10月19日（火）
会場

A

10:30-10:40 開会挨拶

フェスタ企画…有料
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［10:30-［10:40-12:00］
小林 喜光（日本化学会会長／
10:40］
ノーベル賞
（株）三菱ケミカルホールディングス）
開 解説講演
加藤 隆史（CSJ 化学フェスタ実行委員長／東京大学）
会
13:00-13:05 開会挨拶 濱川 聡（産業技術総合研究所）
本 年 度 のノー ベ ル 賞 の
式 内 容 を 分 かり易 く解 説
13:05-13:55【基調講演】プロセス・インフォマティクスが変える

12

2021

材料開発・製造のあり方
船津 公人（奈良先端科学技術大学院大学）

します。

堀部 雅弘（経済産業省）

16:20-16:55
16:55-17:00

C
D
E
F

涌井 渉（味の素（株））

H

15:40-16:00

13:30-13:35 開会挨拶 南 豪（東京大学）
13:35-14:15 都市鉱山利活用の現状と課題

J
K
L

米澤 徹（北海道大学）

13:05-13:45 電子デバイス用途のための金属微粒子濃厚分散系ペースト

渡辺 寧（秋田大学）

13:50-14:30 微粒子の界面集積系における材料化〜形状制御可能な液滴

川﨑 英也（関西大学）

15:10-15:50 変遷する貴金属含有スクラップからの貴金属

回収方法について
長岡 章夫（田中貴金属工業（株））
15:55-16:35 非鉄金属産業における金精錬と新精製プロセス
開発について
黒川 晴正（東京大学）
【基調講演】
レアメタルの過去・現在・未来
16:40-17:25
〜「走るレアメタル」の普及が世界を変える〜
岡部 徹（東京大学）
17:25-17:30 閉会挨拶 田中 紳一郎（住友化学（株））

の創出〜
藤井 秀司（大阪工業大学）
14:35-15:15 レーザー散乱法による微粒子の粒径計測と相互作用評価
高橋 かより
（産業技術総合研究所）
15:25-16:25【基調講演】固液分散系を作る基本的な考え方
小林 敏勝（小林分散技術研究所）
16:30-17:10 2次電池を支える無機粒子濃厚分散系をつくる分散技術
神野 丸男（プライミクス
（株））
17:10-17:15 閉会挨拶
武田 真一（武田コロイドテクノ・コンサルティング
（株））

13:00-13:05 開会挨拶 竹岡 裕子（上智大学）
13:05-13:45 世界の舞台で生きていこう 野崎 京子（東京大学）
13:45-14:10 アカデミックキャリアのスタートとして、研究分野を変えてみる
松本 拓也（神戸大学）

14:10-14:35 社会人での博士号取得とその後のキャリア
奥村 知世（旭化成（株））

14:50-15:30 Drの肩書きが世界で意味するもの 藤島 義之（味の素（株））
15:30-16:10 企業は博士に何を求めているのか〜専門性？
重本 建生（JSR（株））
16:10-16:40 フリータイムディスカッション
16:45-16:50 閉会挨拶 矢島 知子（お茶の水女子大学）
［13:00-16:50］人生は自分で切り開くぞ！

博士取得後のキャリアプラン

〜霞を食ってエネルギーを産み出す〜

近年、太陽光エネルギーを化学エネルギーに変換できる人工光合
成に関する研究開発が加速度的に進展しています。本セッションで
は、錯体化学、電気化学、固体触媒およびそれらを融合させた研究・応
用開発の最先端を講演していただきます。

［15:00-15:30］

R&D

産学官R&D
紹介企画
−R&D
セッション
（講演）−

R&D

［13:00-15:00］

学生ポスター発表:P1

学生ポスター発表:P2

物理化学、無機化学・触媒化学・分析化学、
有機化学、錯体・有機金属化学

14:15-14:50

15:35-16:10

16:45-17:20

17:20-17:25

ネルギー資源を作る
石谷 治（東京工業大学）
太陽光下での光触媒を用いた
水分解による水素とCO2からの
人工光合成の可能性と今後の
展望
瀬戸山 亨（三菱ケミカル（株））
人工光合成：二酸化炭素と水を
用いた太陽光エネルギー貯蔵
森川 健志（（株）豊田中央研究所）
生体触媒と光触媒との連携で
二酸化炭素を有用物質に再生
する
天尾 豊（大阪市立大学）
光触媒印刷膜を利用したソー
ラー水素製造
徳留 弘優（TOTO
（株））
半導体光触媒や光電極を用い
た人工光合成の高性能化技術
の開発
佐山 和弘（産業技術総合研究所）
種々の金属イオンを配位させ
た窒化炭素光触媒による水と
酸素を用いた過酸化水素製造
横野 照尚（九州工業大学）
閉会挨拶 中野 達也（（株）
ダ
イセル）

15:00-15:30 クラリアントケミカルズ（株）

顔料を科学する
原田 大輔（クラリアントケミカルズ
（株））
大川 真弘（クラリアントケミカルズ
（株））

日産化学（株）ランチタイムセッション
12:00-12:30 日産化学の全体像
稲葉 正光（日産化学（株））
12:30-13:00 日産化学が描く未来創造の最前線
東 将之（日産化学（株））
猪鼻 岳彦（日産化学（株））

セッション
（講演）−

［10:00-12:00］

13:40-14:15

16:10-16:45

［13:00-17:25］人工光合成の最前線

昭和電工グループランチタイムセッション
［12:00-13:00］
−最先端の研究開発をご紹介します−
産学官
12:00-12:05 昭和電工グループ概要紹介
紹介企画
栗谷 真澄（昭和電工（株））
12:05-12:20 高速液体クロマトグラフィー用分離・ −ランチタイム
分析カラムShodex®の開発
セッション
丸田 秀平（昭和電工（株））
12:20-12:35 最先端の半導体業界を支える半導
（講演）−
体研磨液の開発
市毛 康裕（昭和電工マテリアルズ（株））
12:35-12:50 昭和電工グループの研究開発を ［12:00-13:00］
支える計算科学・AI
産学官
竹本 真平（昭和電工（株））
紹介企画
12:50-13:00 閉会挨拶
−ランチタイム
栗谷 真澄（昭和電工（株））

13:00-13:05 開会挨拶 植村 卓史（東京大学）
13:05-13:40 金属錯体を中核とした光触媒：
CO2と水、太陽光だけで炭素・エ

14:50-15:25

本セッションでは、博士号を取得すると何が違うのか、またどの
ような人生が描けるのかを、産学官の第一線で活躍されている
ベテラン・若手研究者の方々に講演いただきます。講演を通じて、
学生の皆さんが「自分が活躍する将来像」を具体的にイメージ
できるようにアドバイスを贈ります。

〜化学系ベンチャー企業の挑戦〜

［10:00-17:30］産学官

16:50-17:00

所 千晴（早稲田大学）

日本においても、将来世界を変える可能性のある革
新的な技術がスタートアップ、ベンチャー企業から生
み出されています。本セッションでは要素技術から機
能性マテリアルまで、イノベーションを形にする魅力
的・刺激的なお話を化学系ベンチャー企業の皆様よ
り講演していただきます。

P

16:30-16:50

受容性非ベンゼノイドπ
電子系の創製
深澤 愛子（京都大学）
フェナレニルラジカルの
高密度共役化
久保 孝史（大阪大学）
静電相互作用を用いた
n 型有機半導体材料の
高密度共役制御
芥川 智行（東北大学）
分子性半導体の結晶構
造制御 〜高密度共役を
目指して〜
瀧宮 和男（理化学研究所、
東北大学）
高密度共役のための直
交型πスタックの利用
酒巻 大輔（大阪府立大学）
高密度共役を目指す分子
配列制御
松田 建児（京都大学）
高密度共役系構築に向
けた分子集合体の空間
充填設計
庄子 良晃（東京工業大学）
閉会挨拶
忍久保 洋（名古屋大学）

13:00-13:05 開会挨拶

14:20-15:00 山師のレアメタル・レアアース資源評価

［09:30-12:00］イノベーションを形に！

樋口 雅一（京都大学）
10:10-10:45 空気の結晶で未来をつくる、
超軽量透明断熱材
山地 正洋（ティエムファクトリ
（株））
10:45-11:20 生産の常識を打ち破る、オン
サイト型アンモニア合成シス
テム
飯隈 洋一（つばめBHB
（株））
11:20-11:55 世界の熱問題を解決する、高
熱伝導ファイバー状窒化アル
ミニウム単結晶
西谷 健治（（株）U-MAP）
11:55-12:00 閉会挨拶
田村 興造（（株）
クラレ）

16:10-16:30

食品、洗剤など家庭で使われるものから、ペイント、さらには最先端の 2
次電池、導電材料に至るまで、微粒子の濃厚分散系とそれを支える分散
技術は世界のあらゆる場面で利用されています。本セッションでは、そのな
かで特に微粒子の濃厚分散系とそれからの集積系構築について初心者
から中級者レベルの皆様と議論する機会を設けました。

09:30-09:35 開会挨拶

田中 敬二（九州大学）

14:40-15:00

積系

これまでに分かったこと
河岡 義裕（国立医療研究セ
ンター）
［09:30-12:00］コロナに負けるな！
10:00-10:25 新型コロナウイルスに対す
衛生分野からの挑戦
る代替消毒方法の有効性
評価について
COVID-19 によって、人々の生活様式は大きく変わり
加藤 愼一郎
（独立行政法人製 ました。手洗いや手指消毒は以前にもまして重要視さ
れています。また、これまで街中で着用する文化の無
品評価技術基盤機構）
10:25-10:50 病原菌・ウイルスが皮膚を介 かった国でもマスクを着用することが当たり前になり
ました。本セッションでは、コロナ禍における衛生分野
して感染するリスクに警鐘
からの挑戦について紹介します。
菊地 謙次（東北大学大学院）
11:05-11:30 スキンケアと感染予防
倉繁 祐太（倉繁皮ふ科医院）
11:30-11:55 手指が本来そなえている、感
染症に対するバリア機能を
発見
眞鍋 憲二（花王（株））
11:55-12:00 閉会挨拶
岡本 晃充（東京大学）

09:35-10:10 多孔性配位高分子（PCP/
MOF）の商業化最新動向
2021.10

荷電π電子系の集積化
前田 大光（立命館大学）

14:10-14:30 高密度共役のための電子

［13:00-17:15］社会を支える粒子濃厚分散系と粒子集

09:35-10:00 新型コロナウイルス：

G

ホウ素π電子系の創出
畠山 琢次（関西学院大学）

13:50-14:10 高密度共役を指向した

錬金術は化学の礎となった学問ですが、現代においてもその血脈を 15:20-15:40
受け継いで、スクラップから貴金属を取り出す、あるいはレアメタルを
コモンメタルにしようと日夜研究されている錬金術師がいます。
本セッションでは、精錬技術の最先端、またリサイクルや都市鉱山の
現状を紹介します。

高分子材料は石油化学の発展とともに進化して来ましたが、
昨今、海洋プラスチックなどが問題視されてきています。
一方、汎用高分子も技術の進歩により医療材料をはじめ
とした高機能性素材としての開発も進んでいます。
本セッションでは、これら汎用高分子の開発動向から高
機能新素材への最前線を講演していただきます。

09:30-09:35 開会挨拶

層による高密度共役
忍久保 洋（名古屋大学）

13:30-13:50 高密度共役に向けた含

都市鉱山、精製・精錬、
リサイクルの現状

凡庸ではない汎用高分子

佐藤 浩太郎（東京工業大学）
09:35-10:05 精密重合から持続性高分子科学へ
澤本 光男（中部大学）
10:05-10:35 汎用だけど進化し続けるポリエチレン
小西 洋平（三菱ケミカル（株））
10:45-11:15 らせん構造を付与したアクリル樹脂（st-PMMA）による分子包接
河内 岳大（龍谷大学）
11:15-11:45 高分子の性能をより良くする添加剤
福田 拓也（（株）ADEKA）
11:45–11:50 閉会挨拶
岡 夏央（岐阜大学）

関 修平（京都大学）

13:10-13:30 反芳香族分子の近接積

15:00-15:20

［9:30-11:50］高機能素材にもなる！

09:30-09:35 開会挨拶

13:00-13:10 開会挨拶

［13:30-17:30］令和の錬金術師から学ぶ

近年注目されている持続可能な社会の実現と経済
成長の両立には、CO2の排出の問題などトレードオフ
する部 分 が あります。本セッションでは、これらの
課題に対してデジタルトランスフォーメーションで
どのようなアプローチができるか紹介します。

トランスフォーメーションと
データ科学
磯村 哲（（株）三菱ケミカル
ホールディングス
10:20-11:00 エネルギー分野におけるデ
ジタルトランスフォーメー
ション最新事例
/VPP（バーチャル・パワープ
ラント）
新貝 英己（東芝ネクストク
ラフトベルケ
（株））
11:10-11:50 Pythonで気軽に化学・化学
工学
金子 弘昌（明治大学）
11:50-11:55 閉会挨拶
早川 晃鏡（東京工業大学）

17

最近、データを活用し材料試作から材料製造までの加速を目指す
「プロセス・インフォマティクス」が注目されています。本セッションでは、
プロセス・インフォマティクスの最新動向と、現在産総研で進めている
プロセスイノベーションプラットフォーム整備事業について紹介します。

〜デジタルトランスフォーメーション〜

山口 和也（東京大学）

16

プロセス・インフォマティクス
〜進化する材料開発の最前線〜

［09:30-11:55］時代の変革者

09:35-10:15 化学産業におけるデジタル

15

［13:00-17:00］産総研特別企画：

プラットフォームの紹介 石原 正統（産業技術総合研究所）
MPIプラットフォーム①：セラミックス・合金拠点の取り組み 松原 一郎（産業技術総合研究所）
MPIプラットフォーム②：先進触媒拠点の取り組み 甲村 長利（産業技術総合研究所）
MPIプラットフォーム③：有機・バイオ材料拠点の取り組み 遠藤 貴士（産業技術総合研究所）
ハイスループット粉体プロセス開発のためのプロセス・インフォマティクス〜データ駆動/仮
説駆動ハイブリッド型研究に向けて〜 長藤 圭介（東京大学）
結晶成長デジタルツインを用いた大口径高品質SiC結晶の開発 宇治原 徹（名古屋大学）
閉会挨拶 佐々木 毅（産業技術総合研究所）

09:30-09:35 開会挨拶

14

本学術変革領域研究では、有機化学に基づく分子性物質の設計・分子間空隙の
制御・凝縮相における熱ゆらぎ抑制により、新しい分子間電子共役（＝高密度共
役）を達成することを目的としています。様々な分子間相互作用を的確に用いる
ことで高密度共役を実現する、最近の物質創製に関する研究を紹介いたします。

14:20-14:35 マテリアル・プロセスイノベーション（MPI）

B

13

［13:00-17:00］文科省科研費学術変革領域研究（A）
「高密度共
役の科学：電子共役概念の変革と電子物性をつなぐ」特別企画：

高密度共役を可能にする物質創製：
新しい電子共役を目指して

13:55-14:20 マテリアル・イノベーション創出に向けた政府戦略

14:35-14:55
15:05-15:25
15:25-15:45
15:45-16:20

公開企画…無料

※有料・無料に関わらず参加登録が必要です。

無機化学・触媒化学・分析化学、有機化学、
天然物化学・生体機能関連化学・バイオテクノロジー、
高分子化学、材料化学

［15:30-17:30］

学生ポスター発表:P3

無機化学・触媒化学・分析化学、有機化学、
天然物化学・生体機能関連化学・バイオテクノロジー、
高分子化学、材料化学

R&D紹介企画 -展示ブース-

①旭化成（株）、②味の素（株）、③花王（株）、④（株）
クレハ、⑤住友ベークライト（株）、⑥太陽ホールディングス（株）、
⑦ DIC（株）、⑧帝人（株）、⑨デンカ（株）、⑩日揮ユニバーサル（株）、⑪日産化学（株）、⑫（株）日本触媒、⑬日本ゼオン（株）、
⑭パナソニック
（株）、⑮三菱ガス化学（株）、⑯三菱ケミカル（株）、⑰ライオン（株）
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11

12

13

14

15

16
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本プログラムは8/20 時点の情報です。

