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来場者数 

出展者・発表者内訳 

 

8月31日（木） 9月1日（金） 合計 

 天気 雨/曇 曇/晴/雨 － 

 開催時間 9:30～17:30 10:00～17:00 － 

 総入場者数 7,050名 8,836名 15,886名 

小間番号 出展小間数  JST 事業別 

J1  1   未来社会創造事業  

J3 1   低炭素社会戦略センター（LCS)  

J4 21   戦略的創造研究推進事業（CREST／さきがけ／ACCEL）  

J5 4   戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）  

J6 5   戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA） 

J7 4   究開発成果実装支援プログラム 成果統合型（RISTEX） 

J8 6   地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）  

J9 6 
  戦略的国際共同研究プログラム（SICORP)/e-ASIA共同研究プログラム（e-ASIA JRP）／ 
  国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-RAPID） 

J10 4   産学連携プロモーショングループ 

J11 11   大学発新産業創出プログラム（START） 

J12 22   研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）  

J13 12 
  研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅠ／戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）／ 
  産学共創基礎研究プログラム  

J14 4   地域産学バリュープログラム 

J15 1   先端計測分析技術・機器開発プログラム 

J16 4   イノベーションハブ構築支援事業 

J17 8   ナノテクノロジープラットフォーム 

J18 21   スーパークラスタープログラム 

J19 20   センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム 

J20 1   産学共創プラットフォーム 共同研究推進プログラム（OPERA） 

J21 4   リサーチコンプレックス推進プログラム 

J22 4   研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅢ／共同実用化開発事業（NexTEP） 

J23 4   出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS） 

J24 10   内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT） 

J25 4   知財活用支援事業 

J26 1   文部科学省 科学技術人材育成費補助事業  ダイバーシティ、博士人材、アントレプレナー等 

J27 31   中国総合研究交流センター(CRCC) 

J29 1  JSTの情報サービス（科学技術情報連携・流通促進／研究人材キャリア情報活用支援／NBDC） 

J30 2   理数学習推進部（科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア／国際科学技術コンテスト・グローバルサイエンスキャンパス 

J31 18   戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

J32 1   科学コミュニケーションセンター  

J33 1   日本科学未来館 

合計 236 
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14:30  研究開発戦略センター（CRDS）の概要説明 

14:35 
 『米国・フランス・韓国新政権の科学技術政策と英国のEU離脱の影響』 
 CRDS 海外動向ユニット 

15:05 
 『ビッグデータ×人工知能技術の挑戦』 
 CRDS システム・情報科学技術ユニット 

15:25 
 『イノベーションを牽引するナノテク・材料研究の挑戦』 
 CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット 

15:45 
 『世界の持続的発展を目指す環境・エネルギーの挑戦』 
 CRDS 環境・エネルギーユニット 

16:05 
 『ライフサイエンス×ビッグデータの挑戦』 
 CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット 

16:25 全体質疑応答 

＜プレゼンテーション＞ ■１日目：８月３１日（木）東４ホールセミナー会場 

 研究開発戦略センター（CRDS)セミナー 世界のトレンドから見えてくるイノベーションのチャンス  
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未来社会創造事業 

事業紹介 

 

 社会・産業界のニーズを捉えたインパクトある目標に向けた未来共創型研究開発の推進 
 
 社会 産業ニーズを踏まえ、経済 社会的にインパクトのあるターゲット（ハイインパクト）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標（ハイリスク）を設定し、民間投資を誘発しつつ、戦略的創造研究事業や科   
 学研究費助成事業等から創出された多様な研究成果を活用して、企業等への引き渡しが可能となる実用化が可能かどうかを見極められる段階（概念実証：POC）を目指した研究開発を実施します。 
 
 ●お問い合わせ先 研究開発改革推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J1-1  事業紹介展示   研究開発改革推進部 ―― 

事業紹介 

 

  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 
 
  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 企画推進室 
 

事業紹介 

 

 「明るく豊かな低炭素社会」の実現に向けた社会シナリオの提案 
 
 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「明るく豊かな低炭素社会」の実現に貢献するため、社会シナリオ研究を推進し、社会シナリオ 戦略の提案を行っています。具体的には、2030-  
 2050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。 
 
 ●お問い合わせ先 低炭素社会戦略センター（LCS） 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J3-01   事業紹介展示  低炭素社会戦略センター（LCS） ―― 
 
 

事業紹介 

 

 世界をリードする、イノベーション志向のトップサイエンス 
 
 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につながる、革新的技術シーズの創出を目的としています。ライ 
 フ･ナノテク･グリーン･ICT、多様な分野で世界をリードするトップサイエンスを推進するとともに、その社会実装への橋渡しに貢献しています。 
 
 ●お問い合わせ先 戦略研究推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J4-08   事業紹介展示  低炭素社会戦略センター（LCS） ―― 

研究開発戦略センター（CRDS） 

低炭素社会戦略センター（LCS) 

戦略的創造研究推進事業（CREST／さきがけ／ACCEL） 
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小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J4-1  3次元画像のレンズレス瞬時記録とマルチカラー化 
 関西大学 システム理工学部 機械工学科 
 助教 田原 樹 

―― 

J4-2   生体組織や細胞の力を診断する新規ナノプローブの開発  九州工業大学 工学部 応用化学科 助教 上村 直 
 産業技術総合研究所 総括研究主幹/ 
 九州大学大学院 客員教授 徐 超男 

J4-3   元素間融合技術を用いた新規ナノ合金 
 京都大学 大学院理学研究科 化学専攻/固体物性化学 
 研究室 教授 北川 宏 

 （株）フルヤ金属 

J4-4   超活性固定化触媒の創製とフロー合成への展開 
 自然科学研究機構 分子科学研究所 
 生命 錯体分子科学研究領域 教授 魚住 泰広 

―― 

J4-5   ダイヤモンドの電極機能～環境改善や生体計測へ～  慶應義塾大学 理工学部 化学科 教授 栄長 泰明 
 

―― 
 

J4-6 
  IoT/AI社会を支える省エネCMOS技術： 
  縦型BC-MOSFET 

 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター 
 センター長 遠藤 哲郎 

――  

J4-7 
  フレキシブルデバイス表面ひずみのリアルタイム解析装置 
  の開発 

 東京工業大学 科学技術創成研究院 
 化学生命科学研究所 教授 宍戸 厚 

――   

J4-9   ちょっとした動きや振動で発電し無線信号を送る 
 金沢大学 理工研究域 電子情報学系/ 
 振動発電研究室 准教授 上野 敏幸 

――   

J4-10   非鉛圧電薄膜材料を用いたMEMS振動発電素子 
 神戸大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 
 教授 神野 伊策 

 大阪府立大学 准教授 吉村 武、 
 兵庫県立大学 助教 神田 健介、 
 大阪産業技術研究所 主任研究員 村上 修一 

  

J4-11   エレクトレットを用いた革新的環境発電 
 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 
 教授 鈴木 雄二 

―― 

J4-12   ＭＥＭＳ振動発電素子によるＩｏＴ無線センサ  東京大学 生産技術研究所 教授 年吉 洋  静岡大学、電力中央研究所、（株）鷺宮製作所   

J4-13 
  高速ジェノタイピングを利用したエネルギー作物の 
  テーラーメード育種技術の開発 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 
 教授 堤 伸浩 

 東京大学 准教授 岩田 洋佳、明治大学 准教授 
 矢野 健太郎、名古屋大学 准教授 佐塚 隆志、  
 （株）アースノート  代表取締役社長 徳永 毅 

J4-14   人工超空間とがん非侵襲診断法 
 名古屋大学 大学院工学研究科 
 生命分子工学専攻 助教 安井 隆雄 

――   

J4-15   多糖を利用した安心 安全なワクチンの開発 
 北九州市立大学 環境技術研究所 
 准教授 望月 慎一 

――   

J4-16 
  植物ホルモンを利用してタンパク質を発現制御する： 
  オーキシンデグロン技術 

 国立遺伝学研究所 分子細胞工学研究部門 
 教授 鐘巻 将人 

―― 

J4-17 
  酵素のはたらきを「視る」技術により病気の原因タンパク質を 
  発見する！ 

 東京大学 大学院薬学系研究科 
 革新創薬化学教室 助教 小松 徹 

 sainome（株） 代表取締役社長 河村 眞紀子 

J4-18   高速画像処理を用いた知能システムの応用展開 
 東京大学 大学院情報理工学系研究科 
 創造情報学専攻 教授 石川 正俊 

―― 

J4-19   創薬に向けた連携プラットフォームの開発 
 理化学研究所 生命システム研究センター 
 計算分子設計研究グループ リサーチアソシエイト 
 長谷川 亜樹 

―― 

J4-20   時系列ビッグデータ解析とリアルタイム予測 
 熊本大学 大学院先端科学研究部 環境科学部門    
 ビッグデータ工学分野 助教 松原 靖子 

――   

J4-21 
  電力自立ヘルスケアIoTに向けた発電センシング一体型 
  集積センサ 

  
 名古屋大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 
 講師 新津 葵一 
 

―― 
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事業紹介  

 

 新しい科学技術の源流の創出を目指す卓越したリーダーたちの独創的な基礎研究 
 
 ERATOでは、研究リーダーの独創的なアイデ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4つのプロジェクト（野村集団微生物制御、安達分子エキシトン工学、伊丹分子ナノカーボン、美濃島知的光シンセサイザ）から最新の研究成果をご紹介します。 
 
 ●お問い合わせ先 研究プロジェクト推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J5-1  微生物制御3.0時代の汎用型流体デバイス開発  筑波大学 生命環境系 教授 野村 暢彦 ―― 

J5-2  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 

――   

J5-3   伊丹分子ナノカーボンプロジェクト 
 名古屋大学 大学院理学研究科／ 
 トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長／ 
 教授 伊丹 健一郎 

―― 

J5-4   知的光シンセサイザの開発と革新的応用の開拓 
 電気通信大学 情報理工学研究科 基盤理工学 
 専攻 教授 美濃 島薫 

―― 

戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO） 

事業紹介 

 

 新たな科学的・技術的知見に基づく温室効果ガス削減に大きな可能性を持つ技術の創出 
 
 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 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J6-5  事業紹介展示  環境エネルギー研究開発推進部 ――   

J6-1  革新的蓄電デバイス「水素／空気二次電池」の開発 
 同志社大学 理工学部 環境システム学科 
 教授 盛満 正嗣 

 ＦＤＫ株式会社 ニッケル水素電池事業部 
 技術統括部 研究開発部 部長 安岡 茂和 

J6-2  省エネデバイスを実現する大口径GaNウエハ 
 大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学 
 専攻 教授 森 勇介 

―― 

J6-3  相分離を利用した二酸化炭素の省エネ分離技術の開発 
 名古屋大学 大学院工学研究科 化学システム工学 
 専攻 助教 町田  洋 

 名古屋大学 大学院工学研究科 物質プロセス工学 
 専攻 助教 山口  毅 

  

J6-4  液体燃料を蓄電媒体とする白金フリー燃料電池自動車 
 ダイハツ工業株式会社 技術開発センター 
 先行技術開発室 主担当員 山口  進 

 （国研）量子科学技術研究開発機構 量子ビーム 
 科学研究部門 高崎量子応用研究所 先端機能 
 材料研究部 部長 前川 康成、関西学院大学 理工 
 学部 先進エネルギーナノ工学科 教授 田中  裕久 

  

戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA） 



出展者一覧 4/19 

9 

研究開発成果実装支援プログラム 成果統合型（RISTEX） 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J7-4  事業紹介展示  社会技術研究開発センター ――   

J7-1  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、人間発達科学部、 
 工学部、研究推進機構）、三協立山（株）、 
 日本マイクロソフト（株） 

J7-2  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） 

J7-3  つくば型リビングラボ みんラボ：人とモノの関係を考える  筑波大学 人間系 心理学域 教授 原田 悦子  静岡大学 学術院融合 グローバル領域 

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 

 

   開発途上国との国際共同研究を通じて地球規模課題の解決とＳＤＧｓの達成を目指します 
      
     SATREPSは、環境 エネルギー／生物資源／防災／感染症分野において、これまで世界47カ国で125のプロジェクトを実施して地球規模課題の解決に向けて取り組み、様々な研究成果とその社会実装および 
 人材育成を通じて、SDGs（国連の定めた「持続可能な開発目標」）の達成を目指す国際社会に貢献しています。 
 
 ●お問い合わせ先 国際部 SATREPSグループ 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J8-4  事業紹介展示  国際部 SATREPSグループ ―― 

J8-1  バイオマスエネルギーの生産と利用を促進せよ！ 
 大阪府立大学 大学院人間社会システム科学研究科 
 客員教授 前田 泰昭 

――   

J8-2  天然ゴムの新しい可能性に注目！ 
 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 教授 
 福田 雅夫 

―― 

J8-3  安心 安全な水を供給せよ！ 
 山梨大学 大学院総合研究部 国際流域環境研究 
 センター 教授 風間 ふたば 

――   

J8-5  遺伝資源の活用で食料安定供給に貢献する！  筑波大学 遺伝子実験センター 教授 渡邉 和男 ――   

J8-6  湖水爆発の謎に挑め！  東海大学 理学部 化学科 教授 大場 武 ―― 

事業紹介 

 

  創出した研究開発の成果を集約・統合し、社会に実装する取り組みを支援 
   
  社会技術研究開発センター（RISTEX）が推進してきた研究開発領域やプログラムで創出した複数の研究開発の成果を集約 統合し、社会に実装する取り組みの支援を行います。個々の成果の実装にとどまらず、 

 複数の成果を統合（パッケージ化）することによって、課題解決への「効果」や、社会への普及 定着の「質」や「スピード」をさらに高めることが期待されます。 
 
 ●お問い合わせ先 社会技術研究開発センター 
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小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J9-5  事業紹介展示 
  戦略的国際共同研究プログラム（SICORP） 
 e-ASIA共同研究プログラム（e-ASIA JRP） 

――   

J9-6  事業紹介展示  国際緊急共同研究 調査支援プログラム（J-RAPID） ――   

J9-1  安全なIoTサイバー空間のインドとの国際共同研究 
 九州大学 サイバーセキュリティセンター 
 教授 岡村 耕二 

――   

J9-2  高信頼高機能サイバーフィジカルシステムの構築技術 
 東京大学 大規模集積システム設計教育研究 
 センター 教授 藤田 昌宏 

――   

J9-3 
 データ科学で実現する気候変動下における持続的作物 
 生産支援システム 

 東京大学 農学生命科学研究科 
 フィールドフェノミクス研究拠点 特任教授 二宮 正士 

――   

J9-4  日印を繋ぐ産官学連携プラットフォーム  インド工科大学 ハイデラバード校 ――   

産学連携プロモーショングループ 

事業紹介 

 

 「産」「学」に携わる人材が集まる場を企画、新しい出会いを応援します！ 
 
 「産と学との出会いの場を提供すること」をモットーに、産学連携に携わる人が交流する場＝展示会、説明会、個別相談会、研修会、ポータルサイト、月刊誌（オンラインジャーナル）、パンフレット、WEB、メルマガ配信 

 というように、多種多様なアプローチ法により「日本全体の産学連携活動の活性化」に資するための場作りをプロデュースしています。 
 
 ●お問い合わせ先 産学連携プロモーショングループ 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J10-1  事業紹介展示  産学連携プロモーショングループ ―― 

J10-2  事業紹介展示  産学連携プロモーショングループ ―― 

J10-3  事業紹介展示  産学連携プロモーショングループ ―― 

J10-4  事業紹介展示  産学連携プロモーショングループ ―― 

戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）／ 
e-ASIA共同研究プログラム（e-ASIA JRP）／ 
国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-RAPID） 

事業紹介 

   イコールパートナーシップによる国際共同研究を支援 
 
 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 国際部 事業実施グループ 



出展者一覧 6/19 

11 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J11-11  事業紹介展示  産学連携展開部START事業グループ  ――   

J11-1  狭い場所でがん治療できる医療器  OKファイバーテクノロジー 代表取締役 岡 潔 ――   

J11-2  印刷技術を使ったフレキシブル大面積圧力センサシート  フューチャーインク 取締役副社長 熊木 大介 ――   

J11-3  関係性技術を応用した企業投資動向の分析  PrediXT エンジニア 割田 怜 
 京都大学 大学院 情報学研究科 通信情報システム 
 専攻 知的通信網分野 准教授 新熊亮一 

  

J11-4  非接触型の離床センサ＆生体センサ  ひびきの電子 CTO 佐藤 寧 
 九州工業大学 イノベーション推進機構 若松分室 
 教授 佐藤寧 

  

J11-5  タンパク質分子構造解析サービス 
 沖縄プロテイントモグラフィー 代表取締役社長 
 亀井 朗 

――   

J11-6 
 膝前十字靭帯再建手術に用いる生体由来人工靭帯の 
 実用化 

 CoreTissue BioEngineering 代表取締役社長 
 片岡 良友 

 早稲田大学 理工学術院 教授 岩崎清隆   

J11-7  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 代表社員 三浦 重信 
 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 
 教授 西田治男 

J11-8  防汚性、潤滑性、生体親和性を兼ね備えた表面処理剤  インテリジェント サーフェス 代表取締役 切通 義弘 ―― 

J11-9 
 超小型「磁性薄膜電力センサー」の多用途展開への 
 可能性 

 SIRC 取締役会長 辻本 浩章 ―― 

J11-10  東京一極集中からの脱却、大学発イノベーション創出！  QB Capital, LLC 代表パートナー 坂本 剛 ―― 

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 

事業紹介 

 

 シーズ候補の可能性検証から実用化開発まで 産学共同によるプロジェクトを支援 
 
  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 
 

大学発新産業創出プログラム（START） 

事業紹介 

 

 事業化ノウハウを持った民間の人材を活用し、大学等発ベンチャー創出に資する研究開発・事業化を行う 
 
  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 
 



小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J12-9  事業紹介展示  産学連携展開部 研究支援グループ ―― 

J12-1  磁気センサによるリチウムイオン二次電池の非破壊検査  セイコーNPC 
 電磁材料研究所 研究開発事業部 
 次世代デバイス開発部門 部門長 早坂 淳一 

  

J12-2  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 生命分子工学専攻 
 教授 堀 克敏  

――   

J12-3  高出力な深紫外LEDの開発 
 情報通信研究機構 未来ICT研究所 
 深紫外光ICTデバイス先端開発センター 
 センター長 井上 振一郎 

 シーシーエス 

J12-4  生物嗅覚機能を活用したがん検査自動解析試作システム  日立製作所 
 九州大学 大学院理学研究院生物科学部門 
 助教 広津 崇亮 

J12-5  DHA足りてますか？高機能粉末魚油がおいしくサポート  青葉化成 
 東北大学 大学院農学研究科 食の健康科学ユニット 
 教授 宮澤 陽夫 

J12-6  細胞用フィルター  村田製作所 

 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 大学院 バイオ 
 サイエンス研究科 教授 長谷川 慎 、 水上 民夫、 
 九州大学 大学院工学研究院 化学工学 
 三浦 佳子 

J12-7  唾液でストレスチェックできる簡易センサの開発  ＮＥＣソリューションイノベータ 
 早稲田大学 ナノ ライフ創新研究機構 
 教授 大橋 啓之 
 群馬大学 大学院理工学府 准教授 桒原 正靖 

J12-8 
 正確な粒子径、粒子の分散性、表面被覆率を数値化 
 電極材料、結晶から細胞まで 

 カワノラボ 代表取締役 河野 誠 ―― 

J12-17 
 防汚性を有する硬度の高いナノインプリント用UV硬化型 
 エポキシ組成物 

 オーテックス 
 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 
 教授 谷口 淳 

J12-16 
 電子ビーム3Dプリンターを活用した革新的長寿命工業用 
 刃物開発 

 東洋刃物 
 東北大学 金属材料研究所 
 教授 千葉 晶彦 

J12-15  今までにない 濡れ性評価法  北川鉄工所 
 理化学研究所 生命システム研究センター 集積バイオ 
 デバイス研究ユニット 研究員 田中 信行 

J12-14  Cu－Al－Mn超弾性合金の開発  古河テクノマテリアル 
 東北大学 大学院工学研究科 金属フロンティア工学 
 専攻 教授 貝沼 亮介、准教授 大森 俊洋、 
 京都大学 大学院工学研究科 准教授 荒木 慶一 

J12-13  450MPa-DRF高強度マグネシウム合金棒  川本重工  豊橋技術科学大学 機械工学系 教授 三浦 博己 

J12-12  R2Rナノパターニングによるデバイス開発  旭化成 
 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 
 客員教授 松井 真二 

J12-11  新規ランガサイト型圧電結晶とデバイス応用  Piezo Studio  東北大学 金属材料研究所 助教 大橋 雄二 

J12-10  超高速光リンクのための超高速面発光レーザの開発  富士ゼロックス 
 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業 
 技術研究所 フォトニクス集積システム研究コア 
 所長／教授 小山 二三夫 

J12-18  人の眼を超えるイメージング技術（超高感度＋WDR）  タムロン  静岡大学 電子工学研究所 教授 川人 祥二 

J12-19 
 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 
 神戸大学 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 
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研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 
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事業紹介 

 

 テーマを設定して「産」と「学」による研究開発を推進しています 
 
  ３事業では、それぞれテーマを設定して研究開発を推進しています。A-STEPステージⅠ「産業ニーズ対応タイプ」および産学共創基礎基盤研究プログラムでは、産業界に共有する技術的課題を解決するための 
 大学等による基盤研究を、またA-STEPステージⅠ「戦略テーマ重点タイプ」および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、産業創出の礎となる技術の確立に向けて、産学共同の研究開発を 
 支援しています。 
 
 ●お問い合わせ先 産学連携展開部 テーマ型研究グループ 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J13-12  事業紹介展示  産学連携展開部 テーマ型研究グループ                              ―― 

J13-1  圧電振動発電素子駆動スマートシューズ開発 
 神戸大学 工学研究科 機械工学専攻 
 教授 神野 伊策 

 パナソニック、アシックス 

J13-2  新空間をつくりだす透明スクリーン 
 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  

 JXTGエネルギー、セントラル硝子、ビジョン開発 

J13-3 
 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 

 慶應義塾大学、九州大学、東北大学、 
 豊田中央研究所、デンソー、アダマンド、 
 日産化学工業、三菱鉛筆、本多通信工業 

J13-4  量子ナノフォトニック情報通信技術の開発  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 

J13-5 
 有機半導体フレキシブルディスプレイ 
 ～プリンタブルエレクトロニクス～ 

 パイクリスタル 最高技術責任者 竹谷 純 一  理化学研究所、産業技術総合研究所、東京大学 

J13-6  フレキシブルなシースルー有機薄膜太陽電池 
 三菱ケミカル 横浜研究所 情電 新エネルギー研究室 
 主席研究員 矢部 昌義 

 東京大学 

J13-7 
 テラヘルツ偏光スペクトル計測によるゴム材料の内部 
 異方性検査 

 慶應義塾大学 理工学部 物理学科 
 准教授 渡邉 紳一 

―― 

J13-8  生体活動情報を磁場で捉える高感度磁気センシング装置  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 

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅠ／ 
戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）／ 
産学共創基礎基盤研究プログラム 

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J12-20  木造住宅制震構造標準化「DIT制震筋かい金物」  ＢＸカネシン 

 ユニオンゴム工業、第一工業大学 建築デザイン学科 
 教授 古田 智基、 
 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 
 建築学教室 特別研究教員 中尾 方人 

J12-21  エレクトロスプレー繊維加工技術  アピックヤマダ 

 ヤマダ、齋栄織物、産業技術総合研究所 環境管理 
 技術研究部門 環境分子科学研究グループ 研究 
 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 

  

J12-22  折紙工法による可変断面ハニカムコアパネルの開発  城山工業 
 東京大学 生産技術研究所 機械 生体系部門 
 助教 斎藤 一哉 
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小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J13-9  電子線検出によるイオン分布のナノイメージング 
 静岡大学 学術院工学領域 機械工学系列 
 教授 川田 善正 

 アプコ、豊橋技術科学大学、大阪大学 

J13-10  見えないものを見る化学の目を持つセンサ 
 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 
 電気 電子情報工学系 教授 澤田 和明 

 浜松ホトニクス 

J13-11 
 CMOSイオンセンサ集積回路を用いた小型可搬型バイオ 
 検査装置 

 名古屋大学 工学研究科 電子工学専攻 情報 
 デバイス講座 教授 中里 和郎 

 メムス コア、昭和大学、アイシン コスモス研究所 

事業紹介 

 

 東北復興でのマッチングプランナーによる支援ノウハウを全国に展開 
 
  地域産学バリュープログラムではマッチングプランナーによる支援と研究開発費支援を行うことで、地域のコア技術創出や広く社会に波及する価値の創造を目指します。 
 マッチングプランナーは地域のコーディネート機能を担う組織 人材と密に連携しながら、産学協働の芽出しを支援する人材です。産学連携に関する様々なご相談を承りますので、お気軽にお声がけください。 
 
 ●お問い合わせ先 産学連携展開部地域イノベーショングループ 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J14-4  事業紹介展示  産学連携展開部地域イノベーショングループ  ―― 

J14-1  液体法によるシングルμｍ微細メタル配線の形成技術 
 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術 
 研究科 環境 エネルギー領域 助教 増田 貴史 

 ―― 

J14-2  有価金属の相互分離の事業化に向けた充填カラムの開発  愛媛大学 大学院理工学研究科 准教授 山下 浩  ―― 

J14-3  脳の機能イメージングを可能にする内視鏡システム 
 東北大学 大学院医学系研究科 
 医用画像工学分野 准教授 小山内 実 

 ルシール 代表取締役 幸村 裕治 

地域産学バリュープログラム 

先端計測分析技術・機器開発プログラム 

事業紹介 

 

 創造的・独創的な研究開発に役立つ最先端の計測分析技術・機器及びその周辺システム研究開発を推進します 
 
 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 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J15-1  JSTと震災復興支援 
 先端計測分析技術 機器開発プログラム／ 
 地域産学バリュープログラム 

 ――    

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅠ／ 
戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）／ 
産学共創基礎基盤研究プログラム 
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ナノテクノロジープラットフォーム 

事業紹介 

   
 産学官どなたでも、全国26機関、1,000台以上の最先端の研究設備・機器がご利用可能！ 
  
  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、1,000台以上あります。初めてのご利用の方には、利用料や旅費を支援させていただく仕組み（研究設備の試行的利用事業）もあります。 
 ブースでは、制度を利用したユーザー様の成果をご紹介しています。ここで研究課題解決のヒントを見つけてください。ぜひブースにお立ち寄りください！ 
 
 ●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 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J17-3 
 ナノテクノロジープラットフォーム 
 微細構造解析／微細加工／分子 物質合成 

 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 

―― 

J17-1  でっぱった凹凸で金属とプラスチックを強力接合します  輝創 代表取締役 前田 知宏 
 名古屋大学 工学研究科 マテリアル理工 
 教授 小橋 眞 

J17-2  白金触媒代替用窒素入りナノカーボンの開発  マイクロフェーズ 代表取締役 太田 慶新  物質 材料研究機構 

J17-4  異種半導体薄膜の接合技術  フィルネックス  広島大学 ナノデバイス バイオ融合科学研究所 

J17-4  超低損失酸化ガリウムショットキーダイオード  ノベルクリスタルテクノロジー ―― 

J17-5 
 超高精度電子線描画装置を用いたサブミクロンピッチ 
 回折格子金型製作 

 ジュラロン工業  京都大学 

J17-6  シリコン微細加工構造を用いたX線イメージング素子の開発  NTTアドバンステクノロジ グローバル事業本部  京都大学 

J17-7 
 1液型エポキシ新規高機能 絶縁性&導電性接着剤の 
 開発と展開 

 名古屋ファインケミカル 代表取締役 横山 司  名古屋大学 特任教授 坂口 佳充 

イノベーションハブ構築支援事業 

事業紹介 

 

 英知・人材の結集の場（イノベーションハブ）の構築による国立研究開発法人の機能強化 
 
  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。 
 
 ●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 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J16-3  事業紹介展示  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  ―― 

J16-1 
 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  ―― 

J16-2  マテリアルズ インフォマティクス（MI）の最新成果について  物質 材料研究機構 プロジェクトリーダー 伊藤 聡  ―― 

J16-4 
 「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  ―― 
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スーパークラスタープログラム 

事業紹介 

 

 地域の枠を越えた広域連携でGaN・SiCパワーエレクトロニクスの研究開発を推進 
 
  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、「コアクラスター」と「サテライトクラスター」が緊密に連携しながら研究開発を行うことで、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。 
 
 ●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 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J18-1  GaNデバイスが実現する未来社会  科学技術交流財団 スーパークラスター統括部 ―― 

J18-2  GaN/Siベース半導体の確立とその社会実装 
 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 

―― 

J18-3  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 

―― 

J18-4  GaN系半導体のパワーデバイス応用に関する研究開発 
 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 

―― 

J18-5  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 

―― 

J18-6  GaN結晶評価技術の開発 
 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 

―― 

J18-7  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 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 宇治原 徹 

―― 

J18-8 
 高品質SiC結晶育成～結晶育成 数値解析 加工  
 分析による社会実装アシスト～ 

 信州大学 工学部 環境 エネルギー材料科学 
 研究所 手嶋研 学長補佐 所長 教授 手嶋 勝弥 

 信州大学 工学部 環境 エネルギー材料科学研究所 
 太子研 准教授 太子 敏則 

J18-9  機能性超硬薄膜cBNコーティング技術 
 名古屋産業振興公社 プラズマ技術産業応用 
 センター長 平野 幸治 

―― 

J18-10  高密度大気圧プラズマ装置  富士機械製造  名古屋産業振興公社 

J18-11  サーマルマネジメント用AlNウィスカーの合成とデバイス展開 
 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 宇治原 徹 

―― 

J18-12  カーボンナノファイバーを用いた燃料電池部材 
 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 

 メックインターナショナル、大豊精機、エム イー ティー 

J18-13 
 SiCパワーデバイスによる高効率エネルギー利用システムの 
 構築 

 京都高度技術研究所 産学公連携事業本部 
 スーパークラスター事業推進部 

―― 

J18-14  高周波スイッチング回路応用 
 京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 
 教授 引原隆士 

―― 

J18-15  SiCパワーデバイス用セラミック基板と機電一体モジュール 
 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 

 京セラ、村田製作所、日本電産 

J18-16  電力パケット配送プロトコルの設計と実装  京都大学 学術情報メディアセンター 教授 岡部寿男 ―― 

J18-17 
 電気 熱特性を同時考慮可能なSiCパワーMOSFETの 
 デバイスモデル 

 京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システム 
 専攻 教授 佐藤 高史 

 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科  
 助教 新谷 道広、ニチコン、住友電気工業 
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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。 
 
  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 
 開発を推進します。全国18ヶ所にイノベーション拠点（COI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 
 
 ●お問い合わせ先 イノベーション拠点推進部 COIグループ 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J19  事業紹介展示  イノベーション拠点推進部 COIグループ  ―― 

J19-1  革新材料による次世代インフラシステムの構築拠点 
 中核機関：金沢工業大学  
 〈プロジェクトリーダー：池端 正一（大和ハウス工業）、 
 研究リーダー：鵜澤 潔（金沢工業大学）〉 

 ―― 

J19-2  人がつながる “移動”イノベーション拠点 
 中核機関：名古屋大学 
〈プロジェクトリーダー：畔柳 滋（トヨタ自動車）、 
 研究リーダー：森川 高行（名古屋大学）〉 

 ―― 

J19-3  コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 
 中核機関：東京大学 
〈プロジェクトリーダー：湯本 潤司（東京大学）、 
 研究リーダー：常行 真司（東京大学）〉 

 ―― 

J19-4  フロンティア有機システムイノベーション拠点 
 中核機関：山形大学 
〈プロジェクトリーダー：三宅 徹（大日本印刷）、 
 研究リーダー：大場  好弘（山形大学）〉 

 ―― 

J19-5 
 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 

 中核機関：信州大学  
〈プロジェクトリーダー：上田 新次郎（日立製作所）、  
 研究リーダー：遠藤  守信（信州大学）〉 

 ―― 

J19-6 
 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 

 中核機関：慶應義塾大学 
〈プロジェクトリーダー：松原 健二（ロングフェロー）、 
 研究リーダー：村井  純（慶應義塾大学）〉  

 ―― 

J19-7  精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 
 中核機関：広島大学 
〈プロジェクトリーダー：農沢 隆秀（マツダ）、 
 研究リーダー：山脇  成人（広島大学）〉 

 ―― 

J19-8  『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点 
 中核機関：東京工業大学 
〈プロジェクトリーダー：秋葉 重幸（東京工業大学）、 
 研究リーダー：小田 俊理（東京工業大学）〉 

 ―― 

J19-9 
 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 

 中核機関：立命館大学 
〈プロジェクトリーダー：田中 孝英（オムロンヘルス 
 ケア）、研究リーダー：伊坂 忠夫（立命館大学）〉 

 ―― 

スーパークラスタープログラム 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J18-18  液中パルスプラズマ発生用電源  栗田製作所 
 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 

J18-19 
 SiCモジュール搭載高周波電源～金属溶解用などの 
 加熱源用途～ 

 日新技研 
 京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 
 助教 木村 真之 

J18-20 
 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 電子情報システム工学科 
 教授 佐藤敏郎、水野 勉 

J18-22 
 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 産学連携センター  教授 安田 昌司 

 滋賀県立大学 工学部 材料科学科 教授 奥 健夫、 
 滋賀県東北部工業技術センター 研究員 
 佐々木 宗生、立命館大学 理工学部 電子情報 
 工学科 教授 福井 正博、立命館大学 理工学部 
 電気電子工学科 准教授 柿ヶ野 浩明 
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センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J19-10  人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点 
 中核機関：大阪大学 
 〈プロジェクトリーダー：上野山 雄（パナソニック）、 
 研究リーダー：松本 和彦（大阪大学）〉 

 ―― 

J19-11 
 「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 

 中核機関：東京藝術大学 
 〈プロジェクトリーダー：山本 耕志（JVCケンウッド）、 
  研究リーダー：宮廻 正明（東京藝術大学）〉 

 ―― 

J19-12  『食と健康の達人』拠点 
 中核機関：北海道大学 
 〈プロジェクトリーダー：吉野 正則（日立製作所）、 
 研究リーダー：玉腰 暁子（北海道大学）〉 

 ―― 

J19-13 
 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 

 中核機関：川崎市産業振興財団 
 〈プロジェクトリーダー：木村 廣道（川崎市産業 
 振興財団）、研究リーダー：片岡 一則（川崎市 
 産業振興財団）〉 

―― 

J19-14 
 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 

 中核機関：東北大学 
 〈プロジェクトリーダー：和賀 巌（NECソリューションイノベー  
   タ）、研究リーダー：末永 智一（東北大学）〉 

―― 

J19-15  自分で守る健康社会拠点 
 中核機関：東京大学 
 〈プロジェクトリーダー：池浦 富久（東京大学）、 
 研究リーダー：鄭 雄一（東京大学）〉 

―― 

J19-16  活力ある生涯のためのLast 5Ｘイノベーション拠点 
 中核機関：京都大学 
 〈プロジェクトリーダー：野村 剛（パナソニック）、 
 研究リーダー：小寺 秀俊（京都大学）〉 

―― 

J19-17 
 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 

 中核機関：弘前大学 
  〈プロジェクトリーダー：工藤 寿彦（マルマンコンピュータ 
 サービス）、研究リーダー：中路 重之（弘前大学）〉 

―― 

J19-18  共進化社会システム創成拠点 
 中核機関：九州大学 
 〈プロジェクトリーダー：是久 洋一（九州大学）、 
 研究リーダー：若山 正人（九州大学）〉 

―― 

J19-19  若手ポスター展示  ―― ―― 

産学共創プラットフォーム 共同研究推進プログラム（OPERA） 

事業紹介 

 

 本気の産学連携へ 骨太の産学共創で、未来を拓くオープンイノベーション！ 
 
  JSTの「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム」（OPERA）では、産業界との協力の下、大学等が知的資産を総動員し、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」の作成と、それに 
 基づく学問的挑戦性と産業的革新性を併せ持つ非競争領域での研究開発を通して、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することを目指します。 
 
 ●お問い合わせ先 イノベーション拠点推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J20-1  事業紹介展示  イノベーション拠点推進部  ――   



出展者一覧 14/19 

19 

リサーチコンプレックス推進プログラム 

事業紹介 

 

 地域に集積するプレーヤーでビジョンを掲げ世界に誇るイノベーション創出を目指す 
 
  本プログラムは、地域に集積する産 学 官 金（金融機関）のプレイヤーが共同で5年後、10年後からその先に実現される地域の姿と社会的価値を「ビジョン」として掲げ、国内外の異分野融合による最先端の研究 
 開発、成果の事業化、人材育成を一体的かつ統合的に展開するための複合型イノベーション推進基盤としてのリサーチコンプレックスを成長 発展させ、地方創生にも資することを目的とします。 
  また、リサーチコンプレックス内で活動するプレイヤー間のインタラクションを活性化させ、世界の注目を集める研究 事業の創出、人材の輩出が一体的に実施できるように自立的かつ連続的に成長 発展するメカニズムの 
  構築を目指します。 
 
 ●お問い合わせ先 イノベーション拠点推進部 ＣＯＩグループ リサーチコンプレックス担当 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J21-1  事業紹介展示 
 イノベーション拠点推進部 COIグループ 
 リサーチコンプレックス担当 

 ―― 

J21-2  健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス  （国研）理化学研究所  ―― 

J21-3  殿町キングスカイフロント発進！  慶應義塾大学  ―― 

J21-4  「超快適」実証実験環境「メタ コンフォートラボ」  関西文化学術研究都市推進機構  ―― 

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅢ／ 
産学共同実用化開発事業（NexTEP） 

事業紹介 

 

 「目指せ、事業化！」～JSTはイノベーションに本気で挑戦する貴社を応援します～ 
 
  研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)ステージIII及び産学共同実用化開発事業(NexTEP)は、大学等の研究成果に基づくシーズ(特許)を用いた、企業等が行う実用化開発を支援する事業です。 
 比較的規模の大きな実用化開発(～50億円)を融資型で支援するタイプ(開発不成功のリスクの一部をJSTが負担)と、研究開発型中小 ベンチャー企業の実用化開発(～3億円)をマッチングファンド形式で支援する 
 タイプがあります。 
 合言葉は「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 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J22-1  事業紹介展示  産学共同開発部 事業推進グループ ―― 

J22-2  産業配管用小型X線検査装置  つくばテクノロジー（株） ―― 

J22-3  樹木精油を利用した環境汚染物質無害化剤  日本かおり研究所（株） 
 エステー ビジネス開発事業部 クリアフォレスト担当 
 事業部長 奥平 壮臨 

J22-4  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  堀内電機製作所（株） ―― 
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出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS） 

事業紹介 

 

 出資によるＪＳＴ事業発のベンチャー企業支援 
 
  JSTの研究開発成果を活かして起業されたベンチャー企業は400社を超えております（平成29年３月末現在JST調べ）。新たな産業の創成や雇用の創出、経済の活性化のために、ベンチャー企業は極めて 
 重要です。本事業はJSTの研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業に対して、出資や人的 技術的援助を通じてその創出 成長を支援するものです。産学連携事業で培った経験やネットワークを最大限 
 活用し、ビジネスプラン作りからお手伝いいたします。 
 
 ●お問い合わせ先 起業支援室 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J23-1  事業紹介展示  起業支援室 ―― 

J23-2  変位分布計測装置 サンプリングモアレカメラの開発  ４Ｄセンサー 代表取締役社長 柾谷 明大 ―― 

J23-3 
 三次元細胞積層技術（バイオ3Dプリンター）による 
 再生医療等製品の開発 

 サイフューズ 代表取締役社長 川野 隆清 ―― 

内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT） 

事業紹介 

 

 ImPACＴは、「社会に変革をもたらす非連続的なイノベーション」に取り組みます 
 
  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。 
 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。 
 
 ●お問い合わせ先 革新的研究開発推進室 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J24-10  事業紹介展示  革新的研究開発推進室 ―― 

J24-1  タフ ロボティクス チャレンジ（田所 諭PM）  電気通信大学、東北大学、金沢大学 ―― 

J24-2 
 ユビキタス パワーレーザーによる安全 安心 長寿社会の 
 実現（佐野 雄二PM） 

 分子科学研究所、浜松ホトニクス、ユニタック ―― 

J24-3 
 セレンディピティの計画的創出による新価値創造 
（合田 圭介PM） 

 東京大学、理化学研究所、ユーグレナ ―― 

J24-4 
 無充電で長期間使用できる究極のエコIT機器の実現 
（佐橋 政司PM） 

 東北大学、産業技術総合研究所 ―― 

J24-5 
 バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命 
（原田 香奈子PM） 

 名古屋大学、東北大学 ―― 

J24-6 
 核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減  
 資源化（藤田 玲子PM） 

 理化学研究所、京都大学、日本原子力研究 
 開発機構 

―― 

J24-7 
 超薄膜化 強靭化「しなやかなタフポリマー」の実現 
（伊藤 耕三PM） 

 東レ、北海道大学、東京大学、大阪大学 ―― 
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知財活用支援事業 

事業紹介 

 

 JST保有特許等に関する選りすぐりの技術・成果を展示 
 
  知財活用支援事業では、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おり、会期中は、JST保有特許に 
 関する一押しの技術 成果の一部をご紹介します。 
 
 ●お問い合わせ先 知的財産マネジメント推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J25-1  改質フライアッシュコンクリートの製造システム 
 （株）石炭灰総合研究所 代表取締役社長 
 達見 清隆 

 ―― 

J25-2  発泡アルミニウムの製造方法 
 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 

 ―― 

J25-3  ガラス低温接合技術が実現する拡張ナノ空間機能デバイス 
 東京大学 大学院工学系研究科 応用化学専攻 
 准教授 馬渡 和真 

 ―― 

J25-4 
 ハンドロイド電動ハンドの臨床実験体験コーナーと 
 ワイヤレス化に向けた改良進捗の紹介 

 湘南工科大学 電気 電子工学科 准教授 森 貴彦  ―― 

事業紹介 

 

 科学技術に資する人材育成システムの改革をめざして 
 
  文部科学省は、科学技術分野における人材育成、確保、活躍促進のため、科学技術人材育成費補助事業を実施しています。 
 現在、女性研究者のライフイベント、ワーク ライフ バランスに配慮した研究環境整備、研究力向上、上位職への積極登用に向けた取組を支援する「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」のほか、「テニュアト 
  ラック普及 定着事業」、「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」等が展開されています。 
 
 ●お問い合わせ先 科学技術プログラム推進部 
 

小間番号 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 
持続可能な開発

目標 

J26-1  事業紹介展示  科学技術プログラム推進部  ――   

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J24-8 
 イノベーティブな可視化技術による新成長産業の創出 
（八木 隆行PM） 

 ジャパンプローブ、メガオプト ―― 

J24-9 
 超高機能構造タンパク質による素材産業革命 
（鈴木 隆領PM） 

 Spiber、小島プレス工業、トヨタ紡織 ―― 

内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT） 

文部科学省 科学技術人材育成費補助事業 
ダイバーシティ、博士人材、アントレプレナー等 
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プログラム・マネージャー（PM）の育成・活躍推進プグラム 

事業紹介 

 

 新たなイノベーションを生み出すプログラム・マネージャーを育成します 
 
  国内外の人材、知、資金を活用し、新しい価値の創出とその社会実装を迅速に進めるためには、企業、大学、公的研究機関の連携によるオープンイノベーションのより一層の推進とともに、これを主導的にマネジメント 
 するプログラム マネージャーの重要性が高まっています。 
 実践的な講義 演習やマネジメントの実践等を通じて、プログラム マネージャーとして必要な能力を育成する研修プログラムについてご紹介します。 
 
 ●お問い合わせ先 イノベーション人材育成室 
 

JSTの情報サービス 
（科学技術情報連携・流通促進／研究人材キャリア情報活用支援／NBDC） 

事業紹介 

 

 科学技術情報のインフラ構築と研究人材キャリア情報支援で、イノベーション創出に貢献！ 
 
  研究開発活動に必要とされる、論文 特許 研究者 機関 用語 化学物質情報等の科学技術情報の収集 体系化 利用の仕組みづくりなどを通じて、新しい知の発掘、イノベーション創出、課題解決への貢献を 
 目指しています。論文や特許等の原文へのアクセスや研究者捜しを容易にし、研究人材のキャリア情報活用を支援するための、多様なデータベースやプラットフォーム構築の他、人工知能の技術を用いた機械翻訳の 
 開発 実用化等にも取り組んでいます。様々な機能 サービスを付加した有料の科学技術文献データベースJDreamⅢ((株)ジー サーチ提供）にも、JSTが体系的に整備した文献情報等を提供しています。また、 
 バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）では、日本の生命科学データベースの統合的活用を目指し、各種サービスからなるポータルサイトを提供しています。 
 
 ●お問い合わせ先 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） 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J29-1  事業紹介展示 
 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 

 

 次代の科学技術イノベーションを担う優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、その才能を育てます 
 
  ①国際科学技術コンテスト 物 化 生 地 数学 情報 地理の7教科の国際科学オリンピックと、自由な発想にもとづく課題研究コンテストがあり、国内外の生徒達と競い合い、知り合う機会です。世界中の同世代 
     の仲間と交流し、切磋琢磨することで、生徒達は、大きな飛躍のチャンスをつかめます。また、指導者にとっても、各国の理数教育の情報交換の場となっています。 
 
 ②科学の甲子園 全国の科学好きの高校生が一堂に会し、理科 数学 情報における複数分野の競技を通じて科学の知識やその活用力を競い合う場です。才能あるトップ層を伸ばすとともに、科学好きの視野を広 
   げることを目的としています。(科学の甲子園ジュニアも展開) 
 
 ③グローバルサイエンスキャンパス グローバルサイエンスキャンパス（GSC） 将来、世界を舞台に活躍し、世界をリードする科学技術人材を育成するために、大学とJSTが連携し、平成26年度に開始された事業です。 
    現在、17大学が高校生を対象とした科学教育プログラムを実施しています。 
 
 ●お問い合わせ先 理数学習推進部 
 

理数学習推進部（科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア／ 
国際科学技術コンテスト・グローバルサイエンスキャンパス） 

中国総合研究交流センター（CRCC） 

事業紹介 

 

 日中両国の科学技術および教育分野で、人と情報の強力なネットワークを形成する 
 
  中国総合研究交流センター（平成18年設置）の最大のミッションは、日中両国の科学技術および教育分野で、人と情報の強力なネットワークを形成するハブとして、両国のイノベーション創出の基盤構築に貢献する 
 ことです。また「環境」「エネルギー」「少子高齢化」「資源や食糧問題」等、共通の課題を解決するために貢献します。 
 主な事業内容 
 
 ● 中国の科学技術 教育を中心とした調査研究とシンポジウム･研究会の開催●「サイエンスポータルチャイナ」「客観日本」による日中双方向の情報発信● 日中大学フェア&フォーラムを中心とした交流事業● 産学  
     連携等に資する共通課題解決のためのイノベーション創出基盤の構築● 自然科学および中国研究に関する文献データベースの構築 提供● さくらサイエンスプランの推進 
 
 ●お問い合わせ先 中国総合研究交流センター 
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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

J30-1  科学の甲子園 科学の甲子園ジュニア  理数学習推進部 ―― 

J30-2  国際科学技術コンテスト グローバルサイエンスキャンパス  理数学習推進部 ―― 

理数学習推進部（科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア／ 
国際科学技術コンテスト・グローバルサイエンスキャンパス） 

事業紹介 

 

 CSTI主導で、燃焼技術、構造材料、水素社会、インフラ維持管理、防災の未来を拓く 
 
   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。 
 
  ●お問い合わせ先 科学コミュニケーションセンター 
 

小間番号 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 
持続可能な 

開発目標 

――  革新的燃焼技術  科学コミュニケーションセンター ―― 

――  革新的構造材料  科学コミュニケーションセンター ―― 

――  エネルギーキャリア  科学コミュニケーションセンター ―― 

――  インフラ維持管理 更新 マネジメント技術  科学コミュニケーションセンター ―― 

――  レジリエントな防災 減災機能の強化  科学コミュニケーションセンター ―― 

J31-1  自動車エンジン3次元燃焼解析ソフトウェア「HINOCA」 
 SIP革新的燃焼技術（宇宙航空研究開発機構、 
 早稲田大学、海上 港湾 航空技術研究所、 
 神戸大学、広島大学）  

―― 

J31-2  計測困難なエンジン内部の熱流束を計測する新センサー 
 SIP革新的燃焼技術（東京工業大学、東京都市 
 大学、東京大学、明治大学）  

―― 

J31-3 
 CFRPモジュール設計とブロック一体化工法の融合技術の 
 開発 

 東レ（株） 所長 吉岡 健一  ―― 

J31-4 
 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） 課長 岩崎 勇人  物質 材料研究機構 

J31-5 
 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 

 物質 材料研究機構 構造材料研究拠点 
 グループリーダ 御手洗 容子 

 日本エアロフォージ（株） 

J31-6  マテリアルズインテグレーションシステムの開発  東京大学 教授 小関 敏彦 ―― 

J31-7  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 教授 安田 弘行  金属技研（株） 



事業紹介 

 

 社会と科学のこれからをともに語り未来を築くためのコミュニケーションを推進 
 
  科学 コミュニケーションセンターは、科学技術の知識や楽しさを伝えることに加えて、社会と科学のこれからを多様な関係者とともに語りあう場をつくることで、未来社会を紡く新たな価値の創造（未来共創イノベーショ  
  ン）に貢献しようとしています。科学イベント「サイエンスアゴラ」の開催や、各種メディアを通じた情報発信、各地の科学コミュニケーション活動の支援、各種動向調査、海外オープンフォーラムとの連携等を進めています。 
 
 ●お問い合わせ先 科学コミュニケーションセンター 
 

小間番号 展示タイトル 所属機関（大学 企業）名  /  出展代表者  協同研究者 
持続可能な 

開発目標 

J32-1  事業紹介展示  科学コミュニケーションセンター ―― 

事業紹介 

 

 日本科学未来館は、先端の科学技術と人とをつなぐサイエンスミュージアムです 
 
  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。 
 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 
 

小間番号 展示タイトル 所属機関（大学 企業）名  /  出展代表者  協同研究者 
持続可能な 

開発目標 

J33-1  事業紹介展示  日本科学未来館 ―― 
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科学コミュニケーションセンター 

日本科学未来館 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

小間番号 展示タイトル 所属機関（大学 企業）名  /  出展代表者  協同研究者 
持続可能な 

開発目標 

J31-8  あなたは水素社会を受け入れられるか 
 エネルギーキャリアの安全性評価研究チーム（横浜 
 国立大学、産業技術総合研究所、広島大学）  

―― 

J31-9  磁気を用いたインフラ鉄鋼構造物内部の欠陥検査 
 岡山大学 大学院自然科学研究科 
 教授 塚田 啓二 

 超伝導センシング技術研究組合、発電設備技術検査 
 協会、九州大学 

J31-10  “道に迷わない”無人探査機で桟橋下面を点検 
 海上 港湾 航空技術研究所 港湾空港技術 
 研究所 グループ長 加藤 絵万 

 東京工業大学、東京理科大学、東亜建設工業（株）、
（株）ナカボーテック 

J31-11  パイプラインの漏水位置を探査する小型潜水艦ロボット 
 農業 食品産業技術総合研究機構 施設保全 
 ユニット長 中嶋 勇 

（株）ウォールナット、トライボテックス（株）、 
（株）クボタ、麗澤大学、石川県立大学、福島県 
 農業総合センター、岡山大学、ジャパンライフ（株）、 
 電気通信大学 

J31-12 
 リアルタイムな被害状況把握と災害情報の「集約」「共有  
 統合」「提供」 

 防災科学技術研究所、（株）日立製作所、東京 
 工業大学、国立病院機構災害医療センター、摂南 
 大学、弘前大学、（株）竹中工務店、新潟大学、 
 静岡大学、筑波大学、農研機構、（株）コア、 
（株）オサシ テクノス、（株）複合技術研究所、 
 ニタコンサルタント（株）、理化学研究所、宇宙 
 航空開発機構、東京大学、産業技術総合研究所、 
 国土技術政策総合研究所 

―― 

J31-13 
 臨海部コンビナートおよび周辺施設の液状化（耐震） 
 診断と対策 

 港湾空港技術研究所、土木研究所、消防庁 
 消防研究センター 

―― 







































印 刷 物 
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＜JSTフェア2017事前告知ポスター＞ 



印 刷 物 
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＜JSTフェア2017招待券 表面＞ 

＜JSTフェア2017招待券 裏面＞ 

＜JSTフェア2017招待券発送用封筒＞ 
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＜JSTフェア2017ガイドブック＞ 

＜当日参加申込書＞ 

＜出展者アンケート＞ 



印 刷 物 
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＜JSTフェア来場者アンケート＞ 

裏 表 

＜東４ホールプレゼンテーションタイムテーブルパネル＞ 



印 刷 物 
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＜JSTフェア来場者バッジ＞ 

＜JSTフェア関係者バッジ＞ 



印 刷 物 
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＜会場案内図パネル＞ 

＜看板＞ 



印 刷 物 
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＜社名板①＞ 









53 

＜社名板⑤＞スーパークラスタープログラム 

＜社名板⑥＞ 

＜社名板⑦＞SIP 

＜社名板⑧＞SIP 

印 刷 物 
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＜社名板⑨＞COI 

＜社名板⑩＞J19-19 COI 若手連携研究ファンド 

印 刷 物 



記録写真 
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＜総合受付＞ 

＜会場全体＞ 

＜東４ホールプレゼンテーション会場＞ 



記録写真 
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＜屋内・屋外看板＞ 

＜会場風景＞ 


