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イノベーション・ジャパン 2020
大学見本市
「大学等シーズ展示」募集要項

募集期間：4 月 1 日（水）～5 月 8 日（金）17 時締切

1. 開催概要
（１）開催概要
イノベーション・ジャパン 2020 大学見本市とは、全国の大学等の技術シーズを一堂に集め、企業へ紹介し産学連携の
推進、技術移転のきっかけとなる場を提供することにより、産業活動の活性化を目指す産学連携マッチングイベント
です。
大学等における研究シーズと産業界のニーズをマッチングさせるイベントとしては国内最大規模になります。
JST では本見本市を平成 16 年（2004 年）より開催しており、今年で 17 回目の開催を迎えます。
これまでの 16 年間でシーズ展示・組織展示数は約 6100 件、来場者数は約 45 万人にのぼります。また、これまでの調
査の結果によると、過去の大学見本市出展者の約 35％が、共同研究開発、サンプル提供、技術指導、特許の実施契約
などの「具体的成約」に至っており、産学連携におけるマッチングの場として有効性の高い見本市となっています。

１）開催名称

イノベーション・ジャパン 2020 ―大学見本市＆ビジネスマッチング―

２）開催日程

2020 年 8 月 27 日（木）
、8 月 28 日（金）

３）開催場所

Aichi Sky Expo

展示ホール C 及び D

(愛知県常滑市セントレア５－１０－１ https://www.aichiskyexpo.com）
４）主

催

国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

５) 共催（予定）文部科学省、経済産業省
６）入 場 料

無料

７）出 展 料

無料

（２）会場へのアクセス
【鉄道】
「名鉄名古屋駅」→特急（28～35 分）→
「名鉄中部国際空港駅」駅下車

徒歩約 5 分

「各地空港」→「中部国際空港セントレア」

徒歩約 5 分

【飛行機】

詳細は Aichi Sky Expo のホームページを参照してください。
会場へのアクセス https://www.aichiskyexpo.com/access/
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2. 大学等シーズ展示募集要項
（１）出展に係わる基本条件
１）出展募集に際し、エントリー数が想定よりも大幅に異なった場合等、諸々の理由により、やむを得ず本要項の内
容を変更する場合がありますので予めご了承ください。
２）出展に係わる詳細については、出展可否の通知後に運営事務局より「出展者マニュアル」をご案内し、ご確認頂
けるよう準備します。

（２）出展条件
１）産学連携活動による研究成果・特許技術の技術移転を目指す大学等（※）であること。
※
「大学等」とは、大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関のことをさします。
２）出展に際しては、出展研究者の所属する機関による産学連携マッチングへの支援・協力体制があることを前提と
します。応募に際しては、あらかじめ所属機関から出展エントリーの了解が得られており、かつ出展の際には同
機関における産学連携従事者等によるサポートが得られることが前提となります。
３）出展研究者は、日本国内に居住し、かつ日本国内の大学等に所属し（大学院生等の学生を除く）、研究者として展
示ブースに常駐できること。
４）出展研究者が、会期中の 2 日間（終日）とも説明者として参加できること。
５）出展にあたって研究成果となる展示物（展示パネル、パンフレット、シーズ集などは除く)があること。
ただし、PC、タブレット、ディスプレイ、モニター等を使って、研究成果を視覚的に紹介する場合は、展示物と
みなします（展示物については、展示ブース内に納まるようにしてください）
。
展示ブースのサイズは、幅 2.0m×奥行 1.5m×高 2.7m を予定。
出展が決定した後の公式サイト「マイページ」において展示物やイメージ画像のアップロードは必須になります。
６）出展料は無料ですが、説明員の交通費及び展示物の運搬費等については出展者負担となります。
７）会期終了後、3 ヵ月後、1 年後、2 年後、3 年後のマッチング調査に関する事後アンケートの回答に協力すること。
事後アンケートにご協力いただけない出展研究者及び出展機関については、以後の出展エントリーをお断りする
場合がございます。

（３）出展エントリー方法
１）エントリーシートに必要事項を記入し電子メールに添付のうえ、エントリー受付事務局宛に送付してください。
出展エントリー受付事務局メールアドレス

E-mail：entry@jst.go.jp

※送信メールの件名（タイトル）には必ず「ij2020 シーズ展示エントリー」と記載してください。
※エントリーシートは１エントリーにつき、１ファイルで作成してください。
ひとつのファイルへのワークシート追加による複数エントリー作成はご遠慮ください。
※出展エントリーのメール受領後 3 営業日以内に受付事務局より｢受付完了」の旨をメールの返信にてご連絡しま
す。受付完了のメールが届かない場合には、お手数ですが受付事務局までお問い合わせください。
２）送信メールに添付するシートのファイル名は「ij2020_シーズ展示_エントリーシート_XXX（所属機関名）_YYY（代
表研究者名）」としてください。例⇒「ij2020_シーズ展示__エントリーシート_東京 JST 大学_日本太郎」
※１つの電子メールにて複数ファイルを送信する場合は、Zip 形式の圧縮ファイルとしてまとめてください。
また、圧縮ファイル名称は「ij2020_シーズ展示_XXX（所属機関名）_ZZZ（事務担当者名）」としてください。
３）出展エントリーを行う際には、機関内にて研究者・研究課題を選定・調整のうえ、産学連携部署等の出展事務局
担当者を窓口としてエントリー願います。
４）エントリーシート記載情報については、
「イノベーション・ジャパン 2020‐大学見本市」ホームページ及び
ガイドブック等に掲載可能な情報でお願いいたします。記入頂いた情報をそのまま使用する場合がございます。
５）事務連絡については、出展事務担当者宛に行います。
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（４）エントリーにあたっての禁止事項、注意事項
１）禁止事項
１）ダウンロードしたエントリーファイルをコピーしたり、シートをコピーしたりしたエントリーは行わないでくだ
さい。コピーをしてしまうとエントリー処理ができなくなります。
２）ファイルには、保護を施しております。保護を解除するような操作は絶対に行わないでください。
エントリー処理ができなくなり、エントリーを受け付けることができません。
３）OS が Windows 以外の機器（Apple 社 Mac 等）でのエントリーシートの作成・入力はご遠慮ください。
４）一人の代表研究者が複数のエントリーを行なうことは不可とします。また、大学等シーズ展示に出展した研究者
と同じ研究者は、大学組織展示へのエントリー申請も行えません。

２）注意事項
１）事務担当者の方へ、研究者から提出されたエントリーの内容を確認してからエントリーシートを送付してくださ
い（下記チェックリスト表を参照ください）
。必須項目で空白が多々存在します。提出されたファイルをそのまま
使用して、審査を行いますので記入もれや間違いがないかなど、今一度ご確認ください。
２）ファイル送付において、件名、ファイル名称は、２．
（３）出展エントリー方法に記載の規則を遵守してください。
３）エントリー申請時のメールアドレスは、申請する機関のメールアドレス（＠以下が所属機関のアドレスであるこ
と）を使用下さい。フリーメールアドレスでは受け付けができませんのでご注意ください。また、フリーメール
アドレス宛てには、受付事務局からも返信を行いません。
４）大学等シーズ展示ショートプレゼンテーションにおいて希望の日時はお受けできません。
５）エントリーシートの記入、申請、及び問い合わせは、日本語でお願いします。
６）エントリーシートに記入いただいた項目の公開・非公開に関しては、エントリーシート別シート「公開・非公開
参考資料」にて確認ください。
７）会場にて運営事務局又は主催者が記録、広報用の写真撮影にお伺いすることがありますのでご協力ください。
８）２．
（１２）その他も合わせてご確認ください。

◇エントリーシートを送る前に、チェックリストで再度、ご確認をお願いします。
１

エントリーシートの必須項目は、すべて入力しましたか

２

機関名の前の「国立大学法人」は、除いていますか（記載しないでください）

３

入力内容に、誤入力、誤字等ありませんか

４

フリガナは、「全角大文字」で入力していますか（半角カタカナは、禁止です）

５

メールアドレスは、間違っていませんか、1 文字 1 文字入力ではなく、コピー＆ペーストで入力さ
れましたか、前後に半角空欄が入っていませんか

６

住所は、都道府県から入力していますか。郵便番号は確認しましたか

７

展示物のサイズは合っていますか。特に、単位を確認しましたか。

８

事務担当者の方は、最後にもう一度、全入力項目を確認しましたか。
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（５）持続可能な開発目標（SDGs）について
持続可能な開発目標（SDGs）の 17 の目標の中から出展課題の内容に最も近いと思われるものを一つ選択して、
出展エントリーシート３－（１）に入力してください（必須）
。
2015（H27）年 9 月に国連で採択された「2030 年までに達成すべき持続可能な開発目標」
（SDGs）は、これからの
社会を考える際に重要な視点を与えるものであり、先端技術を取り込んでいく方法を世界に提示していく必要が
あります。
SDGs の達成に科学技術イノベーションが貢献(STI for SDGs)していくためには、政府はもとより、大学、
研究開発機関、NGO や企業等を含めた様々なマルチステークホルダーが連携していくことが重要です。JST では、
シンクタンク機能、研究開発、産学連携、次世代人材育成、科学コミュニケーション等多岐に亘る機能を活かしつつ、
日本における SDGs の活動に積極的に貢献していきます。
JST は、昨年同様、SDGs 達成に向けた取り組みの一つとして位置づけました。今回も「大学等シーズ展示」の出展者
の皆様に SDGs の 17 の目標の中から出展課題の内容に最も近いと思われるものを一つ選択していただく次第です。
ご協力のほど宜しくお願いいたします。
※選択いただいた SDGs のロゴマークは、出展者情報ページおよびブース名称パネルに掲出されます。
※出展分野を改めて選択いただく趣旨ではございません。出展分野（11 分野）と本件の SDGs は別件になります。
なお、展示ブースのエリア分けについては出展分野をもとに行います。
※本画面にて選択いただいた目標（番号）については、出展者マイページ内で変更が可能です。

JST の SDGs への取り組み紹介
https://www.jst.go.jp/sdgs/
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（６）出展ブース仕様（予定）
ブースの大きさ：幅 2.0m x 奥行 1.5m x 高さ 2.7m
ブースの設備
1

展示壁面

1 式（A0 パネルを 2 枚程度掲出可能）

2

カーペット

1 式（展示分野別に色分けします）

3

ブース名称パネル

記載内容：小間番号、展示タイトル、出展者名

4

照明

蛍光灯：1 灯（40 w）

5

コンセント

6

展示テーブル

2W2口コンセント（100v/0.5kw）×1 個
幅 1.8m x 奥行 0.6m x 高さ 0.7ｍ（白布付）
テーブル下は収納スペースとして使用可能
耐荷重 50kg 程度

※諸事情による仕様変更については、予めご了承ください。
※のぼり・旗などの設置は禁止しておりますのでご注意ください。
※音の出る展示（超音波、低周波、ドローンの飛行、楽器、スピーカー等に
よる大音量展示）については隣接ブース等に与える影響が大きいため
禁止しておりますのでご注意ください。

1.5m

1.5m

1.5m
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（７）スケジュール（予定）
・4 月 1 日（水）：エントリーシート受付開始
・5 月 8 日（金） 17:00：出展エントリー受付締切
・6 月上旬：出展課題の一覧リストを公式サイトで公開
※所属機関（大学等）
、学部、大学研究科名、名前／出展研究者名、展示タイトルを公開します
・6 月中旬～8 月下旬：出展準備期間
・8 月 26 日（水）
：出展者による搬入・設営作業
・8 月 27 日（木）
、8 月 28 日（金）
：大学見本市開催
・8 月 28 日（金）
：終了後即日搬出・撤去作業

（８）エントリー募集期間
4 月 1 日（水）～5 月 8 日（金）17：00

※5 月 8 日(金)17：00 以降のエントリーは受付いたしません。

（９）審査
出展の可否については、前出の出展条件を満たすことを前提に、エントリー情報をもとに、JST 内にて総合的に評価し、
審査のうえ決定します。
審査において特に重要な観点は下記２点です。
・研究者自らの積極性も含め、大学見本市への出展を通じて産学連携マッチングの可能性を有すること。
・技術シーズ及び展示の内容が、想定する来場者にとって魅力的であること。

（１０）出展の採用通知
出展課題の一覧リストをホームページ（https://www.jst.go.jp/tt/fair/）にて公開し、発表にかえさせて
いただきます。※出展確定後（＝出展採用通知後）のキャンセルは不可とします。

（１１）個人情報の取扱い
個人情報の取扱いなどについては、JST のプライバシーポリシー（https://www.jst.go.jp/privacy.html）に準じます。

（１２）その他
・JST にて高得点かつ「超スマート社会」分野に資すると判断した場合、「超スマート社会」分野での出展に移行する
場合があります。
・エントリー情報は採否にかかわらず JST マッチングプランナー（https://www.jst.go.jp/mp/matching.html）に共
有させていただき、産学連携マッチングに向けた支援をさせていただく場合があります。また、出展エントリーを
いただいた皆様には、JST よりイベント・セミナー等の情報をご案内させていただく場合があります。
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３. 参考
（１）2020 年度併催イベント・企画等（予定）
・大学発ベンチャー表彰表彰式（8 月 27 日（木）開催予定）
・交流会（8 月 27 日（木）の開催時間終了後を予定）

（２）2019 年度開催実績
イノベーション・ジャパン 2019‐大学見本市
会

期：2019 年 8 月 29 日（木）-8 月 30 日（金）

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟

B ホール

出展者数：大学等シーズ展示 403 件、大学組織展示 30 件
出展機関数：157 機関
来場数：14,179 名（2 日間合計）
プレス関係の来場数：83 名（2 日間合計）

４. 問い合わせ
国立研究開発法人科学技術振興機構
産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ
「イノベーション・ジャパン 2020-大学見本市」出展エントリー受付事務局
TEL：03-5214-7519（受付時間 10:00～17:00

土日・祝日を除く）

E-mail: entry@jst.go.jp.
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