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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２５年２月２２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 産業技術総合研究所・健康工学研究部門      

（ふりがな） 

職・氏 名 主任研究員・ビジュ ヴアスデヴアン 
 
 
 

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

 

 

2． セミナー名  

（和文）日本ーインドセミナー 超分子やナノマテリアルにおける光ー物質相互作用  

（英文）Japan-India Seminar on Supramolecular Nanomaterials for Energy Innovation 

 

 

3． 期   間  平成 ２４ 年 １０ 月 １５ 日 ～ 平成 ２４ 年１０ 月 １６日（２日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 香川県高松市 アルファ穴吹ホール                                 

 

5． 参加者数   日本側      ３５ 名（うち、滞在費等本会負担 ７名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ９ 名（うち、滞在費等本会負担 ７名） 
 

その他の国  １０ 名 
 

参加者  計 ５４ 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 

＊秋根 茂久 

＊伊藤 民武 

＊伊都 将司 

＊上野 貢生 

＊川井 清彦 

＊高井 和之 

＊灰野 岳晴 

 Haruo Inoue 

  Mituhiro Okada 

  Takanori Kouzai 

  Kenzi Setoura 

  Yuuhei Taga 

  Tomoki Tateishi 

  Naoto Tamai 

  Syuuiti Hashimoto 

  Yuusuke Hirosama 

  Teturou Majima 

  Sadahiro Masuo 

  Hiroshi Masuhara 

  Hiroshi Miyasaka 

  Yuuko Miyamoto 

  Kenzou Yamaguti 

  Keitarou Yoshihara 

 Masayoshi Andou 

  Takayoshi Hirai 

  Yasukazu Yoshida 

  Norio Murase 

  Souiti Ootuki 

  Yuuko Yamamoto 

  Morihiko Hamada 

  Sakiko Sugino 

筑波大学 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

大阪大学 

北海道大学 

大阪大学 

東京工業大学 

広島大学 

首都大学東京 

香川大学 

香川大学 

徳島大学 

大阪大学 

関西学院大学 

大阪大学 

徳島大学 

香川大学 

大阪大学 

関西学院大学 

ＪＳＴ 

大阪大学 

大阪大学 

香川大学 

首都大学東京 

独立行政法人産業技術総合研究所関西センター 

独立行政法人産業技術総合研究所関西センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 
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  Sayuri Matsubara  

  Izumi Matsuda  

  Masaya Nakamura 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

 

合計 ３５名（但し代表者のビジュ ヴアスデヴアンを含む） 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名：インド技術研究所マドラス 教授 Thalappil Pradeep             

 

(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 

＊Edamana Prasad 

＊Anil Kumar 

＊Subi Jacob George 

＊A. Ajayaghosh 

＊Amitava Patra 

＊Vijayamohanan K 

Pillai 

 Ｄｒ．Ｃ．Ｓｉｖａｊ

ｉ  

Edakkattuparambil 

Shibu 

Indian Institute of Technology Madras 

Indian Institute of Technology Bombay 

Jawaharlal Nehru Center for Adv. Sci. Res. 

Natl. Instt. Interdisciplinary Sci. &Tech. 

IIndian Association for the Cultivation of Science 

Central Electrochemical Research Institute 

 

Ｔhe Science Council of India to Japan,The Embassy of India 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター 

 

 

合計 ９名（但し代表者の Thalappil Pradeep を含む） 

 

(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） 

Fazalurahman K 

Vivek R 

Nicolas SMITH 

Qi FENG 

Changdong CHEN 

Galhenage Asha 

SEWVANDI 

Otzu 

Philip Jones 

May maw thet 

Nigussie Mesfin 

首都大学東京（アメリカ） 

首都大学東京（アメリカ） 

大阪大学（アメリカ） 

香川大学（中国） 

香川大学（中国） 

香川大学（スリランカ） 

 

香川大学（中国） 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター（アメリカ） 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター（ミャンマー） 

独立行政法人産業技術総合研究所四国センター（エチオピア） 

 

合計 １０名 
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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。） 

The bilateral seminar was held during October 15 and 16th, 2012 at Alpha Anabuki Hall in 

Takamatsu-Shi, Kagawa-Ken. The meeting was attended by 54 Japanese and Indian delegates. The 

Japanese delegates were specially invited senior faculty members at Japanese Universities, eight 

Japanese members listed in the application, undergraduate to doctor course students, postdoctoral 

fellows, and researchers from AIST. The Indian delegates were the seven members listed in the final 

application, who are from Indian Institute of Technology Madras, Indian Institute of Technology 

Bombay, Indian Association for Cultivation of Science, Jawaharlal Nehru Center for Advanced 

Scientific Research, Central Electrochemical Research Institute, and National Institute of 

Interdisciplinary Science and Technology. The specially invited guests included Professors Keitaro 

Yoshihara (Tokyo Metropolitan University), Hiroshi Masuhara (National Chiao Tung University in 

Taiwan and JST PRESTO), Haruo Inoue (Tokyo Metropolitan University), Hiroshi Miyasaka 

(Osaka University), Tetsuro Majima (Osaka University), Naoto Tamai (Kwansei Gakuin University), 

Shuichi Hashimoto (the University of Tokushima) and Qi Feng (Kagawa University), and Dr. C. 

Sivaji who is the science counsel of India to Japan. 

Registration of the meeting was opened at 8:30 am on 15th and 16th October. We arranged 

conference bags, abstract book, and name tags for the participants and invited speakers. The 

seminar began at 9:00 on October 15th with the opening remarks by Professor Keitaro Yoshihara 

and Dr. C. Sivaji, which was followed by the message from the Director of International Program 

Department of JSPS. Professor Yoshihara outlined the history of Japan-India scientific relations, 

importance of Japan-India Scientific exchange, and collaborative research programs between the 

two countries. Dr. Sivaji shared his experience on different topics of scientific exchange activities 

between the two nations. The message by the Director of International Program Department of JSPS was 

read by Dr. Vasudevan Pillai Biju. 

The scientific section began with the specially invited lecture by Professor Hiroshi Masuhara. 

Invited lectures and contributed lectures were grouped under 9 scientific sections. Program of the 

seminar and lecture titles are included in the attached abstract book. A poster session was conducted 

in the afternoon on October 15th, in which students, postdoctoral members and a few faculty 

members from AIST and Japanese Universities presented their work. Three best posters were 

selected by a panel composed of Professor Keitaro Yoshihara, Professor Hiroshi Masuhara, 

Professor Edamana Prasad, and Dr. Vijayamohanan Pillai. Poster awards were presented before the 

validation function on the second day. Also, we arranged a banquet for all participants, which was 

attended by over 30 members. The banquet was a free forum for the exchange of personal feelings 

for Japanese and India delegates, during which scientific and cultural views were expressed by 
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many participants. Short lectures by Japanese and India delegates during the banquet period were 

well enjoyed by the participants. 

Seminar in the second day began with the invited lecture by Professor Hiroshi Miyasaka. All 

the proposed Indian and Japanese participants joined the seminar and delivered lectures. Seminar 

photograph was taken on the second day and is attached herewith as a reference material. Professor 

Haruo Inoue provided the concluding remarks, in which he suggested us to open up new windows 

for neck-to-neck interactions and coherent growth of science and technology in Japan and India. 

The concluding remarks were followed by a validation function, which was free and open 

discussion by all the participants expressing individual feelings about the meeting. Also, Professor 

Yoshihara stressed the necessity to strengthen Japan-India Scientific exchange by collaborative 

research, for which he suggested us to apply for bilateral research projects to JSPS and DST. 

【和訳】 

2012 年 10 月 15 日から 16 日に、香川県高松市アルファ穴吹ホールにて日印二国間交流セミナー

（Japan-India Bilateral Seminar on Supramolecular Nanomaterials for Energy Innovation）が行わ

れた。両国から５４名が出席した。日本からの出席者では、主に大学教授等が招聘され、セミナーメン

バー8 名、学生、産総研から研究者とポスドク等が出席した。インドからの出席者はインド工科大学マ

ドラス校、インド工科大学ボンベイ校、インド科学教化機関、Jawaharlal Nehru Center for Advanced 

Scientific Research 、 Central Electrochemical Research Institute 、 National Institute of 

Interdisciplinary Science and Technology、以上の機関から 7 名が出席した。吉原經太郎首都大学東京

客員教授、増原宏台湾国立交通大学教授、井上晴夫首都大学東京特任教授、宮坂博大阪大学教授、真嶋

哲朗大阪大学教授、玉井尚登関西学院大学教授、橋本修一徳島大学教授、Qi Feng 香川大学教授 The science 

counsel of India の Dr. C. Sivaji 以上 9 名が特別招聘された。 

 10 月 15 日、16 日共に 8:30 より受付を開始をした。事務局は会議出席者用のネーム入りバッグ（書類

入れ。産総研の自己負担）、要旨集、出席者と招聘者のための名札を事前に準備した。10 月 15 日 9:00

よりセミナーが開始され、開会挨拶を吉原客員教授、Dr. C. Sivaji 両氏にして頂き、日本学術振興会理事

からのメッセージも併せて流した。吉原客員教授は日印間の科学研究の歴史、日印間においての研究交

流と共同研究の重要性を概説した。Dr. C. Sivaji は氏の経験に基づく日印間の科学的交流を概説した。日

本学術振興会理事からのメッセージは産業技術総合研究所四国センター主任研究員ビジュヴァスデヴ

ァンが代読した。 

 セッション 1 は増原宏台湾国立交通大学教授の特別招聘講演から開始された。招聘講演とその他の講

演は 9 セッションにグループ化された。講演名は要旨集に表記されている。15 日夕にポスターセッショ

ンが行われ、増原教授、吉田健康工学研究部門長、Central Electrochemical Research Insutitute の

Vijayamohanan K Pillai 氏、インド工科大学マドラス校の Edamana Prasad 氏、吉原客員教授以上 5 名によ

りベストポスター賞が選出された。ベストポスター賞発表は 2 日目の閉会前に行われた。また、1 日目

夕刻より、両国間の研究交流、意見交換の場として 30 名の出席者により懇親会を開催した。 



     

- 7 - 

2 日目のセミナーは宮坂教授による招待講演から始まった。1 日目の参加者は、引き続きこのセミナ

ーに参加し、講演を聴講し、議論を行った。添付のセミナー写真は 2日目に撮影したものです。井上晴

夫教授が閉会の挨拶を行いました。その中で彼は、日本とインドとの交流による科学技術の相互発展お

よび継続して連絡ができるような新しい窓口を開くように私たちに提案した。最後に 30 分程度の自由

討論の時間を設け、このセミナーに対する感想を示す参加者から発言してもらった。その中で吉原教授

は、共同研究によって日本とインドの科学交流を強くする必要性があると発言した。そのために彼は、

JSPS と DST に相互の研究計画を申請するように私たちに提案し、これをまとめとしてセミナー終了とし

た。 


