究科 小林　信介
PE-05 ナノ構造体を利用した電力貯蔵デバイスの構築 福井大学 ベンチャービジネスラボラトリー 明神　賢一
PE-07 直流システム保護用自己回復性マイクロヒューズの開発 九州工業大学 工学部 大塚　信也
PE-12 3D-CADを用いた熱環境の実設計対応型・予測評価ツール 東京工業大学 大学院総合理工学研究科　環境理工学創造専攻 梅干野　晁
PE-16 ナノ表面反応を利用した新規フッ素汚染土壌対策技術 富山工業高等専門学校 環境材料工学科 袋布　昌幹
PE-22 再生産可能な植物資源から導電性炭素材料の創成 北見工業大学 工学部 化学システム工学科 吉田　孝
PE-23 電磁気手法を用いた地震予知法の開発 電気通信大学 電気通信学部 電子工学科 早川　正士
PI-01 特許、論文データベースを統合した検索環境および動向分析ツールの構築 広島市立大学 情報科学部 難波　英嗣
PI-02 Web学習用コンテンツを自動作成する講義収録システム 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 市村　哲
PI-09 ハードウェア暗号組込み型ユビキタスプロセッサHCgorilla 弘前大学 理工学部 電子情報工学科 深瀬　政秋
PI-10 ユビキタス環境の基盤ソフトウェア cogma とその周辺技術 名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 河口　信夫
PI-11 楕円曲線暗号およびその応用技術のための高速計算装置 岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成工学専攻 野上保之
PI-12 複雑に混合された信号の分離再生技術（ウェーブレット解析と独立成分分析の利用） 群馬大学 工学部 機械システム工学科 松浦　勉
PI-13 空いている電車で楽々通勤♪ 中央大学 理工学部 情報工学科 田口　東
PI-16 カスタムCMOSイメージセンサを用いた情報家電ビジュアルマルチリモコン「オプトナビ」 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 光機能素子科学講座 太田　淳
PI-18 IP電話端末向け言い直し補間技術 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 星　徹
PI-19 気の利くケータイ＋気の合う空間＝気に入る生活 中央大学 理工学部 経営システム工学科 加藤　俊一
PI-23 コミュニティストレージ オープンソースによる次世代ネットワークサービス 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 田胡　和哉
PI-24 共感性マーケティングによる「多姿多彩」製品設計 中央大学 理工学部 経営システム工学科 加藤　俊一
PI-28 積層可能な両極電極構造を持つチップサイズパッケージ 九州工業大学 マイクロ化総合技術センター 石原　政道
PM-03 高安定・高分解能直交フラックスゲート磁界センサ 九州大学 大学院総合理工学研究院 融合創造理工学部門 笹田　一郎
PM-04 音の反射特性を変化させることができる壁面システム 九州大学 芸術工学研究院 音響部門 尾本　章
PM-08 プリント基板等からの電磁放射分布の直接画像計測装置 静岡大学 電子工学研究所 川人　祥二
PM-09 インターネットコラボレーションによる製品開発 高知工科大学 工学部 知能機械システム工学科 坂本　東男
PM-10 標準糖鎖を安定供給するシステムの開発 香川大学 総合生命科学実験センター 糖鎖機能解析研究部門 中北　愼一
PM-12 マルチスケール電磁アプローチによる省エネ型自動車用高機能鋳鉄の組織評価手法の開発 東北大学 流体科学研究所 内一　哲哉
PM-15 超極細ワイヤーおよび超極薄テープを用いたマイクロ機械部品製作法 首都大学東京 理工学研究科 機械工学専攻 本田　　智
PM-16 液中放電堆積加工によるワイヤ工具の高速製作法とそれを用いた加工法の開発 豊田工業大学 工学部先端工学基礎学科 古谷　克司
PM-17 超小型ロボットを用いたナノ微細加工法の開発 電気通信大学 電気通信学部 知能機械工学科 青山　尚之
PM-18 インテリジェントマイクロポリマープロセス支援システムの開発 東京工業大学 大学院理工学研究科 伊藤　浩志
PM-19 省エネルギー・モバイル型プラズマ溶射システム 山口大学 地域共同研究開発センター 崎山　智司
PM-20 特殊VAC（減圧アーク）前処理法による高密着強度溶射皮膜の開発 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 稲葉　次紀
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出展者一覧

新技術説明会のみ参加の出展者

研究代表者名研究代表者所属成果の名称
新技術説明会
発表番号

分
野

ナ
ノ
テ
ク
・
材
料

バ
イ
オ
・
ア
グ
リ

医
療
・
健
康

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

Ｉ
Ｔ

も
の
づ
く
り

新技術説明会　平均受講者数一覧
分野 セッション数 平均受講者数

PN ナノテク・材料 45 30.3
PB バイオ・アグリ 26 30.9
PW 医療・健康 35 29.9
PI IT 30 29.4
PE 環境・エネルギー 23 39.0
PM ものづくり 20 26.0

合計 179 30.8
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来場者のプロフィール
来場者の業種は、「製造業」が54.2％で過半数。次いで「学校・教育・研究機関」13.7％、「サービス業」9.2％となった。職種では「研究・開発」

38.1％を筆頭に、「企画・マーケティング」15.5％、「経営・管理」10.8％、「営業・販売」8.4％の順となった。役職は「部長クラス」21.9％をはじ

めとしたマネジメント層が全体の4分の3近くを占める。来場者の所属先組織の規模は、「1000～4999人」22.4％、「10～49人」13.5％、「1万

人以上」12.9％の順。1～99人の規模が28.8％と中小・中堅企業からの来場も目立つ。年齢は50代29.8％、40代28.6％、30代16.2％と、

40代と50代で全体の約6割を占める構成になった。

20～29歳�
9.7%

50～59歳�
29.8%

60歳以上�
14.9%

無回答�
0.2%

20歳未満�
0.6%

30～39歳�
16.2%

40～49歳�
28.6%

経営者/役員クラス�
16.3%

係長/主任クラス�
12.7%

一般社員/職員�
14.8%

学生・生徒�
3.9%

その他�
7.5%

無回答�
1.9%

部長クラス�
21.9%

課長クラス�
21.0%

1～9人�
8.6%

10～49人�
13.5%

50～99人�
6.7%

500～999人�
8.7%

1000～4999人�
22.4%

5000～9999人��
7.3%

1万人以上�
12.9%

無回答�
1.5%

100～299人�
10.8%

300～499人�
7.6%

製造業�
54.2%

学校・教育・研究機関�
13.7%

サービス業�
9.2%

官公庁/公的機関�
7.3%

商社/卸/小売業�
6.2%

建設/不動産�
2.4%

印刷/出版/放送/広告�
1.9%

金融/証券/保険�
1.6%

病院/医療機関�
0.7%

技術移転機関（TLO）�
0.3%

農林/水産/鉱業�
0.2%

無回答�
2.3%

研究開発��
38.1%

経営・管理�
10.8%

営業・販売�
8.4%

エンジニアリング・設計�
4.3%

学生�
3.3%

生産技術�
2.6%

広報・宣伝�
1.5%

その他�
12.1%

無回答�
3.4%

企画・マーケティング�
15.5%

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2006‐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 : 1000件

調 査 期 間 : 2006年9月13日（水）、14日（木）、15日（金）
の3日間

調　　　査 : 日経BPコンサルティング

平均年齢：47.3歳



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）�

（%）�

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�

共同研究開発先の探索�

技術導入を想定�

その他�

90.8%

53.8%

53.6%

45.3%

35.9%

11.9%

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

ナノテク・材料（大学ゾーン）�

環境・エネルギー（大学ゾーン）�

バイオ・アグリ（大学ゾーン）�

ものづくり（大学ゾーン）�

IT（大学ゾーン）�

医療・健康（大学ゾーン）�

大学発ベンチャーゾーン�

知財本部（大学ゾーン）�

TLOゾーン�

研究機関ゾーン�

主催者（JST、NEDO）�

大学発ベンチャー支援ゾーン�

ビジネスプレゼンテーション（メインシアター）�

UBS Special Award（メインシアター）�

65.3%

63.0%

55.1%

54.8%

53.9%

50.4%

42.0%

40.0%

38.0%

34.5%

31.4%

28.7%

15.7%

10.9%

展示会への来場目的は「新技術の情報収集」90.8％が圧倒的に多く、「産学連携に関する情報収集」53.8％、「新製品の情報収集」

53.6％の順で続く。訪問したブースでは、大学ゾーンの「ナノテク・材料」65.3％と「環境・エネルギー」63.0％が6割を超えたほか、「バイオ・ア

グリ」55.1％、「ものづくり」54.8％、「IT」53.9％、「医療・健康」50.4％が5割以上となった。イノベーション・ジャパンへの満足度を聞いた結果、

「満足した」17.4％、「まあ満足した」54.4％と4分の3近くの来場者が満足と回答した。また、次回への来場意向は「来場したい」37.1％、「でき

れば来場したい」42.2％と約8割が次回への来場意向を示した。
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来場者調査結果

来場目的（いくつでも）

訪問したブース（いくつでも）

満足した�
17.4%

どちらともいえない�
14.1%

やや不満�
3.2%

不満�
0.6%

無回答�
10.3%

まあ満足した�
54.4%

満足度

来場したい�
37.1%

どちらともいえない�
9.0%

あまり来場したくない�
0.8%

来場したいとは思わない�
0.2%

無回答�
10.7%

できれば�
来場したい�
42.2%

次回来場意向
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出展者調査結果
大学・TLOゾーンの出展目的は「研究成果の企業へのアピール」71.2％が突出し、次いで「共同研究開発先の探索」54.9％が上位の理由。

大学発ベンチャー/大学発ベンチャー支援/研究機関他では「知名度の向上」55.0％、「産学連携に関する情報発信」50.0％が上位２つの目

的という結果となった。出展の成果については、大学・TLOゾーンで76.1％が「成果が上がった」と回答。大学発ベンチャー/大学発ベンチャー

支援/研究機関他でも70.0％が出展成果を認めた。これらは、いずれも昨年を上回る回答となった。出展に対する満足度は大学・TLOゾーンで

93.3％が、大学発ベンチャー/大学発ベンチャー支援/研究機関他でも75.0％が満足と回答し、前回に引き続きとても高い満足度を示した。な

お「出展に満足していない」という回答はすべてのゾーンにおいて認められなかった。

＜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/
研究機関ゾーン他の結果＞

満足している�
39.8%

あまり満足していない�
0.9%

満足していない�
0.0%

まあ満足している�
53.5%

どちらでもない�
5.3%

無回答�
0.4%

成果が上がった�
21.7%

あまり成果がなかった�
2.7%

まあ成果が上がった�
54.4%

普通�
20.8%

無回答�
0.4%

成果が上がった�
17.5%

あまり成果がなかった�
2.5%

成果が上がらなかった�
2.5%

まあ成果が上がった�
52.5%

普通�
25.0%

研究成果の企業へのPR

共同研究開発先の探索�

産学連携に関する情報発信�

大学知名度のアップ�

技術移転先の探索�

パートナー・提携先の開拓�

産業界・企業との人脈づくり�

71.2%

54.9%

43.8%

37.6%

36.7%

36.3%

34.5%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90（%）�

知名度の向上�

産学連携に関する情報発信�

新規顧客の開拓�

製品・サービスの販売促進�

パートナー・提携先の開拓�

企業PR

新製品・サービスの情報発信�

55.0%

50.0%

42.5%

42.5%

40.0%

37.5%

30.0%

共同研究開発先の探索�

0 10 20 30 40 50 60 70

25.0%

（%）�

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

満足している�
42.5%

あまり満足していない�
2.5%

満足していない�
0.0%

まあ満足している�
32.5%

どちらでもない�
22.5%

無回答�
0.0%

出展満足度
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マッチング状況
大学・TLOゾーンの出展ブースでは、76.1％が「来場者から何らかの相談・交渉があった」と回答。相談の内容としては、「関連する業務の参考

として」60.5％がトップ、次いで「共同研究開発を希望して」50.6％となった。大学発ベンチャー/大学発ベンチャー支援/研究機関ゾーン他で

は77.5％が問い合わせ・商談があったと回答。

関連する業務の参考として�

共同研究開発を希望して�

技術導入を想定して�

ライセンスを希望して�

その他�

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）�

60.5%

50.6%

32.6%

7.0%

7.0%

あった�
76.1%

無回答�
3.5%

なかった�
20.4%

あった�
77.5%

なかった�
22.5%

相談・交渉 問い合わせ・商談

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

＜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/
研究機関ゾーン他の結果＞

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226件
大学発ベンチャー/大学発ベンチャー支援 /
研究機関ゾーン他40件

調 査 日 : 2006年9月15日（金）

調　　　査 :日経BPコンサルティング

公式Webサイトでは、来場者から出展者に問い合わせ・アポイント予約ができる機能を備えたマッチングシステムを稼動させました。8月11

日～9月30日までのアクセス総数は69,839件。アクセス数上位の45社では300件を超える閲覧・問い合わせがあり、平均でも157件に

上りました。展示会場内に設けたマッチングコーナー（商談スペース）の利用実績は、3日間で38件152人となりました。



11

フォーラム
セッション
番号 開催日 セッション名 講師名

パテントサロン管理人 サイテックシステム 代表取締役社長　大坪 和久氏
ハリマ産業　代表取締役　大久保 敏行氏
［パネルディスカッション］
［モデレーター］
システム・インテグレーション 代表取締役社長　多喜 義彦氏
［パネリスト］
いそのボデー 代表取締役社長　磯野 栄治氏
リンナイ株式会社　開発本部　技術管理部　統括管理室　次長　丹羽 重敏氏
国立大学法人 名古屋工業大学　知財マネージャー 愛知県「あいち知的財産創造プラン推進
協議会」座長　元日本ガイシ株式会社　理事・法務知財統括部長　盛田 謙三氏

特許をビジネスにつなげるヒント満載！
特許流通シンポジウム2006 in 東京
【主催:工業所有権情報・研修館】

9月14日併催セミナー

東京工業大学　学長　相澤 益男氏知の大競争時代を切り拓くイノベーションの創出に向けて
9月13日

基調講演
K-12

K-21

K-31

A-11

K-13

K-14

U-21

V-11

V-21

V-31

V-32

V-33・34

B-31

N-21

S-22

S-21

K-11

BP p.l.c. グループ・バイス・プレジデント テクノロジー担当 トニー・メッグス氏協働とコミットメント－イノベーションへ向けて─
Innovation through Collaboration and Commitment

岡野工業　代表社員　岡野 雅行氏町工場発！オンリーワンの技術力で、世界を制す9月14日
IBMコーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント イノベーション＆テクノロジー担当
ニック・ドノフリオ氏

21世紀の価値あるイノベーション
Innovation in the 21st Century9月15日

内閣府　特命担当大臣（科学技術政策） 松田 岩夫氏（当時）世界のイノベーターを目指して～イノベーション創出総合戦略～9月13日特別講演
【パネリスト】
マイクロソフトコーポレーション コーポレートバイスプレジデント マイクロソフトリサーチ
ダニエル T.リン氏
富士ゼロックス 常務執行役員　研究本部長　滝口 孝一氏
Google Inc. バイスプレジデント兼チーフインターネットエバンジェリスト ヴィントン G.サーフ氏
NEC 取締役執行役員常務　中村 勉氏
科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター センター長　生駒 俊明氏
情報・システム研究機構　国立情報学研究所　 顧問　末松 安晴氏
【モデレーター】
TIME誌　国際版編集長 マイケル・エリオット氏　 協力：TIME誌

イノベーティブなデジタル協働を通して、より良い世界作りへ

9月13日
パネルディスカッション
Innovating the future
～未来に向けたイノベーション～ 【パネリスト】

BP p.l.c. グループ・バイス・プレジデント テクノロジー担当 トニー・メッグス氏
シャープ 常務取締役 ソーラーシステム事業本部長　富田 孝司氏
GEエナジー 風力部門 ゼネラル・マネジャー ロバート・グライツ氏
トヨタ自動車　常務役員　小吹 信三氏
NEDO技術開発機構　参事　小井沢 和明氏
国際連合大学　副学長　元東京大学生産技術研究所 教授　元東京大学国際・産学共同研究
センター長　安井 至氏
【モデレーター】
FORTUNE誌 アジア版編集長 クレイ・チャンドラー氏 協力：FORTUNE誌

イノベーションによりエネルギー危機を脱することができるか？

文部科学省　研究振興局　研究環境・産業連携課長　佐野 太氏
日本経済研究所調査局　足立 文氏
山口大学　知的財産本部　部長・教授　佐田 洋一郎氏
電気通信大学　知的財産本部　副本部長　堀 建二氏
新日本監査法人公認会計士　江戸川 泰路氏
文部科学省　専門官　小石 真弓氏

大学知的財産本部成果還元祭
～国際的な産学官連携の推進に向けて～9月14日

企画プログラム

【パネルディスカッション】
［モデレーター］
東京大学　国際・産学共同研究センター 副センター長　渡部 俊也氏
［パネリスト］
九州大学　理事・副学長　小寺山 亘氏
電気通信大学　知的財産本部　副本部長　堀 建二氏
奈良先端科学技術大学院大学　産官学連携推進本部　統括マネージャー 久保 浩三氏
凸版印刷　相談役　東京理科大学　専門職　大学院総合科学技術経営研究科　研究科長
石田 正泰氏
東京大学　先端科学技術研究センター 助手　西村 由希子氏
［コメンテータ］
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　井上 卓己氏
［パネリスト］
太陽国際特許事務所　所長・弁理士　中島 淳氏
リクルートTMDチーフアソシエイト 原 豊氏
デジタルニューディール研究所　代表取締役社長/国立大学法人東京農工大学大学院客員 教授
出口 俊一氏
リバネス 人材開発事業部　部長　長谷川 和宏氏
国立大学法人九州大学　知的財産本部　技術移転グループ 平田 徳宏氏
［モデレーター］
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学　産官学連携推進本部　統括マネージャー・教授
弁理士　久保 浩三氏

NEDOフェローによるワークショップ
～産学連携人材の育成10通りの方法～9月13日

経済産業省　産業技術環境局　大学連携推進課　課長　吉澤 雅隆氏
株式会社豊田自動織機　相談役　磯谷 智生氏
経済産業省　産業技術環境局　大学連携推進課　産業技術人材企画調整官　後藤 義人氏
株式会社三菱総合研究所
【プロジェクト報告】
財団法人岡山県産業振興財団　池上 正氏（プロジェクトコーディネーター）
財団法人くまもとテクノ産業財団電子応用機械技術研究所　柏木 正弘氏（サブコーディネーター）
大阪大学大学院　工学研究科　座古 勝氏（サブコーディネーター）
財団法人とくしま産業振興機構　米川 孝宏氏（業務管理者）
【パネルディスカッション】
［パネリスト］
財団法人岡山県産業振興財団　池上 正氏　
財団法人くまもとテクノ産業財団電子応用機械技術研究所　柏木 正弘氏
大阪大学大学院 工学研究科　座古 勝氏
財団法人とくしま産業振興機構　米川 孝宏氏
［コメンテータ］
経済産業省　産業技術環境局　大学連携推進課　課長　吉澤 雅隆氏

産学連携による製造中核人材の育成・強化を目指して
～産学連携による新しい実践型人材育成～9月14日

東北大学　金属材料研究所所長・教授　井上 明久氏
大阪大学大学院　工学研究科　助教授　高野 和文氏
大阪大学大学院　工学研究科　助教授　森 勇介氏
創晶　代表取締役社長　安達 宏昭氏
コスモ石油　中央研究所　水素化精製グループ長（当時） 藤川 貴志氏

産学官連携サクセスストーリー

［パネリスト］
日本アイ・ビー・エム 執行役員　久世 和資氏
日本機械学会　110周年技術ロードマップ作成事業責任者　
産業技術総合研究所　中国センター所長　矢部 彰氏
島津製作所　取締役　基盤技術研究所長　吉田 多見男氏
東北大学　未来科学技術共同研究センター長　教授　中島 一郎氏

我が国のイノベーションシステム構築に向けた産学官による
ロードマップ・コミュニケーション

9月15日

分野別の技術戦略マップの紹介と意見交換
企業経営から見たオープン・イノベーションへの期待と課題
【主催：日経BP知財Awareness CIPOフォーラム】

野村證券　中国担当執行役　吉澤 徳安氏
野村證券　金融経済研究所アジア調査部長　山口 正章氏
北京市人民政府　中関村科技園区　管理委員会　副主任　夏 穎奇氏
深 市人民政府　深 産学研基地　副主任　張 克科氏
キャンパスクリエイト 代表取締役社長　安田 耕平氏
内閣府　特命担当大臣（科学技術政策） 松田 岩夫氏（当時）
COCO・WA・DOCO 代表取締役　半田 正浩氏
機能食品研究所　代表取締役　梅田 幸嗣氏
データ復旧センター 代表取締役　藤井 健太郎氏
パウダーテクノコーポレーション 代表取締役専務　東野 真由美氏
Vキューブ 代表取締役　間下 直晃氏

中国に学ぶ産学連携
【提供：野村證券】

9月14日協賛セミナー

羽ばたけ学生発ベンチャー！ 集まれベンチャーの卵たち！！
【提供：野村證券】



種類 媒体名

nikkeibp.jpメール 朝刊＆夕刊

総合・ニュース NB online（日経ビジネスオンライン）

NikkeiBP Eventsメール

BTJ/HEADLINE/NEWSメール

BTJ/RNAi/UPDATE  

医療・バイオ BTJ/Targeting Proteomics Mail Service 

個の医療メールマガジン

FOOD・SCIENCE/NEWS メール

Tech-On! Web読者

Tech-On!ナノテク・新素材メール

日経Automotive Technology NEWS

電子・機械・先端技術
日経エレクトロニクス・ニュース（NEニュース）

日経マイクロデバイスNEWS

日経ものづくりNEWS

技術経営メール

先端技術事業化メールマガジン

日経BP社の
展示会来場者

イノベーション・ジャパン2004/2005登録者
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プロモーション活動

媒体名 号名

日経ビジネス 8月21日号

種類 媒体名

nikkeibp.jp メール朝刊　

総合ニュース nikkeibp.jp メール夕刊　

週刊nikkeibp.jp

IT・ネットワーク
ITpro-Newsメール

ITpro-Reportメール　

経営・マーケティング 日経情報ストラテジー・メール

電子・機械 日経ものづくりNEWS

建築・デザイン KEN-Platz総合メール

●メールマガジン5行広告

DM

雑誌広告

新聞広告

nikkeibp.jp

デジタルARENA

SAFTY JAPAN

ITpro

Tech-On！

PC online（日経パソコン オンライン）

日経メディカル オンライン

KEN-Platz

NB online（日経ビジネスオンライン）

●Webサイトバナー

日経ビジネス

日経ベンチャー

日経エコロジー

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

日経ものづくり

バイオジャパン2005登録者

イノベーション・ジャパン2004/2005登録者

●DM＜主な送付先＞

媒体名 号名

日経産業新聞

9月5日

9月12日

9月13日

●新聞広告

●雑誌広告

●同梱別冊送付

●E-DM

種類 媒体名 号名

8月21日号

日経ビジネス 9月11日号

9月4日号

経営・マーケティング
日経ベンチャー

8月号

9月号

日経エコロジー
9月号

10月号

日経コンピュータ 9月4日号

日経コミュニケーション 9月1日号

日経情報ストラテジー 10月号

IT・ネットワーク 日経SYSTEMS 9月号

日経ソフトウェア 10月号

日経パソコン
8月28日号

9月11日号

日経エレクトロニクス
8月28日号

9月11日号

電子・機械 日経マイクロデバイス
8月号

9月号

日経ものづくり
8月号

9月号

医療・バイオ
日経メディカル

8月号

9月号

日経ヘルス 10月号

同梱別冊



【テレビ】

ワールドビジネスサテライト

経済最前線

【新聞】

東京新聞

東京新聞（都内下町版）

東京新聞（多摩版）

東京新聞（むさしの版）

埼玉新聞

静岡新聞

日刊工業新聞（東京）

電波タイムズ

【雑誌】

日経エレクトロニクス

日経エレクトロニクス

日経パソコン

日経エレクトロニクス

日経パソコン

日経エコロジー

日経パソコン

日経エレクトロニクス

日経ものづくり

E&C展示会情報

週刊アスキー

大学発ベンチャー　量から質へ、人材を育てろ

イノベーション・ジャパン2006大学見本市、開催　産学連携めざせ

〈THIS WEEK〉イノベーション・ジャパン06－大学見本市

〈THIS WEEK〉イノベーション・ジャパン06－大学見本市

〈THIS WEEK〉イノベーション・ジャパン06－大学見本市

〈THIS WEEK〉イノベーション・ジャパン06－大学見本市

〈カレンダー〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

超薄型の細菌運搬カード
産学官連携の祭典「イノベーション・ジャパン」で初公開

経産省の製造現場人材育成、プログラム開発 全国で加速
「イノベ―ション・ジャパン06」でプロジェクト報告

『イノベーション・ジャパン2006－大学見本市』開催
ナノテク・材料、バイオ・アグリなど最先端技術を紹介

〈Calendar〉

〈Calendar〉

〈CALENDAR&EVENT〉

〈Calendar〉

〈CALENDAR&EVENT〉

〈Event〉

〈CALENDAR&EVENT〉

〈Calendar〉

〈特報〉大学の技術、恐るべし熱交換器、モータなど基礎技術に革新のタネ

〈9月の追加・変更イベント〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈今週の研究〉大学生だって、勉強している。そんな最先端のアイデアが集合したぞ
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報道実績News Clipping Report（2006年10月31日現在）

9月13日23時～

9月13日23時45分～

9月10日

9月10日

9月10日

9月10日

9月10日

9月14日夕刊

9月25日

9月25日

7月31日号

8月14日号

8月14日号

8月28日号

8月28日号

10月号

9月11日号

9月11日号

10月号

10月号

10月3日号

テレビ東京

NHK BS1

中日新聞東京本社

中日新聞東京本社

中日新聞東京本社

中日新聞東京本社

埼玉新聞社

靜岡新聞社

日刊工業新聞社

電波タイムス社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日経BP社

日本実務出版

アスキー

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 タイトル

ワールドビジネスサテライト 経済最前線

電波タイムズ

日経ものづくり日刊工業新聞
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【Web】

NIkkeiBP Events

日経ナノビジネス

Let’s Enjoy TOKYO

Zuba TechMall

NJP online

ASCII24

J-Nert21
支援情報ヘッドライン

INTERNET Watch

知財情報局 EVENT@知財

Web BCN

大学新聞

NIkkei Medical Online

Biotechnology Japan

NHK 経済最前線

Forsigttv.com

月刊インターラボ

RBB TODAY

YAHOO! ニュース

JNEWSビジネスイベント情報
[まぐまぐ！]

Robot Watch

NIkkei Medical Online

NIkkei Medical Online

NIkkei Medical Online

Newsing

日刊水産経済新聞

livedoor NEWS

〈展示会〉イノベーション・ジャパン2006～大学見本市～

〈イベントカレンダー〉イノベーション・ジャパン2006

イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈展示会・ショー予定〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈イベント・コンベンションカレンダー〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈Event Calender〉9月13日（水）～15日（金）イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈イベントセミナー－展示会・商談会〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈ダイジェストニュース[イベント]〉
日本全国の大学の知財を広く産業界に紹介する、国内最大級の産学マッチングイベント
「イノベーション・ジャパン2006－大学見本市」9/13～9/15まで東京国際フォーラムで開催

【9/13～15：東京】イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

【イベント】科学技術振興機構とNEDO技術開発機構、東京国際フォーラムで
「イノベーション・ジャパン2006 大学見本市」を開催

【大学イベント情報】大学技術の見本市9/13から

東京理科大など、高熱流束で冷却するシステムを開発――ハイブリッド自動車や発電機に応用可能

PR、イノベーション・ジャパン2006－大学見本市 2006年9月13日（水）～15日（金）開催

〈過去の特集2006 Weekly〉9月13日（水）大学の“知”を生かせるか～大学見本市2006～

〈映像イベント情報〉イノベーション・ジャパン2006－大学見本市

〈インターラボのワクワクニュース〉産学マッチングです。大学見本市、見てきました！

〈ブロードバンド〉産学協働の未来は？コミュニケーションが生む新たなイノベーションの展望を
識者が語る

〈コンピュータニュース〉産学協働の未来は？コミュニケーションが生む新たなイノベーションの
展望を識者が語る

[技術／展示会・東京・無料] イノベーション・ジャパン2006～大学見本市～

医療・介護から多次元ファジィによるロボットサッカーまで～イノベーションジャパン開催中

ポリフェノール含有量などを手軽に計測、東洋大学が印刷技術を使った抗酸化性物質
センサ・チップを開発

タンパク質で多結晶Si結晶をつくる、奈良先端大が発表

段差を乗り越える電動車いす登場へ

イノベーション・ジャパン2006

このほど都内で開かれた「イノベーション・ジャパン2006－大学見本市」で、奥田・八戸工大
名誉教授がホタテ貝殻セラミックスを応用した製品開発を発表

〈ビジネス〉産学協働の未来は？コミュニケーションが生む新たなイノベーションの展望を
識者が語る

8月20日

8月28日

8月30日

9月4日

9月8日

9月11日

9月11日

9月12日

9月13日

9月13日

9月13日

9月14日

9月15日

9月15日

9月15日

9月15日

9月20日

9月25日

日経BP社

日本経済新聞社
日経産業消費研究所

東京メトロ

ズバテック

日本実務出版

アスキー

中小企業基盤整備機構

インプレス

ブライナ

BCN

大学新聞社

日経BP社

日経BP社

NHK

コムワークス

オプトロニクス社

アイ・アール・アイコマース
アンドテクノロジー

ヤフージャパン

まぐまぐ

インプレス

日経BP社

日経BP社

日経BP社

マイネット・ジャパン

水産経済新聞社

ライブドア

媒体名 掲載・放映日 媒体社名 タイトル

Nikkei Medical ONLINE Tech-On!



〒108-8646 東京都港区白金1-17-3
日経BP社　事業局内
イノベーション・ジャパン2006事務局

TEL：03-6811-8083 FAX：03-5421-9170
E-mail：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＞


