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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 28 年 9 月 26 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局   京都工芸繊維大学・繊維学系  

（ふりがな）       さくらい しんいち 

職・氏 名  教授・櫻井 伸一         
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（振興会対応機関： DTS ） 

 

2． セミナー名  Symposium on Advances in Sustainable Polymers (ASP-16)  持続成長可能な環境 

調和型社会形成に資する高分子材料の新展開に関するシンポジウム                         

 

 

3． 期   間  平成 ２８ 年 ８ 月 ４ 日 ～ 平成 ２８  年 ８ 月６ 日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  京都市・京都工芸繊維大学 ６０周年記念館                         

 

5． 参加者数   日本側       103 名（うち、滞在費等本会負担   0  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     25  名（うち、滞在費等本会負担  15  名） 
 

その他の国    4   名 
 

参加者  計 132 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

木村良晴 

岩田忠久  

宇山浩  

小田耕平  

山岡哲二  

岡本茂  

中建介  

山根秀樹  

山口政光  

堤直人  

宮田貴章  

麻生祐司  

長谷川博一  

小堀哲生 

柄谷肇 

安永秀計 

井本裕顕 

小原仁実 

本柳仁 

増谷一成 

北所健悟 

山本真揮 

橋本雅人 

清水美智子 

髙﨑緑 

森末光彦 

浅岡定幸 

佐々木園 

藤原進 

青木隆史 

山雄健史 

京都工芸繊維大学・名誉教授 

東京大学・大学院農学研究科・教授 

大阪大学・大学院工学研究科・教授 

京都工芸繊維大学・名誉教授 

国立循環器病研究センター・生体工学部・部長 

名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・教授 

京都工芸繊維大学・応用生物学系・教授 

京都工芸繊維大学・副学長・教授 

京都工芸繊維大学・材料化学系・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・准教授 

京都工芸繊維大学・シニアフェロー 

京都工芸繊維大学・分子化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・准教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

京都工芸繊維大学・繊維学系・教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

京都工芸繊維大学・繊維科学センター・研究員 

京都工芸繊維大学・分子化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・繊維科学センター・研究員 

京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・グローバルエクセレンス・助教 

京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・教授 

京都工芸繊維大学・材料化学系・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・准教授 

京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授 
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水口朋子 

田中知成 

和久友則 

坂井亙 

岡久陽子 

稲田雄飛 

池田裕子 

半塲祐子 

三宅祐輔 

河原豊 

浦川宏 

浦山健治 

足立馨 

谷口育雄 

瀬古朱里 

積智奈美 

牧野秀剛 

福田純己 

山本淳記 

黒坂香織 

植田浩佑 

合田真美 

井上学 

堤正貴 

岡本優 

宗野雅代 

佐野芽生 

米田奈穂 

山中怜 

玉井利奈 

太田良 

谷口慧 

吹田茂生 

富田翔伍 

京都工芸繊維大学・グローバルエクセレンス・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・助教 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授 

京都工芸繊維大学・グローバルエクセレンス・助教 

京都工芸繊維大学・材料化学系・助教 

京都工芸繊維大学・分子化学系・教授 

京都工芸繊維大学・応用生物学系・教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

群馬大学・理工学部・教授 

京都工芸繊維大学・繊維学系・教授 

京都工芸繊維大学・材料化学系・教授 

京都工芸繊維大学・分子化学系・助教 

九州大学・カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所・准教授 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・学部生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 
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山本洋平 

高橋雄 

渡優有 

深尾嘉希 

巴山博之 

Esraa El-Khodary 

徐 淮中 

Jaehyuk Ma 

Minh Tan Nguyen 

NGUYỄN, Thi Kim Thu 

朴 珍奎 

Pham Thi Ngoc Diep 

Rasha Ahmed Hanafy Bayomi 

Wichean Khawdas 

周 毅テイ 

Yohanes Windu Widhianto 

Phansroy Nichanan 

Jian Kang 

米山史紀 

脇坂治 

八木伸一 

伊垣敬二 

川口邦明 

廣田晋一 

福岡正輝 

土井幹雄 

小林大記 

今西信一郎 

荻原剛之 

石原進介 

山田幹生 

本田洋 

田原靖容 

西本晃 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・学部生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・大学院生 

京都工芸繊維大学・研究員 

住友理工株式会社・研究開発本部 

住友理工株式会社・研究開発本部 

株式会社京都医療設計・V-Create事業部 

株式会社京都医療設計 

ポリプラスチックス株式会社 

ポリプラスチックス株式会社 

積水化学工業株式会社・高機能プラスチックスカンパニー 

太陽化学株式会社・総合研究所 

グンゼ株式会社 

ダイセルポリマー株式会社 

ダイセルポリマー株式会社・技術開発センター 

京都電子工業株式会社 

住友ゴム工業株式会社・研究第二部 

日本合成化学工業株式会社・研究開発本部 

株式会社デンソー・材料技術部 

東洋紡株式会社 
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五十嵐春紀 

森永茂 

杉山佳久 

林栄精器株式会社・国際事業部 

林栄精器株式会社・国際事業部 

株式会社本田技術研究所・四輪 R&D センター 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  インド工科大学グワハティ校・准教授・Vimal Katiyar    

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Amit Kumar 

Animes Kumar Golder 

Anugrah Singh 

Ashish Lele 

Ashok Kumar Dasmahapatra 

Bishnupada Mandal 

Chandan Das 

Chandrakant S. Sarkar 

Gautam Biswas 

M K Purkait 

M. Ravi Sankar 

Monika 

Narendren soundararajan 

Prabirkumar Saha 

Rakhi Chaturvedi 

Sasidhar Gumma 

Senthilkumar Sivaprakasam 

Subrata Kumar Majumder 

Sunil Kumar Sharma 

Vaibhav V Goud 

Arvind Gupta 

Kamal Kishore Pant 

Satya Narayan Naik 

Shasanka Sekhar Borkotoky 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 ＊ 

NCL Pune, 教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Delhi, 教授  

Indian Institute of Technology Guwahati, 学長 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 大学院生 

Indian Institute of Technology Guwahati, 大学院生 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 教授 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Delhi University, 教授 

Indian Institute of Technology Guwahati, 准教授 ＊ 

Indian Institute of Technology Guwahati, 大学院生 

Indian Institute of Technology Delhi, 教授 

Indian Institute of Technology Delhi, 教授 

Indian Institute of Technology Guwahati, 大学院生 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 
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Alfonso Jiménez  

Jae-Chang Lee 

Tomoko Fujiwara 

Fang Yin Lee 

Univesity of Alicante（スペイン）、教授  

Research Institute of Chemical Technology（韓国）, 研究員 

University of Memphis（アメリカ）、准教授 

Xenocs（フランス）、アジア＆オセアニアセールスマネージャー 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

①セミナーの目的 

 この国際シンポジウムは、Sustainable Polymer（持続成長可能な社会形成に資する高分子材料）の

新展開（新しい材料科学・工学の構築）に関するものである。このような高分子材料は現在、「バイオ

ベースポリマー」が主流であり、これを包括する材料は「バイオベースマテリアル (BBM)」と総称され

ている。現在使用されているほとんどの高分子材料（プラスチック、ゴム、繊維）は、石油由来の製品

であり、脱石油で生産される BBM は、自然界から得られる資源を活用することに大きな意味がある。カ

ーボンニュートラルという言葉で最近語られる機会が多いが、１年〜数年の短いライフサイクルで成長

する植物や微生物（菌体など）が産生する物質を利用することによって、数年のサイクルで炭素を循環

させる（製造→消費→廃棄→原材料への還元（生分解）→そして再び製造、というサイクル）ことをコ

ンセプトにしている。このような 21 世紀の中核素材となる BBM 関連素材の製造原理と加工技術、さら

には基礎科学のさらなる発展は、日本国内にとどまらず、全地球規模で必須である。とりわけ、工業化

が目覚ましく進展している新興国での早期の対策がキーポイントとなるため、これらの諸国と既発展国

との密なる連携が強く望まれている。このような観点から、2014年に Advances in Sustainable Polymers 

(ASP-14)（持続成長可能な環境調和型社会形成に資する高分子材料の新展開に関するシンポジウム）が

インドのグワハティで開催され、2015 年１月にやはりインドのグワハティで２回目が開催された。この

ような流れを受けて、今回日本（京都工芸繊維大学）で開催した。 

 

②実施状況 

 参加者数 132 人（うち外国人参加者数 41 人、参加国数 11 カ国）。基調講演７件とともに、招待講演

16件、一般講演 1件、ポスター発表 74件が行われた。 

 

③成果等 

「食品製造過程で出る廃棄物から新しく高分子材料を作製する研究」や「ポリエチレンテレフタレート

（PET）分解菌に関する研究」、「セルロース、シルクのナノクリスタルを用いたナノコンポジットの作

製に関する研究」、「バイオベースマテリアルの研究開発現状と今後の動向」についての基調講演のほか、

多種多様なバイオベースマテリアル材料の開発とその用途展開について、活発な議論が展開された。 

 

 

 

 


