
1月28日（金） ナノテクで加速する量子技術イノベーション　
量子の社会実装を
目指す量子技術
イノベーション戦略
萬 伸一 氏
理化学研究所
量子コンピュータ研究センター
副センター長

富士通における
量子コンピューティング
への取り組み
佐藤 信太郎 氏
富士通 富士通研究所 
量子コンピューティング
研究センター センター長

ナノテクで進化する
ダイヤモンド量子技術
岩﨑 孝之 氏
東京工業大学 准教授　

量子生命科学の創成と医学・
生命科学の革新
馬場 嘉信 氏
量子科学技術研究開発機構
量子生命科学研究所 所長 /
名古屋大学 未来社会創造機構
ナノライフシステム研究所 所長

1月28日（金） 薄層大容量化・高信頼化が進む積層セラミックコンデンサ
積層セラミックコンデンサに
関わるプロセッシング技術の
過去から現在と将来
坂本 渉 氏
中部大学 工学部 応用化学科 教授  

界面およびナノ構造制御
による高性能誘電材料の
開発への挑戦
和田 智志 氏
山梨大学 教授

積層セラミックコンデンサの
小型大容量化の技術動向
松田 真 氏
福井村田製作所
コンデンサ事業部 開発1部 部長

高信頼化のための
積層セラミックコンデンサ設計
森田 浩一郎 氏
太陽誘電 R&Dセンター
材料開発部 主任研究員

来場のご案内
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応用物理学会、日本化学会、日本バイオマテリアル学会、日本分析化学会、ナノ学会、
フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、日本顕微鏡学会、日本セラミックス協会、日本
物理学会、高分子学会、ナノセルロースジャパン　（順不同予定）

www.nanotechexpo.jp/

新しい社会変革を牽引するナノテクノロジー
Social Transformation through Nanotechnology

セミナー会場： メインシアター

1月26日（水）

2050年カーボンニュートラルに
向けたグリーン成長戦略（仮）
山地 憲治 氏
地球環境産業技術研究機構 
理事長・研究所長

エネルギー技術と
社会の進歩
金田 武司 氏
ユニバーサルエネルギー研究所
代表取締役社長

次のムーンショットは何か！ 
「スマホ充電、年1回でOKの光半導体!!」「次世代電池のゲームチェンジャー!!」
「量子でがん死ゼロ・認知症ゼロ!!」「AI、ロボット、研究者が協働するデジタルラボラトリ!!」

本案内状を持参いただいても、
展示会への入場はできません
公式ウェブサイトより来場登録をお願いいたします

1

カーボンニュートラルに寄与するナノテクノロジー 1月26日（水） ナノテクノロジーが導く次世代半導体

1月26日（水）

ナトリウムイオン電池と
カリウムイオン電池の材料研究
駒場 慎一 氏
東京理科大学理学部
第一部応用化学科 教授
京都大学 ESICB 拠点教授

次世代蓄電池開発をリードする材料技術最前線

1月27日（木） リチウムイオン電池最前線　 

AZUL触媒の開発と
空気電池への展開
藪 浩 氏
東北大学材料科学研究所
ジュニア主任研究者（准教授）

清浄な電解質/
電極界面を活用した
全固体電池の開発
河底 秀幸 氏
東北大学大学院
理学研究科化学専攻 助教

東芝の二次電池SCiB™
と次世代蓄電池への
取り組み
松野 真輔 氏
東芝 研究開発センター
ナノ材料・フロンティア研究所
機能材料ラボラトリー 室長

クレイ型リチウム
イオン電池の開発と
その優位性
三島 洋光 氏
京セラ 研究開発本部
エネルギーシステム研究開発部
主席技師 

1月27日（木） 研究ＤＸ時代のマテリアルズ・インフォマティクス
機械学習とロボットが「自律的」に
研究を進める時代に、
人間の研究者は何をすべきか?
一杉 太郎 氏
東京工業大学 物質理工学院 
応用化学系 教授, 学長特別補佐, 
物質・情報卓越教育院 副教育院長

日立が考える研究DX
森田 秀和 氏
日立製作所 公共システム事業部
デジタルソリューション推進部・
担当部長

MIとDX
庄司 哲也 氏
トヨタ自動車
チーフプロフェッショナル
エンジニア 

マイクロフロー研究ＤＸが導く
合成化学
永木 愛一郎 氏
京都大学 准教授

高エネルギー密度な
リチウム空気電池の開発
松田 翔一 氏
物質・材料研究機構
エネルギー・環境材料研究拠点
二次電池材料グループ 主任研究員

スピントロニクスが
切り拓く低炭素
情報処理通信社会
深見 俊輔 氏
東北大学電気通信研究所
教授

集積ナノフォトニクスによる
光電融合コンピューティングへの挑戦
納富 雅也 氏
NTT物性科学基礎研究所 
ナノフォトニクスセンタ センタ長 / 
東京工業大学 理学院 教授

インクジェット印刷
によるリチウムイオン
電池のデジタル製造
栗山 博道 氏
リコー 先端技術研究所
PB開発推進センター
PBT-PT 電池印刷グループ リーダー

IoTに適した小型酸化物系
全固体電池の開発
永峰 政幸 氏
村田製作所 みなとみらい
イノベーションセンター 
デバイスセンター バッテリ開発部 /
モジュール技術統括部 A-Project
 チーフマテリアルリサーチャー

開催の見どころ

主催者企画 特別シンポジウム

テーマ

＊11/1時点の情報です、最新の情報は公式ウェブサイトをご確認ください。主催者企画特別シンポジウムは事前登録制です。【聴講無料】



■ オンライン展示会
■ 出展者一覧

■ 特別シンポジウム・
メインシアター・
シーズ＆ニーズセミナー　

■ 最新情報は
公式ウェブサイトをチェック！

https://www.nanotechexpo.jp/main/
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/
nanotech2022/jp/nanotech/search/ https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/

nanotech2022/jp/sem/nanotech_mems

https://nanotech2022.jcdbizmatch.jp/jp/Registration

nano tech 検索

スタートアップパビリオン　～優れた技術・製品を持つスタートアップの新たなビジネスチャンスを創出～

大学研究室限定 アカデミアポスター展示　～研究と産業界のニーズをつなぐ～

ナノセルロース特別展示　～新たな市場の創出と拡大を目指す新素材～

ナノセルロースジャパン特別講演 1月26日（水）
CNFの構造制御により実現する
効率と付加価値

齋藤 継之 氏
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

1月27日（木）
カーボンニュートラル社会における
CNFへの期待

鶴田 祥一郎 氏
サステナブル経営推進機構(SuMPO)
コンサルティング事業部 部長代理

ナノテクノロジー関連会議　“nano week 2022” （会議棟）4
出展者の斬新かつ先駆的な技術・製品を分野ごとに選出　nano tech 大賞受賞式5

セミナー会場： メインシアター・シーズ＆ニーズセミナーB

主催者特別展示・講演 Society 5.0の実現に貢献する科学技術・イノベーションについて
各分野における最新情報をご紹介します 【聴講無料】

出展者セミナー
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3 出展者による最新製品・技術・サービスを発表　

Rtec-instruments / S-Nanotech Co-Creation / 大阪大学産業科学研究所 産業科学ナノテクノロジーセンター・大阪大学ナノサイエンスデ
ザイン教育研究センター / 岡山大学界面プロセス工学研究室 / カールツァイス / 海洋研究開発機構（JAMSTEC） / 神奈川県立産業技術総合
研究所 / キャトルアイ・サイエンス / 佐竹マルチミクス / 産業技術総合研究所（オンライン） / 三洋貿易 / JSOL / 昭光サイエンス / 新エネル
ギー・産業技術総合開発機構 / 住友重機械プロセス機器 / 名古屋大学 / ナノテクノロジービジネス推進協議会 (NBCI) / ハイデルベルグ・イン
ストルメンツ / 広島大学 / Preferred Computational Chemistry / 堀場製作所　　(50音順)

ご同僚・関係者さまにもご紹介ください、ご来場お待ちしております。

来場登録はこちらから
11/26(金)オープン

お問合せ先 nano tech 実行委員会事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 
E-mail : nanotech@jtbcom.co.jp　TEL : 03-5657-0760

セミナー会場： メインシアター・シーズ＆ニーズセミナーA, B

マテリアルズ・インフォマティクス/マテリアルDX特別展示　～素材研究・開発を加速させるDX技術がここに～　

1月26日（水） 理化学研究所・富岳特別講演

1月27日（木） 研究ＤＸ時代のマテリアルズ・インフォマティクス

■ 松岡 聡 氏
理化学研究所 計算科学研究センター センター長

■ 常行 真司 氏
東京大学大学院理学系研究科 教授

※詳細表面参照

量子技術イノベーション拠点　パネル展示
1月28日（金） ナノテクで加速する量子技術イノベーション ※詳細表面参照

第３回ナノカーボンオープンソリューションフェア
～ナノカーボンのあらゆる用途開発のためのオープンソリューション～　

1月28日（金） ナノカーボンオープン
ソリューションフェア特別講演

有機系太陽電池に用いる
ナノカーボン材料

松尾 豊 氏
名古屋大学大学院工学研究科 教授

2次元ナノカーボンの
量産化に向けた取り組み

仁科 勇太 氏
岡山大学 異分野融合先端研究コア
研究教授

共催 : ナノテクノロジービジネス推進協議会


