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NBCI講演会情報 

一般社団法人 
ナノテクノロジービジネス推進協議会 

https://www.nbci.jp 
 
 
 

公開講演会・NBCI会員講演会・分科会内講演会の情報です。 

ご興味がございましたら、NBCI事務局宛に、お問合せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

日時：2023年 5月 30 日（火）13時～17時 10分 

【ナノカーボン実用化WG ①特別講演②ナノカーボン実用化WG全体会合】 

ビジネス委員会 ナノカーボン実用化WG主催（公開講演会） 

【日時】5 月 30日（火） 

13:00 - 14:30 ①特別講演（質疑応答含む） 

14:40 - 17:10 ②ナノカーボン実用化WG全体会合Web会議方式（Webex利用） 

【プログラム】 

13:00 - 14:30 ①ナノカーボン実用化WG特別講演（公開講演会） 

「ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて（仮題）」 

横浜桐蔭大学医用工学部 特任教授 宮坂力 様 

14:40 - 17:10 ②第 19 回ナノカーボン実用化WG全体会合 

第一部：14:40-15:10 ナノカーボン実用化分科会活動報告 

第二部：15:10-16:10 安全講演 

「OECD におけるナノマテリアルの動向 ～安全性とイノベーションの両立 （仮題）」 

JFE テクノリサーチ株式会社 杉浦琴 様 

・第三部：16:10-17:10 特別企画 

「カーボンナノチューブの欧州規制と課題の共有、NBCI が今後どうしていくべきか（仮題）」 

参加資格・参加費：NBCI正会員（①②ともに無料） 

NBCI賛助会員及び非会員は ①4,000円/名 ②無料 

開催案内・申込先：NBCI正会員    NBCI賛助会員及び非会員 

申込期限：2023 年 5月 24日（水） 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2023年 6月 1 日（木）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：株式会社 KRI 

発 表 者：執行役員 福井俊巳 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

http://www.nbci.jp/
http://www.nbci.jp/
https://www.nbci.jp/
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/file/20230530_nanocarbonWG_A.pdf
https://www.nbci.jp/file/20230530_nanocarbonWG_B.pdf
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2675
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日時：2023年 6月 12 日（月）14時～15時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ライフ分科会主催 

講演題目：『バイオベンチャーアライアンス（BVA）のご紹介 

－異業種連携による新たな価値の共創に向けて－』 

講 演 者：横浜市立大学 次世代臨床研究センター 戦略相談室 特任教授 

木原記念横浜生命科学振興財団 コーディネーター（兼任）増田和成 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2023年 6月 13 日（火）16時～17 時 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 バイオミメティクス分科会主催 

講演題目：「エネルギー効率を高めるニコンのリブレット技術」 

講 演 者：株式会社ニコン 竹味智亮 様 

参加資格等：NBCI バイオミメティクス分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2023年 7月 5 日（水）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：クオンティニュアム株式会社 

発 表 者：Sales and Business Development  平岩美央里 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

 

 

――――――――――――――――――― 終了講演会 ―――――――――――――――――――― 

終了講演会の資料については、会員専用ページでご参照下さい 

日時：2023年 5月 24 日（水）16時～17 時 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 材料分科会主催 

講演題目：「生分解樹脂の石油・ガス掘削分野への応用」 

講 演 者：株式会社クレハ 小林卓磨 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

NEW 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2716
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2741
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2667
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日時：2023年 5月 12 日（金）15時～16時 30分 

【大学発シーズ紹介】ビジネス委員会オープンイノベーション WG  

プログラム 

1．講演「短絡防止セルロースナノファイバー薄膜技術」（約 30 分） 

登壇：大阪大学 産業科学研究所 教授 能木雅也 様 

2．パネルディスカッション及び質疑応答（約 60 分、状況次第で最大 30 分延長） 

パ ネ リ ス ト： 株式会社スギノマシン 経営企画本部 新規開発部 開発プロジェクトグループ 

 アシスタントマネージャー 小倉孝太 様 

 第一工業製薬株式会社 研究本部 研究カンパニー部 レオクリスタ開発グループ 

 グループ長 後居洋介 様 

ファシリテータ： 大阪大学 産業科学研究所 小倉基次 様 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2023年 5月 10 日（水）15時 30 分～16時 30 分 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 3D プリンタ分科会主催 

講演題目：「やわらかくて、こわれやすくて、はかないものを真剣に創る『やわらかものづくり』の開拓」 

講 演 者：山形大学 教授 古川英光 様 

参加資格等：NBCI 3D プリンタ分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2023年 4月 24 日（月）15時～16時 30分 

【NBCI セミナー】「宇宙ビジネスの事業機会探索に向けて」 

ビジネス委員会オープンイノベーション WG主催 

プログラム 

1．「宇宙ビジネスの事業機会探索に向けて」（約 45分） 

イノベーション・エンジン株式会社 ベンチャーパートナー 小松伸多佳 様 

2．フリーディスカッション（45 分） 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

 

日時：2023年 4月 17 日（月）16時～17 時 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 環境・エネルギー分科会主催 

講演題目：「炭素中立の実現戦略と企業の対応事例 2023」 

講 演 者：日本ゼルス株式会社 代表取締役 CEO 野島健史 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2615
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2668
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2638
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日時：2023年 3月 10 日（金）16時~17 時 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 バイオミメティクス分科会主催 

講演題目：「二種類の生物からヒントを得たクラッチテクスチャ技術」着想・設計～量産工法まで 

講 演 者：ジヤトコ株式会社 松尾道憲 様 

参加資格等：NBCI バイオミメティクス分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2023年 3月 3 日（金）16時～17時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ライフ分科会主催 

講演題目：「分子ロボットに関わる基礎及び最近の研究開発動向」 

講 演 者：株式会社分子ロボット総合研究所 代表取締役 小長谷明彦 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

オンライン展示期間：～2023年 2月 28 日（火）まで 

【nano tech 2023 第 22回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議】（東京ビッグサイト） 

展示会開催 2月 1日（水）～3日（金）（東京ビッグサイト）ご来場ありがとうございました 

オンライン展示期間 2022年 12 月 1 日（木）～2023年 2月 28 日（火） 

オンライン展示中、引き続き、資料をダウンロードいただけます。 

========================================================= 

NBCI出展・ナノカーボンオープンソリューションフェア特別講演・メインシアター講演・その他情報 

◇NBCI の活動紹介（製品・サービス 1 NBCI の活動紹介） 

◇ナノテクの見える化（製品・サービス 2 ナノテクの見える化） 

◇ナノカーボンオープンソリューションフェア（製品・サービス 3 ナノカーボンオープンソリューションフェア） 

◇ナノカーボン FAQ（製品・サービス 4 ナノカーボン FAQ） 

◇NBCI ナノカーボン実用化WG（製品・サービス 5 ナノカーボン実用化WG） 

◇ナノカーボン業界マップ（製品・サービス 6 ナノカーボン業界マップ） 

◇国際ナノテク団体会議（製品・サービス 7 国際ナノテク団体会議） 

◇欧州による CNT に関する規制への対応（製品・サービス 8 欧州による CNT に関する規制への対応） 

◇NBCI 会員一覧（製品・サービス 9 NBCI 会員一覧） 

◇3D プリンタデータベース（製品・サービス 9 3D プリンタデータベース） 

=========================================================  

日時：2023年 2月 17 日（金）14時～15 時 

【NBCI講演会】社会受容・標準化委員会 CNT分科会主催 

講演題目：「超ロング」CNT が切り拓く CNT の新展開」 

講 演 者：住友化学株式会社 松井和也 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2567
https://www.nbci.jp/file/nanotech2023_NBCI.pdf
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product1
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product2
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product3
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product4
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product5
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product6
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product3
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product8
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product9
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2023/jp/nanotech/details/PVd_y1SiBQw#product10
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2551
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日時：2023年 2月 16 日（木）16時～17 時 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 環境・エネルギー分科会主催 

講演題目：「カーボンニュートラルのための太陽光発電の新しいアプリケーション」 

講 演 者：国立大学法人 宮崎大学 環境・エネルギー工学研究センター 

センター長 西岡賢祐 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2023年 2月 9 日（木）13時～14時 30分 

【大学発シーズ紹介】ビジネス委員会オープンイノベーション WG  

プログラム 

1．講演「車載用半導体実装技術」（約 30 分） 

登壇：大阪大学 産業科学研究所 教授 菅沼克昭 様 

2．パネルディスカッション及び質疑応答（約 60 分、状況次第で最大 30 分延長） 

パネリスト：株式会社デンソー 

材料技術部 材料基盤技術室 電子材料研究課 脇山悟 様 

株式会社ダイセル 

スマート SBU 八甫谷明彦 様 

株式会社レゾナック 

先端融合研究所パワーモジュールインテグレーションセンター 南和彦 様 

ファシリテータ：大阪大学 産業科学研究所 小倉基次 様 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2023年 1月 24 日（火）16時～17時 10分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 材料分科会主催 

講演題目：「化合物ディスカバリーAI の適用事例 ～バイオ由来ポリ乳酸樹脂用の添加剤探索～」 

講 演 者：株式会社日立ハイテクソリューションズ 経営戦略本部 DX マーケティング部 

部長代理 青木大輔 様 

株式会社日立製作所 研究開発グループ 生産・モノづくりイノベーションセンタ  

主管研究員 岩崎富生 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2541
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2535
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2501
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日時：2023年 1月 19 日（木）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：株式会社生体分子計測研究所 

発 表 者：代表取締役 岡田孝夫 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2023年 1月 16 日（月）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：株式会社スギノマシン 

発 表 者：プラント機器事業本部 生産統括部 微粒装置部 部長 原島謙一 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 12 月 22日（木）14 時～15時 20 分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ナノ材料・プロセス分科会主催 

講演題目：「水素エネルギーの現状、課題と今後の展開について」 

講 演 者：九州大学 名誉教授 秋葉悦男 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 12 月 19日（月）15 時～16時 30 分 

【NBCI】「マテリアル先端リサーチインフラでのデータ構造化の取り組み」説明会 

材料分科会および計測評価分科会主催 

【発表者】 

１）物質・材料研究機構 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業 運営機構 機構長 

小出康夫 様 

２）物質・材料研究機構 マテリアル先端リサーチインフラセンター 副センター長 

松波成行 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2478
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2438
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2445
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2403
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日時：2022年 12 月 16日（金）14 時～15時 30 分 

【NBCI講演会】第２回 NBCI-TIA セミナー 材料分科会主催 

プログラム 

１．TIA講演（14:00~14:40）（講演 30 分、質疑応答 10 分） 

「難分解樹脂に関する調査研究」 

産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 

主任研究員 南 安規 様 

ご参考： 

産総研 触媒化学融合研究センター 

https://irc3.aist.go.jp/incorporate/team/organosilicon-chemistry/ 

ERATO  野崎樹脂分解触媒プロジェクト（産総研 グループリーダー） 

https://www.jst.go.jp/erato/nozaki/member/index.html 

2021 かけはし テーマ名「架橋ゴムのケミカルリサイクルに関する調査研究」 

https://www.tia-nano.jp/page/page000535.html 

2022 かけはし テーマ名「生体分子を用いた架橋ゴムリサイクルの可能性に関する調査研究」 

https://www.tia-nano.jp/page/page000600.html 

２．TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」の活動紹介、および 

企業提案テーマへの取り組み（14:40~15:30）（講演 40 分、質疑応答 10 分） 

産業技術総合研究所 TIA推進センター 事務局長 木村行雄 様 

ご参考： 

「かけはし」概要 

https://www.tia-nano.jp/page/page000325.html 

 

参加資格等 ：NBCI会員企業（正会員・賛助会員／無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 12 月 14日（水）15 時～16時 30 分 

【経済産業省からの政府政策動向のご紹介】イノベーション推進委員会主催 

講演題目：「経済安全保障の取り組みについて」 

講 演 者：経済産業省 素材産業課 革新素材室長 金井伸輔 様 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 12 月 13日（火）13 時 30分～14 時 30分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：第一工業製薬株式会社  

発 表 者：研究本部エレクセル開発部 部長 西川明良 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

https://irc3.aist.go.jp/incorporate/team/organosilicon-chemistry/
https://www.jst.go.jp/erato/nozaki/member/index.html
https://www.tia-nano.jp/page/page000535.html
https://www.tia-nano.jp/page/page000600.html
https://www.tia-nano.jp/page/page000325.html
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2393
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2414
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2447
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日時：2022年 12 月 1 日（木）15時～16時 30分 

【大学発シーズ紹介】ビジネス委員会オープンイノベーション WG「産学官連携」小会合主催 

プログラム 

1．大学発シーズ紹介（約 30 分） 

「自己修復ポリマー」 

登壇：大阪大学 産業科学研究所 教授 原田明 様 

2．パネルディスカッション及び質疑応答（約 60 分、状況次第で最大 30 分延長） 

パネリスト：東レ株式会社 化成品研究所 樹脂研究室 研究主幹 小林定之 様 

昭和電工株式会社 研究開発部 担当部長 黒木一博 様 

ファシリテータ：大阪大学 産業科学研究所 小倉基次 様 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 11 月 22日（火）15 時 30分～17 時 

【NBCI講演会】イノベーション推進委員会主催 

講演題目：『サーキュラーエコノミー社会への転換』 

講 演 者：一般社団法人サステナブル経営推進機構 専務理事 壁谷武久 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 11 月 15日（火）16 時～17時 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ライフ分科会主催 

講演題目：『無細胞タンパク質合成技術の新展開』 

講 演 者：株式会社セルフリーサイエンス 代表取締役社長 尾澤哲 様 

参加資格等：NBCI正会員（無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後 ⇒ 詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 11 月 8 日（火）16時~17 時 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 3D プリンタ分科会主催 

講演題目：車を買う値段で家を提供する日本初 3D プリンター住宅 

講 演 者：セレンディスク株式会社 執行役員 COO  飯田國大 様 

https://www.serendix.jp/ 

参加資格等：NBCI 3D プリンタ分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2356
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2384
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2368
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
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日時：2022年 10 月 27日（木）13 時～14時 30 分 

【ナノカーボン実用化WG 特別講演会】ビジネス委員会 ナノカーボン実用化WG 主催 

（公開講演会） 

講演題目：「CNT熱電発電の基礎研究とその社会還元」 

講 演 者：東京理科大学理学部物理学科 教授 山本貴博 様 

参加資格・参加費：NBCI正会員（無料）  NBCI賛助会員及び非会員は 4,000円/名 

開催案内・申込先 

申込期限：2022 年 10月 20 日（木） 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2022年 10 月 17日（月）16 時～17時 10 分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 環境・エネルギー分科会主催 

講演題目：「エマルションフローによるレアメタル含有 LIB 等の水平リサイクル」 

講 演 者：株式会社エマルションフローテクノロジーズ 

取締役／CTO 長縄弘親 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 10 月 13日（木）15 時～16時 10 分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 材料分科会主催 

講演題目：「企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム」 

講 演 者：昭和電工マテリアルズ株式会社 

パッケージングソリューションセンタ 満倉一行 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 10 月 12日（水）15 時～16時 45 分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 IoT センサ分科会主催 

【プログラム】 

①講演（講演時間：60分) 

講演内容：「健康 IoT社会のためのバイオセンシング」 

講 演 者：東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 センサ医工学分野 

教授 三林浩二 様 

②質疑応答・ディスカッション（質疑時間：30分程度) 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

https://www.nbci.jp/file/20221027.pdf
https://www.nbci.jp/file/20221027.pdf
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2289
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2273
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2308
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日時：2022年 10 月 11日（火）13 時 30分～14 時 30分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：戸田工業株式会社 

発 表 者：創造本部 商品開発グループ 山根一真 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 10 月 7 日（金）15時 30 分～17時 

【NBCI講演会】イノベーション推進委員会主催 

講演題目：『サーキュラーエコノミー 循環経済がビジネスを変える』 

講 演 者：東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター  

教授 梅田 靖 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 10 月 6 日（木）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：株式会社 NTT データ ザムテクノロジーズ 

発 表 者：営業統括部 アプリケーション営業部 担当部長 毛利孝裕 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 10 月 5 日（水）13時～16時 35分 

【公開講演会】第 2回ナノカーボン未来技術講演会 

「全固体電池の将来展望と電池市場で加速するナノカーボンの実用化」 

講演者・題目： 

・東京工業大学 全固体電池研究センター長 特命教授 菅野了次 様 

「全固体電池―研究の現状・将来と可能性」 

・産業技術総合研究所 ナノカーボンデバイス研究センター 主任研究員 周 英 様 

「カーボンナノチューブシートを用いたリチウム金属電極の開発」 

・東北大学 材料科学高等研究所 教授 西原洋知 様 

「電池性能を UP させるグラフェンメソスポンジ」 

参加資格等：公開講演会です。申込者はどなたでもご参加いただけます。 

（要事前登録、無料） 

申込期限：2022 年 9月 28日（水）先着 500 名 

申 込先 ：申込フォーム 

講演概要：ナノカーボン未来技術講演会ホームページ 

開催案内  

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2279
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2274
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2249
https://forms.office.com/r/Z3tHti2fwD
https://unit.aist.go.jp/cnta/ja/lecture/lecture_top.html
https://www.nbci.jp/file/20221005.pdf
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日時：2022年 9月 22 日（木）15時～17 時 

【NBCI セミナー】「宇宙ビジネスが拓く市場と投資」第 3回 

ビジネス委員会オープンイノベーション WG主催 

プログラム 

1.「宇宙ビジネス元年」（40 分） 

野村證券株式会社 グローバル・リサーチ本部 フロンティア・リサーチ部 

シニア・リサーチャー 小澤育夫 様 

2．宇宙ビジネスセミナーの今後の進め方について（20分） 

3．フリーディスカッション（小会合形式 1 時間） 

参加資格等 ：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 9月 16 日（金）14時～15時 30分 

【大学発シーズ紹介】ビジネス委員会オープンイノベーション WG主催 

プログラム 

1．大学発シーズ紹介（約 30 分） 

「革新的先端計測の方程式（計測+AI=情報計測）」 

（機械学習と最先端計測技術の融合深化による新たな計測・解析手法の展開） 

登壇：大阪大学 産業科学研究所 教授 鷲尾 隆 様 

2．パネルディスカッション及び質疑応答（約 60 分、状況次第で最大 30 分延長） 

パネリスト：株式会社バイオネット研究所 

代表取締役 新川隆朗 様 

株式会社 HACARUS  

海外事業部 シニアデータサイエンティスト 高橋圭一郎 様 

ファシリテータ：大阪大学 産業科学研究所 小倉基次 様 

参加資格等：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 9月 9 日（金）15時 30 分~17 時 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 バイオミメティクス分科会主催 

講演題目：生物から学ぶ可逆的接着機構 

講演者 ：物質・材料研究機構(NIMS) 

構造材料研究拠点 表面・接着科学グループ 

グループリーダー 細田奈麻絵 様 

参加資格等：NBCIバイオミメティクス分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2272
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2242
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
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日時：2022年 8月 30 日（火）14時～15時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ナノ材料・プロセス分科会主催 

講演題目：「燃料電池や水電解の高度化に向けた山梨大学のナノ材料研究について」 

講 演 者：国立大学法人 山梨大学 水素・燃料電池ナノ材料研究センター 

センター長・特任教授 飯山明裕 様 

参加資格等：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後⇒詳細案内（NBCI会員専用）クリックしてください 

日時：2022年 8月 29 日（月）13時 30 分～17時 

【NBCI報告会】テクノロジー委員会主催 活動報告会 

［第一部］13:30～15:30 

・テクノロジー委員会 各分科会 活動報告 

［第二部］15:40～17:00 

・社会受容・標準化委員会 活動報告 

・ビジネス委員会 活動報告 

・イノベーション推進委員会 活動報告 

・ナノテク展（nano tech 2023）開催案内 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員 

（要事前登録、無料、会員の方はどなたでもご参加いただけます） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後クリックしてください⇒詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 8月 26 日（金）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 

発 表 者：代表取締役社長 池崎秀和 様 

参加資格等：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後クリックしてください⇒詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 8月 22 日（月）16時～17 時 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 環境・エネルギー分科会主催 

講演題目：「循環型熱硬化性樹脂によるサーキュラーエコノミー戦略」 

講 演 者：国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS） 

統合型材料開発・情報基盤部門（MaDIS）副部門長 

データ駆動高分子設計グループ グループリーダー 内藤昌信 様 

参加資格等：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

会員専用ページへログイン後クリックしてください⇒詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2196
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2231
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2195
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/login.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2188
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日時：2022年 7月 29 日（金）16時 00 分～17時 30 分 

【経済産業省からの政府政策動向のご紹介】イノベーション推進委員会主催 

講演題目：「経済産業省からの政府政策動向のご紹介」 

直近の国際情勢のほか、審議会開催情報、補助金ツール等、 

経済産業省関連施策を概説 

講 演 者：経済産業省 素材産業課 革新素材室 室長補佐 直井秀介 様 

（金井様がご都合によりご講演できないこととなりましたため、 

直井様にご講演いただきました） 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 7月 27 日（水）15時～16時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 IoT センサ分科会主催 

講演題目：「IoT時代のセンサ融合基盤技術」 

講 演 者：科学技術振興機構研究開発戦略センター 上席フェロー 

物質・材料研究機構 名誉理事 

曽根純一 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

 

日時：2022年 7月 15 日（金）13時～14時 30分 

【NBCI講演会】社会受容・標準化委員会主催 

講演題目：「標準化のビジネス活用について」 

講 演 者：一橋大学 経営管理研究科 教授 江藤 学 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 7月 5 日（火）15時～16時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 材料分科会主催 

講演題目：「NIMS におけるデータ駆動型研究および化学MOP の取組」 

講 演 者：国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS） 

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA） 

フロンティア分子グループ グループリーダー 中西尚志 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2173
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2127
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2123
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2093
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日時：2022年 6月 23 日（木）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：稲畑産業株式会社 

発 表 者：情報電子第一本部 第一営業部 第二営業課 伊藤 豪 様 

参加資格等 ：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 6月 23 日（木）16時~17 時 30 分 

【分科会内講演会】テクノロジー委員会 バイオミメティクス分科会主催 

講演題目：生物の表面微細構造に学ぶ機能性吸脱着界面の創出 

講演者 ：公立千歳科学技術大学 理工学部応用化学生物学科  

准教授 平井 悠司 様 

参加資格等 ：NBCIバイオミメティクス分科会委員限定 

問合せ：NBCI事務局 

日時：2022年 6月 21 日（火）13時 30 分～14時 30 分 

【大学発シーズ紹介】ビジネス委員会オープンイノベーション WG主催 

プログラム 

1．大学発シーズ紹介（約 20 分） 

「発光植物による二酸化炭素の削減」大阪大学 産業科学研究所 教授 永井健治 様 

2．パネルディスカッション及び質疑応答（約 40 分） 

パネリスト：株式会社リコー様から 1 名 

大阪大学 産業科学研究所 戦略室 小倉基次 様 

（他 1～2名様検討中） 

ファシリテータ：大阪大学 産業科学研究所 井関隆之 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 6月 21 日（火）15時～16時 30分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会主催 

講演題目：「ビジネスチャンスを多くつかむ展示会活用方法について/ 

nano tech 来場者分析データから見るトレンド」 

講 演 者：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 瀬島美香 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2085
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2090
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2122
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日時：2022年 6月 20 日（月）15時～17 時 

【NBCI セミナー】「宇宙ビジネスが拓く市場と投資」フォローアップミーティング 

ビジネス委員会オープンイノベーション WG主催 

プログラム 

1.会員企業からの宇宙ビジネス事業の紹介（セミナー形式 約 1 時間） 

①横河電機株式会社（20 分） 

宇宙ビジネス・ディベロップメント・エグゼクティブ 宇宙事業開発室長 黒須聡 様 

②清水建設株式会社（20 分） 

フロンティア開発室 宇宙開発部 部長 金山秀樹 様 

③質疑応答・意見交換（20 分） 

2.フリーディスカッション（小会合形式 1 時間） 

登壇いただいた方々に同席いただき、宇宙ビジネスへの参画に関する意見交換を行います。 

NBCI会員の集まりとしての今後の活動のアイデアについても意見交換いたします。 

＊前半のセミナーもしくは後半の小会合のみへのご参加も可能です。 
ミーティングの途中での入退室自由といたします。 

参加資格等 ：NBCI正会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 5月 31 日（火）14時～15時 10分 

【NBCI講演会】テクノロジー委員会 ライフ分科会主催 

講演題目：『From lab to fork: 食肉 3.0 時代の肉づくり』 

講 演 者：東京大学大学院 教授 竹内昌治 様 

参加資格等 ：NBCI正会員（無料、1 社複数名でのご参加も可能、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

日時：2022年 5月 26 日（木）13時 30 分～14時 30 分 

【NBCI会員からの事業紹介】ビジネス委員会オープンイノベーションWG主催 

会員企業：ジカンテクノ株式会社  

発 表 者：代表取締役 木下貴博 様 

参加資格等 ：NBCI正会員・賛助会員（人数の制限なく参加可能、無料、要事前登録） 

問合せ：NBCI事務局 

詳細案内（NBCI会員専用） 

以上 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--NBCI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会 〒101-0062 千代田区神田駿河台 1-8-11東京 YWCA会館 3階 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2109
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2037
https://www.nbci.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
http://www.nbci.jp/cgi-bin/member/pdf.cgi?type=branch&pdf_id=2049
https://www.nbci.jp/

