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　独立行政法人日本学術振興会（JSPS）は、学術の振興を目的とする我が国の中核的な機関として、科学技術基
本計画などの国の学術振興に関する方針を踏まえ、学術研究への助成、研究者養成のための支援、学術に関する
国際交流の促進とともに学術の社会的連携・協力推進事業を行っています。
　具体的には、学界と産業界の第一線級の研究者等からの発意に基づくボトムアップ事業を推進するとともに、
緊密な連携のもとに基礎研究、応用研究及び開発研究に関する自由でインフォーマルな研究発表、情報交換を行
う場として、主題別に「産学協力研究委員会」を設置することにより、産学協力の場を提供しています。

　学界、産業界等における多様な研究分野での研究活動を管理・指導する立場にある者や研究活動に関し優れた
見識を有する者20名以内の委員（議長：末松安晴、議長代理：平野眞一）によって構成され、産学協力諸事業を
長期的展望の基に全体としてより総合的、組織的に推進する趣旨で、昭和57（1982）年に設置され、主に産学協
力を促す方策、協力の様態等を検討するとともに、次の事項を審議しています。
　①産学協力研究委員会の設置・設置継続及び廃止
　②研究開発専門委員会・先導的研究開発委員会の設置
　③産学協力研究委員会等の活動状況

　基礎研究と開発研究の相互協力のインターフェイスとして、学界と産業界の第一線級の研究者等を構成員とし、
企業からの支援（会費）により研究会等の活動を行っています。
　この事業は昭和8（1933）年から実施しており、これまでに200以上の産学協力研究委員会を設置し、平成28年4
月現在、68委員会（学界約2,500名、産業界約1,600名の計4,100名）が活発に活動しています。
　なお、日本学術振興会（JSPS）は、産学協力研究委員会が行う国際シンポジウムや研究成果の刊行に対し、経
費の一部支援を行っています。
　☆産学協力研究委員会の主な活動内容は、以下のとおりです。
　　①研究会（ワークショップ）、講習会（セミナー）の実施
　　②産学協力国際シンポジウム等の開催
　　③�学界のシーズと産業界のニーズのマッチングを図り、将来実現可能な課題等について調査研究支援及び実

用化へ誘導
　　④若い世代に委員会の趣旨と意義を継承するため、若手技術者等の育成について検討

学界のシーズと産業界のニーズの橋渡し

　「研究開発専門委員会」や「先導的研究開発委員会」の活動が発展し、その構成員を中心に「産学協力研究委員会」
が設置される場合と、それらを経ないで研究者等のグループからの申請によって設置される場合とがあります。
いずれの場合も研究者等（設立発起人代表者）から本会に申請することが必要になり、その流れは次のとおりです。
　①�当該研究委員会の目的、活動内容、予算規模、産学の委員構成などについて、本会（研究事業課）に相談し

てください。一般的には、一つの委員会について、30名程度（産学それぞれ15名程度）、年に4回程度の研究
会等を開催しています。

　②�産学協力総合研究連絡会議（8月下旬頃と1月下旬頃の年2回開催）において審議しますので、遅くともその�
2 〜 3 ヶ月前には相談してください。承認されれば活動を開始することができます。

　　�なお、設置期間は5年以内ですが、継続の希望があれば、産学協力総合研究連絡会議で審議の上、引き続き活
動を行うことができます。

《産学協力研究委員会を設置するには？》

３．産学協力研究委員会

２．産学協力総合研究連絡会議（総研連）

１．学術の社会的連携・協力
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産学協力研究委員会一覧
委　員　会　名 委員会番号 委員長氏名 所　　　　　属 職　名・役　職 設 置 年 月

製鋼 第　19委員会 伊藤　公久 早稲田大学 基幹理工学部 教授 昭和　9.10
鋳物 第　24委員会 木口　昭二 近畿大学 理工学部 教授 昭和 11.11
産業計測 第　36委員会 出口光一郎 東北大学 名誉教授 昭和 22．6
製銑 第　54委員会 葛西　栄輝 東北大学 大学院環境科学研究科 教授 昭和 18．4
素材プロセシング 第　69委員会 興戸　正純 名古屋大学 未来材料・システム研究所 所長・教授 昭和 19．4
建設材料 第　76委員会 橘高　義典 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授 昭和 19.10
経営問題 第108委員会 上林　憲雄 神戸大学 大学院経営学研究科 教授 昭和 22．4
鉱物新活用 第111委員会 山田　裕久 物質・材料研究機構 特命研究員 昭和 22．7
創造機能化学 第116委員会 檜山爲次郎 中央大学 研究開発機構 機構教授 昭和 23．3
炭素材料 第117委員会 川口　雅之 大阪電気通信大学 工学部 教授 昭和 23．3
産業構造・中小企業 第118委員会 岡室　博之 一橋大学 大学院経済学研究科 教授 昭和 23．3
繊維・高分子機能加工 第120委員会 大内秋比古 日本大学 理工学部 教授 昭和 23．9
耐熱金属材料 第123委員会 竹山　雅夫 東京工業大学 物質理工学院 教授 昭和 32．4
先進セラミックス 第124委員会 矢野　豊彦 東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所 所長・教授 昭和 33．2
光電相互変換 第125委員会 中西洋一郎 静岡大学 電子工学研究所 名誉教授／客員教授 昭和 33．2
先端材料強度 第129委員会 横堀　壽光 東北大学／帝京大学 名誉教授／客員教授 昭和 35．6
光エレクトロニクス 第130委員会 黒川　隆志 東京農工大学 名誉教授 昭和 36．3
薄膜 第131委員会 近藤　高志 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 昭和 36．3
荷電粒子ビームの工業への応用 第132委員会 臼井　博明 東京農工大学 大学院工学研究院 教授 昭和 37．2
材料の微細組織と機能性 第133委員会 竹内　伸 東京理科大学 近代科学資料館 顧問 昭和 37．6
染色堅ろう度 第134委員会 堀　　照夫 福井大学 産学連携本部 客員教授 昭和 38．4
将来加工技術 第136委員会 土肥　俊郎 九州大学 産学連携センタ—・連携部門 特任教授／名誉教授 昭和 39.11
蒸気性質 第139委員会 中原　　勝 京都大学 名誉教授 昭和 44.11
マイクロビームアナリシス 第141委員会 齋藤　弥八 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 昭和 49．9
情報科学用有機材料 第142委員会 小出　直之 東京理科大学 名誉教授 昭和 49.11
プロセスシステム工学 第143委員会 山下　善之 東京農工大学 大学院工学研究院 教授 昭和 51．6
結晶加工と評価技術 第145委員会 田島　道夫 明治大学 研究・知財戦略機構／ JAXA宇宙科学研究所 特任教授／名誉教授 昭和 52.10
超伝導エレクトロニクス 第146委員会 藤巻　　朗 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 昭和 57.10
アモルファス・ナノ材料 第147委員会 井上　光輝 豊橋技術科学大学 電気・電子工学系 理事・副学長・教授 昭和 58.10
石炭・炭素資源利用技術 第148委員会 宝田　恭之 群馬大学 大学院理工学府 教授 昭和 59．4
弾性波素子技術 第150委員会 橋本　研也 千葉大学 大学院工学研究科 教授 昭和 60．4
先端ナノデバイス・材料テクノロジー 第151委員会 石橋　幸治 理化学研究所 主任研究員 昭和 61．4
プラズマ材料科学 第153委員会 堀　　勝 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 昭和 63．4
半導体界面制御技術 第154委員会 宮崎　誠一 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 平成　2．4
フッ素化学 第155委員会 萩原　理加 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授 平成　2．4
制震（振）構造技術 第157委員会 西谷　　章 早稲田大学 理工学術院 教授 平成　6．1
真空ナノエレクトロニクス 第158委員会 三村　秀典 静岡大学 電子工学研究所 教授 平成　6．4
地球環境・食糧・資源のための植物バイオ 第160委員会 橋本　　隆 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授 平成　8．1
結晶成長の科学と技術 第161委員会 藤岡　　洋 東京大学 生産技術研究所 教授 平成　8．4
ワイドギャップ半導体光・電子デバイス 第162委員会 岸野　克巳 上智大学 理工学部 教授 平成　8．4
インターネット技術 第163委員会 下條　真司 大阪大学 サイバーメディアセンター 教授 平成　8．7
ゲノムテクノロジー 第164委員会 菅野　純夫 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 平成　8．7
シリコン超集積化システム 第165委員会 平本　俊郎 東京大学 生産技術研究所 教授 平成　8.11
透明酸化物光・電子材料 第166委員会 神谷　利夫 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 平成　9．4
ナノプローブテクノロジー 第167委員会 大西　　洋 神戸大学 大学院理学研究科 教授 平成　9.12
回折構造生物 第169委員会 山根　　隆 名古屋大学 名誉教授 平成 12．1
レドックス・ライフイノベーション 第170委員会 内田　浩二 名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授 平成 12．1
光ネットワークシステム技術 第171委員会 植松　友彦 東京工業大学 工学院 教授 平成 12.12
合金状態図 第172委員会 毛利　哲夫 東北大学 金属材料研究所 計算材料学センター 教授（センター長） 平成 13．4
次世代のスイッチング電源システム 第173委員会 松尾　博文 長崎大学 名誉教授 平成 13．7
分子ナノテクノロジー 第174委員会 木村　俊作 京都大学 大学院工学研究科 教授 平成 13.10
次世代の太陽光発電システム 第175委員会 小長井　誠 東京都市大学 総合研究所 教授 平成 16．4
加工プロセスによる材料新機能発現 第176委員会 古原　　忠 東北大学 金属材料研究所 教授 平成 16.10
システムデザイン・インテグレーション 第177委員会 青山　和浩 東京大学 大学院工学系研究科 教授 平成 17．4
植物分子デザイン 第178委員会 江面　　浩 筑波大学 生命環境系 教授 平成 17.12
フォトニクス情報システム 第179委員会 中村健太郎 東京工業大学 未来産業技術研究所 教授 平成 18．4
リスクベース設備管理 第180委員会 酒井　潤一 早稲田大学 名誉教授 平成 19．4
分子系の複合電子機能 第181委員会 小川　琢治 大阪大学 大学院理学研究科 教授 平成 20．4
テラヘルツ波科学技術と産業開拓 第182委員会 阪井　清美 情報通信研究機構 未来ICT研究センター アドバイザー 平成 20.10
水の先進理工学 第183委員会 高井　　治 名古屋大学 名誉教授 平成 22.10
生体ひかりイメージング技術と応用 第185委員会 星　　詳子 浜松医科大学 光先端医学教育研究センター 教授 平成 23.10
放射線科学とその応用 第186委員会 井口　哲夫 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 平成 24．4
メタマテリアル 第187委員会 石原　照也 東北大学 大学院理学研究科 教授 平成 24.10
電磁波励起反応場 第188委員会 和田　雄二 東京工業大学 物質理工学院応用化学系 教授 平成 26．4
日本におけるケミカルバイオロジーの新展開 第189委員会 長田　裕之 理化学研究所 環境資源科学研究センター 副センター長 平成 27．4
材料中の水素機能解析技術 第190委員会 折茂　慎一 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構／金属材料研究所 教授 平成 27．4
接合界面創成技術 第191委員会 須賀　唯知 東京大学 大学院工学系研究科 教授 平成 27.10
サイバーセキュリティ 第192委員会 田中　英彦 情報セキュリティ大学院大学 学長・教授 平成 27.10
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　産学協力総合研究連絡会議委員等から提案される、今後の発展を促すべき適切な研究課題、学界及び産業界か
らのニーズの高まりが予想される先導的な研究課題について調査・研究するため、「研究開発専門委員会」、「先導
的研究開発委員会」を設置（設置期間：3年以内）し、産学協力を推進しています。
平成28年4月現在、次の6つの委員会が活動しています。

４．研究開発専門委員会・先導的研究開発委員会

５．最近設置された委員会の紹介

（1）産学協力研究委員会

サイバーセキュリティ第192委員会（平成27年10月設置）
　情報システムとインターネットが、産業、行政、社会生活の隅々まで浸透する中で、それを脅かす�
サイバー攻撃への迅速な対応が切望されています。また、様々な機器やモノがセンサーとともに情報�
ネットワークに接続される時代においては、サイ
バーセキュリティへの取組みは全世界的な最優先事
項の一つとなります。
　そこで、本委員会では、世界規模かつ将来型のイ
ンフラストラクチャにおけるシステム／情報セキュ
リティ対策のあり方について、技術的視点とグロー
バルなガバナンスの観点から検証を行い、必要とな
る研究開発戦略と中長期的な人材育成方策の策定、
それらを推進する産官学連携体制の確立を目指しま
す。

研究開発専門委員会

委　員　会　名 委　員　長 設　置　期　間

イノベーション創出に向けた計測分析
プラットフォーム戦略の構築

一村　信吾
名古屋大学イノベーション戦略室・
室長／教授／総長補佐

平成26年10月1日
～平成29年9月30日

有機分子触媒による高度分子変換技術 寺田　眞浩
東北大学・教授

平成27年4月1日
～平成30年3月31日

放射線の生体影響の分野横断的研究 和田　隆宏
関西大学・教授

平成27年10月1日
～平成30年9月30日

先導的研究開発委員会

放射線の影響と
クライシスコミュニケーション

山下　俊一
長崎大学・理事／副学長

平成25年10月1日
～ 平成28年9月30日

原子力は未来技術たりえるか 芹澤　昭示
京都大学・名誉教授

平成25年10月1日
～平成28年9月30日

マテリアル・インフォマティックスによる
ものづくりプラットフォームの戦略的構築
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接合界面創成技術第191委員会（平成27年10月設置）
　常温接合は我が国オリジナルな技術であり、その一部は量産への適用が具体化してきているが、接合対
象は半導体や金属だけでなくガラスや有機フィルムにも及びつつある。当委員会では、常温接合を、より
基礎的本質的な物質界面の創成技術として、最先端
の界面科学、分析技術等を駆使し、新しい界面創成
理論として体系づけるとともに、更なる新しい接合
プロセス提案のための基礎を研究する学界と、新し
いニーズに基づき技術としての展開を図る産業界の
研究者が集結し、接合技術の発展のための課題の抽
出と解決策の糸口を探ることを目的とする。これに
より、常温接合技術の国際的な研究開発において日
本がフラッグシップを掲げ続け、先進的な製造技術
を通して日本の産業の発展に寄与することを目指す。

材料中の水素機能解析技術第190委員会（平成27年4月設置）
　燃料電池自動車の商用化もはじまり、二次エネルギーとしての水素を社会利用する機運も高まってきま
した。これにともない、高圧・低圧、高温・低温などの様々な条件下で金属系・無機系・ポリマー系を含
む多くの材料と水素とが接触する状況が格段に増え、
機能性や安全性を維持・向上する観点からも、材料
中の《水素機能》にかかわる解析技術が一段と重要
となりました。
　そこで、国内第一線の技術者・研究者が広く参画
できる本研究委員会を設置して、材料中の《水素機能》
の本質的解明を目指した計測・計算両面での最先端
の解析技術を構築する場を整備します。

日本におけるケミカルバイオロジーの新展開第189委員会（平成27年4月設置）
　ケミカルバイオロジーでは、化学を出発点として複雑な生物機能の解明を目指しており、医薬・農薬開
発等に成果が期待されます。これまで、大規模化合物ライブラリーを用いた創薬シード探索は企業型研究
の典型でしたが、最近ではアカデミアでも大規模ス
クリーニングが進められています。しかし、ケミカ
ルバイオロジーは、大学・公的研究機関と企業が有
機的に結び付くことにより、創薬だけでなく、さら
に裾野の広い多様な分野に貢献できる研究として、
日本発の新しいケミカルバイオロジーへ発展、応用
することが期待できます。本委員会では、学界（ア
カデミア）と産業界の委員が、ケミカルバイオロジー
研究に必要な研究基盤の整備と活用法、特に、産学
の連携について議論します。
　ケミカルバイオロジーについて、「要素技術の強化」
「官学界から産業界への展開」「人脈形成」という提
言の具現化に向けた活動を展開してまいります。

接合界面創成技術第191委員会
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※各委員会の概要等については、
ホームページ（http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html）をご覧下さい。

（2）研究開発専門委員会

（3）先導的研究開発委員会

「放射線の生体影響の分野横断的研究」に関する研究開発専門委員会
（平成27年10月設置）

　放射線の生体への影響は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を経験した今、国民的な関心事となっ
ています。低線量・低線量率放射線の計測技術や計測機器の開発が必要とされ、医療利用の面では、放
射線によってがんを診断し治療する際の被ばくの副作用を最小化するための研究開発が重要です。本委
員会は、純粋に科学的な議論に基づく分野横断的な研究を支援し、産業界と学界からなる委員会での活
発な意見交換を通して、放射線の影響に関する統合的研究を推進するための共通プラットフォームの構
築を目指します。

「�マテリアル・インフォマティックスによるものづくりプラットフォームの戦略的構築」
に関する先導的研究開発委員会� （平成28年4月設置）

　材料科学は我が国が得意としてきた分野で多くの新材料開発を通じて世界の産業に貢献してきました。
その材料科学はいま大きな転換点を迎えています。アメリカが進めるマテリアルゲノムプロジェクトに
見られるように、計算科学を使った材料開発が加速され、自動計算や機械学習を使った材料設計が新材
料を予測するまでになっています。また、既存のデータを使って新材料を予測するデータ駆動型材料開
発も注目を集めています。その一方で求める機能から材料を予測する逆問題の解決法はまた端緒につい
たばかりです。実証データを蓄積するためのハイスループット材料実験やプロセス条件の共有化などま
だ未可決の課題も山積しています。本研究開発委員会では、こうした材料研究の現状を踏まえ、材料開
発において、今後、我が国が進むべき方向性を議論してまいります。

「有機分子触媒による高度分子変換技術」に関する研究開発専門委員会
（平成27年4月設置）

　「希少・枯渇資源の有効利用と再生可能資源の活用を原則とした元素戦略」、「持続可能な循環型社会
の構築」は今や待ったなしの社会的要請です。これらに応え得る新技術として「有機分子触媒」は、世
界各国で開発研究が推し進められています。しかしながら、「有機分子触媒」は未だ歴史が浅く、実践的
な合成プロセスとするには解決すべき多くの諸問題を抱えています。
　資源の乏しい我が国が優位性を維持するためには「有機分子触媒」をキーワードとする産学連携を組
織し、総力を挙げて日本発の技術創成を推進する必要があります。本委員会では、「有機分子触媒」の実
践に向けた力量を飛躍的に向上させることで、高付加価値の新機能性材料や医薬品などの製造プロセス
にイノベーションをもたらす未来型技術の開拓を目的としています。



− 6−

「�マテリアル・インフォマティックスによるものづくりプラットフォームの戦略的構築」
に関する先導的研究開発委員会� （平成28年4月設置）

　材料科学は我が国が得意としてきた分野で多くの新材料開発を通じて世界の産業に貢献してきました。
その材料科学はいま大きな転換点を迎えています。アメリカが進めるマテリアルゲノムプロジェクトに
見られるように、計算科学を使った材料開発が加速され、自動計算や機械学習を使った材料設計が新材
料を予測するまでになっています。また、既存のデータを使って新材料を予測するデータ駆動型材料開
発も注目を集めています。その一方で求める機能から材料を予測する逆問題の解決法はまた端緒につい
たばかりです。実証データを蓄積するためのハイスループット材料実験やプロセス条件の共有化などま
だ未可決の課題も山積しています。本研究開発委員会では、こうした材料研究の現状を踏まえ、材料開
発において、今後、我が国が進むべき方向性を議論してまいります。

「ノーベル物理学賞レクチャー・祝賀会」　
平成27年4月20日（月）
（講演会）東京医科歯科大学　鈴木章夫記念講堂
（祝賀会）ホテルニューオータニ　鳳凰の間

主　催：ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第162委員会
共　催：第125、131、154、161委員会
協　賛：第130、136、141、145、147、151、153、158、165、166、175、181、182、187委員会
参加人数：460名

　平成27年4月20日、2014年ノーベル物理学賞受賞者の赤﨑勇先生（名城大学終身教授・名古屋大学特別教授）、
天野浩先生（名古屋大学教授）、中村修二先生（カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授）をお招きし、ノーベ
ル物理学賞レクチャー及び祝賀会を開催しました。
　主催の第162委員会は、産学が協力し、青色ＬＥＤ及びレーザダイオード（ＬＤ）関係の研究・開発を推進すべ
く、「短波長光デバイス第162委員会」として平成6年に設置されました。赤﨑先生はその創設委員として尽力され、
天野先生も第162委員会の中心的委員として活躍されています。中村先生にも、講演者として関連委員会に幾度も
お越しいただいてきました。今回のレクチャー及び祝賀会は、産学協力研究委員会とご縁の深い先生方がノーベ
ル賞を受賞されたことを記念する感動的で盛大な行事となりました。
　レクチャーでは、赤﨑先生が「青色発光に魅せられて」、天野先生が「地球規模問題解決へのチャレンジ」、�
中村先生が「Developments�of�InGaN-based�Double�Hetero-Structure�High�Brightness�Blue�LEDs�and�Future�
Lighting」の題目で、青色LEDの研究開発における思い出やご苦労、将来への展望などについてご講演いただき
ました。産学協力研究委員会の委員を中心に、関係者も含め数多くの来場者があり、盛況のうちに幕を閉じました。

6．活発な委員会活動の例
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