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来場者数／出展者・発表者内訳

来場者数

天　　　気

気　　　温

開 催 時 間

総入場者数

出展者・発表者内訳
展示内容

分野別内訳
情報通信 
ナノテクノロジー・材料
ライフイノベーション
社会技術・社会基盤
グリーンイノベーション
事業紹介・その他

JST復興促進センターの支援成果のご紹介 
エレクトロニクス・バイオ分野の最先端研究の紹介
英国EU離脱の最新情報と英独仏の橋渡し政策
産学パートナーシップ創造展

セミナー・講演等 内訳

研究開発戦略センター（CRDS）
低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業 
中国総合研究交流センター（CRCC）
戦略的創造研究推進事業　CREST・さきがけ 
低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出（ACT-C）
戦略的創造研究推進事業　総括実施型（ERATO）
戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA) 
社会技術研究開発センター（RISTEX）
戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） 
産学共創基礎基盤研究プログラム
戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）
研究成果展開事業　先端計測分析技術・機器開発プログラム
START 大学発新産業創出プログラム 
産と学の出会いの場（1） （2）
Ａ－STEP（研究成果最適展開支援プログラム）
A-STEP(研究成果最適展開支援プログラム)ステージⅢ　NexTEP-Aタイプ、NexTEP-Bタイプ
出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS)
センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム 
研究成果展開事業　スーパークラスタープログラム
産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム
世界に誇る地域発研究開発・実施拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム
研究成果展開事業マッチングプランナープログラム
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 
イノベーションハブ構築支援事業
復興促進プログラム(マッチング促進）
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPact）
知財活用支援事業
科学技術情報連携・流通促進事業
科学の甲子園 ～科学好きな高校生の科学の祭典～
サイエンスアゴラ2016 開催案内
JST20周年記念フォーラム （11月4日（金） 東京国際フォーラム）
日本科学未来館
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1 日目　8月25日（木）

基調講演
センター・オブ・イノベーションプログラム 成果発表会  
産学パートナーシップ創造展

2日目　8月26日（金）

  7
  4
  4
  6

  1
18
14

合計      54

8 月 25日 8月26日

晴　れ 晴　れ

32.7 / 23.5℃ 32.8 / 24.0℃

10:00 ～ 17:30 10:00 ～ 17:00

8,075 名 8,163 名 16,238 名

合　　計

JST事業別

宇宙航空研究開発機構
海洋研究開発機構
産業技術総合研究所
情報通信研究機構
日本医療研究開発機構
日本原子力研究開発機構
農業・食品産業技術総合研究機構
物質・材料研究機構
防災科学技術研究所
理化学研究所
量子科学技術研究開発機構
一般社団法人
つくばグローバル・イノベーション推進機構
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合計      14

国立研究開発法人等

合計      194
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  80

合計

JSTフェア2016 
JST　事業成果展示 
国立研究開発法人等展示 
20周年記念展示

209 合計 209

産学パートナーシップ創造展

大学

194
  14
    1

20

北海道大学
東北大学
筑波大学
新潟大学
東京大学
東京工業大学
電気通信大学
群馬大学
金沢大学
岐阜大学
静岡大学
名古屋大学
名古屋工業大学
大阪大学
広島大学
九州大学
九州工業大学
東海大学
芝浦工業大学
立命館大学
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合計      20

産学パートナショップ創造展 



出展者一覧（JST　事業成果展示）

研究開発戦略センター（CRDS）

低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業

事業紹介                                                                            

K

◆日本・アジア青少年サイエンス交流事業
◎中国を中心としたアジアの青少年を短期招へい　◎サイエンスに特化し、留学生獲得にも貢献　◎次世代を担うアジア全体の高度人材を育成

◆情報発信
◎中国の科学技術や教育政策、最新の研究動向などをウェブサイト「サイエンスポータルチャイナ」より発信　◎日本の政治・経済・社会の全体像をウェブサイト「客観日本」より中国語で発信
◎中国関連のイベント情報などをメルマガ配信

◆プラットフォーム構築
◎日中の関係機関との連携を図るとともに人的ネットワークを構築　◎人と情報のハブ機能

◆調査研究
◎各種調査研究の実施および関係機関に対する研究成果等の情報提供　◎研究会の開催　◎日中国際シンポジウム、日中共同ワークショップの開催

◆中国文献のデータベース
◎中国で発表される科学技術・学術論文が日本語で検索できるデータベース構築および提供

●お問い合わせ先
   中国総合研究交流センター

我が国の経済・社会の持続的発展を伴う、科学技術を基盤とした持続可能で「明るく豊かな低炭素社会」の実現に貢献するため、低炭素社会実現のための社会シナリオの提案を行っています。具体的には、
2030年・2050年の社会につながる2020-2030年の望ましい社会の姿を描き、社会の変化に柔軟に対応しつつ、その実現に至る複数の道筋の定量的選択肢を示しています。

中国総合研究交流センター（CRCC）

事業紹介

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立って行う公的なシンクタンクです。
CRDSでは、我が国の産学官関係者や社会のステークホルダーとの連携や情報・意見交換を通じて、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向、及びそれらに関する政策動向の把握・俯瞰・分析を行っ
ています。これに基づき、課題を抽出し、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取り組みを行っています。

●お問い合わせ先
   研究開発戦略センター　企画運営室

I2 明るく豊かな低炭素社会実現に向けて 事業紹介展示低炭素社会戦略センター（LCS）

●お問い合わせ先
   低炭素社会戦略センター（LCS）

小間 共同研究者 分野展示タイトル   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者

事業紹介

事業紹介

K-1 アモイ大学
Xiamen University

K-3

K-5

K-7

K-9

華東交通大学
East China Jiaotong University

吉林大学
Jilin University

山東大学
Shandong University

上海大学
Shanghai University

共同研究者 分野小間 機関名称 小間小間 機関名称 小間 機関名称

K-2 坊工商職業学院
Weifang Business Vocational College

K-4 広東工業大学
Guangdong University of Technology

K-6 湖南大学
Hunan University

K-8 四川大学
Sichuan University

K-10 上海交通大学
Shanghai Jiaotong University
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K-12
K-13

清華大学
Tsinghua University

K-18

K-20

K-16 蘇州科技大学
Suzhou University of Science and Technology

K-17 大連理工大学
Dalian University of Technology

中国科学技術大学
University of Science and Technology of China

K-19 中国科学院　蘇州産業技術創新・育成中心
CAS Innovation and Incubation Center, Suzhou

中山大学
Sun Yat-sen University

同済大学
Tongji University

K-14 浙江大学
Zhejiang University

K-15 蘇州大学
Soochow University

K-21

南京師範大学
Nanjing Normal University

南通大学
Nantong University

ハルビン工程大学
Harbin Engineering University

武漢理工大学
Wuhan University of Technology

福州大学
Fuzhou University

南京工程学院
Nanjing Institute of Technology

北京大学
Peking University

北京交通大学
Beijing Jiaotong University

北京連合大学
Beijing Union University

香港大学
The University of Hong Kong

K-24

K-25

K-26

K-27

K-28

K-29

K-30

K-31

K-32

K-33

K-11
遵義医学院（医学・科技学院）
Medicine & Technology School of 
Zunyi Mecial University

東南大学
Southeast University

南開大学
Nankai University

K-22

K-23



出展者一覧（JST　事業成果展示）

戦略的創造研究推進事業　CREST・さきがけ

戦略的創造研究推進事業は、我が国が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションを生み出す、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術
のシーズを創出することを目的としています。そのために、大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるバーチャル・ネットワーク型研究所（組織の枠を超えた時限的な研究体制）を構築し、その所長
であるプログラムオフィサー（研究総括等）による運営の下、研究者が他の研究者や研究成果の受け手となる産業界や広く社会の関与者とのネットワークを構築しながら、研究を推進します。

A2-1 カーボンナノシートの精密合成と複合化による新機能の創出 岡山大学 　新技術研究センター
異分野融合先端研究コア　准教授　仁科　勇太 ナノテクノロジー・材料

A2-2 セルロース系ナノ素材の表面・集積構造制御による
炭素マテリアルストリームの創成

京都大学　生存圏研究所　教授　杉山　淳司　
神戸大学　大学院工学研究科　応用化学専攻　
教授　西野　孝

グリーンイノベーション東京大学　大学院農学生命科学研究科
教授　磯貝　明

小間 共同研究者 分野展示タイトル   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者

事業紹介

●お問い合わせ先
   戦略研究推進部

4

低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出（ACT-C）

戦略的創造研究推進事業　総括実施型（ERATO）

事業紹介

ERATOでは、研究リーダーの独創的なアイディアとリーダーシップの元、これまでにない挑戦的なテーマにプロジェクトとして集中的に取り組むことで、新たな科学技術の源流をつくり、社会・経済の変
革をもたらす科学技術イノベーションの創出を目指しています。今回は、浅野酵素活性分子、染谷生体調和エレクトロニクス、東原化学感覚シグナル、安達分子エキシトン工学の4プロジェクトより最新
の研究成果を紹介します。

●お問い合わせ先
   研究プロジェクト推進部

ACT-Cでは、世界が直面している諸課題の解決に貢献しうる、触媒による先導的な物質変換技術の創出を目指し、二酸化炭素の効率的還元法の創出、不斉炭素-炭素結合形成反応、π電子系分子の化学合
成及びデバイス創出の３つの重点課題に取り組んでいます。その中で、安全な、高原子効率、高収率、高選択性の分子変換法の創出に向けて、化学、物理、数理、工学等の分野の垣根を越えて挑戦的な研
究を推進しています。

●お問い合わせ先
   研究プロジェクト推進部

事業紹介

A1-1 先導的物質変換領域（ACT-C）

A1-2 天然色素「ポルフィリン」に倣う新しい機能性分子の探索 京都大学　大学院理学研究科　教授　依光 英樹

A1-3 分子の世界の３次元造形技術 分子科学研究所　協奏分子システム研究センター　
助教　東林 修平

小間 共同研究者 分野展示タイトル   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者

事業紹介展示

ナノテクノロジー・材料

ナノテクノロジー・材料

研究プロジェクト推進部

行動・情動を制御する匂い、フェロモンの最新研究 東京大学　大学院農学生命科学研究科　
応用生命化学専攻　教授　東原　和成 ライフイノベーション

染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト 東京大学　工学系研究科　電気系工学専攻
教授　染谷　隆夫 ナノテクノロジー・材料

A1-10
A1-11

A1-8
A1-9

A1-4
A1-5 未開拓の分子エキシトン過程の解明とデバイスへの展開 九州大学　最先端有機光エレクトロニクス研究

センター　センター長／教授　安達　千波矢 ナノテクノロジー・材料

小間 共同研究者 分野展示タイトル   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者

スーパー酵素イノベーションのための酵素活性分子研究 富山県立大学　工学部　生物工学研究センター　
教授　浅野　　泰久

富山県立大学　工学部　生物工学研究センター
ERATOグループリーダー　松井　大亮 グリーンイノベーションA1-6

A1-7

戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発 (ALCA)

事業紹介

ALCA（Advanced Low Carbon Technology Research and Development Program）では、温室効果ガスの削減を中長期にわたって継続的かつ着実に進めていくため、新たな科学的・技術的知見に基
づいて温室効果ガス削減に大きな可能性を有する技術を創出するための研究開発を推進し、グリーン・イノベーションの創出につながる研究開発成果を得ることを目指します。

●お問い合わせ先
   環境エネルギー研究開発推進部



出展者一覧（JST　事業成果展示）
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戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発 (ALCA)

A3-1 ALCA(先端的低炭素化技術開発) 環境エネルギー研究開発推進部　ALCAグループ 事業紹介展示

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

A3-2 固体冷媒を用いた次世代磁気ヒートポンプの研究開発 神戸大学　大学院工学研究科　機械工学専攻
准教授　川南　剛 グリーンイノベーション

九州大学　大学院理学研究院　物理学部門
教授　和田　裕文
大電（株）　技術開発本部　先端素材研究部
次長　山下　敬一朗
東京工業大学　工学院　機械系　
教授　岡村　哲至
中部電力（株） 電力技術研究所　流通グループ　
研究主査　平野　直樹
北海道立総合研究機構　産業技術研究本部
工業試験場　環境エネルギー部　
研究主査　平野　繁樹
サンデン・アドバンストテクノロジー（株）　
基盤技術開発本部　要素技術開発部　
主管技師　裵　相哲
鉄道総合技術研究所　浮上式鉄道技術研究部
低温システム　主任研究員　脇　耕一郎

A3-3 廃熱回生用高効率熱音響システム 東海大学　工学部　動力機械工学科
准教授　長谷川　真也 グリーンイノベーション

A3-4 熱源のエクセルギーを最大限回収するトリラテラルサイクル
の開発

東京大学　生産技術研究所　
エネルギー工学連携研究センター
教授  鹿園　直毅

グリーンイノベーション

＜地方創生＞
・創発的地域づくりによる脱温暖化　
・コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン

J4-3 地方創生－脱温暖化社会の構築と高齢社会の新たなデザイン 社会技術研究開発センター（RISTEX）

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

事業紹介展示

J4-4 高齢者の営農を支える「らくらく農法」の開発 奈良女子大学　文学部　人文社会学科
教授　寺岡　伸吾 三晃精機(株)　取締役社長　笹岡　元信 社会技術・社会基盤

J4-5 社会資本の活性化を先導する歩行圏コミュニティづくり 富山大学  大学院医学薬学研究部  地域看護学講座
准教授　中林　美奈子 富山大学　芸術文化学部　准教授　河原　雅典 社会技術・社会基盤

J4-1
J4-2 「創発的地域づくりによる脱温暖化」プロジェクト

群馬大学　大学院理工学府　教授　宝田　恭之
一般社団法人創発的地域づくり・連携推進センター
代表理事　堀口　健治（早稲田大学名誉教授）

社会技術・社会基盤

戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）

事業紹介

― 創発的地域づくりによる脱温暖化 ―
「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」研究開発領域（平成20～25年）で得られた複数の研究開発成果を統合し、平成26年度から地方で本格的に実装を開始した活動の紹介。
― コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン ―
平成27年度に終了した「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」研究開発領域の6年間の活動の中で、各地域で創出された研究開発成果や今後の展開を紹介。

●お問い合わせ先
   社会技術研究開発センター（RISTEX）企画運営室

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

H2-1 戦略的国際共同研究プログラム（SICORP) 国際科学技術部　事業実施グループ 事業紹介展示

H2-1 e-ASIA JRP 共同研究プログラム 国際科学技術部　事業実施グループ 事業紹介展示

H2-2 「人と人のつながり」による日ASEANの新たな研究協力拠点 京都大学　人間生態相関研究部門／京都大学
東南アジア研究所　連携准教授　高木　映 その他

H2-3 避難移住地における感染症流行予防のための参加型生活環境
モニタリングモデル 高知県立大学　看護学研究科　准教授　神原　咲子 その他

H2-4 ネパール地震後の住宅再建支援プロジェクト 東京大学　大学院工学系研究科（工学部）
教授　大月　敏雄 その他

H2-3 国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-RAPID） 国際科学技術部　事業実施グループ 事業紹介展示

事業紹介

SICORPでは、わが国の科学技術・イノベーション力の更なる向上のため、省庁間合意に基づいて設定された協力相手国・地域および研究分野において、イコールパートナーシップに基づく共同研究を実施
しています。JSTは研究主幹（PO）のリーダーシップの下で、相手国ファンディング機関と連携しながら優れた国際共同研究の課題を支援しています。JSTと相手国ファンディング機関による共同公募・
審査を経て採択された研究課題のチームに対して、日本側・相手国側から研究支援が実施されます。

●お問い合わせ先
　国際科学技術部　事業実施グループ
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事業紹介

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）

事業紹介

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

事業紹介

近年、地球温暖化や大規模な自然災害、食料問題など地球規模での脅威が増しています。
SATREPS（サトレップス）では、JSTと独立行政法人国際協力機構（JICA）が連携して、開発途上国のニーズに基づき、地球規模課題の解決と将来的な社会実装に向けた国際共同研究を推進しています。
開発途上国の総合的な対処能力の向上を図り、科学技術水準を向上させ、地球規模課題の解決を目指します。

●お問い合わせ先
　国際科学技術部　SATREPSグループ

J4-3

J4-5

J4-1
J4-2

H1-4
H1-5
H1-6

SATREPSは国際共同研究で地球規模課題の解決を目指し
ます 国際科学技術部　SATREPSグループ 事業紹介展示

H1-1 溶剤改質法によって褐炭や稲わらを炭素繊維に変換

京都大学　エネルギー理工学研究所
特任教授　三浦　孝一
秋田大学　工学資源学研究科
教授　菅原　勝康
（一財）電力中央研究所　エネルギー技術研究所
首席研究員　牧野　尚夫

株）神戸鋼所　技術開発本部
石炭エネルギー技術開発部
上席研究員　奥山　憲幸

グリーンイノベーション

H1-3 天然ガス採掘に伴う二酸化炭素を地中に封じ込めろ！ 京都大学　学際融合教育研究推進センター
インフラシステム研究拠点　特任教授　松岡　俊文 グリーンイノベーション

J4-4
H1-2 養殖場のエビを感染症から守れ！ 東京海洋大学　特任教授　岡本　信明 タイ水産局、カセサート大学、CPフード ライフイノベーション

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）

社会技術・社会基盤

H1-7 れんがぶるる - 地震災害に強いまち作りへ- 海洋研究開発機構　地震津波海域観測研究開発
センター　上席技術研究員　金田　義行

名古屋大学　減災連携研究センター
特任准教授　阪本　真由美 社会技術・社会基盤

防災科学技術研究所　社会防災システム研究部門
主幹研究員　井上　公

H1-8 １分でも早く地震被害を予測せよ！

産学共創基礎基盤研究プログラム

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

G3-6 教えて！S-イノベ、産学共創プログラム！！ 産学連携展開部　研究支援グループ 事業紹介展示

G3-5 超小型・高効率の室温テラヘルツ光源の実現に向けて 東京工業大学 　工学院　電気電子系
教授　浅田　雅洋 ナノテクノロジー・材料

事業紹介

産学共創基礎基盤研究プログラムでは、日本の産業競争力の強化および基盤研究の活性化を目指し、産業界で共通する「技術テーマ」の解決に資する大学等による基盤研究を推進するものです。
「産」と「学」の対話の場である『産学共創の場』を構築して、産業界の視点や知見を基礎研究にフィードバックすることで、「技術テーマ」の解決を加速します。

●お問い合わせ先
   産学連携展開部　研究支援グループ

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

戦略的イノベーション創出推進プログラム（S- イノベ）

事業紹介

戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）では、JST戦略的創造研究推進事業等の成果を対象として研究開発テーマを設定し、そのテーマのもと、「産」「学」の研究者から構成される複数
の研究開発チームによるコンソーシアムを形成、長期一貫（最大10年度）してシームレスに研究開発を推進することで、産業創出の礎となりうる技術を確立し、イノベーションの創出を図ります。

●お問い合わせ先
   産学連携展開部　研究支援グループ

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

G3-11
G3-12 液晶・ナノ粒子で光学フィルムに革新をもたらす 東京工業大学　物質理工学院　応用化学系

准教授　戸木田　雅利 ナノテクノロジー・材料

G3-10 テラバイト時代の大容量高速ホログラフィック光メモリ 宇都宮大学　オプティクス教育研究センター
センター長／教授　谷田貝　豊彦

(株)日立エルジ－データストレージ　ES事業部
ES開発室　Chief Specialist　 多田　行伸 情報通信技術

G3-9 フォトニクスポリマーを用いた次世代光インターコネクト
システム

宇都宮大学　大学院工学研究科　先端光工学専攻
教授　杉原　興浩 (株)豊田中央研究所　各務　学 情報通信技術

G3-8 量子ナノフォトニック情報通信技術の開発 (株)石原産業　代表取締役　石原　信之

電気通信大学  フォトニックイノベーション
研究センター　センター長／
特任教授　白田　耕蔵 情報通信技術
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研究成果展開事業　先端計測分析技術・機器開発プログラム

事業紹介

戦略的イノベーション創出推進プログラム（S- イノベ）

G3-2 塗布型多層積層有機EL素子 山形大学　有機エレクトロニクス研究センター
卓越研究教授　城戸　淳二

大日本印刷(株)  研究開発センター印刷エレクトロ
ニクス研究所　第１研究室　室長　前田　博己 ナノテクノロジー・材料

G3-1 塗布型有機太陽電池の次世代技術開発 東京大学　大学院理学系研究科
教授　 中村　栄一

三菱化学(株)　情報電子本部
OPV事業推進室　室長　 山岡　弘明 グリーンイノベーション

G3-7 室温で動作する高感度の生体磁場検出用センサを開発 東北大学　大学院工学研究科　教授　安藤　康夫 コニカミノルタ(株)　開発統括本部
マネージャー　土田　匡章 ライフイノベーション

G3-3 容易に設置できる蛍光灯型太陽電池の新しい応用展開 九州工業大学　大学院生命体工学研究科
生体機能応用工学専攻　教授　早瀬　修二

G3-4 大面積シートディスプレイ用アクティブマトリックス開発
プロジェクト

パイクリスタル（株）　研究開発本部
最高技術責任者　竹谷　純一

理化学研究所　創発物性科学研究センター
グループディレクター　瀧宮　和男 ナノテクノロジー・材料

(株)フジコー　開発センター
センター長　 永吉　英昭 グリーンイノベーション

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

I1-1
I1-2 先端計測分析技術・機器開発プログラム 産学連携展開部　先端計測グループ 事業紹介展示

本プログラムは、先端計測分析技術･機器及びシステムの開発を推進し、わが国の創造的・独創的な研究活動を支える基盤の強化を図ることを目的としています。要素技術タイプ・先端機器開発タイプがあり、
産と学・官連携により、実用化を強く意識し、革新的な研究成果の創出や産業競争力強化のある最先端でニーズの高い分析技術の開発を推進します。また、有識者によるきめ細やかな開発課題のマネージ
メント・サポート体制を実施しています。

●お問い合わせ先
   産学連携展開部　先端計測グループ

I1-3 住民用個人積算線量計　D-シャトル （株）千代田テクノル　線量計測事業本部
  線量計測技術課　課長　狩野　好延

産業技術総合研究所　計量標準総合センター
分析計測標準研究部門　副研究部門長
放射線標準研究グループ長　齋藤　則生

その他

I1-4
I1-5

魚介類や野菜など複雑形状食品の非破壊放射性セシウム
検査装置

（株）テクノエックス　
  代表取締役社長　谷口　一雄

大阪電気通信大学　　工学部　電気電子工学科
教授　松浦　秀治 その他

小間            展示タイトル   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                         共同研究者                                                                 分野

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

J1-1 START 大学発新産業創出プログラムのご紹介 産学連携展開部　START事業グループ 事業紹介展示

J1-3 新産業創出に向けて研究者と共に挑戦し、社会に貢献します Beyond Next Ventures（株）　
代表取締役社長　伊藤　毅 その他

J1-5 MedVenture Partners株式会社　事業プロモーター MedVenture Partners（株）
代表取締役社長　大下　創

J1-9 低侵襲手術用空気圧駆動式ロボット リバーフィールド（株）
代表取締役社長　原口　大輔

J1-8 球の表面に超音波閉じ込めた超高感度なセンサであるボール
SAWセンサとその応用 ボールウェーブ（株）　赤尾　慎吾

J1-7 竹マイクロファイバー ／竹プラスチックコンポジット テイクプラス LLC　代表社員　三浦　重信

ライフイノベーション

ナノテクノロジー・材料

その他

ライフイノベーション

九州工業大学　大学院生命体工学研究科
教授　西田　治男

東北大学　未来技術共同研究センター; 
NICHe　山中プロジェクト　教授　山中　一司

東京工業大学　精密工学研究所　
准教授　只野　耕太郎
東京医科歯科大学　生体材料工学研究所
.教授　川嶋　健嗣

START 大学発新産業創出プログラム

事業紹介

事業化ノウハウを持った人材（「事業プロモーター」）を活用し、大学等発ベンチャーの起業前段階から、研究開発・事業育成のための公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせることにより、リス
クは高いがポテンシャルの高い技術シーズに関して、事業戦略・知財戦略を構築しつつ、市場や出口を見据えて事業化を目指します。これにより、大学等の研究成果の社会還元を実現しつつ、持続的日本型
イノベーションモデルの構築を目指します。

●お問い合わせ先
　産学連携展開部　START事業グループ

J1-6 野村證券の産学連携支援とSTART事業
(大学発ベンチャー支援)

野村ホールディングス（株）　野村證券
STARTチーム　代表事業プロモーター/
金融公共公益法人部 次長　濵田　隆徳

その他

J1-4
（株）経営共創基盤
  取締役マネージングディレクター　斉藤　剛
  同　プリンシパル　小島　隆史

研究開発の社会課題解決への方向付けと、最先端技術の
事業化・産業化の太い潮流づくり その他

J1-2 文部省STARTプログラムにおける360ipジャパン社の
ベンチャー創出活動 360ipジャパン（株）取締役　中野　讓 その他日本大学　医学系研究科　細胞再生医学グループ

プロジェクトマネージャー　谷口　浩章
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産と学の出会いの場（1）

G1-1
G1-2 産学官の道しるべ＆目利き人材育成プログラム 産学連携展開部　産学連携プロモーショングループ 事業紹介展示

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

産と学の出会いの場（2）

事業紹介

◆ 「産学官の道しるべ」は、産学官連携活動に係わる方々が、ワンストップで必要な情報（人・モノ・資金）を入手できるよう網羅的に収集し、インターネット上で無料で提供しています。
◆ 「技術移転に係わる目利き人材育成プログラム」は、大学等の研究成果の実用化を促進する人材の育成・確保のため、大学・地方自治体等で技術移転業務に携わる人材の専門能力の向上、ネットワーク構築
       等を目的とした研修を実施しています。

●お問い合わせ先
　産学連携展開部　産学連携プロモーショングループ

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

G1-3 新技術説明会／産から学へのプレゼンテーション 産学連携展開部　産学連携プロモーショングループ 事業紹介展示

事業紹介

JSTでは大学等の公的研究機関が主体となった研究成果の社会還元活動を積極的に支援しています。
◆新技術説明会
　 大学等から生まれた研究成果（特許）の実用化を目的に、新技術や産学連携に関心のある企業関係者に向けて、大学等の公的研究機関から創出された研究成果を研究者（=発明者）自らが直接プレゼン
   する場を提供しています。
◆産から学へのプレゼンテーション
　企業が抱える技術課題及び共同研究等のニーズを大学等のコーディネータ関係者に直接プレゼンする場を提供しています。

●お問い合わせ先
　産学連携展開部　産学連携プロモーショングループ

A－STEP（研究成果最適展開支援プログラム）
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事業紹介

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた技術シーズを実用化し社会への還元を目指す技術移転支援プログラムです。大学等の研究成果（シーズ候補）の可能性を検証して顕在化させる研究開発の初期
フェーズから、顕在化したシーズの実用性を検証する中期フェーズ、さらには製品化に向けた実証試験を行うための企業化開発を実施する後期フェーズまで、それぞれの研究開発フェーズの特性に応じた
複数の支援タイプを実施しています。

●お問い合わせ先
   産学連携展開部　研究支援グループ

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

G2-4 眼鏡プラスチックレンズのレーザー染色装置の開発

その他G2-11 大規模計算、ビッグデータの可視化ソリューション
サイバネットシステム（株）データソリューション
事業部　ビジュアリゼーション部
スペシャリスト　黒木　勇

京都大学　学術情報メディアセンター
教授　小山田　耕二

G2-5 低温焼結銀ナノ微粒子の高機能化と低コスト化を実現
（株）大阪ソーダ　Ｒ＆Ｄ本部
  イノベーションセンター　光硬化樹脂
  主席　岩佐　成人

山形大学　理学部　　物質生命化学科
機能性錯体化学研究グループ　教授　栗原　正人 ナノテクノロジー・材料

G2-1 Ａ－STEP（研究成果最適展開支援プログラム） 産学連携展開部　研究支援グループ 事業紹介展示

G2-16 油脂分解微生物を使った革新的排水処理技術 名古屋大学　工学研究科　化学・生物工学専攻
教授　堀　克敏 （株）フジミックス　代表取締役　藤岡　幹正 グリーンイノベーション

G2-7 粒子の濡れ性・分散性・表面被覆率を測定世界初の微粒子
分析法 （株）カワノラボ　代表取締役　河野　誠 ナノテクノロジー・材料

G2-2 高機能かつ緻密なデザインのチタン合金製品を実現 （株）シャルマン 大阪大学　接合科学研究所　教授　片山　聖二
（現所属：（株）ナ・デックス） ナノテクノロジー・材料

G2-3 有機触媒型制御重合による高機能ポリマーの開発 大日精化工業（株）技術機構　基幹技術本部
重合研究部　部長　嶋中　博之

京都大学　化学研究所　准教授　後藤　淳
（現所属：Nanyang Technological University） ナノテクノロジー・材料

ナノテクノロジー・材料（株）ニデック　コート事業部　研究開発部
　開発二課　副主席技師　犬塚　稔

G2-12 エレクトロスプレー繊維加工技術の開発 アピックヤマダ（株）　技術部　マネージャー/
チーフエンジニア　小林　一彦

（株）ヤマダ　代表取締役　山田　孝男
  齋栄織物（株）　取締役社長　齋藤　泰行
  産業技術総合研究所　環境管理研究部門　反応
  場設計研究グループ　グループ長　脇坂　昭弘
  愛媛県産業技術研究所　繊維産業技術センター
  主任研究員　新谷　智吉

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援
センター　光科　科長　植田　浩安

その他

G2-8 リアルタイム短時間降雨予測技術開発と３次元観測マルチ
レーダーシステムの実用性検証

古野電気（株）技術研究所　研究部
研究ＰＪ推進室　主任研究員　高木　敏明 社会技術・社会基盤

G2-6 ナノ材料向け超大規模電子構造計算プログラムの研究開発
（株）ヒューリンクス（現（株）アルゴグラ
  フィックス）　情報科学研究開発センター
  副センター長　大谷　泰昭

ナノテクノロジー・材料

G2-14 砂糖で発電する安全・無公害電池 （株）アイシン・コスモス研究所 グリーンイノベーション

神戸大学 　自然科学系先端融合研究環
都市安全研究センター　教授　大石　哲
京都大学　防災研究所　教授　中北　英一

東京大学　大学総合教育研究センター　
特任教授　藤原　毅夫
鳥取大学　大学院工学研究科 機械宇宙工学専攻
准教授　星　健夫
東京工科大学　コンピュータサイエンス学部
准教授　山元　進

理化学研究所　生命システム研究センター
専任研究員　美川　務

G2-10 小型船の安全性を向上させる波浪計測技術 横浜国立大学　大学院　工学研究院
准教授　平川　嘉昭 その他古野電気（株）　技術研究所

担当部長　須崎　寛則
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A－STEP（研究成果最適展開支援プログラム）

A-STEP( 研究成果最適展開支援プログラム )ステージⅢ　NexTEP-Aタイプ、NexTEP-Bタイプ

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

G2-13 多孔性金属錯体を感湿膜とする高感度・高速応答な水分計
の開発

大陽日酸（株）開発・エンジニアリング本部
つくば研究所　化学合成技術部　分析開発課
課長　広瀬　泰夫

グリーンイノベーション

G2-15 新しい「勾玉型ブレード」を採用した性能向上型の垂直軸
風車

立命館大学　理工学部　機械工学科
准教授　吉岡　修哉 グリーンイノベーション

G2-18 自分ロボット：存在感転送型のコミュニケーションを目指
して

関西学院大学　理工学部　人間システム工学科
教授　山本　倫也 情報通信技術

G2-9 鉄道軌道安定のための構造体及び安定化工法の開発 東洋道路興業（株）製造部　材料開発推進部
常務取締役　長橋　孝次 ナノテクノロジー・材料

G2-17 CO2フリー水素キャリア低温常圧製造法の開発 岐阜大学　大学院工学研究科　環境エネルギー
システム専攻　教授　神原　信志 グリーンイノベーション

熊本大学　大学院先端科学研究部
基礎科学部門化学分野　准教授　大平　慎一

富山県工業技術センター　生活工学研究所
製品科学課　副主幹研究員　上野　実
金沢工業大学　客員教授　伊能　忠敏

事業紹介

～JSTはイノベーションに本気で挑戦する企業を応援します～
JSTでは、大学等の研究成果に基づく研究シーズを活用した、企業による大規模な実用化開発を支援する「A-STEP　ステージⅢ　NexTEP-Aタイプ、NexTEP-Bタイプ」を実施しています。
本展示では、事業の紹介と、NexTEP-Bタイプの前身となった「独創的シーズ展開事業　革新的ベンチャー活用開発」、「A-STEP実用化挑戦タイプ　中小・ベンチャー開発」によって実用化した製品を
紹介します。合い言葉は「目指せ、事業化！」

●お問い合わせ先
   産学共同開発部　事業推進グループ

J2-7 A-STEP(研究成果最適展開プログラム)：NexTEP-Aタイプ、
B-タイプ

産学共同開発部

J2-2 人工核酸BNAの活用による癌遺伝子変異の高感度検出技術 （株）BNA　伴　育哉 ライフイノベーション

J2-6 患者一人ひとりに最適な高度医療を提供する手術支援システム （株）帝人ナカシマメディカル　開発部　井上　貴之 ライフイノベーション

事業紹介展示 

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

J2-4 低温物流における安価で多機能な天然由来の温度シール （株）堀内電機製作所　本社 中央研究所
  三隅　庸平 ナノテクノロジー・材料

J2-3 樹木精油を利用した環境汚染物質無害化剤 （株）日本かおり研究所
  代表取締役社長　金子　俊彦 ナノテクノロジー・材料エステー(株)　クリアフォレスト事業部

奥平　壮臨

J2-5 産業配管用小型リアルタイム高精細Ｘ線検査装置 （株）つくばテクノロジー　営業部　飯田　哲也 社会技術・社会基盤

出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）

事業紹介

これからの日本を支える新たな産業の創出や雇用の創出、経済の活性化のために、科学技術の研究開発成果を活用するベンチャー企業は極めて重要で、その成長のための一層の支援が必要です。こうした
背景を踏まえ、JSTの各種事業における研究開発成果の実用化をめざすベンチャー企業を、出資や人的・技術的援助を通して支援するのが本事業です。ベンチャー企業の創出成長を通じて、JSTの研究開
発成果の実用化・社会還元を促進します。

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

J2-1 SUCCESS　出資型新事業創出支援プログラム 産学共同開発部　起業支援室 事業紹介展示

●お問い合わせ先
   産学共同開発部　起業支援室

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム

事業紹介

人が変わる。社会が変わる。新しい未来を作りたい。
潜在している将来社会のニーズから導き出されるあるべき社会の姿、暮らしのあり方を3つのビジョンとして設定し、ビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を支援しています。
全国18ヶ所にイノベーション拠点を構築し、ビジョンの実現を目指します。
ビジョン1：少子高齢化先進国としての持続性確保
ビジョン2：豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊敬される国へ）
ビジョン3：活気ある持続可能な社会の構築

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        研究リーダー                                                              分野

F-19 センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム イノベーション拠点推進部　COIグループ 事業紹介展示

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　COIグループ

F-18 活力ある生涯のためのLast 5X イノベーション拠点 パナソニック（株）客員　野村　剛
（プロジェクトリーダー） その他

京都大学　大学院工学研究科
マイクロエンジニアリング専攻
教授　小寺　秀俊
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小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        研究リーダー                                                              分野

F-15 スマートライフケア社会への変革を先導するものづくり
オープンイノベーション拠点

川崎市産業振興財団
ナノ医療イノベーションセンター
木村　廣道（プロジェクトリーダー）

その他

F-5 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」
創造拠点

 （株）マルマンコンピュータサービス
　常務取締役　工藤　寿彦（プロジェクトリーダー） その他

F-9 『食と健康の達人』拠点
　（株）日立製作所　基礎研究センタ
     シニアプロジェクトマネージャー　吉野　正則
　（プロジェクトリーダー）

その他

川崎市産業振興財団ナノ医療
イノベーションセンター　片岡　一則

弘前大学　大学院医学研究科　社会医学講座
教授　中路　重之

北海道大学　大学院医学研究科
教授　玉腰　暁子

F-16 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己
と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点

（株）東芝　　ライフサイエンス事業統括部
  ライフサイエンス部長　高山　卓三
（プロジェクトリーダー）

その他

F-6 自分で守る健康社会拠点
東京大学　自分で守る健康社会：
Self-Managing Healthy Society COI拠点
機構長　池浦　富久（プロジェクトリーダー）

その他

F-13 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくる
アクティブ・フォー・オール拠点

  東洋紡（株）　総合研究所　コーポレート研究所
  快適性工学センター　部長　石丸　園子
（プロジェクトリーダー）

その他

F-10 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 マツダ　技術研究所　技監　農沢　隆秀 その他

F-3 『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点

  東京工業大学（元 (株)KDDI研究所）『以心電心』
  ハピネス共創研究推進機構　機構長 
（元 (株)KDDI研究所 代表取締役所長）
  秋葉　重幸（プロジェクトリーダー）

その他

F-2 多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点
  トヨタ自動車(株)　未来創成センター
  未来開拓室　担当部長　畔柳　滋
（プロジェクトリーダー）

その他

F-4 共進化社会システム創成拠点
  九州大学　共進化社会システム創成拠点
  プロジェクトリーダー　是久　洋一
（プロジェクトリーダー）

その他

F-1 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚
イノベーション拠点

（株）JVCケンウッド　取締役　兼　執行役員
  最高戦略責任者　田村　誠一
（プロジェクトリーダー）　　

その他

F-17 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献する
アクア・イノベーション拠点

日立製作所　技術最高顧問
上田　新次郎（プロジェクトリーダー） 　 その他

F-11 人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点   パナソニック（株）フェロー　上野山　雄
（プロジェクトリーダー） その他

東北大学　原子分子材料科学高等研究機構
教授　末永　智一

東京大学　大学院工学系研究科（医学系兼担）
教授　鄭　雄一

立命館大学　スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科　学部長（教授）伊坂　忠夫

広島大学　大学院医歯薬保健学研究院
精神神経医科学　教授　山脇　成人

東京工業大学　教授　小田　俊理

東京藝術大学　社会連携センター
社会連携センター長　宮廻　正明

大阪大学　産業科学研究所　第１研究部門
教授　松本　和彦

九州大学　理事・副学長　若山　正人

信州大学　特別特任教授　遠藤　守信

名古屋大学　未来社会創造機構　モビリティ領域
教授　森川　高行

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム

F-7 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張する
ファブ地球社会創造拠点

（株）ロングフェロー　代表取締役社長
  松原  健二（プロジェクトリーダー） その他

F-14 革新材料による次世代インフラシステムの構築拠点
  大和ハウス工業（株）　総合技術研究所
  フロンティア技術研究室　室長　池端　正一
（プロジェクトリーダー）

その他

F-12 フロンティア有機システムイノベーション拠点   大日本印刷（株）　三宅　徹
（プロジェクトリーダー） その他

F-8 コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 その他
東京大学　理学系研究科物理学専攻、
理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構
教授・機構長　湯本　潤司（プロジェクトリーダー）

山形大学　大場　好弘

慶應義塾大学　環境情報学部
教授／学部長　村井　純

東京大学　理学系研究科物理学専攻
教授　常行　真司

金沢工業大学　革新複合材料研究開発センター
所長・教授　鵜澤　潔

研究成果展開事業　スーパークラスタープログラム

事業紹介

我が国でインパクトあるイノベーションを創出するため、これまで各地域で取り組まれてきた地域科学技術振興施策の研究成果を活かしつつ、社会ニーズ、マーケットニーズに基づき国主導で選択と集中、
ベストマッチを行い、国際競争力の高い広域連携による「スーパークラスター」を形成することを目的とするプログラムです。愛知・京都地域を中心とした広域連携によって、これまでの地域の科学技術振
興施策の成果を社会実装します。

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　COIグループ　スーパークラスタープログラム担当

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E1-1 スーパークラスタープログラムのご紹介 イノベーション拠点推進部
スーパークラスタープログラム担当 事業紹介展示

E1-3 グリーンイノベーションGaN基板上GaN系パワーデバイス開発
名古屋大学　未来材料・システム研究所
未来エレクトロニクス集積研究センター
教授　天野　浩

E1-4 次世代パワーデバイス用の高品位GaN基板 山口大学　大学院創成科学研究科
教授　只友　一行

グリーンイノベーション

E1-4 ラジカル支援MOCVD法によるAlInN/GaN系次世代
半導体の開発

名古屋大学　未来社会創造機構　エネルギー・
環境研究開発部門 （兼任)　教授　堀　勝

グリーンイノベーション

E1-2 グリーンイノベーション名古屋工業大学　極微デバイス次世代材料研究
センター　機能工学専攻　教授　江川　孝志GaN/Siベース半導体の確立とその社会実装

E1-3 グリーンイノベーション福井大学　大学院工学研究科
電気・電子工学専攻　教授　葛原　正明GaN系半導体のパワーデバイス応用に関する研究開発

E1-4 次世代パワーデバイス用の高品位GaN基板 山口大学　大学院創成科学研究科
教授　只友　一行

グリーンイノベーション

E1-5 GaN結晶評価技術の開発
(一財）ファインセラミックスセンター
材料技術研究所　機能性材料グループ
主席研究員　石川　由加里

グリーンイノベーション

E1-4 ラジカル支援MOCVD法によるAlInN/GaN系次世代
半導体の開発

名古屋大学　未来社会創造機構　エネルギー・
環境研究開発部門兼任)　教授　堀　勝

グリーンイノベーション



出展者一覧（JST　事業成果展示）

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E1-5 溶液成長法で作製した世界最高品質のSiC単結晶 名古屋大学　工学研究科　宇治原研
教授　宇治原　徹 グリーンイノベーション

E1-6 サーマルマネジメント用AlN材料の合成とデバイス展開 名古屋大学　工学研究科　宇治原研
教授　宇治原　徹 グリーンイノベーション

信州大学　工学研究科　手嶋研
准教授　太子　敏則

E1-8

最新SiCモジュール応用のパワーエレクトロニクス　 （株）栗田製作所　特別顧問　西村　芳実 ナノテクノロジー・材料E1-8

E1-9 SiC搭載の高性能電源 京都電機器（株） その他

E1-6 カーボンナノファイバーを用いた固体高分子形燃料電池 あいち産業科学技術総合センター
尾張繊維技術センター　所長　室田　修男 グリーンイノベーション

E1-7 機能性超硬薄膜cBNコーティング技術
（公財）名古屋産業振興公社プラズマ技術産業
  応用センター　プラズマ技術産業応用センター長
  平野　幸治

グリーンイノベーション

E1-7 大気圧プラズマ技術・装置の高機能化と事業化 富士機械製造（株） グリーンイノベーション

大阪大学　大学院工学研究科　電気電子情報
工学専攻　教授　舟木　剛

（株）メックインターナショナル、
  大豊精機(株)　(株)エム・イー・ティー

（公財）名古屋産業振興公社プラズマ技術産業
  応用センター

SiCパワーデバイスの本質的技術課題克服と本格的実用化 ローム（株）　研究開発部　部長　中村　孝 グリーンイノベーション京都大学　大学院工学研究科　電子工学専攻
教授　木本　恒暢

京都大学　大学院工学研究科　電気工学専攻
助教　木村　真之

E1-13 分散型で高効率なエネルギー開発と多様化された供給
システムの構築

滋賀県立大学　工学研究科　材料科学専攻
教授　奥　健夫
立命館大学　理工学部　電子情報工学科
教授　福井　正博

グリーンイノベーション

E1-12 SiC利用回路とリチウムイオン電池を組合せた高性能蓄電
ユニット 福井大学　産学官連携本部　教授　米沢　晋 ナノテクノロジー・材料

E1-9 SiCモジュール搭載高周波電源 日新技研（株）　生産技術部　電気課
係長　桑原　慎弥 グリーンイノベーション

グリーンイノベーション

E1-10 SiC電力変換モジュールの開発 ニチコン（株）　NECST事業本部　開発センター
開発一課　課長　笠島　吉亮 グリーンイノベーション

E1-11 SiCパワエレ用耐熱絶縁材料、磁性デバイスシステム及び
コイルデバイス

信州大学　繊維学部　化学・材料学科
ファイバー材料工学コース　教授　村上　泰
信州大学　工学部　電気電子工学科
教授　佐藤　敏郎
同　教授　水野　勉

グリーンイノベーション

E1-10 スナバコンデンサの適用によるスイッチングサージの吸収 （株）村田製作所 グリーンイノベーション

京都大学　大学院工学研究科　電気工学専攻
助教　木村　真之

京都大学　大学院工学研究科　電気工学専攻
教授　引原　隆士

大阪大学　大学院工学研究科　電気電子情報
工学専攻　教授　舟木　剛

大阪大学　大学院工学研究科　電気電子情報
工学専攻　教授　舟木　剛

E1-10 SiCパワーモジュール用セラミック基板 京セラ（株）

研究成果展開事業　スーパークラスタープログラム
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産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム

事業紹介

産学共同により、新たな基幹産業の育成に向けた「技術・システム革新シナリオ」を作成し、それに基づく非競争領域における本格的な産学共同研究を通して、基礎研究や人材育成における産学パートナー
シップを拡大し、我が国のオープンイノベーションを加速します。大学等及び民間企業はプラットフォームを担う「共創コンソーシアム」を形成し研究開発を推進します。

 E2-1 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム イノベーション拠点推進部　COIグループ 
共創プラットフォーム担当 事業紹介展示

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

●お問い合わせ先
イノベーション拠点推進部

世界に誇る地域発研究開発・実施拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム

事業紹介

リサーチコンプレックス推進プログラムは、地域に集積する研究開発・事業創出・人材育成の資源を活用し、世界に誇るイノベーションを創出し続けるしくみづくりを目指す事業です。
本展示では、「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」というテーマのもと理化学研究所が中核機関となり神戸医療産業都市で進めている科学に裏付けられた健康社会の実現にむけた事業創出や人
材育成、研究開発の取り組みを紹介します。

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E4-1
E4-2 リサーチコンプレックス推進プログラム イノベーション拠点推進部　地域イノベーション

グループ 事業紹介展示

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　地域イノベーショングループ



出展者一覧（JST　事業成果展示）

研究成果展開事業マッチングプランナープログラム

地域における企業が有する技術的課題等の開発ニーズ（企業ニーズ）を戦略的に把握し、全国の大学等の研究成果（大学シーズ）の中からその解決等に資するものを結びつける専門人材「マッチングプラン
ナー（MP）」を配置して、地域の支援機関・大学等と連携しながら、企業ニーズと大学シーズの最適マッチングを行います。また、企業ニーズ解決試験の実施などを通じて、地域科学技術イノベーション
の創出により地域創生に貢献します。

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E5-1 マッチングプランナープログラムのご紹介 イノベーション拠点推進部　地域イノベーション
グループ 事業紹介展示

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

事業紹介

本事業は、全国26の機関が保有する最先端の設備・機器を、産学官どなたでもご利用いただけるプログラムです。登録装置は、電顕やNMR、放射光施設などはじめ、1,000台以上あります。
初めてのご利用の方には、旅費や利用料を支援させていただくお得な情報もあります。今回は、実際に制度を利用したユーザー様の成果を発表いたします。ぜひブースにお立ち寄りください。研究課題解決
のヒントがあるかもしれません！

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E7-8 光波制御構造による発光デバイスの性能向上 パナソニック（株）　先端研究本部　平澤　拓 ナノテクノロジー・材料

E7-7 プレス成形による炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
製ボルト実現 (株)　タカイコーポレーション　土田　健司 ナノテクノロジー・材料

E7-4 まるでカシミア！ふんわりやわらかフェザーコットン® （株）染谷商店　高橋
（有）セルダム　常務取締役　松本 ライフイノベーション

E7-5 当社調製による精油成分と悪臭成分の化学変化の解析 アロマスター（株）　名古屋本社
代表取締役　神田　秀昭 ナノテクノロジー・材料

北陸先端科学技術大学院大学　産学連携本部
技術サービス部　技術専門職員　東嶺　孝一

名古屋大学　大学院工学研究科　化学・生物
工学専攻　応用化学分野　分子・物質合成
プラットフォーム　特任教授　坂口　佳充

E7-6 X線回折用ポリイミドキャピラリの開発 ケイネックス（株）　北井　憲博 ナノテクノロジー・材料

奈良先端科学技術大学院大学　質創成科学研究科
分子複合系科学研究室　准教授　上久保　裕生
京都大学　ナノテクノロジーハブ拠点　
上席高度専門技術職　松嶋　朝明

E7-1
E7-2 全国1,000台以上の最新機器とノウハウを提供！ イノベーション拠点推進部 事業紹介展示

E7-3 ナノ多孔性セラミック分離膜基盤の高度化 イーセップ（株）　代表取締役社長　澤村　健一 ナノテクノロジー・材料

奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学
研究科　物質科学教育研究センター　NAIST
ナノテクノロジープラットフォーム
連携マネージャー　戸所　義博
同　技術専門職員　小池　徳貴　

京都大学　ナノテクノロジーハブ拠点
上席高度専門技術職　松嶋　朝明

名古屋工業大学　工学部　物理工学専攻
教授　江龍　修

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　ナノテクノロジープラットフォーム　

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　地域イノベーショングループ

事業紹介
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E7-15 バリ取りツール使用前後の見える化 (有)本間商会　代表取締役　本間　忠樹 ナノテクノロジー・材料

E7-13 木曽ヒノキ精油成分の機能性に関する分子挙動の解析 夢木香（株）代表取締役　中川　信治 ナノテクノロジー・材料

E7-11 CNTをテンプレートとしたナノセラミックスの開発 （株）マイクロフェーズ　代表取締役　太田　慶新 ナノテクノロジー・材料

E7-9 単結晶炭化ケイ素（SiC)を刃先とする精密加工用刃物開発 ビーティーティー（株）　社長　青木　渉 ナノテクノロジー・材料

E7-14 コア-シェル構造粒子を用いた高感度半導体式ガスセンサ
の開発

新コスモス電機（株）センサ本部
センサ開発センター　固体センサ第一グループ
主任　上田　剛

ナノテクノロジー・材料

E7-10 超高感度マイクロ磁気センサ"ＧＳＲセンサ"の開発 マグネデザイン（株）代表取締役社長　本蔵　義信 ナノテクノロジー・材料

E7-12 マイクロ・ナノバブルシャワーヘッドにおけるマイクロ・
ナノバブルの観察 （株）フクシマ化学　代表取締役社長　福島　康貴 ナノテクノロジー・材料

E7-17 ポジティブアンカー効果を利用した異種材料接合界面評価 輝創（株）　代表取締役　前田　知宏 ナノテクノロジー・材料

E7-16 サブミクロンAu粒子による気密封止接合 田中貴金属工業（株）　金属材料開発部
次席技術員　村井　博 ナノテクノロジー・材料

E7-18 ラタン（籐）微細孔に吸着された煙草の煙の定量に成功 （有）野々山籐屋　代表取締役　野々山　正紀 ナノテクノロジー・材料

名古屋工業大学　工学研究科　物理工学専攻
教授　江龍　修

名古屋大学　微細構造解析プラットフォーム　
名誉教授　臼倉　治郎　特任准教授　荒井　重勇
教授　山本　剛久　技術補佐員　中野　美恵子

物質材料研究機構

名古屋大学　工学研究科　　マテリアル理工
教授　小橋　眞

名古屋大学　大学院工学研究科
分子・物質合成プラットフォーム
特任教授　坂口　佳充

豊田工業大学　工学部　ナノテクノロジー
プラットフォーム（加工PF）マイクロメカ
トロニクス研究室　教授　佐々木　実

京都大学　ナノテクノロジーハブ拠点
上席高度専門技術職　松嶋　朝明

名古屋大学　分子・物質合成プラットフォーム
特任教授　坂口　佳充

名古屋大学　大学院工学研究科
准教授　加藤剛志
豊田工業大学　工学部　教授　佐々木　実



出展者一覧（JST　事業成果展示）

イノベーションハブ構築支援事業

事業紹介

研究開発型の独立行政法人が平成27年4月から「国立研究開発法人」となり、研究成果の最大化とイノベーション創出がより求められています。「イノベーションハブ構築支援事業」では、国立研究開発
法人の機能強化のため、英知結集の場と人材糾合の場、すなわち「イノベーションハブ」の構築を支援します。
本展示では事業の内容と支援対象である4機関（物質・材料研究機構、宇宙航空研究開発機構、防災科学技術研究所、理化学研究所）の活動内容を紹介します。

復興促進プログラム ( マッチング促進）

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E3-1 国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの
構築支援事業

イノベーション拠点推進部　イノベーションハブ
グループ

事業紹介展示

E3-3 新しい物質・材料研究を進めるオープンイノベーション活動
が本格始動

物質・材料研究機構
プロジェクトリーダー　寺倉　清之 ナノテクノロジー・材料

E3-2 太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域
拡大に向けたオープンイノベーションハブ

宇宙航空研究開発機構
プロジェクトリーダー　國中　均 その他

E3-4 「攻め」の防災に向けた気象災害の能動的軽減を実現する
イノベーションハブ

防災科学技術研究所
プロジェクトリーダー　島村　誠 社会技術・社会基盤

E3-5 高精度の予測に基づく予防医療の実現に向けた
疾患ビッグデータ主導型イノベーションハブ

理化学研究所　プロジェクトリーダー　小安　重夫 ライフイノベーション

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　イノベーションハブグループ
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事業紹介

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

E6-1 高速燃焼炎を用いたアトマイズ法により金属粉末製造法
の確立 ハード工業（有） ナノテクノロジー・材料

E6-3 高速加工・長寿命を実現するネジ加工具
" グリカットスパイラル" の開発 （株）ミヤギタノイ ナノテクノロジー・材料

E6-2 見る工芸から使う工芸へ
－日常生活になじむ「玉虫塗」の実現－ （有）東北工藝製作所 ナノテクノロジー・材料

E6-3 新方式の炭素繊維強化プラスティック用穴あけ工具
"スカットドリル"の開発

（株）ミヤギタノイ
（株）田野井製作所 ナノテクノロジー・材料

E6-4 シルクイノベーションで『和』から『洋』へ 齋栄織物（株）
東北撚糸（株） ナノテクノロジー・材料

岩手大学、東北大学

産業技術総合研究所

東北大学

秋田県産業技術センター
宮城県産業技術総合センター

福島県ハイテクプラザ

JSTでは東日本大震災における被災地発の科学技術イノベーション創出に貢献することを目指し、被災地域の企業ニーズを発掘し、その解決に向けた産学共同研究支援を平成24年度より平成27年度の4年
間実施しました。製品販売や社会実装に向けた成果の一部（16課題）について、当会場にて研究開発機関担当者が来訪し、紹介しています。その取り組みについて、直接ブースにお越しいただき、是非、
研究開発担当者とお話しください。

●お問い合わせ先
   イノベーション拠点推進部　地域イノベーショングループ

E6-5 計算材料科学の応用による鋳造品の高強度･高靭化 （株）会津工場 ナノテクノロジー・材料

E6-9 自走式車いすの車輪に装着可能な "手動レバー式駆動装置"   イー・アーム（株）
（株）東邦テクノス 社会技術・社会基盤

E6-7 久慈産琥珀抽出物に抗アレルギー効果と抗酸化効果を見出す。
抗シワクリームその他の化粧品として商品化を実現。

 （株）実正
　久慈琥珀（株） ライフイノベーション

E6-8 ７日間電池交換無しで使える無線式心電計 （株）リアルデザイン
（株）イメージワン ライフイノベーション

E6-10 ふっくら　ツヤツヤ　美味しい牡蠣の養殖に成功
  石井商事（株）
  三陸やまだ漁業協同組合
（株）ホップス

その他

福島県ハイテクプラザ

岩手大学

岩手大学
一関工業高等専門学校

東北大学

群馬工業高等専門学校

E6-11 三陸産イサダから肥満を抑制させる物質 　甲陽ケミカル（株）
 （株）川秀 ライフイノベーション

岩手生物工学研究センター
岩手医科大学
岩手大学

E6-6 タブレット型視機能訓練検査装置「オクルパッド」 ヤグチ電子工業（株）
ジャパンフォーカス（株） ライフイノベーション

E6-12 長く保存しても風味が維持される生麺 （株）川喜 その他

E6-13 食材アレルギーでも安心！の観察
備蓄可能な米粉クッキー缶詰 （有）ヘルシーハット ライフイノベーション

岩手大学

山形大学

北里大学

E6-15 多用途で併用可能な放射線モニタリングポスト  ヤグチ電子工業（株）
（株）スマートコミュニケーション 社会技術・社会基盤慶應義塾大学

E6-14 超抜群の省エネ効果を発揮する
リチウムイオン電池充放電検査装置 凌和電子(株) 社会技術・社会基盤長岡技術科学大学

千葉大学



出展者一覧（JST　事業成果展示）

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

事業紹介

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の主導的マネジメントにより、科学技術イノベーション実現するために創設した国家プロジェクトです。
社会的課題の解決や日本経済再生に寄与する11の課題に、11名の日本屈指の研究者であるPDが中心となって、基礎研究から実用化までを産学連携で取り組んでいきます。JSTはSIP11課題中5課題を
単独、もしくは他機関と共同で運営しています。

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

B-2 エンジン内部ってどうなっている？
～燃料、炎、流体などがおりなす複雑現象～

日本大学、東京工業大学、京都大学、
神戸大学、明治大学、群馬大学、JAXA グリーンイノベーション

B-1 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 科学コミュニケーションセンター 事業紹介展示

B-5 大型精密鍛造シミュレータを用いた革新的新鍛造技術開発 ナノテクノロジー・材料日本エアロフォージ（株）他13機関
技術本部　本部長　石外　伸也

B-6 火花放電ブレイクダウン分光（SIBS）
点火プラグ計測システム

  SIPエネルギーキャリア
  水素エンジン技術開発チーム（川崎重工業（株）
  産業技術総合研究所、海上・港湾・航空技術研究所
  海上技術安全研究所、東京都市大学、 岡山大学
（株）前川製作所、早稲田大学）

グリーンイノベーション

B-4 航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による
革新的生産技術開発

川崎重工業（株）　技術開発本部　技術研究所
材料研究部　研究一課　課長　岩崎　勇人

物質・材料研究機構　構造材料研究拠点
耐熱材料設計グループ
グループリーダ　御手洗　容子

ナノテクノロジー・材料

B-3 方向制御層状TiAlタービン翼の製造技術開発 大阪大学　大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻　教授　安田　弘行 ナノテクノロジー・材料金属技研（株）　技術本部

取締役・技術本部長　上田　実

物質・材料研究機構　構造材料研究拠点
耐熱材料設計グループ
グループリーダ　御手洗　容子

B-7 有機ハイドライドを用いた水素ステーション

SIPエネルギーキャリア
有機ハイドライドを用いた水素供給技術の開発
チーム　有機ハイドライド水素ステーション向け
脱水素システムの技術開発サブグループ
（JXエネルギー（株）、NOK（株）、
産業技術総合研究所、東京工業大学、早稲田大学）

グリーンイノベーション

B-8 アンモニアを直接燃料とする発電技術
（燃料電池、ガスタービン）

  SIPエネルギーキャリア
  アンモニア燃料電池チーム
（京都大学、（株）ノリタケカンパニーリミテド、
（株）日本触媒、（株）豊田自動織機、
  三井化学（株）、（株）トクヤマ、（株）ＩＨＩ）　
  およびアンモニア直接燃焼チーム
（東北大学、大阪大学、産業技術総合研究所、
  大陽日酸（株）、（株）豊田中央研究所、（株）
 ＩＨＩ、宇部興産（株）、日新製鋼（株）、
  （一財）団法人電力中央研究所、中国電力（株）、
  東北電力（株））

グリーンイノベーション

B-9 ひずみ可視化シート：構造物ダメージを色変化として可視化
する新素材

物質・材料研究機構　機能性材料研究拠点
光機能分野　コロイド結晶材料グループ
グループリーダー　不動寺 浩

社会技術・社会基盤

●お問い合わせ先
   科学コミュニケーションセンター
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内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）

内閣府 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）が主導するImPACTは、「実現すれば社会に変革をもたらす非連続的なイノベーションを生み出す新たな仕組み」です。成功時に大きなインパクトが
期待できるような、ハイリスク・ハイインパクトなチャレンジを促し起業風土を醸成することを特徴としています。
また、CSTIが優れたアイデアをもつプログラム・マネージャーを厳選し、大胆な権限を付与し、優秀な研究者とともにイノベーションを創出することも特徴のひとつです。

I3 内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）  革新的研究開発推進室 事業紹介展示

●お問い合わせ先
   革新的研究開発推進室

B-11 業務車両の膨大な走行データを利用した路面評価技術
JIPテクノサイエンス（株）
取締役 
インフラソリューション事業部長　家入 正隆

社会技術・社会基盤

東京大学工学系研究科
東京大学先端科学
技術研究センター
東京大学生産技術研究所

B-13 大規模災害時に通信の即時回復を実現する
「移動式ICTユニット」

  情報通信研究機構
  日本電信電話（株）未来ねっと研究所
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
（株）NTTドコモ、会津大学、東北大学

社会技術・社会基盤

B-10 革新的耐食鉄筋
物質・材料研究機構　構造材料研究拠点社会
空間材料分野 　耐食鋼グループ
グループリーダー　西村　俊弥

社会技術・社会基盤

B-12
レーザーを活用した高性能・非破壊劣化インフラ診断技術の
研究開発

理化学研究所　光量子工学研究領域
領域長　緑川 克美 社会技術・社会基盤

日本原子力研究開発機構
量子科学技術研究開発機構
レーザー技術総合研究所

事業紹介

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野



出展者一覧（JST　事業成果展示）
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知財活用支援事業

事業紹介

大学等の研究成果の権利化支援、人的サポート、パッケージ化、企業へのライセンス、産学マッチング機会の提供及び技術移転人材の育成等を実施しています。大学等における知財マネジメントの取組、
技術移転及び産学連携活動を総合的に支援することにより、イノベーション創出に寄与することを目指します。

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

I5-1 知財活用支援事業のご紹介 知的財産マネジメント推進部課 事業紹介展示

I5-2 光トライオードと電子式CRDS分光分析装置 光トライオード（株） 情報通信技術

I5-3 超高感度偏光子（テラヘルツ波帯用） 平井精密工業（株） 情報通信技術

近畿大学　理工学部　電気電子工学科
教授　前田　佳伸

茨城大学　工学部　電気電子工学科
講師　鈴木　健仁

I5-4 水に浮く発泡アルミニウム 群馬大学　大学院理工学府　知能機械創製部門
准教授　半谷　禎彦 ナノテクノロジー・材料

I5-5 優れたユーザビリティを有する（リアルな）電動能動義手 湘南工科大学　電気電子工学科　准教授　森　貴彦 社会技術・社会基盤

I5-6 エネルギー情報の記録システム 東京工業大学　総合理工学研究科　
知能システム科学専攻　教授　出口　弘 グリーンイノベーション

I5-11 高感度広視野ガンマ線画像分析装置 （株）堀場製作所 京都大学　大学院理学研究科　教授　谷森　達 その他

I5-10 視線検出アルゴリズム 京都大学　情報学研究科　知能情報専攻
准教授　中澤　篤志 情報通信技術

I5-9 フォトニック結晶面発光レーザ（PCSEL)の製品化 浜松ホトニクス（株） 京都大学　工学研究科　電子工学専攻
教授　野田　進 ナノテクノロジー・材料

I5-7 様々な培養基材表面で均一な細胞凝集塊を大量に形成
させるためのマスクシート

東京大学　大学院情報理工学系研究科
講師　池内　真志 ライフイノベーション

I5-8 新薬開発のための膜タンパク質の耐熱化変異体の予測方法 千葉大学　大学院理学研究科　教授　村田　武士 ライフイノベーション

●お問い合わせ先
   JST知的財産マネジメント推進部　企画課

科学技術情報連携・流通促進事業

JSTには、50年以上に亘り整備してきた科学技術情報を活用するための多様なサービス（国内最大級の研究者総覧データベースresearchmap、国内外の学術文献電子ジャーナルJ-STAGE、様々な科学技
術情報を一度に検索できるJ-GLOBAL等）がある。それらのデータを更に活用して、企業・大学等の戦略策定に資する動向分析や、共同研究開発の提携先調査（マッチング）等を支援するための各情報サー
ビスを紹介するとともに、様々な企業、機関の情報との連携を模索し、新しい価値を創出する場としたい。

I4-1
I4-2
I4-3

科学技術情報の活用法＆分析ツールを試そう！ JST知識基盤情報部、情報企画部、情報分析室、
株式会社ジー・サーチ 事業紹介展示

科学の甲子園 ～科学好きな高校生の科学の祭典～

国規模の科学コンテストです。2015年の第5回大会には、668校、8,261名の生徒がエントリーし、都道府県大会を勝ち抜いた47の代表校、総勢365名の生徒が全国大会に参加しました。全国大会は
筆記競技と複数の実技競技で構成され、全てチーム戦です。科学の知識だけでなく、その活用能力やものづくりの力、チームとしてのコミュニケーション力や効果的な役割分担も求められます。優秀な
チームには文部科学大臣賞のほか多くの企業賞等が用意されています。中学生を対象とした科学の甲子園ジュニアとあわせて、科学技術分野でがんばる中高生たちの活躍をご紹介します。

●お問い合わせ先
   理数学習推進部

A4-1
A4-2

科学の甲子園
～科学好き高校生が汗と涙(?)を流す全国大会～ 理数学習推進部 事業紹介展示

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人科学技術振興機構　情報企画部・知識基盤情報部　サービス支援センター（ヘルプデスク担当）

事業紹介

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

事業紹介

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野



出展者一覧（JST　事業成果展示）

JST20周年記念フォーラム （11月4日（金） 東京国際フォーラム）

日本科学未来館

サイエンスアゴラ2016 開催案内

事業紹介

11月3日（木・祝）～6日（日）に、日本科学未来館ほかお台場地域にて「サイエンスアゴラ2016」が開催されます。サイエンスアゴラ2016は、性別や年齢、国籍、職業をこえたさまざまなセクター
から多様な人たちが集い、対話を通じてこれからの社会と科学のあり方を一緒に考えるイベントです。JSTフェア2016では、サイエンスアゴラ2016のテーマや注目企画、見どころをご紹介します。

●お問い合わせ先
   科学コミュニケーションセンター　サイエンスアゴラ事務局

事業紹介

急速に変化しつつある現代社会では、戦略的マネジメントに基づく研究活動を通じた「共創」の必要性が高まっています。本フォーラムでは、持続的な発展を達成する新しい社会のあり方を探る
ため、「未来共創イノベーション」をキーワードに、「共創」イノベーションを牽引する米アジア日本の代表者を迎え、未来共創イノベーションを多角的に捉える基調講演のほか、欧州・アジア
を含む若手研究者・産業人によるパネル討論を開催予定。JSTフェアでは、本フォーラムの詳細概要や魅力をご紹介します。

●お問い合わせ先
   科学コミュニケーションセンター／戦略研究推進部

事業紹介

日本科学未来館は、いま世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たちがこれからどんな未来をつくっていくかをともに考え、語り合う場です。自分自身で触れて楽しむことのできる
展示をはじめ、実験教室やトークイベントなど多彩なメニューを通し、日々の素朴な疑問から最新テクノロジー、地球環境、宇宙の探求、生命の不思議まで、さまざまなスケールで現在進行形
の科学技術を体験いただけます。

●お問い合わせ先
   日本科学未来館

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                  分野

J3-1 日本科学未来館 事業紹介展示
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JST20周年記念展示

事業紹介JSTが今年で設立20周年を迎えるにあたって、これまでJST発で生み出されてきた研究開発成果を年代別に振り返る記念展示を行います。展示エリアには、JSTの総合インフォメーションカウンターも併
設し、ご質問やご相談等も受け付けております。

●お問い合わせ先
   産学連携展開部

D

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        年代　　　                                                                分野

国内で初めて人工水晶の量産に成功
～日本の人工水晶技術の飛躍的な進歩に貢献 セイコーエプソン（株） 1959 - 1960　

天然型インターフェロンの高純度精製技術を確立、
世界初の量産化に成功 東レ（株）

スタンレー電気（株）

豊田合成（株）

Bi系超電導線材で液体窒素下での超電導を実現
～超電導の普及に貢献

住友電気工業（株）

1972 - 1976

1980 - 1984

1986 - 1990

1990 - 1995

日油（株）

治る過程がよく見える！
皮膚に優しく早く傷を治す「透ける」創傷被覆材 ニチバン（株）

日本初のヒト自家培養軟骨の開発に成功！
再生医療の新たな治療法を提供　 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

透明な酸化物の半導体IGZO-TFT が引き起こす
ディスプレイ革命　

  細野　秀雄 
（東京工業大学 応用セラミックス研究所
  教授／元素戦略研究センター長）

1993 - 1998

1995 - 2002

1996 - 2000

1999 - 2007

1999 - 2018

地球に優しい微生物農薬　～細菌が稲・イチゴを救う！ 出光興産（株）

年間合成量1gからの挑戦！
拒絶反応を防ぐMPCポリマーの大量生産を実現

発光ダイオードの連続製造技術
～赤色LEDの高輝度化、生産性向上に成功

不可能と言われた青色発光ダイオードを実用化
～ノーベル賞を生んだ画期的成果



出展者一覧（JST　事業成果展示）

小間       展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        年代　　　                                                                分野

JST20周年記念展示
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従来にない優れた強度と耐熱性を持つ革新的なマグネシウム
合金「KUMADAI マグネシウム」を開発　

熊本大学工学部

ダチョウの卵を利用した抗体マスク CROSSEED（株）

長寿命型人工関節を目指す技術「Aquala®（アクアラ）」 京セラメディカル（株）

2004 - 2008

2005 - 2010

2006 - 2011

（株）モリタ製作所 2008 - 2011「痛い！」患者の不快感をリアルに再現する
  歯科臨床教育用ロボット

高機能かつ緻密なデザインのチタン合金製品を実用化 （株）シャルマン 2010 - 2013

トドマツの枝葉から得られた精油を環境汚染物質の
無害化剤に！ 日本かおり研究所（株） 2007 - 2011

大陽日酸（株） 2000 - 2004

再生医療や創薬の発展に期待　iPS細胞を樹立 山中　伸弥 （京都大学 iPS細胞研究所 所長/教授） 2003 - 2013

がん検査に欠かせないPET診断薬原料「    O」の
安定供給を実現！　

18

電池駆動で1年間計測可能な軽量・小型の線量計 （株）千代田テクノル

人間とロボットの新たな関係　対話感を深めるロボット技術　

  石黒　浩 
（大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
（株）国際電気通信基礎技術研究所 
  石黒浩特別研究所 客員所長）

高アスペクト比Ｘ線格子を用いた
位相型高感度Ｘ線医用診断機器 コニカミノルタ（株）

お腹に優しく便秘体質を改善する
「沈香葉」由来の機能性食品　 アピ（株）

捨てられるガスから電気が生まれる！
排ガスを有効活用する小型複合発電システム （株）アツミテック

（株)トーメーコーポレーション

人の舌のように「味」を数値化する
高耐久・高識別性の味覚センサ　 （株）インテリジェントセンサーテクノロジー

スポンジみたいな人工骨
～弾力性を持ちメスで切れる！手術の操作性が大きく向上 HOYA Technosurgical（株） 2002 - 2011

2004 - 2006

2004 - 2011眼球の三次元デジタルコピー
― 高速三次元光断層診断 ―

2012 - 2013

2010 - 2019

2007 - 2011

2007 - 2011

2005 - 2011

D



出展者一覧（国立研究開発法人）

イノベーション in Aerospace

事業紹介

2015年1月に新たな宇宙基本計画が策定され、宇宙安全保障の確保、民間分野における宇宙利用の推進、宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化が宇宙政策の目標として示されました。
これに基づきJAXAでは、研究開発力のさらなる強化に加えて、さまざまな異なる分野の知見を取り入れ、日本全体としての研究開発成果の最大化を目指しています。
皆さまと協力して、宇宙航空を通じたイノベーション創出を実現したいと考えております。多くの方々のご来場をお待ちしております。
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C-1 国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構（JAXA） その他 御社の事業を宇宙で進化させてみませんか？

社会技術・社会基盤 JAXA筑波宇宙センター試験設備の外部供用C-1

C-1

海洋研究開発機構のご紹介

事業紹介

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準向上を図
るとともに、学術研究の発展に資することを目的としています。JAMSTECは、海底資源の利用、海洋生命工学の展開、海洋地球情報の高度化など、海洋イノベーションを推進するため、「海洋・地球・生
命」をキーワードとして、世界最先端の研究と技術開発を目指しています。JAMSTECの施設・設備・シーズ等を活用して研究開発・学術研究を行いたい方のご来場をお待ちしております。

小間         展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

C-2 JAMSTEC産学官連携の取組みをご紹介！ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 その他

国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）について

事業紹介

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の概要をご紹介します。

小間         展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

国立研究開発法人情報通信研究機構 その他C-4 NICTがJSTから受託して進めている研究課題

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）　新事業促進部 

●お問い合わせ先
  国立研究開発法人情報通信研究機構 広報部 広報企画室

国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構（JAXA）

国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構（JAXA）

●お問い合わせ先
   イノベーション・事業推進部　イノベーション推進課

事業紹介

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、我が国最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその実用化や、革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」機能に
注力しています。そのための体制として産総研のコア技術を束ね、その総合力を発揮する「5領域2総合センター」があり、全国10か所の研究拠点で約2000名の研究者がイノベーションを巡る環
境の変化やそれらを踏まえて策定された国家戦略等に基づき、イノベーション・ナショナルシステムの中核的、先駆的な立場で研究開発を行っています。
また世界29の主要研究機関と包括研究協力覚書（MOU）を締結するなど、積極的なグローバルネットワークも構築しています。

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人産業技術総合研究所

小間         展示タイトル                                                                                    所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

C-3 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 事業紹介展示

航空分野におけるイノベーションを目指して
－次世代航空イノベーションハブ－

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                        共同研究者                                                                   分野

社会技術・社会基盤



出展者一覧（国立研究開発法人）

日本原子力研究開発機構　『社会ニーズに貢献する原子力機構の技術シーズ』

C-6 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 その他

小間         展示タイトル                                                                                  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                          共同研究者                                                                 分野

社会ニーズに貢献する原子力機構の技術シーズ
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食と農の明日を科学する

「農研機構」（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構）は、農業と食品産業の公的研究機関であり、2001年に「農業技術研究機構」として発足したのがはじまりです。『1.生産現場の強化・
経営力の強化』、『2.強い農業の実現と新産業の創出』、『3.農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保』、『4.環境問題の解決・地域資源の活用』という４つを重点 化の柱として、業務を推進する
ことにより、食料・農業・農村が直面するさまざまな問題の解決と国民が期待する社会の実現に貢献していきます。本部と研究組織の多くは茨城県つくば市にあり、また、南北に細長い日本において、多様
な気候風土にあわせた農業技術の開発や、地域ならではの農業発達をうながすために、全国各地にも研究拠点がおかれています。

世界を変える先端材料

事業紹介

社会では多くの材料が様々な場面で使われています。社会の在り様を大きく変えるイノベーションの多くは、新しい機能を持つ材料の開発に基づいて導引されたものであり、物質・材料研究機
構（NIMS）は、そのような材料の開発を目指して、合成技術や試験・分析技術、材料設計などの材料技術の研究を行っています。展示ブースでは、NIMSの事業紹介のほか、近年に反響の高
かった研究成果のいくつかをトピックスとして紹介いたします。

国立研究開発法人物質・材料研究機構C-8 世界を変える先端材料 ナノテクノロジー・材料

小間         展示タイトル                                                                                  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

事業紹介

日本原子力研究開発機構は、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を踏まえた廃炉推進と環境汚染への対応に係る研究開発を最優先に、原子力による新しい科学技術や産業の創出を目指すべく、その基礎、
応用研究から核燃料サイクルの確立を目指した研究開発などを実施する我が国唯一の原子力に関する総合的な研究開発機関です。

●お問い合わせ先
   日本原子力研究開発機構　広報部広報課

●お問い合わせ先
   農研機構　食農ビジネス推進センター　連携推進室

日本医療研究開発機構の事業と実用化に向けた取り組み

事業紹介

平成27年4月に発足した日本医療研究開発機構は、医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進・成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発のための環境整備を総
合的かつ効率的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境整備の実施、助成等の業務を行うことをその目的としています。これにより、生命を延ばすとともに生活や人生の質の向上をも含めた
成果をいち早く人々に届けられる医療研究開発の実現を目指します。本フェアでは、新機構が行う各種事業のうち、実用化に向けた取り組みとして、「創薬支援ネットワーク」、「医療機器開発支
援ネットワーク」、「知財マネジメント支援」について紹介します。

●お問い合わせ先
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 経営企画部　企画・広報グループ

国立研究開発法人日本医療研究開発機構C-5 日本医療研究開発機構の事業と実用化に向けた取り組み 事業紹介展示

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

事業紹介

C-7 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 事業紹介展示食と農の明日を科学する

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人物質・材料研究機構　経営企画部門　広報室

小間         展示タイトル                                                                                  所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                          共同研究者                                                                 分野



出展者一覧（国立研究開発法人）

量子科学技術による「調和ある多様性の創造」

事業紹介

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（QST）は、平成28年4月1日に発足しました。
QSTは、全国5拠点にある放射線医学、量子ビームや核融合分野の研究開発力を統合し、世界トップクラスの量子科学技術研究開発プラットフォームを構築し、量子科学技術に関する研究開発や、放射
線の人体への影響や医学利用、放射線防護や被ばく医療に関する研究開発、ITER協定やBA協定などの国際協定に基づく事業計画を推進します。

●お問い合わせ先
　国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

つくばグローバル・イノベーション推進機構

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構は、2011年７月に設立され、つくば国際戦略総合特区に係るプロジェクトの立ち上げや運営支援を行ってきました。地域の独立機関として一般
社団法人化された2014年以降は、産学官金の連携によるつくばのイノベーション・エコシステム確立に向けた活動を本格的に展開しております。技術シーズと産業界のニーズのマッチングによる新事業
の創生、ベンチャー育成などにより、我が国の経済や社会システムに大きなインパクトを与える成果をつくばから持続的に創出していくことを目指します。
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●お問い合わせ先
　一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構事務局

国立研究開発法人理化学研究所

事業紹介

理化学研究所は、日本で唯一の自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、計算科学、生物学、医科学などに及ぶ広い分野で研究を進めています。
当研究所は、1917年（大正6年）に財団法人として創設されました。戦後、株式会社「科学研究所」、特殊法人時代を経て、2003年（平成15年）10月に文部科学省所轄の独立行政法人理化学研究所と
して再発足し、2015年（平成27年）4月には国立研究開発法人理化学研究所になりました。研究成果を社会に普及させるため、大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を実施しているほか、知的
財産等の産業界への技術移転を積極的に進めています。

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人理化学研究所　産業連携本部　連携推進部　技術移転企画課

国立研究開発法人理化学研究所　C-10 水素の見える化・水素の無害化 ナノテクノロジー・材料

防災科学技術研究所の社会実装に向けた取組について

国立研究開発法人防災科学技術研究所は防災科学技術の水準を向上させることによる「災害に強い社会の実現」を基本目標として、地震分野、火山分野、気象分野、雪氷分野、減災実験分野、社
会防災分野など幅広い分野に関する研究活動に努めるとともに、防災に関する基礎から社会実装に至る防災科学技術を一貫して研究しております。平成27年4月より「研究成果の最大化を目的と
する国立研究開発法人として新たな歩みを始めました。さらに平成28年4月からは第四期の中長目標に基づいて、国内外の防災に関わる様々な組織・機関と連携して災害に強い社会を実現するハ
ブとなることをめざした「防災科学技術のイノベーションの中核的機関」となることを目標として活動してまいります。

●お問い合わせ先
   国立研究開発法人防災科学技術研究所　企画部

国立研究開発法人防災科学技術研究所C-9 防災科学技術研究所の社会実装に向けた取組について 事業紹介展示

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構C-11 量子科学技術による「調和ある多様性の創造」 事業紹介展示

C-12 つくばグローバル・イノベーション推進機構 事業紹介展示一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構

事業紹介

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

事業紹介

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

事業紹介

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野

事業紹介事業紹介

小間         展示タイトル                                                                                   所属機関（大学・企業）名  /  出展代表者                       共同研究者                                                                   分野



出展者一覧（産学パートナーシップ創造展）

産学パートナーシップ創造展
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P-1 新潟大学

ナノテクノロジーP-7 九州大学 電気機器装置・デバイス 低炭素・エネルギー

P-10 名古屋工業大学

P-13 静岡大学

金沢大学 機械 金属製品

炭素・エネルギーP-3 芝浦工業大学 金属製品ナノテクノロジー 情報通信 輸送用機器 電気機器

医療P-5 立命館大学 建設業低炭素・エネルギー 環境保全・浄化 サービス業 エネルギー供給業

精密機器

情報通信P-9 電気通信大学 ライフサイエンス 情報・通信業

P-11 岐阜大学 食料品ライフサイエンス 医薬品

シニアライフ
（高齢社会） 輸送用機器 電気機器

ライフサイエンス 情報通信 精密機器 輸送用機器 サービス業

医療 化学

医療 装置・デバイス ライフサイエンス 医薬品 情報・通信業 建設業

P-14 東京工業大学 情報通信 低炭素・エネルギー ナノテクノロジー エネルギー供給業 情報・通信業

P-15 東海大学 低炭素・エネルギー 医療 情報・通信業 精密機器 医薬品

P-16 装置・デバイス マテリアル・リサイクル 情報通信 輸送用機器

筑波大学P-19

群馬大学P-20

情報通信 ライフサイエンス 低炭素・エネルギー 医薬品 サービス業情報・通信業

装置・デバイス 情報通信 シニアライフ
（高齢社会） 陸海空運業 情報・通信業輸送用機器

サービス業

ライフサイエンス 医薬品シニアライフ
（高齢社会） 食料品 水産・農林・鉱業

ライフサイエンス 化学装置・デバイス 環境保全・浄化 医薬品 電気機器

防災フードサイエンスの異分野融合研究による健康長寿
社会の推進

化学

卓越研究拠点を核とした産学共創プラットフォーム
形成進

芝浦型Engineering Research Centerの構築

立命館グローバル・イノベーション研究機構
（R-GIRO）

オープンイノベーションKOINEモデルによる新産業
創造エコシステム創設

産学共創によるオープンイノベーション拠点の実現

研究の機能的価値を社会の機能的価値に変換する
しくみ

つくる・ひも解く・活かす：次世代生命科学研究拠点

光で変革を起こすSU次世代ラボの共創基盤のプロト
タイプ

産学パートナーシップによる「教育研究共創スキー
ム」の創設

産学連携共創によるイノベーション創出プログラム
(東海大学TIARAプログラム)

次世代先端製造技術研究所構想と新学術創成
研究機構自動運転ユニットの取り組み

学際融合型共同研究創成プラットフォーム

電動・自動運転自動車による次世代モビリティシス
テム

防災

防災

P-2 広島大学

装置・デバイスP-6 名古屋大学 輸送用機器低炭素・エネルギー 精密機器マテリアル・リサイクル本格的産学連携　～特色ある共同研究～の取組 非製鉄品

東京大学P-17 低炭素・エネルギー 全業種産学協創　－オープンイノベーション、オープン
人材育成、ベンチャー起業－

ナノテクノロジーP-8 東北大学 水産・農林・
鉱業ライフサイエンス 情報通信 精密機器産学共創によりイノベーションを創出する東北大学

の取組 建設業

九州工業大学P-18 ナノテクノロジー 低炭素・エネルギー 機械輸送用機器電気機器オープンラボ構想：企業連携を加速する成果共有型
研究スキーム 装置・デバイス

マテリアル・リサイクルP-4 大阪大学 情報・通信業医療 情報通信 化学 医薬品
社会から始まる産学共創
～イノベーションネットワークの拠点を目指して～

P-12 北海道大学 陸海空運業環境保全・浄化 水産・農林・鉱業ライフサイエンス 医療 食料品社会構造変革を目指すイノベーション創出のための
組織型協働

所属機関（大学） 出展分野 パートナーシップ拡大が想定できる主な「業種」小間  プロモーション活動のタイトル



セミナー・講演者一覧

8月25日（木）
JST イノベーション拠点推進部　会場 セミナー会場

『JST復興促進センターの支援成果のご紹介』

JSTイノベーション拠点推進部　箭野　謙

イー・アーム株式会社

株式会社川喜

株式会社ミヤギタノイ

ヤグチ電子工業株式会社

株式会社会津工場

有限会社東北工藝製作所

JST復興促進センター事業概要　

自走式車いすの車輪に装着可能な"手動レバー式駆動装置"

長く保存しても風味が維持される生麺

見る工芸から使う工芸へ　－日常生活になじむ「玉虫塗」の実現－　

高速加工・長寿命を実現するネジ加工具　"グリカットスパイラル"　の開発新方式の炭素繊維強化
プラスティック用穴あけ工具"スカットドリル"の開発　
タブレット型視機能訓練検査装置「オクルパッド」
多用途で併用可能な放射線モニタリングポスト

計算材料科学の応用による鋳造品の高強度・高靱化 

11:00～11:03 

11:03～11:10

11:10～11:20

11:20～11:30 

11:30～11:40

11:40～11:50

11:50～12:00

時間 プログラム 講演者

JST 研究プロジェクト推進部　会場 セミナー会場

『英国EU離脱の最新情報と英独仏の橋渡し政策；　近未来イノベーションの主役 AI、スマートロボット、
グリーンバイオ』

CRDS概要説明

質疑応答

質疑応答

14:30～14:35

15:00～15:05

15:25～15:30 

15:50～15:55   

①「英独仏の産業への橋渡し政策と英国のEU離脱の影響」

質疑応答

②「イノベーション創出と持続可能性を目指す次世代 グリーンバイオテクノロジー」

14:35～15:00 

③「人に寄り添うスマートロボットを目指して」                                                                             

15:05～15:25

15:30～15:50   

④「人工知能技術の俯瞰と先導的AI関連プロジェクトの紹介」15:55～16:25

16:25～16:30 質疑応答

時間 プログラム 講演者

『エレクトロニクス・バイオ分野の最先端研究の紹介』

富山県立大学　教授　浅野　泰久

工藤 真弓（安達分子エキシトン工学プロジェクト　研究推進主任）
パッツキャベジ ウィリアム（同プロジェクト　研究推進員）

スーパー酵素イノベーションのための酵素活性分子研究

安達分子エキシトン工学プロジェクトの紹介

12:30～13:00

13:00～13:20

東京大学　主幹研究員　酒井　真理

東京大学　助教　伊原　さよ子

染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクトの紹介

東原化学感覚シグナルプロジェクトの紹介

13:20～13:40

13:40～14:00

時間 プログラム 講演者

JST 研究開発戦略センター（CRDS）　会場 セミナー会場

22
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セミナー・講演者一覧

【基調講演】  会場 セミナー会場

8月26日（金）

時間 プログラム 講演者

時間 プログラム 講演者時間 プログラム 講演者

11:00～12:00
理化学研究所　仁科加速器研究センター　超重元素研究グループ
超重元素分析装置開発チーム　チームリーダー　森本　幸司『日本初、原子番号113"ニホニウム"の発見と、新元素がもたらす未来の産業創造への展望』

13:00～10:10  北海道大学COI『食と健康の達人』拠点につきまして
北海道大学　保健科学研究院　特任助教　鈴木　哲平
北里大学　東洋医学総合研究所　漢方診療部　川鍋　伊晃
筑波大学　北アフリカ研究センター 研究員 神津　博幸

JSTイノベーション拠点推進部  会場  セミナー会場

『センター・オブ・イノベーションプログラム 成果発表会』

ビッグデータで健康の未来を変える！13:10～13:20

さりげないセンシングと「日常人間ドック」で実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会

「自分で守る健康社会」を実現するイノベーション13:30～13:40

13:20～13:30 

スマートライフケア社会への変革を先導するナノバイオテクノロジー

運動の生活カルチャー化を目指すアクティブ・フォー・オール拠点13:50～14:00 

13:40～13:50

共感的コミュニケーションにおける「場」の可視化

保存と公開を可能にしたクローン文化財14:10～14:20

ウエアラブルセンサと音楽による活性化14:30～14:40 

14:20～14:30

感性イノベーションが目指す心豊かな社会14:40～14:50

弘前大学　教授　副理事　COI研究推進機構　戦略統括　村下　公一

東北大学　研究推進本部リサーチアドミニストレーションセンター 
特任講師　臼澤　基紀

東京大学　COI学術支援専門職員　大嶋　紗幸

川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター 主任研究員　持田　祐希

立命館グローバル・イノベーション研究機構　専門研究員　坂上　友介

活力ある生涯のためのLsat 5Xイノベーション14:00～14:10 
京都大学　ＣＯＩ拠点研究推進機構　部門長　奥澤将行師　臼澤　基紀
パナソニック(株)　生産技術本部　主任技師　谷　博之
パナソニック(株)　先端研究本部　主幹研究員　酒井　啓之

東京藝術大学　大学院美術研究科　教授／研究リーダー　宮廻　正明

フロンティア有機システムイノベーション拠点～生活が変わる、社会が変わる～14:50～15:00 
山形大学　大学院理工学研究科　准教授　硯里　善幸
山形大学　大学院理工学研究科　准教授　松井　弘之
山形大学　大学院理工学研究科　教授　佐野　健志

広島大学　大学院医歯薬保健学研究院　特任助教　金山　範明

全ての動植物を透明化する技術；LUCID15:00～15:10 

革新材料の社会実装に向けて

ナノカーボンを用いた次世代の脱塩用逆浸透(RO)膜の研究開発
カーボンナノチューブ・ポリアミドのナノ複合膜による高性能、多機能性逆浸透(RO)膜の開発15:30～15:40 

15:20～15:30

ファブ地球社会における感性価値の創造15:10～15:20

東京大学　工学系研究科　特任教授　小野　寺宏

関西学院大学　理工学部　教授／感性価値創造研究センター長　長田　典子

金沢工業大学　革新複合材料研究開発センター　研究員　布谷　勝彦

信州大学　カーボン科学研究所　特任教授　Rodolfo　Cruz　Silvaa
信州大学　アクア・イノベーション拠点　研究員　犬飼　茂樹

高齢者が元気になるモビリティ社会の実現に向けて15:40～15:50 
名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部　URA　柴田　裕介
名古屋大学　未来社会創造機構　特任助教　山口　拓真
名古屋大学　未来社会創造機構　特任助教　早川　健

都市OSプラットフォームの構築15:50～16:00 九州大学　共進化社会システム創成拠点　准教授　高野　茂

東京工業大学　情報理工学院　助教　小川　健一朗

大阪大学COI研究推進機構　特任教授／企画推進室長　小倉　基次



プレゼンテーション一覧　産学パートナーシップ創造展

産学パートナーシップ創造展（文部科学省）

8月25日（木）

プレゼンテーション会場（西2A）

時間 プログラム講演者

11:50～12:30

10:30～11:10

11:10～11:50 広島大学

新潟大学

九州大学

プレゼンテーション会場（西2B）

芝浦工業大学

立命館大学

大阪大学

11:50～12:30

10:30～11:10

11:10～11:50

時間 講演者

産学パートナーシップ創造展（文部科学省）

8月26日（金）

プレゼンテーション会場（西2A）

時間 プログラム講演者

プレゼンテーション会場（西2B）

大阪大学

時間 講演者

群馬大学10:30～11:10

電気通信大学11:50～12:30

11:10～11:50 東北大学

東海大学13:40～14:20

13:00～13:40 名古屋工業大学

東京大学15:00～15:40

14:20～15:00 金沢大学

名古屋大学10:30～11:10

岐阜大学11:50～12:30

11:10～11:50 静岡大学

東京工業大学13:40～14:20

13:00～13:40 北海道大学

九州工業大学15:00～15:40

14:20～15:00 筑波大学
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来場者調査結果

来場者プロフィール

調査方法：「JSTフェア2016」来場者を対象とした調査票記入形式
調査サンプル：641件

来場者アンケート調査概要

あなたの年齢をお聞かせください。

あなたの役職をお聞かせください。

JSTフェアの来場者は、「製造業」が47.6％と半数近くを占める。内訳は「電気・電子・情報・通信関連」が36.7％を占め、イノベーション・
ジャパンと同様の割合になっている。これはイノベーション・ジャパンからの来場も多くあったことも一因であろう。職種としては「研究開発」
が37.6％、「企画・マーケティング」が17.7％であった。

20歳未満
0.0% 20～ 29歳

5.8%

30～ 39歳
13.1%

40～ 49歳
23.2%50～ 59歳

35.7%

60歳以上
22.1%

あなたの所属先の業種をお聞かせください。　※複数回答あり

25

製造業
47.6%

商社 /卸 /小売2.7%

サービス業4.4%金融 /証券 /保険0.8%
建築 /不動産2.2%
病院 /医療機関0.3%
印刷 /出版 /放送 /広告1.2%

官公庁 /公的機関14.2%

技術移転機関 (TLO)0.5%

学校 /教育 /研究機関20.1%

その他5.6%

農林 /水産 /鉱業0.5%

製造業　内訳　

機械
設備関係
17.0%

電気・電子
情報
通信関連
36.7%

材料
科学関連
23.1%

医療・医薬
バイオ関連12.9%

その他10.2%

あなたの所属先の規模をお聞かせください。

1～9人6.1%

10～ 49人 9.3%

50～ 99人 4.7%

100～ 299人 9.8%

300～ 499人 8.5%

500～ 999人 9.6%

1,000～ 4,999人 25.4%

5,000～ 9,999人 7.6%

10,000人以上19.0%

あなたの業種をお聞かせください。

研究開発
37.6%

企画
マーケティング
17.7%

営業・販売7.0%

広告・宣伝1.0%
生産技術1.5%

エンジニアリング
設計4.6%

経営・管理
11.3%

学生1.6%

その他
17.6%

経営者 /役員クラス7.7%

部長クラス
21.3%

課長クラス
20.7%

係長 /主任クラス
15.3%

一般社員 /職員
21.1%

学生1.7%

その他12.2%
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来場者調査結果

来場者アンケート

来場前における科学技術振興機構（JST)への認知度についてお聞かせください。

JSTフェアに関する情報の入手は主に「公式サイト」が37.9％と最多。「主催者のホームページ」とあわせると51.9％と半数を占める。第2回

の今回は情報提供方法をDMおよびメールに注力したため、その割合が高い。全体的な満足度としては「満足」「やや満足」で92.5％と、高い満

足度が示されている。来場目的のトップは「新技術の情報収集」（65.8％）であった。

名称も事業内容も知らなかった
10.1%

名称は知っていたが
事業内容は知らなかった19.8%

名称も事業内容も
知っていた
70.1%

あなたは「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」に関する情報をつぎのどれから入手しましたか。（複数回答可）

0%                             10%                              20%                              30%                              40%

公式サイト

主催者のホームページ

出展大学・企業等のホームページ

運営事務局からのメール

出展者からの案内（招待券・メール・チラシなど）

新聞広告

ポスター

主催者からの案内

出展者に勧められて

上司・知人からの紹介

ツイッター

Facebook

Web媒体からのメール・バナー広告

雑誌広告

その他

37.9%
14.0%   

5.0%       

15.1%   

14.5%   
0.2%       
0.9%       

10.8%   

3.3%   

11.4%   

0.2%       
0.3%       

3.6%   
0.2%       

3.7%   

満足している
34.8%

やや満足している
57.7%

やや不満 6.5%

満足していない 1.0%

「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」への来場目的をお聞
かせください。（複数回答可）

「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」への全体の満足度について、
お聞かせください。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

新技術の情報収集

共同研究開発の探索

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

各種施策紹介等の視聴

その他

65.8%

25.3%

9.7%    

23.7%

33.2%  

8.4% 

8.9% 
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来場者調査結果

「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」への満足度をお聞かせください。

満足
67.0%

どちらでもない
31.2%

不満1.8%

①新技術の情報収集 ②共同研究開発の探索

満足
35.6%

どちらでもない
61.4%

不満3.0%

満足
27.5%

どちらでもない
69.3%

不満3.3%

③技術導入を想定 ④新製品の情報収集

⑤産学連携に関する情報収集 ⑥各種施策紹介等の視聴

満足
49.2%

どちらでもない
46.0%

不満4.7%

満足
54.7%

どちらでもない
43.3%

不満2.0%

満足
35.3%

どちらでもない
63.1%

不満1.6%
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来場者調査結果

「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」への満足度をお聞かせください。

⑦その他

訪問したゾーン

展示会場内で訪問したゾーンをお聞かせください。下記の表を参照に、ゾーンの記号を記入してください。（複数回答可）

0%      10%        20%         30%       40% 50%
    

A

B

C

D

E

F

G

HK

I

J

P

49.5%

39.3%

38.5%  

38.5%

36.2%   

25.9% 

30.7% 

41.3%

39.8%

34.8%   

● 低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出（ACT-C）
● 戦略的創造研究推進事業　総括実施型（ＥＲＡＴＯ）　 ● 戦略的創造研究推進事業　CREST・さきがけ
● 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発 (ALCA) 
● 科学の甲子園 ～科学好きな高校生の科学の祭典～

● 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

● 国立研究開発法人等展示ブース

● JST20周年記念展示

ゾーンA

ゾーンB

ゾーンC

ゾーンD

● 研究成果展開事業　スーパークラスタープログラム　    ● イノベーションハブ構築支援事業
● 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム
● 世界に誇る地域発研究開発・実施拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム
● 研究成果展開事業マッチングプランナープログラム　    ● 復興促進プログラム (マッチング促進）
● 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

ゾーンE

● 研究成果展開事業　先端計測分析技術・機器開発プログラム
● 低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業　　● 内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
● 科学技術情報連携・流通促進事業　　● 知財活用支援事業

●センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム

ゾーン F

● 産と学の出会いの場（1）　　 ● 産と学の出会いの場（2）
● A－STEP（研究成果最適展開支援プログラム）　  ● 産学共創基礎基盤研究プログラム
● 戦略的イノベーション創出推進プログラム（S- イノベ）

ゾーンG

● JST国際事業展示（戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）
● 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）　● 中国総合研究交流センター（CRCC）

ゾーンH K

ゾーン I

ゾーンD

ゾーン J
● START 大学発新産業創出プログラム
● A-STEP( 研究成果最適展開支援プログラム )ステージⅢ　NexTEP-A タイプ、NexTEP-B タイプ
● 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）
● 日本科学未来館　　● 〈地方創生〉創発的地域づくりによる脱温暖化・コミュニティで創る新しい高齢社会

● 産学パートナーシップ創造展（大学ブース）
ゾーンPゾーンP

37.4%

役に立ったゾーン

満足
21.1%

どちらでもない
77.3%

不満1.5%

A

B

C

D

E

F

G

HK

I

J

P

22.9%

14.4%   

12.5%  

10.8%      

15.6%

17.0%    

14.8%

5.8% 

9.8%  

14.4% 

19.5% 

0% 10% 30%20%
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来場者調査結果

A

B

C

D

E

F

G

HK

I

J

P

0% 10% 20%

13.4%

5.3%

5.9%

3.3%

9.0%

7.3%

7.3%

2.2%

5.3%

7.3%

11.4%

展示会場内で訪問したゾーンをお聞かせください。下記の表を参照に、ゾーンの記号を記入してください。（複数回答可）

今後も連絡を取りたいと思えたブースをお聞かせください

「JSTフェア2016」基調講演・セミナー、プレゼンテーション満足度

基調講演（理化学研究所・森本幸司氏）の満足度について、お聞かせください。

満足している

48.1%
やや満足している

44.2%

やや不満7.0%

満足していない0.8%

【参加者の満足度調査】
満足している11.2%

やや満足している10.3%

やや不満1.6%

満足していない0.2%
参加していない
76.6%

セミナー（JST復興促進センターの支援成果のご紹介）の満足度について、お聞かせください。

満足している

33.9%

やや満足している

57.1%

やや不満7.1%

満足していない1.8%
満足している7.0%

やや満足している11.8%

やや不満1.5%

満足していない0.4%

参加していない
79.3%

29

【全体】

【参加者の満足度調査】【全体】



来場者調査結果

「JSTフェア2016」基調講演・セミナー、プレゼンテーション満足度

セミナー（エレクトロニクス・バイオ分野の最先端研究の紹介）の満足度について、お聞かせください。

満足している
29.8%

やや満足している
58.7%

やや不満10.7%

満足していない0.8%満足している6.7%

やや満足している13.2%

やや不満2.4%

満足していない0.2%

参加していない
77.5%

セミナー（英国EU離脱の最新情報と英独仏の橋渡し政策）の満足度について、お聞かせください。

満足している
32.4%

やや満足している
55.6%

やや不満12.0%

満足していない0.0%満足している6.5%

やや満足している11.2%

やや不満2.4%

満足していない0.0%

参加していない
79.9%

セミナー（センター・オブ・イノベーションプログラム　成果発表会）の満足度について、お聞かせください。

満足している
34.1%

やや満足している
52.0%

やや不満13.8%

満足していない0.0%満足している7.9%

やや満足している12.1%

やや不満3.2%

満足していない0.0%
参加していない
76.8%

30

【参加者の満足度調査】【全体】

【参加者の満足度調査】【全体】

【参加者の満足度調査】【全体】



来場者調査結果

「JSTフェア2016」基調講演・セミナー、プレゼンテーション満足度

産学パートナーシップ創造展　プレゼンテーションの満足度について、お聞かせください。

31

やや不満7.5%

満足していない2.7%

やや満足している
51.7%

満足している
38.1%

満足している10.5%

やや満足している14.3%

やや不満2.1%

満足していない0.8%参加していない
72.4%

内容の確認・検証を考える案件

共同研究開発を考える案件

技術導入を考える案件

その他連携を考える案件

特になかった

0%                      10%                     20%                   30%

28.4% 

12.6% 

7.0% 

15.1% 

28.2% 

研究成果の展示等において、今後の具体的な連携をお考えになった案件は
ありましたか。（複数回答可）

次回、本イベントが開催された場合、来場するかどうかお聞かせください。

どちらともいえない

13.4%

あまり来場したくない0.9%

来場したいと思わない
0.0%

来場したい
42.0%

できれば来場
したい
43.8%

「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」の出展者の研究成果に
ついて、具体的に関心をもたれた研究・展示がありましたら、お書きください。

あり
29.8%

なし
70.2%

【参加者の満足度調査】【全体】
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Q2． 上記の出展・目的に対する成果はいかがでしたか。（一択） Q3． JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」に参加しての満足度
を聞かせください。（一択）

成果が上がった
15.7%

まあ成果が上がった
58.3%

どちらともいえない
                          23.5%

あまり成果が上がらなかった
1.7%

成果が上がらなかった
0.9%

満足している
39.3%

やや満足している
 50.4%

やや不満9.4%

満足していない0.9%

62.4%

18.8%

36.8%

42.7%

45.3%

18.8%

35.9%

24.8%

23.1%

17.1%

0.0%

出展者調査結果

出展者アンケート

出展の目的が「企業成果の企業への PR」（62.4％）「産学連携に関する情報発信」（45.3％）と、企業との連携に関する項目の割合が高
い。出展・目的に対する成果（「成果が上がった」と「まあ上がった」を合わせて 74.0％）や JST フェアに参加しての満足度（「満足」と
「やや満足」を合わせて 89.7％）は高く、一定以上の効果と評価が得られた。

調査方法：「JSTフェア2016」出展者を対象とした調査票記入形式
調査サンプル：117件

出展者アンケート調査概要

Q1． 今回の出展目的を、改めてお聞かせください。（複数選択可）

0%               10%                 20%               30%              40%               50%               60%                70%              80%

研究成果の企業へのPR

技術移転先の探索

共同研究開発先の探索

産業界や企業との人脈づくり

産学連携に関する情報発信

大学の知名度アップ

パートナー、提携先の開拓

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
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出展者調査結果

Q4． 来場者の「数」については、どうお感じになりましたか。（一択） Q5． 他の展示会と比べて、来場者の「質」については、どうお感じになりま
       したか。（一択）

多かった
14.7%

どちらでもない
        18.1%

少なかった6.9%

まあ多かった
32.8%

やや少なかった
                  27.6%

良かった
27.8%

まあ良かった
39.8%

どちらともいえない
                 27.8%

やや悪かった4.6%

悪かった0.0%

Q6． 今回、展示された内容に対する来場者の関心はいかがでしたか。（一択）
Q7. 「プレゼンテーション会場 / セミナー会場」」で発表された方にお伺い
      します。今回、プレゼンテーションされた内容に対する来場者の関心に
      ついてどう思いましたか。（一択）　

高かった
15.4%

どちらともいえない
        25.6%

低かった0.9%

まあ高かった
55.6%

やや低かった
 2.6%

高かった
17.9%

まあ高かった
48.7%

どちらともいえない
                   30.8%

やや低かった2.6%

低かった0.0%

Q8． 来場者や他の出展者などから、問い合わせ、商談、交渉などはありましたか。（一択）

① 商談・交渉の件数

なかった
     29.4%

あった
70.6%

1件
5.2%

2～ 4件
48.1%

5～ 9件
 15.6%

10～ 19件
11.7%

20～ 29件
3.9%

30～ 49件
0.0%

不明
13.0%

50～ 99件
1.3%

100～ 199件
1.3%

200枚以上
0.0%

33
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出展者調査結果

② 収集した名刺の数

Q5． 他の展示会と比べて、来場者の「質」については、どうお感じになりま
       したか。（一択）

Q10． 8．の質問に「あった」と回答された方にお伺いします。問い合わせ、商談、交渉などの相手先は、どのような業種でしたか。（複数選択可）

34

1～ 4枚
2.2%

5～ 9枚
4.4%

10～ 19枚
22.0%

20～ 29枚
22.0%

30～ 49枚
20.9%

50～ 99枚
18.7%

100～ 199枚
7.7%

200枚以上
2.2%

45.5%   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

53.2%   

23.4%   

29.9%   

1.3%   

15.6%   

Q9． 8．の質問に「あった」と回答された方にお伺いします。問い合わせ、商談、交渉などは、具体的にはどのような内容でしたか。（複数選択可）

Q8． 来場者や他の出展者などから、問い合わせ、商談、交渉などはありましたか。（一択）

② 収集した名刺の数

民生用エレクトロニクス／家電

コンピューター・周辺機器

通信機器

半導体／電子部品

その他電気・電子機器

産業用機械

一般機械

自動車・輸送用機器

精密機器

建設機械

機械部品

化学品

食品・飲料

医薬品

鉄鋼・非鉄金属

建材・資材

農林／水産／鉱業

建築／建設／不動産

商社／卸／小売

銀行／証券／保険

運輸

電カ・ガス

通信事業者

ソフトウエア・情報処理・SI

コンサルティング

マスコミ

大学

高等専門学校（高専）

その他高等教育機関

公的学術・研究機関

民間学術・研究機関

医療機関

その他

3.9%

10.4%

0.0%

3.9%

2.6%

11.7%

7.8%

10.4%

24.7%

16.9%

2.6%

10.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30%0% 10% 20% 30%

20.8%

2.6%

9.1%

19.5%

14.3%

7.8%

5.2%

9.1%

2.6%

18.2%

5.2%

0.0%

13.0%

7.8%

7.8%

6.5%

40%

10.4%

40%

0 10 20 30 40 50 60



出展者調査結果

② 収集した名刺の数

Q11． 「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」展示会場内で
役に立ったゾーン、ブースについてお聞かせください。

あった
63.9%

なかった
36.1%

Q12. 今後も「JSTフェア2016・産学パートナーシップ創造展」のような
展示会イベントに参加してみたいと思いますか。（一択）

参加してみたい
97.2%

参加したいと思わない
2.8%

35
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プロモーション活動

【新聞】

【Web】 Aol NEWS・CERONなどのサイトへwebバナー掲載

媒体名　　　　　　　　　　　　　　　媒体社名　　　　　　　　　　　原稿サイズ　　　　　  掲載日　　　　　   発行部数　　　　　　　回数 / 期間

日刊工業新聞 日刊工業新聞社 1C　半5段サイズ 8/16（火） 422,607 1回

日経産業新聞 1C　全5段サイズ 8/23（火） 160,000 1回日本経済新聞社

36

【日刊工業新聞】 【日経産業新聞】
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プロモーション活動

【メルマガ】

媒体名　　　　　　　　　　　　　　　媒体社名　　　　　　　　　　　原稿            　　　　 メール配信日　　   発行部数　　　　　　    回数 / 期間

日刊工業新聞ニュース　かわら版                     日刊工業新聞社                                  上段広告                                8/16（火）                   19,000                             1回

【DM広告】

媒体名　　　　　　　　　　　　　　　                   郵送日            　　　　　              郵送件数

DM 　8/5（金）  　25,168 通
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印刷物

【開催案内パンフレット】
表 裏

【産学パートナーシップ創造展チラシ】【産学官による未来創造対話チラシ】 【大学ベンチャー表彰】

【ガイドブック】 【パンフレット】
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印刷物

【 JST フェアうちわ】

【バッジ】

● 関係者バッジ ● 来場者バッジ ● 産学官による未来創造対話 バッジ

● 大学ベンチャー・バッジ

表面 裏面



記録写真

開会式

会場全体

40

付受合総
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記録写真

Aゾーン

Cゾーン

Dゾーン

Bゾーン

Aゾーン

41
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記録写真

Eゾーン

Fゾーン

Gゾーン
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記録写真

HKゾーン

Iゾーン

Jゾーン

Pゾーン



記録写真

基調講演

プレゼンコーナ

西１・

西1・西2連絡通路

Pゾーン

プレゼンコーナー

屋外・屋内看板

44
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