パネル展示一覧

第１会場
S.産総研オープンイノベーション
S1.加速する「橋渡し」
パネル番号

タイトル

S1-01 産業界との連携によるイノベーションの創出

S1-02 未来の産業創出と社会変革に向けた新たな価値の創出
S1-03 ５領域２総合センターで目指す持続可能な社会の構築
S1-04 パートナー企業名を冠した「連携研究室」を設置
S1-05 大学等に連携研究を行うための拠点を設置
S1-06 産総研をパートナーに

S1-07 未来を切り開くイノベーションの鍵
S1-08 新たな市場を産総研と共に！
S1-09 つくば応用超電導コンステレーションズ（ASCOT）
固体酸化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム
S1-10
(ASEC)
S1-11 あなたのアイディアを形にしませんか？
S1-12 企業と共に日本を元気にする若手博士人材を育てます
S1-13 ニーズに応じて知財・標準化活動を進めます
S1-14 TECH Meets BUSINESS in AIST
S2.産総研発ベンチャー
S2-01
S2-02
S2-03
S2-04
S2-05
S2-06
S2-07
S2-08

株式会社イデア
Ｈｍｃｏｍｍ株式会社
株式会社ＨＳＰテクノロジーズ
株式会社ＳＩＪテクノロジ
株式会社トリマティス
有限会社トラス
つくばテクノロジー株式会社
株式会社ピコサーム

S2-09 フレックタイム株式会社
第２会場

コンテンツ

産総研の「橋渡し」と全国ネットワーク
2030年に向けた研究戦略
産総研の研究体制
パートナー企業との連携強化
オープンイノベーションラボラトリー
そうだ！「産総研があった」
技術コンサルティングの紹介
産総研コンソーシアム
新型コンソーシアムによる超電導のオープンイノベーション
革新的エネルギー変換デバイスを目指して
産総研共用施設利用のご案内
イノベーションスクール
優れた知財アセット構築と戦略的な標準化による支援
産総研のベンチャー開発事業
低エネルギーで高出力の光加熱技術を廃棄物処理へ応用
音声データの分析をクラウドでシンプルに
高せん断成形加工法による新規ナノコンポジット
超微細インクジェット技術
光高速制御技術と統合技術によるソリューションの提供
『見え方』を定量測定するSTAR GEM散乱計
接触から非接触検査へ 聴くから視る技術へ
熱を制する者がデバイス開発を制する
新しい周波数と時間のソリューション

A.防災・資源

A1.インフラ診断・非破壊検査

A1-01 アスファルト下の小さな穴も見つけます
A1-02 化学プラント配管等の健全性検査が容易に
A1-03 大きな物体を、切り取ることもなく原位置で計測
A2.防災地質情報

A2-01 東アジアビジネス圏におけるBCP対策の基礎資料
A2-02 全国に分布する主要な活断層のすべてがここで分かる
A2-03 活断層の地震による大きな揺れに備える
A2-04 オフィスや自室の地震時挙動を予測する
A2-05 離れた場所における微少な変動を検出する

A2-06 新しい原理により短時間で岩盤にかかる力を測る
A2-07 過去の噴火履歴から噴火リスクを評価
A2-08 大規模噴火による都市型降灰災害に備える
A3.資源

A3-01 電流を使って地下の資源や環境を的確に把握する
A3-02 ナノ細孔を持つ天然鉱物による省エネシステムの構築
A3-03 地下微生物が石油や石炭をメタンに変換する能力を測る

コンクリート内部を可視化する後方散乱X線検査装置
インフラ維持管理のための非破壊検査装置開発
コンクリート中の水を非破壊計測できる磁気共鳴スキャン技術
東アジアにおける大規模な地震・津波・火山噴火情報
活断層データベースを用いた地震リスク評価
活断層近傍に位置する都市域の地震動評価
構造物および家具の詳細モデルを用いた地震応答解析技術
高精度歪観測・解析技術の開発および応用
地殻浅部の簡便な応力方位測定法
富士火山地質図を活用した都市域の火山災害軽減
火山噴火時の降灰リスク評価
様々な地質環境に対応するカスタムメイド電気探査
天然鉱物資源を利用したガス吸着と応用技術
地下微生物のメタン生成ポテンシャルを評価する技術
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A3-04 固体試料内の微量元素濃度分布計測を実現
A4.産業立地

レーザーアブレーションICP質量分析計での元素組成イメージン
グ

A4-01 陸から海へとつながる自然由来の重金属評価基盤情報
A4-02 産業用地の立地診断や有効利用に力を発揮
A4-03 高感度・高分解能磁場検出技術の自然素材への応用
A4-04 活断層などの認定に必要な地質年代が決定できます

地球化学図

A4-06 地質図を企業のＢＣＰに役立てませんか？

地質をよく知ってリスクの軽減を−社会を支える知的基盤情報−

A4-05 オープンデータ時代の地質情報素材の利活用

A4-07 地質図を基図にした使いやすい3Dホームページ構築に
A4-08 都市地盤を3次元で可視化
A4-09 世界中のあらゆる陸地の過去〜現在の変化を容易に判読
A4-10 地質情報を利用した新時代の三次元造型技術
B.ロボット・ＡＩ
B0-01 未来価値の共創を目指して
B1.ロボット

B1-01 ロボット技術によるインフラ点検や災害調査
B1-02 製品製造工程の完全ロボット化を目指して
B1-03 人間中心の製品設計・評価、健康支援に展開
B1-04 ＩｏＴ・スマート社会を安心・安全で支える
B1-05 「機械の目」を実現する技術
B1-06 その位置計測、マーカで簡単にできるかも？
B1-07 単眼カメラによる軽量な三次元形状復元
B1-08 ロボットソフトウェアの開発を支援
B1-09 実用化にむけたロボットの安全性評価を支援
B1-10 被介護者、介護者に真に役立つロボット介護
B2.AI・ビッグデータ
B2-01
B2-02
B2-03
B2-04
B2-05

現場のビッグデータを活用する人工知能技術
データとシミュレーションによる社会設計
動的・質的な「見える違い」を自動定量
地球全域のリアルタイムモニタリング
ＩｏＴ製品や工場をサイバー攻撃から守る
B2-06 安全安心なIoT社会の設計と構築を支える
B3.人間機能

B3-01 空間・装置・コンテンツを効果的で印象的に
B3-02 口から食べることの喜びを継続する支援技術
B3-03 巻くだけで握った状態を計測できるシステム
B3-04 脳波コミュニケーション技術の進化を体感！
B3-05 市場調査と現場改善に効く人間計測VR

B3-06 ヒトの行動能力を脳活動から予測
B3-07 眠気による社会問題を解決する
C.ＩｏＴ/CPS

C0-01 産総研にIoTデバイス開発拠点を構築
C1.情報・通信・センシング技術

C1-01 リソースを、無駄なく使いつくすセンシング
C1-02 大面積で薄いシート状のセンサデバイス
C1-03 柔軟なフィルム上に伸縮可能な配線を形成
C1-04 モノの陰からさりげなく見守る人感センサ
C1-05 絆創膏サイズのフレキシブル電流センサ

C1-06 大型構造物のひずみ分布を常時モニタリング
C1-07 生体ＩｏＴを目指したセンサ製造と評価技術
C1-08 複雑な光学系をシンプルにする電場解析技術

元素濃度で見る日本

有害重金属類によるリスクを考慮した表層土壌評価基本図
サブミリサイズの磁気イメージング技術による地質年代推定
OSL年代測定技術の産業立地への応用
地質図・地質情報を使った独自の地図の制作

Webを用いた地質図情報の3D可視化技術
産業立地の評価や災害対策への活用が期待される地質地盤情報
資源探査衛星データの利用可能性を広げる画像処理技術
産総研発ベンチャー「地球科学可視化技術研究所（株）」
ロボット・人工知能～人と共栄する情報技術
インフラ維持管理と災害対応に資するロボット技術
ロボットの動作を自動生成し、教示作業の負担を軽減
人の行動を理解し再現する人間工学・ロボット融合技術
IoT・ソフトウェア化された未来住宅の機能安全
三次元空間情報の認識・理解技術
単眼カメラとマーカによる安価・高精度な位置姿勢計測
WEBカメラで安価に実現できるSLAM技術
ロボットソフトウェア基盤：RTミドルウェア
生活支援ロボット安全検証センター
ロボット介護機器の開発・評価・実証技術
次世代人工知能技術による実社会現象の確率的予測と制御
都市サービス・都市交通の設計支援技術
細胞動態を自動認識するスマートイメージング技術
大規模衛星画像データからの地理空間情報抽出
ＩｏＴ製品のセキュリティを向上させる技術
セキュアなIoTシステムの開発 その上流～下流の新技術
誰もが「見やすい・聞きやすい」情報提示技術
咀嚼・嚥下の機能評価と食の愉しみを拡張する技術
デジタルヒューマンによる製品使用状態モニタリング
ニューロコミュニケーターによる脳情報活用サービスの構築
VRと視線・脳波計測による興味度分析
実環境での行動能力を推定する認知脳機能計測技術
眠気の評価技術と軽減法の開発
IoT技術開発加速のための設計・製造基盤拠点
見えない価値分布を可視化するトリリオンセンサ
大面積プリンテッド圧力センサによる褥瘡防止システム
ストレッチャブル配線を用いた靴中敷センサシステム
フィルム近接センサによる離床/呼吸監視システム
消費電力量の見える化を実現するフィルム型電流センサ
橋梁モニタリングIoTデバイス
多種環境対応完全固体小型pHセンサ
簡易・小型で高感度な菌・ウイルスセンサー
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C1-09 土壌分析に革新。いつ、どこでも、簡単計測
C1-10 室温・高速・高感度センシング
C1-11 比類ない高感度と柔軟な測定条件を実現
C1-12 安全・安心な循環型社会の構築に貢献
C1-13 ポンプや配管の維持管理を自動化

C1-14 外付け部品無しで高効率に電圧を変換
C1-15 ノイマン型とは異なる原理のコンピュータを開発
C1-16 しきい値制御と低電圧動作で燃費を一桁改善
C1-17 IoT時代の汎用光回路プラットフォーム
C2.設計・製造技術
C2-01
C2-02
C2-03
C2-04
C2-05

生産現場のデータを有効活用するために

機械との対話を目指したセンシング構想
発想支援と設計プロセスの生産性向上を両立
光MOD・表面化学修飾・LIJとその応用展開

セラミックコーティングによる機能性向上
C2-06 高導電率と高耐久性を両立
C2-07 IoT向けの印刷エレクトロニクスは銅で作る

C2-08 ミニマルファブは装置開発から使うフェーズへ
C2-09 TFTの性能分布を光学イメージ化する新技術
C2-10 μN・mレンジへの新たな展開
第３会場
D.ライフサイエンス
D1.創薬
D1-01
D1-02
D1-03
D1-04
D1-05
D1-06
D1-07
D1-08
D1-09
D1-10

生物の個体応答をチップ上で再現
細胞用の貼付薬を診断・計測・DDS技術に応用する
MEMS技術によるガラス製機能デバイス創成
産学官協働R＆Dで顧みられない熱帯病治療の新薬を
スマートデータ解析で創薬
生体内の変化を察知するためのプロテインアレイの活用
副作用の少ない糖タンパク質標的薬の開発をめざして
切れ味のよい診断用糖鎖バイオマーカーの実現へ向けて
生産性向上技術による創薬及び工業生産のコストダウン
創薬基盤技術としてのナノ反応場の活用
D1-11 機械的穿孔によりあらゆる物質を導入する
D1-12 キログラム再定義でSIトレーサブルな微小質量測定を実現
D2.ナノイメージング
D2-01 産総研が誇るナノイメージング集団が走る！
D2-02 生物試料やナノ材料の新たな液中観察法
D2-03 可視光でナノメーターの現象を見る
D2-04 水中で試料を8 nmで観察
D3.ヘルスケア

D3-01 医療機器ソフトウェアで迅速な医工連携を推進
D3-02 手応えを強調して安全に注射
D3-03 患者に優しい治療機器開発技術
D3-04 目的の細胞を単一細胞レベルで検出・解析できる技術
D3-05 生活習慣病をバイオセンサで診る

D3-06 生体関連物質計測の「ものさし」技術の開発
D3-07 放射性医薬品のより安全な利用に貢献
D3-08 変動流計測制御技術が導くフロンティア
D4.バイオものづくり
D4-01 転写因子を活用して植物細胞壁を自在に改変
D4-02 事業化ニーズに即した有用植物を開発する
D4-03 バイオプロセス実用化の切り札

分光計測型デジタル土壌養分分析システム
超格子相変化材料を用いたテラヘルツ波検出器
マイクロ波干渉法による超高感度強磁性共鳴測定装置
鉛フリー圧電材料を用いたAEセンサおよび振動センサ
電池レスで動作するワイヤレス振動センサ端末
0.1Vで動くエネルギーハーベスティング向け電源回路
最適化問題を高速に解く超伝導量子アニーリングマシン
低消費電力FPGA技術と評価環境 応用に向けた実装技術
高精度シリコン加工技術を用いた大規模集積光回路
生産現場のための センシングデータマネジメント
スマート製造実現に向けた仕組みづくりへの挑戦
モデルベース設計のための計算機支援技術
光反応を用いた機能材料の低温コーティング
AD法を用いた常温セラミックコーティング
カーボンナノチューブを用いた透明導電膜
低温プラズマ焼結で作るフレキシブルプリント基板
ミニマルファブで作るカスタムメイドデバイス
高集積TFT回路の非破壊・一括検査技術
電磁力による精密微小トルク標準の実現

マルチスループット多臓器デバイスの創薬応用
機能分子を細胞に送り込む固相界面の開発
量産を指向したガラス製流体デバイス技術開発
最新技術と経験知の融合、シナジー効果
創薬プロセスのITソリューション
自己抗体とリン酸化活性のプロファイリング技術
疾患糖鎖の検出とそのキャリアの解析技術
特異度の高い検出のためのレクチン改変技術
天然物の効果的な生産性増大技術
w/oエマルションのナノカルチャー／酵素反応場への活用
ナノニードルアレイを用いた細胞への高効率な物質導入
ナノグラムオーダーの極少量薬剤の超高精度質量測定
最先端のナノスケール観察・分析技術の展開
溶液中のそのままの試料をナノレベルで見る技術
超解像光学顕微鏡を用いて生体試料で数十nmの構造をみる
大気圧電子顕微鏡による生物試料などの水中での観察
臨床応用可能な医療機器用アプリ開発を支援するSCCToolKit
針穿刺メカニズムと制御技術による穿刺補助
三次元積層造形技術を次世代治療機器開発で活用
臨床診断応用と単一細胞機能解析を可能にする細胞チップ
メチル化DNAを検知する材料とデバイス技術
日常検査法評価のための 生体成分高精度分析法
癌治療用アルファ線放出核種の放射能計測技術
呼吸を模擬可能な流量計測制御技術
細胞壁改変技術による植物育種
遺伝子発現制御技術で実現する植物機能制御
進化分子工学による酵素の機能改良
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D4-04 未踏の微生物資源から新規酵素・医薬品原料を獲得する
D4-05 熱に強い高活性産業用酵素を造る
D4-06 非可食バイオマスから有用物質を生産
D4-07 「金の卵」を産むニワトリをゲノム編集で作製
D4-08 アブラムシ社会行動の分子基盤をさぐる
E.エネルギー・環境

未知・未培養微生物由来バイオリソースの探索技術

E1-01 高効率結晶シリコン太陽電池の低コスト化
E1-02 風力発電の健全な発展を目指して
E1-03 見えない地下を可視化して地下の熱利用を促進
E1-04 世界最新のプラットフォームで分散電源を高機能化
E1-05 再生可能エネルギーの大規模貯蔵の実現
E1-06 さまざまな種類の太陽電池を容易に接合し高効率化
E1-07 セル・モジュールからシステムまで
E1-08 砂漠・熱帯等の過酷環境でも発電量を最大化
E2.創エネルギー

イオン注入を用いた太陽電池の新しい作製技術

タンパク質工学による耐熱性酵素の構築
セルロース系バイオマスの利活用技術
バイオ医薬品や組換え蛋白質を超安価に生産する技術
爆裂する兵隊アブラムシ-自らの分泌血液で巣を修復-

E1.再生可能エネルギー

E2-01 新たな天然ガス資源のための生産手法開発
E2-02 ガスハイドレート特性を用いた機能活用技術
E2-03 新しいエネルギーシステム構築に向けて
E2-04 信頼性と経済性を両立させた水素社会の実現
E2-05 500℃以下でエタノールから効率的に水素を製造
E3.蓄エネルギー

E3-01 リチウム二次電池のレアメタル正極を有機物に置き換える
E3-02 電解液の革新がもたらす蓄電技術のブレークスルー
E3-03 電池の中のイオンの動きを実測する
E3-04 電池・燃料電池の高性能化を加速する評価技術
E3-05 COの酸化を効率的に行う新しい触媒
E3-06 大電流蓄電する多孔質カーボン
E4.省エネルギー
E4-01
E4-02
E4-03
E4-04

高効率なSOFC発電システムの実現
SOFCの高効率化に向けた熱マネジメント
有機化合物による新規フロー電池等の実現
省エネ・省スペースな超電導機器の実現
E4-05 オール産総研によるエンジン研究
E4-06 ナノ材料の利用で捨てる熱から効率よく発電
E4-07 精密物性計測により材料の劣化を早期に検出

E4-08 LED・有機ELの開発や信頼性向上に貢献
E4-09 再生可能エネルギーの有効利用を支援
E5.パワーエレクトロニクス

E5-01 新材料パワー半導体ツールボックスの提供
E5-02 SiC低損失パワーデバイスの実現に向けて
E5-03 SiCパワーデバイスによる次世代パワエレ実現

E5-04 小型化・低損失な電力変換技術を可能とする
E5-05 次世代インフラ用超低損失パワーデバイスの実現
E5-06 SiCデバイス性能を発揮するパワーモジュール
E5-07 次世代パワエレのオープンイノベーション拠点
E6.環境・安全

E6-01 環境微生物のふるまいを水処理再生の新たな指標に
E6-02 アジアに向けた水技術
E6-03 太陽光だけで途上国の飲料水クオリティーを向上
E6-04 複合化で高効率・高性能の陰イオン吸着剤を開発
E6-05 その場で水の安全性を評価できる新しい計測技術の開発
E6-06 事故防止と安全教育に役立つ事故データベース

高性能風車要素技術およびアセスメント技術
地熱資源の活用技術と地中熱ポテンシャル評価
次世代電力網における再エネ分散電源の統合技術
水素キャリアの貯蔵および高度利用技術
異種材料太陽電池を組み合わせるスマートスタック技術
様々な太陽光発電技術
発電量最大化を実現する太陽電池モジュール技術
新たな天然ガス資源からの長期安定ガス生産を目指して
ハイドレート機能を用いたガス輸送等の省エネ技術
新しい触媒システムと技術開発シナリオ検討
水素社会の実現を目指した水素材料評価技術の開発
水蒸気改質によるバイオエタノールからの水素製造
有機物の酸化還元を用いる新しい二次電池電極技術
ゼロソルベント電解液によるLIBの高安全・高性能化
セパレータ・電解質設計を実現するNMR測定解析技術
電池の電極合剤中のイオン伝導度・電子伝導度を測定する
有機物錯体触媒の燃料電池・センサ・物質変換等への応用
メソ孔性カーボンを用いた高性能キャパシタの開発
固体酸化物形燃料電池（SOFC）の劣化機構解明
固体酸化物形燃料電池（SOFC）の高度熱利用技術
有機レドックス系による新規フロー電池・再生型燃料電池
安価かつ高性能な高温超電導線材の作製技術
エンジン燃焼排気制御技術
熱電発電による未利用熱の有効活用技術
未利用熱の利活用のための熱電材料の評価技術
紫外・可視域にわたるLED・有機EL用光計測技術
ヒートポンプ・ORC用作動流体の熱物性評価
高効率電力利用の切り札次世代パワーエレクトロニクス
次世代パワエレの主役SiC低損失パワー半導体（ウエハ）
次世代パワエレの主役SiC低損失パワー半導体（デバイス）
高周波応用に優れたGaN低損失パワー半導体
耐環境性に優れたダイヤモンド超低損失パワー半導体
小型・軽量・高電力密度の次世代パワーモジュール/応用機器
TIAパワーエレクトロニクス拠点
水循環技術の高度化に貢献する環境微生物解析手法の開発
水の安全確保と水質の改善・計測・情報処理の技術開発
途上国向け飲料水浄化用ソーラーリアクター
新規金属水酸化物系陰イオン吸着剤の開発
水の安全性確保に貢献する水質の迅速簡便な計測技術
リレーショナル化学災害データベースと事故分析手法PFA
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E6-07 化学物質の爆発危険性を評価しデータベースとして公開
E6-08 CSR活動と自主管理に役立つ評価ツール
E6-09 事業所周辺から全国まで精緻に推定・可視化
E6-10 過大ではない現実的な暴露シナリオでの評価が可能
E6-11 煩雑な環境リスク評価のITソリューション

E6-12 リスク評価なくしてイノベーションなし
E6-13 ナノ材料の安全についてお困りですか？
E6-14 取扱現場と応用製品の安全性評価をお手伝い
E6-15 まずは簡便なスクリーニング試験から
E6-16 製品や企業活動のLCAによる環境負荷定量化
F.材料・プロセス

爆発災害を防止するための安全研究
化学物質からの暴露とリスクを知るための各種ソフトウェア
大気・河川の濃度推定モデル ADMER/SHANEL
室内製品の化学物質のリスク評価ツール ICET
生態リスク評価の効率化と化審法の海外展開支援
ナノ材料のイノベーションを支えるリスク評価技術
ナノ炭素材料の安全性評価：支援技術の開発と普及
ナノ炭素材料の排出暴露評価：自主安全管理を支援
ナノ材料の吸入毒性の評価方法：気管内投与試験
IDEAによる製品・企業の環境負荷定量化技術

F1.ナノカーボン

F1-01 ナノカーボンアライアンスによる技術移転を支援
F1-02 見える化で効率的な材料開発を支援
F1-03 カーボンナノチューブの用途開発を支援
F1-04 カーボンナノチューブの光学機器への応用
F1-05 カーボンナノチューブを使った分子の分離と反応

F1-06 厚さ1 nmの炭素薄膜が未来に輝きを放つ！
F1-07 ナノ炭素材料の分散と凝集を光で制御
F2.機能性材料
F2-01
F2-02
F2-03
F2-04
F2-05
F2-06
F2-07
F2-08
F2-09
F2-10
F2-11
F2-12
F2-13

砂から有機ケイ素化合物を作る
化学原料の脱化石資源化を目指す
製造プロセスの革新と循環型社会の実現
クリーンで静かな工場で造る高品質鋳物
新規構造制御により高気孔率と高強度を両立
プラスチック、多孔体等の表面高機能化
ナノキューブが次世代誘電デバイスを変える
体と環境に優しいコアシェル型ナノ粒子
生体活性材料の形成を光でコントロール
極微小液滴内で5nm以下のナノ粒子を合成
白金族金属の溶解・回収をより安全に
口臭、疾患と関係のあるガス種を検知
身近な未利用熱を回収して省エネルギーに貢献
F2-14 光デバイスに樹脂を大きく超える耐久性を
F2-15 新規磁性材料や半導体材料へ応用可能な機能性物質
F2-16 生体膜タンパク質の迅速解析を可能にするツール
F2-17
F2-18
F2-19
F2-20

化学的・熱的安定性に優れた光反射材
1nm以下の細孔を利用した省エネ分離技術
化学プラントのプロセス高効率化に向けて
悪臭対策、バイオガス発電、水素燃料精製へ

F2-21 持続可能社会実現に向けた新材料開発
F3.計算科学
F3-01
F3-02
F3-03
F3-04

流体デバイスの現象把握と設計条件の最適化

コンパクトな構造をもったTHｚ発振素子
他手法では困難な空孔型欠陥の検出・同定
シミュレーションによる電解液開発の効率化

F3-05 不規則な原子の並びを表現する数理的手法
F3-06 分子レベルから始める予測的なものづくり
F4.計測・評価
F4-01 高分子の劣化現象に迫る
F4-02 ニーズと共に発展する産総研の下町技術
F4-03 有機ELの封止や食品・医薬品の包装へ
F4-04 濃度10億分の1の水分をリアルタイム測定

カーボンナノチューブの実用化技術支援
カーボンナノチューブ品質を可視化する技術
カーボンナノチューブ部材とプロセス技術
3次元物体表面へのカーボンナノチューブ直接成長法
カーボンナノチューブを固定化したカラムの活用技術
グラフェンを透明電極に用いた有機ＥＬ素子の開発
光応答性分散剤を用いたナノ炭素材料の分散制御
シラノール類とシロキサン類の精密製造技術
固体触媒を用いたバイオマスの化学原料化技術
触媒化学融合研究センターの技術シーズ発掘
砂型鋳物の未来を変える凍結鋳型技術
軽くて強いセラミックス多孔体の製造法
セラミックスの常温製膜、微構造粒子合成と新機能開発
高性能小型デバイス用単結晶ナノキューブ3D構造体
環境に優しいポリマー/セラミックス複合ナノ粒子
液中レーザー法による生体活性ナノ表面・粒子の創製
ナノ粒子を自在に合成できるフェムトリアクター技術
資源リサイクル等に向けた複合酸化物高度利用技術
早期診断技術に貢献するヘルスケア用ガスセンサ材料
導電性高分子による熱電材料の開発
高耐候性を有する蛍光・蓄光ガラス材料
微小な細孔を層間に持つハイブリッド型層状ペロブスカイト
生体分子の高度輸送・分離を実現する脂質ナノディスク技術
金属光沢を有するアルミナ膜の製造技術
ゼオライト分離膜の開発

－緻密薄膜と中空糸膜－

イオン液体を利用したガス吸収および反応分離技術
高性能アンモニア吸着材の設計技術
高性能吸着材と水蒸気吸着・脱着速度評価と新たな用途
統合的な数値流体解析技術
グラフェンナノリボンによるTHｚ発振素子の提案
陽電子消滅法による材料中の空孔型欠陥の評価
計算化学手法を用いた電解液の輸送物性の予測
アモルファス材料設計のための数理的基盤技術
ソフトマテリアルの物性予測に役立つ分子動力学法
高分子の高耐久化に資する材料評価技術
あらゆるものを薄く数ミクロン精度の平面にする技術
ガスバリア粘土膜の製造評価技術
高速・高感度・高精度なガス中水分計測技術の開発
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F4-05 非球面レンズの加工精度向上に貢献
F4-06 僅か1個～数個の光子を正しく計測する
F4-07 電子１個の測定技術で化学・生体計測に貢献
F4-08 光を使った前処理不要の非接触型高速検査
F4-09 見える化でプロセスの高度化と信頼性確保を支援
F4-10 分光技術で色や見え方の違いを見分ける
F4-11 微小領域のひずみ分布を非破壊で精密計測
F4-12 気泡の挙動の定量計測による洗浄効率の向上
F4-13 1 nmol/Lの水素イオン濃度の自動調整を実現
F4-14 触っても濡れない微細ミスト発生器

精密加工を支援する高精度変位センサの正確な評価
単一光子レベルの微弱光を検出する超高感度光検出器
単一電子分解能を持つ高速電流測定技術
材料表面の微量元素を検出するレーザー技術
プラズマプロセスを最適化する診断技術
色と見え方を定量化する三次元反射・透過計測技術
モアレを利用した高精度広視野ひずみ分布測定
高効率超音波洗浄に資するキャビテーション発生量計測
コンタミフリー無電極型pH自動調整装置の開発
高効率な微細液滴（ドライミスト）発生器の開発

※展示パネルでの表記は、都合により変更する場合がございます
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セミナー時間割
10 月 20 日（木）
時間

大講堂

10:30

人と共栄する情報・
ロボット技術～若手

大会議室

10 月 21 日（金）
時間

大講堂

10:30 サステナブルな産業・
社会に向けた取組②

スマート接着剤

研究員ショーケース
（情報人間）

イノベーションを
加速する計量標準・
計測技術

（材料化学）

（エネ環境）

11:30

11:30

12:00

12:00

13:00 産総研の考える 2030 年

13:00 産総研の考える 2030 年

（企画本部）

（計量標準）

（企画本部）

13:30

13:30

14:00 IoT/CPS 時代のハード

14:00 IoT/CPS 時代の革新的

ウェア技術の新潮流

ライフ･イノベーション

（エレ製造）

（生命工学）

15:00

産総研-東大先端オペ

生産システムに向けて ランド計測技術オープン

（エレ製造）

イノベーションラボラト
リの紹介

（材料化学）

15:00

15:30 サステナブルな産業・
社会に向けた取組①
（エネ環境）
16:30

大会議室

イノベーションを

15:30

人と共栄する情報・

加速する計量標準・

ロボット技術～

計測技術

データから価値を創る

（計量標準）

（情報人間）

ライフ･イノベーション
（生命工学）

16:30

※内容等、都合により変更となる場合がございます。
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TBFT2016 セミナー概要
10 月 20 日（木） セミナー会場①（大講堂）
時間
内容
10:30〜11:30 「人と共栄する情報・ロボット技術～若手研究員ショーケース」（情報人間）
情報・人間工学領域の若手研究員が自身の取り組む研究を語りつつ、５分間で自己アピー
ルをいたします。

人工知能研究センター／自動車ヒューマンファクター研究センター／情報技術研究部
門／人間情報研究部門／知能システム研究部門

13:00〜13:30 「産総研の考える 2030 年」（企画本部）

理事・企画本部長 安永 裕幸

14:00〜15:00 「IoT/CPS 時代のハードウェア技術の新潮流」（エレ製造）
IoT/CPS の時代に向けて、ハードウェアにはどのような進化が必要になるのでしょうか。
現在の 1000 倍を超える量と種類のデータを、集める（センサ）、送る（ネットワーク）、
処理する（コンピュータ）ための新しいハードウェアの姿についてお話します。

ナノエレクトロニクス研究部門／電子光技術研究部門／集積マイクロシステム研究セ
ンター

15:30〜16:30 「サステナブルな産業・社会に向けた取組①」（エネ環境）
スマートエネルギー社会を実現する省エネルギー技術としての新規パワー半導体材料と
それを用いたデバイスおよび利用技術の取組と、物質循環型社会の構築に資するための高
効率リサイクル技術開発の取組について概説します。

先進パワーエネルギー研究センター長 奥村 元／環境管理研究部門長 田中 幹也

10 月 20 日（木） セミナー会場②（大会議室）
時間
内容
10:30〜11:30 「スマート接着剤」（材料化学）
機能化学研究部門では、光により状態が変化する機能性材料の開発を行っています。本材
料は、光により制御可能な光接着剤、自己修復する光修復材として活用可能と考えられま
す。これらの材料の原理、研究開発概要、今後の展望等について紹介します。

機能化学研究部門

14:00〜15:00 「ライフ･イノベーション」（生命工学）
多能性幹細胞（iPS 細胞や ES 細胞など）は様々な細胞に分化できることから、再生医療
や創薬への活用が期待されています。本セミナーでは、幹細胞研究の現状と課題について
紹介します。また、医薬品としても注目されている核酸に関する技術についても紹介しま
す。
15:30〜16:30 「イノベーションを加速する計量標準・計測技術」（計量標準）
持続可能な社会の構築、生活・環境の安全・安心、産業の国際競争力強化に向けた、計量
標準総合センター（NMIJ)による計量・計測技術の開発と最新トピックス、および産業界
との連携の取り組み等について紹介します。

10 月 21 日（金） セミナー会場①（大講堂）
時間
大講堂
10:30〜11:30 「サステナブルな産業・社会に向けた取組②」（エネ環境）
再生可能エネルギーの導入を進めて化石燃料に依存しない社会を実現し、我が国の温室効
果ガス排出量を削減することに貢献する取組として、再生可能エネルギー技術と畜エネル
ギー技術について概説します。

再生可能エネルギー研究センター長 仁木 栄、電池技術研究部門長 谷本 一美

13:00〜13:30 「産総研の考える 2030 年」（企画本部）

理事・企画本部長 安永 裕幸

14:00〜15:00 「IoT/CPS 時代の革新的生産システムに向けて」（エレ製造）
IoT/CPS の進展により、生産システムはどのように発展するのでしょうか。事業所や企
業の枠をも超える製造ネットワーク、それを基盤としたスマート製造プロセス、そしてそ
れらを活用するためのモデルベース技術についてお話します。

製造技術研究部門

15:30〜16:30 「人と共栄する情報・ロボット技術～データから価値を創る」（情報人間）
情報・人間工学領域では、産業競争力と豊かで快適な社会の実現を目指して人間に配慮し
た情報技術の研究開発を行っています。本セミナーでは、基礎的研究から社会実装に至る
までの長いレンジで多様な研究に取り組む、人間情報研究部門、知能システム研究部門、
情報技術研究部門の活動をご紹介します。
人間情報研究部門長 持丸 正明／知能システム研究部門長 横井 一仁／情報技術研
究部門長 田中良夫

10 月 21 日（金） セミナー会場②（大会議室）
時間
大講堂
10:30〜11:30 「イノベーションを加速する計量標準・計測技術」（計量標準）
持続可能な社会の構築、生活・環境の安全・安心、産業の国際競争力強化に向けた、計量
標準総合センター（NMIJ）による計量・計測技術の開発と最新トピックス、および産業
界との連携の取り組み等について紹介します。
（材料化学）
14:00〜15:00 「産総研-東大先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリの紹介」
2016 年 6 月、東京大学柏キャンパスに、実環境動的計測技術を活用して新材料・革新デ
バイス
の実現を目指す「産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラ
トリ」（OPERANDO-OIL）を設立しました。本 OIL における先端計測技術と「橋渡し」
に向けた研究を紹介します。

先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ

15:30〜16:30 「ライフ･イノベーション」（生命工学）
多能性幹細胞（iPS 細胞や ES 細胞など）は様々な細胞に分化できることから、再生医療
や創薬への活用が期待されています。本セミナーでは、幹細胞研究の現状と課題について
紹介します。また、医薬品としても注目されている核酸に関する技術についても紹介しま
す。

