
一般社団法人繊維学会ナノファイバー技術戦略研究会 

これまでの開催行事 

 

平成 24 年度 

1. 平成24 年度繊維学会ナノファイバー技術戦略研究委員会勉強会 

「磁気プロセスの高分子複合材料への応用」（主催行事） 

日時：平成 24 年12 月21 日（金）15:30～17:30 

場所：東京工業大学大岡山キャンパス・南8 号館102 講義室 

講師：首都大学東京 准教授 山登 正文 氏  

 

2. 平成 24 年度繊維学会ナノファイバー技術戦略研究委員会講演会 

「ナノセルロース・バイオ材料~最新研究から商品化まで~」（主催行事） 

日時：平成 24 年 11 月 30 日（金）13:00～18:20 

場所：東京工業大学・本館 3F 理学系第 2 会議室 

1）セルロースナノファイバーの特性と応用展開 

（東京大学大学院 教授 磯貝 明 氏） 

2）生地の形態安定加工とセルロースの微細構造解析～その可能性と限界～ 

（日清紡テキスタイル株式会社 勝野 晴孝 氏） 

3）セルロースナノファイバーの加水分解触媒活性 

（東京工業大学大学院 教授 芹澤 武 氏） 

4）バイオナノファイバー 

（信州大学繊維学部 准教授 大川 浩作 氏） 

5）高機能バイオプラスチック（バイオフロント®）の性能向上と商品化 

（帝人株式会社 遠藤 浩平 氏） 

6）絹ナノファイバーと再生医療材料への応用 

（東京農工大学 教授 朝倉 哲郎 氏） 

 

3. 平成24 年度繊維学会年次大会特別セッション～知の交流（主催行事） 

日時 平成24 年6 月8 日（金）10:20～16:00 

会場 タワーホール船堀4 階407 会議室（D 会場） 

1）分数階微分粘弾性モデルを用いた板振動型吸音材料の吸音特性の解析 

（東京工業大学 助教 赤坂 修一 氏） 

2）極性基を主鎖に有する高分子の自己組織構造と力学物性 

（長崎大学 准教授 小椎尾 謙 氏） 

3）新しい固体高分子電解質の開発－ポリマーバッテリーの実現を目指して－ 

（東京農工大学 准教授 富永 洋一 氏） 



平成 23 年度 

1. 平成 23 年度繊維学会ナノファイバー技術戦略研究委員会講演会 

「ナノ・マイクロファイバーの構造解析と応用展開」（主催行事） 

日時：平成 23 年 11 月 25 日（金）14:00～17:45 

場所：東京工業大学・百年記念館 3F フェライト会議室 

1）放射光広角・小角 X 線散乱測定法を用いたナノ構造評価 

（高輝度光科学研究センター 研究員 増永 啓康 氏） 

2）有機半導体の自己組織化による高効率光電変換機能の発現 

（信州大学繊維学部 准教授 木村 睦 氏） 

3）静電誘導ファイバー集積化による物体吸着・離脱機構の開発 

（東京工業大学 准教授 齋藤 滋規 氏） 

 

平成 22 年度 

1. 平成 22 年度講演会「Materials for Regenerative Therapies」（共催行事） 

日時：平成 23 年 1 月 28 日（金）14:00～17:45 

場所：東京工業大学・百年記念館 3F フェライト会議室 

講師：Libniz Institute of Polymer Research Dresden, Germany, Prof. Dr. Carsten Werner 

 

平成 19 年度 

1.「世界を引っ張るカーボンファイバーの用途開発」講演会（主催行事） 

日時：平成 19 年 12 月 4 日 

場所：東京工業大学・百年記念館 3F フェライト会議室 

1) 再考・炭素繊維総論 

（群馬大学名誉教授・大谷 杉郎 氏） 

2) カーボンファイバーを魅力ある材料にする異方性制御 

（東京工業大学特任教授・安田 榮一 氏） 

3) ポリマーブレンドを活用する新規構造炭素繊維調製の可能性 

（東京工業大学特任教授・大谷 朝男 氏） 

4) PAN 系炭素繊維の用途展開 

（東邦テナックス株式会社・繁井 哲郎 氏） 

5) メソフェーズピッチ系炭素繊維とその用途事例 

（三菱化学産資株式会社・中越 明 氏） 

6) ピッチ系汎用炭素繊維の用途展開  

（株式会社クレハ・渋谷 幸広 氏） 

7) 活性炭素繊維の技術紹介と将来展開 

（クラレケミカル株式会社・大塚 清人 氏） 



2.「国際ナノファイバーシンポジウム 2007」（共催行事） 

日時：平成 19 年 6 月 18-19 日 

場所：東京工業大学・ディジタル多目的ホール 

ナノファイバーの分野において、欧米で指導的役割を果たしている各国第一線の専門家

らを招聘して，その最前線の応用などを紹介するために国際シンポジウムを開催した。 

 

平成 18 年度 

1.「電子情報産業を支えるナノファイバー」講演会（主催行事） 

日時：平成 18 年 12 月 19 日 

場所：東京工業大学・百年記念館 3F フェライト会議室 

1) 分子配線における導電性ナノファイバー 

（東京農工大学准教授・下村 武史 氏）  

2) 有機ラジカル電池に見るナノファイバー 

（日本電気株式会社・久保 佳実 氏） 

3) 有機太陽電池とナノファイバー 

（京都大学大学院教授・吉川 暹 氏） 

4) カーボンナノチューブエミッター 

（株式会社日立製作所・岡井 誠 氏） 

5) 分子組織化による中空ナノファイバー 

（産業技術総合研究所・清水 敏美 氏） 

6) スーパーキャパシターと炭素電極 

（旭硝子株式会社・篠崎 泰夫 氏） 

7) ナノファイバーの燃料電池への応用 

（信州大繊維学部准教授・小山 俊樹 氏） 

 

平成 17 年度 

1.「ナノファイバー技術の展望と高度ナノ測定技術の実際」講演会（主催行事） 

日時：平成 18 年 1 月 19 日 

場所：東京工業大学・百年記念館 3F フェライト会議室 

1) ラジカル電池に見るナノファイバーの世界 

（早稲田大学教授・西出 宏之 氏） 

2) ナノバイオファイバーの最前線 

（東京工業大学教授・赤池 敏宏 氏） 

3) 真の産学連携を求めて～サイエンスで産業の未来を拓け～ 

（経済産業省・安永 裕幸 氏） 

 



4) 未来に羽ばたくナノファイバー～先進高機能部材を目指して～ 

（東京工業大学教授・谷岡 明彦 氏） 

5) ナノファイバー（高分子）の表面を観察すると何がわかるか 

（九州大学教授・高原 淳 氏） 

6) 三次元 TEM でナノの世界を覗く 

（京都工芸繊維大学准教授・陣内 浩司 氏） 

7) ナノファイバー・ファブリックの評価―透過性、細孔径分布、表面積、繊維径― 

（西華産業株式会社・矢座 岳彦 氏） 

8) ナノサーチ顕微鏡でナノの表面を見る 

（オリンパス株式会社・宮本 裕史 氏） 

 

2.「第 2 回国際ナノファイバーテクノロジー会議」（主催行事） 

日時：平成 17 年 10 月 21 日 

場所：長浜ロイヤルホテル 

1) Nano Structured Textiles 

（ドイツ ITV 研究所・Dr. V. von Arnim） 

2) Commercialization of the Electrospinning Technology 

（アメリカ eSpin 社・Dr. J. Doshi） 

3) 水環境へのナノテク膜技術の展開 

（東レ株式会社・植村 忠廣 氏） 

4) ナノ加工技術を用いた環境適応型材料 

（東洋紡績株式会社・大田 康雄 氏） 

5) 有害化学物質除去ナノファイバー 

（帝人株式会社・三好 孝則 氏） 

6) ナノファイバーの環境技術への応用 

（慶応義塾大学教授・株式会社 SNT・白鳥 世明 氏） 

7) ナノ表面加工技術の再生医療への展開 

（セルシード・坂井 秀昭 氏） 


