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プロジェクト名 派遣先 派遣プロデューサー プロジェクトにおける技術開発 プロジェクトにおける知的財産面での取組

1
先端有機エレクトロニクス国際研究拠点
形成プロジェクト/（有機薄膜デバイスコ
ンソーシアム）

一般財団マイクロマシンセン
ター

荻野修邦
小俣雄二

JSTPJ:有機デバイス術有機EL、有機
トランジスタ、有機太陽電池
経産省PJ：ITO代替透明電極付きフ
レキシブル基板の実用化

・各研究開発テーマに関する内外特許調査・分析、有機EL、有機太陽電池、
有機トランジスタ各研究部門に提供
・強い特許創出に向け徹底した先行技術調査とクレームの検討体制構築
（発明評価委員会の前の検討会）
・有機薄膜デバイスコンソーシアムにおける実施条件等の明確化

2
高温太陽集光熱による水熱分解ソー
ラー水素製造システムの開発

新潟大学
永森茂 高温用集光システムと反応性セラミッ

クス粒子による水熱分解器の組合せ
による水熱分解

・海外重要特許に関し技術の難易度・水素生産効率・経済性・環境調和性等
の項目で点数評価
・PCT出願のためのJST支援申請対応、拒絶理由通知対応、新案件に関す
る数値シミュレーション
・大型PJを想定した組織・運営・知財取扱い方法検討、報告書提出
・3年間の知財PD活動の成果報告書提出

3
血液中の有核赤血球の回収・DNA分析
システムの開発

金沢医科大学FDD-MB
Center

宇都宮洋一
母体血中の胎児細胞（NRBC）を選択
的に回収、DNA解析胎児の救命、胎
児治療、女性健康増進、疾病予防

・企業との事業化協議は昨年度から継続するも合意形成ならず
・NRBC抽出に関する研究は中断中、企業との合意成立時に再開予定

4 超小型衛星網の基盤技術開発 和歌山大学
吉岡孝史

日本主導の超小型衛星網の基盤技
術開発と海外への貢献（UNIFORM衛
星）

・衛星制御技術の時系列・ランキングマップ・技術進展図
・人工衛星トラッキング技術の知財ポートフオリオ構築
・パテントプールを目指した活用ルール策定検討
・複数当事者間の利害調整（衛星バス、ミッション、地上局、　海外連携、知
財他）

5
農業・食品産業高度化研究開発

新潟大学 兼久秀典

PJ-1窒素深層施肥
PJ-2キノコ廃菌床
PJ-3米タンパク
PJ-1とPJ-2は本年度で終了予定
当初PJ対象の他の4ＰＪは補助事業
終了

・米タンパクPJから5件出願
・キノコPJに関し出願特許とノウハウのセットでのライセンス検討、PJメン
バーによる自己実施を行い全体システムのライセンスを検討
・キノコPJの事業化に向け農林水産省系支援機関と協議

6
固体高分子形燃料電池実用化推進技
術開発

山梨大学 佐々木茂雄
HiPer-FCプロジェクト、定置用改質触
媒開発、高濃度CO耐性アノード触媒
研究、高効率低貴金属セル他

・五つの要素技術の中の電極触媒に的を絞った特許群を形成
・これに基づきJST特許化支援事業に応募し採択
・発明者と弁理士を交えた「ブラッシュアップミーティング」を定常化
・水素昇圧方法・装置に関して地元企業と協議
・燃料電池内外情報の収集・調査

7
幹細胞ニッチ制御による自己組織再生
型心血管デバイスの基盤開発 大阪大学大学院医学研究科

佐藤浩 幹細胞ニッチを再現・構築、幹細胞制
御による心血管デバイス開発

・PJメンバー・第三者保有特許調査、報告、PJコンセプトは公知、デバイスの
特許化が必要
・大阪大学・企業2社共同出願のプロトタイプデバイスPCT手続き
・他PJの中で本PJで利用可能性のある技術を特定整理

8 ERATO高原ソフト界面プロジェクト 九州大学/JST
熊澤金也

異種材料･異種物質状態間の高機能
接合界面を実現する革新的ナノ界面
技術の創出

・本PJの出願案件の特許ロードマップ策定（時系列・相互関係・外国出願の
有無他）、問題点抽出、出口を見据え、要素技術（強み技術）を統合化した
強い特許出願の実践を決定
・特許法30条（新規性喪失の例外規定）の適用排除をルール化
・月1回知財研修会開催

9
国際産学連携集積エレクトロニクス研究
開発

東北大学国際集積エレクトロ
ニクスセンター（CIES） 高田正日出

不揮発性ワーキングメモリを目指した
STT-MRAM、強磁性トンネル接合素
子

・産学連携本部と共同でFAとPC作成（英語版）
・参加企業から知財費用出資の制度新設
・特許庁出願動向調査「スピントロニクスデバイス」にOB参加
・CIESの特許戦略に係わる出願判断をCIES独自で行う体制確立
・新規出願2件他

10 みやぎ知と医療機器創出
東北大学/（株)インテリジェン
ト･コスモス研究機構（ICO）

松崎斉
大学の医療機器創生シーズ、地域
パーツ・モジュール製造企業、地域外
医療機器製造企業連携

・30を超えるさまざまな分野の研究課題があり、クラスター創生のための知
財戦略の策定は未着手
・個々の研究課題ごとの知財創出強化に向けた出願戦略・論文発表・医療
機器の特性・契約等のマニュアル化
・医療機器クラスターを意識した30弱のテーマに関し出願戦略支援・研究戦
略支援

11
スマート介護システム・介護ステーション
の開発

豊橋技術科学大学
宇都宮洋一

トータル介護ロボット、介護訓練支援
システム、介護ステーションの研究開
発

・PL-PD打合せ会（意見・情報交換）定例化、センター運営会議・研究会参加
・設備(ロボットセンターの介護システム・機器)導入仕様書を基にした特許出
願用基礎資料まとめ、研究者ヒアリング、発掘計画作成
・ロボットセンター企業会員向け「会則」案作成

12
医療情報とゲノム情報を複合させたバイ
オバンク構築による先端医療創出

東北大学メディカル・バイオバ
ンク機構

宇都宮洋一
長期健康調査（コホート）、大規模バ
イオバンク、ゲノム解析

・ガバナンス会議・企画会議・総合調整WG・知財部/病院臨床研究推進セン
ターとの意見交換を通じ課題抽出
・バイオバンク研究者・知財戦略室メンバーへの知財講演会
・特許出願フローの検討
・バイオバンク知財担当者公募
・知財戦略室への契約関係情報一元化

13

ERATO染谷生体調和エレクトロニクスプ
ロジェクト

東京大学 本田卓
体内埋め込み型のフレキシブルデバ
イス

・特許調査とパテントマップ解析に基づき、E-SKIN特許群形成の方針と施策
を明確にし、国内外への特許出願を図った。
・企業ヒアリング等による市場動向調査の結果に基づき、事業化計画を策定
した。

14 Ips細胞を用いた心筋再生治療創生拠点
大阪大学

佐藤浩 Ips細胞由来心筋細胞シートの開発

・JSTとの委託契約、京都Ips細胞研究所（CiRA）との研究資料提携契約書
（MTA）の内容の確認
・Ips細胞関連特許の把握、本PJとの関係の確認
・Ips細胞関連技術情報収集

15
次世代蓄電池研究加速プロジェクト
（ALCA）

JST
熊澤金也
佐々木茂雄
荻野修邦

現在のリチウムイオン蓄電池を凌駕
する次世代蓄電池の候補となる蓄電
池をタイプ別に研究開発（全固体電
池・リチウム空気電池・Li-Sなど・多
価イオンなど

･本PJに参加している172名を対象とする「ALCA研究者の特許（発明者・出
願人）実態調査報告書作成提示
・知財ポリシー(案）策定、外部発表/出願プロセスフローチャート作成
・今後1年間で5回の知財研修会開催スケジュール策定推進（第1回終了）

16 新材料SiCパワー半導体技術開発

技術研究組合次世代パワーエ
レクトロニクス研究開発機構
（FUPET）

吉田公生
新材料SiC半導体による電力変換･制
御（直流・交流変換、周波数制御等）
による電力喪失低減

・発明の届出時にノウハウの取扱いを明示する「研究成果検討書」の運用開
始
・知財情報の把握のための分類コードの検討
・毎月のGL会議等で研究計画に合わせ知財計画・公表計画を報告
・TIA-nano知財ガイドライン公表意見取りまとめ

17
低環境負荷型次世代ナノ・マイクロ加工
技術開発

公益財団法人科学技術交流
財団 木下信博

次世代自動車・航空機用の新素材の
高精度･低コスト加工技術の確立

・圧縮ネジリ加工等の特許マップ作成
・CFRP回収技術等に関する特許出願戦略策定
・「知財創出タスクチーム」（県、財団、知財PD等で構成)設置試行

18 新バイオディーゼルの合成法の開発
公益財団法人北九州産業学
術推進機構（FAIS） 木下信博

タイに設置下パイロットプラント装置
で、高品質バイオディーゼル生成の
ための最適プロセス実証実験

・PJ出願特許の時系列マップ・技術展開マップ作成
・脱炭酸系と反応系に加え精製系（川下技術）の特許強化
・PCT出願指定国対応（日本・韓国・中国）
・ＨｉＢＤ事業参入希望企業対応（技術移転支援）
・新任CD知財研修指導

平成２５年度知的財産プロデューサー派遣先一覧
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19
次世代プリンテッドエレクトロニクス材
料・プロセス基盤技術開発

次世代プリンテッドエレクトロニ
クス技術研究組合（JAPERA）

本田卓
フレキシブルなプラスチックフィルム
基板上に薄膜トランジスタ（TFT）アレ
イを連続印刷製造する技術の開発

・国内外特許調査・パテントマップ作成
・オープン・クローズ戦略の具現化（ノウハウ峻別）
・知財ポートフォリオ構築・出願計画立案
・連続鋳造ライン稼働に伴い研究者を再編成（シナジー効果）
・各ＷＧ連携（知財・国際標準化・企画調査）

20
多層的疾患オミックス解析による創薬標
的の網羅的探索

独立行政法人国立がん研究
センター 佐藤浩

10疾患を選択、創薬標的候補探索、
培養細胞･モデル動物で機能解析、
データベース構築

・統合データベースのプロトタイプを作成、公開に向けて検討
・創薬標的･バイオマーカー特許出願本年度3件、うち1件はＰＣＴ出願、国立
がん研究センター・国立国際医療センター・国立成育医療センターの融合遺
伝子他
・東大TLOを通じて共同研究先確保等

21
グリーンセンサ端末・ネットワークシステ
ム技術開発

技術研究組合NMEMS技術研
究機構

小野寺徳郎

革新的センサを用いたセンサネット
ワークの導入による環境計測、エネ
ルギー消費量等の把握、最適化

・特許分析評価
EnOcean出願特許、プラットフォーム　・インターフェース・センサー関連特許
・PCT出願対応

22 革新的製造プロセス技術開発
ミニマルファブ技術研究組合

浦田雄次

ハーフインチウェハを製造単位とする
局所クリーン化超小型半導体生産シ
ステム

・新規出願（本年度10数件）と補強（補正・分割等）
・出願データベースと製品の対応表の作成
・まとめ審査請求準備
・知財活用方策検討（商標と規格認証制度、参画企業間の実施料の配分
等）
・知財担当者育成（OJT）

23 高機能化ゲノムデザイン技術開発
高機能遺伝子デザイン技術研
究組合（TRAHED）

三浦康

微生物の代謝経路に関与する酵素･
制御領域をを含む非天然型遺伝子ク
ラスターの設計・合成・組み込み、微
生物の活用

・知財委員会設置規則・同運営細則の制定
・ＰＪの重要成果の特許化、実用化支援
・特に長鎖ＤＮＡ組み込み技術に関する新規技術の特許化支援
・さらに本PJから事業化を図る遺伝子デザインプロセス概念の特許化支援

24 次世代材料評価基盤技術開発
次世代化学材料評価技術研
究組合（CEREBA）

小川隆由
村井喜博

フレキシブル基盤タイプの有機EL素
子及び評価技術の開発
H25年11月から有機太陽電池（OPV）
Ｇrスタート

・重要開発テーマに関して特許マップ作成、開発方向性検定に寄与
・特許出願2件、事業活用・国際標準化を意識、CEREBA・組合員企業が国
際標準化委員会に参画
・PTI会議（隔週）により、技術・知財・情報に関するプランニング

25
次世代半導体微細加工・評価基盤技術
等の開発

EUVL基盤開発センター
（EIDEC） 高田正日出

EUVL（極端紫外線リソグラフィ）シス
テムにおけるマスク技術とレジスト技
術の課題解決

・EIDEC開発技術が他者特許の影響を受けずそのオリジナル性を見極める
ために主に米国特許動向調査（EUV光を用いるマスクブランク検査技術、
Directed Self-Assembly技術）出向研究者の発明に係る特許権の帰属は出
向元
・研究者に対するNEDOの基本方針等の説明

26
ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術等
（間葉系幹細胞を用いた再生医療促進）

幹細胞評価基盤技術組合 岡田次雄

ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術・
実用化に向けた評価基盤技術開発
ヒト幹細胞の安定的な培養・保存技
術の開発、間葉系細胞の品質管理・
安定供給技術の開発

・間葉系幹細胞の増殖マーカー及び分化能マーカー等に係る新規出願、優
先権主張出願
・研究の進捗、市場動向に応じて周辺技術・応用技術への展開を検討
・ヒト間葉系幹細胞の研究戦略と事業戦略とマッチする知財戦略の策定、共
有化、推進

27
有機ケイ素機能性化学品製造プロセス
技術開発

産総研触媒化学融合研究セン
ター

小川隆由
砂から直接有機ケイ素原料を合成
し、高機能有機ケイ素部材を製造す
る革新的触媒技術

・研究の方向性を決める際の特許情報の活用、特許出願の際の先行技術
調査
・研究者と弁理士を交えた明細書のブラッシュアップ
・知財戦略の検討

28
糖鎖機能活用技術開発
　※平成２４年９月末で派遣中止

バイオテクノロジー
開発技術研究組合 三浦康

糖たんぱく質の分画・精製･同定・機
能解析・検証、糖鎖認識プローブ開
発、大量合成技術開発

・PJの成果の整理（本年度は産総研糖鎖医工学研究センターの最終年度）
・知財･契約のまとめ

29 異分野融合次世代デバイス製造技術開
発

一般財団マイクロマシンセン
ター

小野寺徳郎
ナノテクノ/バイオ/ＭEMS融合による
革新的次世代デバイスの創出、基盤
的プロセス技術群開発、プラット

・PJ終了後の知財マネジメント・知財ルール体系整理
・PJ終了後の効果的成果管理･普及スキーム構築（WEB、JST、ビジネス展）
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