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第2回 CSJ 化学フェスタ 2012     P R O G R A M

14:45-17:00                                        【講演】

元素って、周期表って、
実験って何だろう？
元素、周期表や実験についての講演を行います。 
理科の先生、科学好き、親子、学生など、どなたで
もお楽しみいただけます!

10:00-12:00　                                     【講演】
産総研特別企画
ナノテク分野のホットトピックス
-最近のプレス発表から-
最近の産総研プレス発表から、ナノテクノロジー・
材料・ 製造分野のトピックスとオープンイノベーショ
ンの概要について紹介します。

13:00-16:30                                      【講演】

企業Ｒ＆Ｄ紹介企画  -セッション（講演）-
企業および研究機関で最前線に立つ方々に、 各社の研
究開発や研究者の生きざまなどをお話しいただきます。
13:15-13:45  女子学生の皆さんへのメッセージ「自分らしいワーク・ライフ・キャリアを見つけよう」
竹花 晶（旭化成(株) 新事業本部 新事業企画開発室 住・くらしビジネス開発推進室・アシスタントマネージャー）
13:45-14:15  効率的カップリング反応の開発と工業化
西山 正一（東ソー(株)　南陽研究所・主任研究員）
14:15-14:45  東レのR&D
山根 深一（東レ(株) 研究・開発企画部・主任部員）
15:00-15:30  We Create Chemistry. BASFにおける研究戦略
山下 秀樹（BASFジャパン(株) 研究開発室）
15:30-16:00  帝人グループにおける研究者・技術者の仕事について
村上 敬（帝人(株)　新事業開発推進グループ　研究企画推進部・産学連携担当部長）
16:00-16:30  The KAITEKI COMPANY －三菱化学の研究開発－
中村 友久（(株) 三菱化学科学技術研究センター　アライアンス推進部・部長）

10:15-17:00                                        【講演】

企業Ｒ＆Ｄ紹介企画  -セッション（講演）-
企業および研究機関で最前線に立つ方々に、 各社の研
究開発や研究者の生きざまなどをお話しいただきます。
10:15-10:45
ニコンにおける化学・材料分野の研究開発の紹介
瀧 優介（(株)ニコン コアテクノロジーセンター 研究開発本部 材料・要素技術研究所 第一材料研究課・マネージャー）
10:45-11:15
ライオンの研究開発～「健康」「快適」「環境」分野の研究について～
安達 宏（ライオン(株)　研究開発本部 企画管理部・戦略担当部長）
11:15-11:45
昭和電工のR&D－その理念と実際－
御代田 喜昭（昭和電工(株) 研究開発本部技術戦略室・スタッフマネージャ）
13:15-13:45
ジーンフロンティア株式会社の研究開発戦略～株式会社カネカグループのバイオ医薬開発支援ビジネス～
海老原 隆（ジーンフロンティア(株)・取締役最高執行責任者）
13:45-14:15
女子学生の皆さんへのメッセージ「自分らしいワーク・ライフ・キャリアを見つけよう」
竹花 晶（旭化成(株) 新事業本部 新事業企画開発室 住・くらしビジネス開発推進室・アシスタントマネージャー）
14:15-14:45
The KAITEKI COMPANY －三菱化学の研究開発－
櫻井 愛子（(株) 三菱化学科学技術研究センター アライアンス推進部・グループマネージャー）
15:00-15:30
金属Srを用いたGrignard試薬を凌駕する有機金属反応
安田 崇（(株) テクノネットワーク四国（四国TLO）技術移転部・シニアアソシエイト）
15:30-16:00

「化学」「革新」「夢」　三井化学の研究開発
井上 佳尚（三井化学(株)  研究本部　研究企画グループ・グループリーダー）
16:00-16:30
宇部興産における触媒研究―探索研究における産学連携の重要性―
山本 祥史（宇部興産(株)　研究開発本部 有機化学研究所 触媒化学Gr・グループリーダー）
16:30-17:00
低分子精密合成から高分子精密重合に広がるクロスカップリング技術
神川 卓（住友化学(株) 有機合成研究所 合成第二グループ・上席研究員）

10:00-17:00　                             【講演＆発表】
日化協特別企画
化学人材育成プログラム
-2012シンポジウム＆研究発表会-
シンポジウム
世界における日本の化学産業の進むべき方向性、 
高度に教育された人材の必要性、産業界で期待さ
れる博士人材像などについて産と官の立場からご講
演いただき、 大学院教育カリキュラムの先進的・実
践的改革事例等について支援対象専攻の取組みを
ご紹介いただきます。

研究発表会
支援対象専攻の学生の研究内容について、プログ
ラム参加企業をはじめ多くの方々に 様々な
視点から議論いただきます。

17 : 30 - 19 : 00　CSJ 化学フェスタ交流会
於：学生食堂

（交流会費　一般：￥2,000　学生￥500　ポスター登壇者：無料）

13:00-17:10                                         【講演】

化学で創る未来材料－若さで挑戦－

無機で創る未来材料－低次元光機能材料研究会からの提言－
13:00-13:30 無機ナノシート：ナノの積木細工で新しい材料をつくる
長田 実（物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点・MANA准主任研究者）
13:30-14:00 無機ナノシート上における太陽光の有効利用を目指した光化学反応場の構築
高木 慎介（首都大学東京大学院都市環境科学研究科・准教授）
14:00-14:30 粘土鉱物の層間に取り込まれた有機化合物の電子機能
鈴木 康孝（山口大学大学院医学系研究科）
14:30-15:00 無機ナノシートに基づく液晶とソフトマテリアル
宮元 展義（福岡工業大学工学部・准教授）

有機で創る未来材料－新領域研究グループ エキゾチック自己組織化材料からの提言－
15:10-15:40 水中で簡便に作製可能な高分子ナノ構造材料
岸村 顕広（東京大学大学院工学系研究科・助教）
15:40-16:10 ナノ相分離を利用した液晶性電子材料の分子設計
舟橋 正浩（香川大学工学部・教授）
16:10-16:40 ポリロタキサンを架橋剤に用いた超柔軟性ゲルおよびエラストマーの調製とその物性
竹岡 敬和（名古屋大学大学院工学研究科・准教授）
16:40-17:10 フラーレンナノワイヤーを用いた有機薄膜太陽電池
佐伯 昭紀（大阪大学大学院工学研究科・助教）

10 : 00 - 16 : 00                                       【講演＆パネル】

化学で創る未来材料－若さで挑戦－
超分子で創る未来材料
－新領域研究グループ 金属と分子集合からの提言－
10:00-10:30 
有機薄膜太陽電池への応用を指向した有機半導体の設計と合成
松尾 豊（東京大学大学院理学系研究科・特任教授）
10:30-11:00 
有機／金属ハイブリッドポリマーを用いたエレクトロクロミック表示デバイス
樋口 昌芳（物質・材料研究機構 電子機能材料グループ・グループリーダー）
11:00-11:30
蛋白質から学ぶ超分子化学
上野 隆史（東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授）
11:30-12:00 
自己組織化を活用した芳香環ナノカプセルの開発
吉沢 道人（東京工業大学資源化学研究所・准教授）

若手とベテランが無機vs.有機vs.超分子で
考える未来材料
13:00-16:00 パネルディスカッション

『若手とベテランが無機vs.有機vs.超分子で考える未来材料』
未来展望講演1: 
土から機能材料を創る:無機材料の魅力
細野 秀雄 （東京工業大学元素戦略研究センター、応用セラミックス研究所・教授）
未来展望講演2: 
化学　-150年前，現在，そして150年後-
中村 栄一 （東京大学大学院理学系研究科・教授）
未来展望講演3:
分子技術による機能材料創製
加藤 隆史 （東京大学大学院工学系研究科・教授）

10 : 00 - 12 : 00　 
【学生ポスター発表】

錯体・有機金属化学（01-30）
高分子化学（31-40）
触媒化学（41-50）
材料化学（51-83）
＊（ ）内の番号はパネル番号

12 : 45 - 14 : 45　 
【学生ポスター発表】
有機化学（01-15）
錯体・有機金属化学（16-41）
高分子化学（42-69）
触媒化学（70-84）
＊（ ）内の番号はパネル番号

15 : 15 - 17 : 15　 
【学生ポスター発表】
有機化学（01-13）
錯体・有機金属化学（14-38）
高分子化学（39-58）
触媒化学（59-84）
＊（ ）内の番号はパネル番号

10 : 00 - 12 : 00　 
【学生ポスター発表】
物理化学（01-10）
無機化学・分析化学（11-30）
有機化学（31-65）
錯体・有機金属化学（66-68）
天然物化学・生体機能関連化学・
バイオテクノロジー（69-83）
＊（ ）内の番号はパネル番号

12 : 45 - 14 : 45　 
【学生ポスター発表】
物理化学（01-15）
無機化学・分析化学（16-30）
有機化学（31-56）
天然物化学・生体機
能関連化学・バイオ
テクノロジー（57-82）
＊（ ）内の番号はパネル番号

15 : 15 - 17 : 15　 
【学生ポスター発表】
物理化学（01-15）
無機化学・分析化学（16-30）
有機化学（31-58）
天然物化学・生体機能関連化学・
バイオテクノロジー（59-84）
＊（ ）内の番号はパネル番号

10 : 00 - 12 : 00　 
【学生ポスター発表】
材料化学（01-30）
特定テーマ：化学で
創る未来材料（31-83）

＊（ ）内の番号はパネル番号

12 : 45 - 14 : 45　 
【学生ポスター発表】
材料化学（01-30）
特定テーマ：化学で
創る未来材料（31-84）

＊（ ）内の番号はパネル番号

13:00-17:00 【展示】
企業Ｒ＆Ｄ紹介企画
ブース展示
①住友ベークライト（株）
②富士フイルム（株）
③ライオン（株）
④北海道大学大学院総合化学院
⑤東京工業大学学術国際情報センター
⑥三菱化学（株）
⑦三菱レイヨン（株）
⑧旭化成グループ
⑨旭有機材工業（株）
⑩味の素（株）
⑪JX日鉱日石エネルギー（株)
⑫東ソー（株）
⑬日産化学工業（株）
⑭BASFジャパン（株）
⑮文部科学省ナノテクノロ
　ジープラットフォーム
　分子物質合成プラットフォーム
＊①～⑮はブース番号

10:00-15:00 【展示】
企業Ｒ＆Ｄ紹介企画
ブース展示
①住友ベークライト（株）
②富士フイルム（株）
③ライオン（株）
④北海道大学大学院総合化学院
⑤東京工業大学学術国際情報センター
⑥（株）クラレ
⑦住友化学（株）
⑧日立化成工業（株）
⑨帝人（株）
⑩（株）テクノネットワーク四国
　（四国ＴＬＯ）
＊①～⑩はブース番号

13:00-17:00 【展示】
企業Ｒ＆Ｄ紹介企画
ブース展示
①住友ベークライト（株）
②富士フイルム（株）
③ライオン（株）
④北海道大学大学院総合化学院
⑤東京工業大学学術国際情報センター
⑥三菱化学（株）
⑦三菱レイヨン（株）
⑧日立化成工業（株）
⑨宇部興産（株）
⑩ジーンフロンティア（株）
　（（株）カネカグループカンパニー）
⑪昭和電工（株)
⑫（株）ニコン
⑬三井化学（株）
⑭三菱樹脂（株）
＊①～⑭はブース番号

13 : 00 - 13 : 20　                   【ライブ】
かっきー＆アッシュポテト ライブ

13:00-17:00 【ワークショップ】

えれめんトランプ
周期表をベースにした
カードゲーム「えれめ
んトランプ」で遊ぼう！

ケミストリークエスト
元素を組み合わせて分
子を作ろう！ 原子の結
合を楽しく学べます。

13:00-17:30 【展示】

展示
● 巨大えれめんトランプ周期表
●結晶美術館
●周期表コレクション
●実物周期表 
●化学切手
●化学遺産 ほか

13:30-14:30 【検定】

元素検定

15:00-16:00 【大会】
ケミストリー
クエスト大会
16:00-17:00 【大会】
えれめんトランプ
大会

13:00-16:50　    【講演＆パネル】

化学蓄エネの最先端技術動向
-再生可能エネルギーの高効率利用に向けて-
太陽や風力などの再生可能エネル
ギーは時間的、地域的に偏在して
いるため、 電力として平準に供給す
ることが難しく、有効利用のために
は高効率に貯蔵して取り出す技術
が必要です。本セッションでは、再
生可能エネルギーを2次エネルギー
として水素や水素多く含む物質に変
換し、化学エネルギーとして貯え、 
運び、使うための最先端技術につ
いて講演していただくとともに、そ
の将来展望について議論します。

10:30-12:00 （予定）　         【講演】

ノーベル化学賞
解説講演会

13:00-17:00                    【講演】

新 化 学 技 術 推 進 協 会
（JACI）奨励研究講演会

～将来の化学産業を切り拓く先進技術～
公益社団法人新化学技術推進協会

（JACI）では、将来の新産業の創
出や社会の持続的発展に貢献する
新化学技術の重点課題を提示し、 
それに対して応募された研究テー
マから、優れた研究計画を奨励す
る活動を行っています。本講演会
では、近年選出されたなかから、 
狙いどおりの優れた成果を挙げら
れている研究者の方にご講演いた
だきます。

10:00-17:00       【講演＆パネル】

革新的触媒の最前線
-未来の化学産業を担う触媒技術の将来展望-
医薬品や新素材の開発および製造
において、環境負荷を極力抑え、 
あらゆる観点から厳密なものづくり
に役立つ高機能触媒が求められる
今日、 数多くの革新的な触媒技術
が開発されてきています。本セッ
ションでは、 技術分野が異なるた
めに学会等では同じ場に集うこと
の少ない、 精密合成触媒の先端技
術分野（均一系触媒：有機金属錯
体、有機触媒； 不均一系触媒：
金属ナノクラスター触媒、バイオ
触媒）の研究者が一堂に会し、 そ
れぞれの分野における研究の最前
線と展開について講演するととも
に、 産業利用への技術展望につい
て、産からの要望も組み入れなが
ら討論します。

10:00-16:10        【講演＆パネル】

次世代太陽光発電の挑戦
-再生可能エネルギーの利用拡大に向けて-

我が国の太陽光発電産業はこれか
らの社会における再生可能エネル
ギーの 重要な位置を占める一方
で、世界的には厳しい競争を強い
られています。 我が国が再び世界
の頂点に立つためには、次世代太
陽光発電において、 １）革新的な
高効率化・高性能化、２）更なる
信頼性と長寿命化及び用途の多様
化、 ３）評価技術の規格化と国際
標準化戦略の3点が極めて重要で
す。本セッションでは、 斯界の先導
者の方々に最新の技術について講
演していただくとともに 、"世界一
を奪還するPV戦略"を産学官で議
論します。

10:00-17:00 【ワークショップ】

えれめんトランプ
周期表をベースにした
カードゲーム「えれめ
んトランプ」で遊ぼう！

10:00-17:00 【展示】

展示
周期表や元素の美し
さ、面白さに魅了さ
れた方々の協力を得
て、そのコレクション
を展示します。
● 巨大えれめんトランプ
  周期表
●結晶美術館
●周期表コレクション
●実物周期表
●化学切手
●化学遺産  ほか

10:00-17:00 【展示】

展示
周期表や元素の美し
さ、面白さに魅了さ
れた方々の協力を得
て、そのコレクション
を展示します。

● 巨大えれめんトランプ
  周期表
●結晶美術館
●周期表コレクション
●実物周期表
●化学切手
●化学遺産  ほか

10:00-16:00 【展示】

展示
周期表や元素の美し
さ、面白さに魅了さ
れた方々の協力を得
て、そのコレクション
を展示します。

● 巨大えれめんトランプ
  周期表
●結晶美術館
●周期表コレクション
●実物周期表
●化学切手
●化学遺産  ほか

14:50-15:00
開会挨拶

15:00-15:40
元素と周期表のものがたり

～元素を知れば世界が見える～
桜井 弘

（京都薬科大学・名誉教授/東京工科大学・客員教授）

15:40-16:20
元素周期表と極低温の世界

寺嶋 孝仁
（京都大学低温物質科学研究センター・教授）

16:20-17:00
導電性高分子の合成と応用を
テーマとした子ども実験教室

白川 英樹
（筑波大学・名誉教授）

化学の原点であり化学に対
する興味の入り口である元
素と、それをまとめた周期
表。 多くの方にこれらを楽
しんで頂くための展示とワー
クショップを開催します。 

元素検定は元素発見の歴史や
名前の由来、性質など50問の
クイズに挑戦！！（要事前申込）

ワークショップで遊び方をマス
ターした「えれめんトランプ」
と「ケミストリークエスト」は、
大会に出て腕試しをしよう!
大会にはケミストリークエスト
の発案者が参戦予定。

10月初旬に発表される
ノーベル化学賞。その
研究の内容を、どこよ
りも早く解説する本講
演は必見です！

13:00-13:10
 新化学技術推進協会および研究奨励制度の説明
13:10-13:45
 機能性核酸アプタマーを利用した生体バイオセンサーの開発
 山東 信介（九州大学稲盛フロンティア研究センター・教授）
13:45-14:20
 無機ナノシートを利用したナノ構造複合体の創製とその電気化学特性
 武井 貴弘（山梨大学医学工学総合研究部・准教授）
14:20-14:55
 半導体ナノ構造体の精密制御と光機能材料への応用
 鳥本 司（名古屋大学大学院工学研究科・教授）
15:05-15:40
 拡張型の溶媒和概念に基づくソフト分子集団の自由エネルギー解析
 松林 伸幸（京都大学化学研究所・准教授）
15:40-16:15
 超分子エンジニアリングによる機能性色素のナノマテリアル化
 矢貝 史樹（千葉大学大学院工学研究科・准教授）
16:15-16:50
 水とCO2を溶媒とした機能性分子集合体の形成と
 高効率ナノ材料製造等将来技術への応用
 鷺坂 将伸（弘前大学大学院理工学研究科・助教）

10:00-10:20
 産総研ナノテクノロジー・材料・製造分野におけるオープンイノベーション
 名川 吉信（産総研イノベーション推進本部・イノベーションコーディネータ）
10:20-10:40
 カーボンナノチューブを試験管にした光化学反応―第一原理計算からの予測―
 宮本 良之（産総研ナノシステム研究部門・研究グループ長）
10:40-11:00
 単一構造カーボンナノチューブの簡便な分離
 田中 丈士（産総研ナノシステム研究部門・研究グループ長）
11:00-11:20
 有機ナノチューブ：タンパク質のリフォールディングおよびカプセル応用
 増田 光俊（産総研ナノチューブ応用研究センター・研究チーム長）
11:20-11:40
 室温で光による液化－固化を繰り返す材料とその接着材応用
 吉田 勝（産総研ナノシステム研究部門・研究グループ長）
11:40-12:00
 次世代蓄電池用セラミック電解質シート―柔軟で薄い大面積シート―
 藤代 芳伸（産総研先進製造プロセス研究部門・研究グループ長）

関連グッズの
展示販売も
あります！

公開企画（無料）　　　　　　　フェスタ企画（有料・要参加登録）

JACI
奨励研究

10:00-10:20
 ものづくりに役立つ革新的触媒の開発に向けて
 碇屋 隆雄（東京工業大学大学院理工学研究科・教授）
10:20-10:40
 文部科学省・ナノテクノロジー分野からの革新触媒への期待
 本間 穂高（文部科学省 研究振興局 基盤研究科　ナノテクノロジー・材料開発推進室・調査官）
10:40-11:20
 遷移金属不斉触媒の革新と展開
 魚住 泰広（分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域・教授）
11:20-12:00
 有機化学のニュートレンド：新しい反応媒体や流通系、新固定化触媒を用いる有機反応
 小林 修（東京大学大学院理学系研究科・教授）
13:00-13:40
 有機分子触媒による高度分子変換
 寺田 眞浩（東北大学大学院理学研究科・教授）
13:40-14:20
 金属ナノクラスター触媒：精密合成への挑戦
 佃 達哉（東京大学大学院理学系研究科・教授）
14:20-15:00
 つねに再生・進化する酵素・バイオ触媒～ファインケミカル合成における活用
 須貝 威（慶應義塾大学大学院薬学研究科・教授）
15:00-15:20
 高砂触媒の工業プロセスへの展開
 佐用 昇（高砂香料工業・執行役員/ファインケミカル事業本部長）
15:30-17:00　パネルディスカッション
 『未来の化学産業を担う触媒技術の将来展望』

10:00-10:05　開会挨拶、趣旨説明
 瀬川 浩司（東京大学先端科学技術研究センター・教授）
10:05-10:35
 太陽光発電の普及拡大に向けて
 村上 敬亮（経済産業省 資源エネルギー庁・新エネルギー対策課長）
10:35-11:05
 福島復興に向けた太陽光発電の研究推進―シリコン革新技術開発
 小長井 誠（東京工業大学大学院理工学研究科・教授）
11:05-11:35
 CIS系薄膜太陽電池技術における競争力創出に向けた挑戦
 櫛屋 勝巳（ソーラーフロンティア(株) 技術戦略企画部・執行役員部長）
11:35-12:05
 III-V族　集光型超高効率太陽電池
 高本 達也（シャープ(株) ソーラーシステム事業本部次世代要素技術開発センター・第2開発室長）
13:00-13:30
 電気化学系の特長を活かす色素増感太陽電池の展開
 瀬川 浩司（東京大学先端科学技術研究センター・教授）
13:30-14:00
 フレキシブル有機薄膜太陽電池の開発と今後の展開
 山岡 弘明（三菱化学(株)・理事　情報電子本部OPV事業推進室　統括部長）
14:00-14:30
 太陽光発電技術の可能性と化学工業の役割
 富田 孝司（東京大学先端科学技術研究センター・特任教授）
14:40-16:10　パネルディスカッション
 『世界展開に向けた我が国のPV戦略』

13:00-13:10　趣旨説明
 佐々木 一成（九州大学水素エネルギー国際研究センター・センター長）
13:10-13:40
 再生可能エネルギーの利用と化学的蓄エネへの期待
 岡野 一清（一般社団法人水素エネルギー協会・顧問）
13:40-14:10
 エネルギーキャリアとしての水素・有機ハイドライド技術の開発
 壱岐 英（JX日鉱日石エネルギー(株) 水素FC研究所　水素貯蔵・輸送グループ・グループマネージャー）
14:10-14:40
 水素エネルギーの大量貯蔵輸送システムの開発
 岡田 佳巳（千代田化工建設(株) 技術開発ユニット・技師長）
14:40-15:10
 アンモニアを用いたエネルギー・水素キャリア
 小島 由継（広島大学先進機能物質研究センター・センター長）

15:20-16:50　パネルディスカッション
  『再生可能エネルギーを化学エネルギーへ！技術課題と将来展望』
  ショートプレゼンテーション1: 
  水素と蓄電！NEDOの技術開発の挑戦
  山本 将道 （新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部・主任研究員）
  ショートプレゼンテーション2: 
  未来開拓研究によるエネルギーキャリア技術開発
  吉田 健一郎（経済産業省 産業技術環境局 研究開発課・企画官）

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

NHKアニメ「エレメント
ハンター」のエンディング
テーマ「スイヘイリーベ
～魔法の呪文～」を手掛け
た、かっきー＆アッシュ
ポテトが来場！

10:00-10:15
 開会挨拶　塚本建次
 （化学人材育成プログラム協議会・会長代行）
10:15-10:40
 化学産業界からの期待とメッセージ
 小川 伸二（三井化学(株) 執行役員）
10:40-11:05
 化学産業と人材育成政策について
 宮本 昭彦（経済産業省 製造産業局化学課長）
11:05-11:30
 次代を担う科学技術人材の育成政策ついて
 板倉 周一郎（文部科学省 科学技術・学術政策局基盤政策課長）
11:30-12:00
 カリキュラムの実践的改革事例の紹介1
 大阪市立大学大学院理学研究科物質分子系専攻
 千葉大学大学院融合科学研究科画像マテリアルコース
13:00-13:30
 カリキュラムの実践的改革事例の紹介2
 東北大学大学院理学研究科化学専攻
 北海道大学大学院総合化学院

13:30-15:00
 平成24年度後期1年生による研究計画説明
 大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻
 九州大学大学院工学府物質創造工学専攻
 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻
 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻
 東京大学大学院理学系研究科化学専攻
 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科物質創成科学専攻
 早稲田大学大学院工学研究科応用化学専攻
15:10-16:50
 平成24年度後期2年生による研究計画説明
 大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻
 東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻
 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻
 東京大学大学院理学系研究科化学専攻
16:50-17:00
 閉会挨拶　松本 芳彦（日本化学工業協会・常務理事）

化学人材育成
ー研究発表会ー

化学人材育成
ーシンポジウムー

元素を
楽しむ！

企業Ｒ＆Ｄブース展示では、
各 社のR&Dマネジメント、
技術トピック、産官学連携
事例などの紹介をはじめ、商
品、得意技術、製造プロセ
スなどの解説、ポスターやパ
ソコンによるデモンストレー
ション、カタログ頒布などを
行います。

企業Ｒ＆Ｄ
ーブース展示ー

元素を
楽しむ！

元素を
楽しむ！

幅4ｍもの巨大えれ
めんトランプ周期表
は、圧巻の大きさ！ 
多彩な周期表のコレ
クションもお楽しみ
下さい。

元素を
楽しむ！

元素を
楽しむ！

元素を
楽しむ！

日本発の材料開発技術は高い国
際競争力を有しており、これか
らの持続性社会の構築への大き
な貢献が期待されています。 本
企画ではこれからの世界を支え
る若手研究者の視点から、 新し
い材料化学や新規素材開発の研
究について講演やパネルディス
カッションなどを行います。

化学で創る
未来材料

化学蓄
エネ

革新的
触媒

太陽光
発電

産総研
ホット

トピックス

当日登録でも
ご参加いただ
けます！ 受付
にてお申し込
み下さい。

交流会

『大抽選会』
クイズで当てよう

豪華景品！


