
GSC : Green and Sustainable Chemistry
人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化学

シリーズGSC入門
GSC賞を受賞した社会的実践事例から学ぶ

世界規模で、資源やエネルギー、地球温暖化、水や食糧などの課題がますます深刻になり、複雑になってい
ます。それらの課題を解決し、社会の持続可能な発展に向けて、環境保全と社会・経済発展を両立させる
イノベーションが求められており、GSCへの期待は高まる一方です。このテキストシリーズでは「GSCとは何か」
を理解し、私たちみんなが持続可能な社会の担い手になることをめざして、GSCの推進に貢献したすぐれた
業績に贈るGSC賞を受賞した技術や製品を解説します。

特別号
SDGs入門
(GSCはSDGsのけん引役)

SDGsとは、国際連合が採択した世界共通のゴー
ルで、持続可能な開発を達成するために経済と社
会、環境の三要素を調和させることが不可欠だと
しています。この考え方は、社会の持続可能な発
展に向けて、環境保全と経済発展の両立をめざ
すGSCと共通しています。このテキストは
特別号として、SDGs をGSC の視点
で解説し、みなさんに考え、実践して
もらうことをめざします。

No.1
サステイナブル社会を先駆けた
新しいお洗濯提案
花王株式会社

花王株式会社は、持続可能な社会を目指して
LCAの観点から洗剤をとらえ、製品をコンパクト化
するとともに、すすぎ回数を従来の２回から１回で
すむ洗剤を開発。すすぎ１回を通じて、消費者と
ともに環境負荷を低減する新たな洗濯スタイル
「いっしょにエコ」を提案しました。

No.2
副生CO2を原料とする
新規な非ホスゲン法
ポリカーボネート製造プロセス
旭化成株式会社
旭化成株式会社は、これまで大気中に排出して
いた副生成物の二酸化炭素を原料として、ポリ
カーボネート樹脂を製造することに成功しました。こ
の製法では、原料にホスゲンなど有毒物質を使わ
ず、排水や廃棄物の発生を抑制しました。これは、
環境性、社会性、経済性に優れた
画期的プロセスです。

No.3
航空機の軽量化を可能とする
炭素繊維複合材料の開発
東レ株式会社

東レ株式会社が開発した炭素繊維複合材料の
一つである炭素繊維強化樹脂（Carbon Fiber
Reinforced Plastic: CFRP）は、航空機の機
体の軽量化を実現しました。航空機が軽量化さ
れると、その分たくさんの人や貨物を乗せ、より遠く
まで飛行できます。エネルギーを節約し、
二酸化炭素の排出量を抑えることが
できるので、地球温暖化の原因となる
温室効果ガスの削減に貢献します。

No.4
植物由来原料を用いた
高機能透明プラスチックの
開発と商業化
三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社）
三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル株式会
社）は、再生可能資源から作られるイソソルバイ
ドを主原料とした透明エンジニアリングプラスチック
を開発し、商業化に成功しました。再生可能資源
を利用した独自のプロセスにより環境負荷を低減
しただけでなく、耐衝撃性や耐候性に
優れるなど製品の性能を画期的に
向上させています。

No.5
世界の水問題解決に貢献する
高機能性逆浸透膜の開発
東レ株式会社

東レ株式会社は、透水性や除去性、耐汚れ性に
優れた高機能性逆浸透膜を開発しました。省エ
ネと高水質の両方の機能を兼ね備えた膜は、世
界の水問題の解決に貢献する画期的な技術とし
て注目されています。

No.6
高充電性・高耐久性を両立した
低環境負荷アイドリングストップ車用
バッテリの開発
日立化成株式会社（現エナジーウィズ株式会社）
株式会社日立製作所
日立化成株式会社（現 エナジーウィズ株式会
社）が開発したアイドリングストップ車用バッテリは、
高耐久性を実現し、また短い時間で充電できる
高充電性を備えています。
このバッテリを搭載した自動車は燃費が
よくなり、地球温暖化の原因のひとつ
である二酸化炭素の削減に貢献して
います。

No.7
インクジェット用水性インクによる
軟包装フィルムへの印刷の実現
花王株式会社

花王株式会社は、日用品や食品の包装で使わ
れるプラスチックフィルム印刷向けの「インクジェット
用水性インク」を開発しました。高画質でありなが
らも、揮発性有機化合物がほとんど排出されない
ため、環境負荷を低減させることが
できました。

“PDF版”およびスマホでも読みやすい“HTML版”でご覧いただけます

是非、ご一読ください！
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/spmenu/page_19_01_sp.html

No.8
クメンを循環利用するプロピレン
オキサイド新製法の開発と工業化
住友化学株式会社

住友化学株式会社は、ポリウレタンなどの原料とし
て使われるプロピレンオキサイドの新しい製造法を
開発しました。
プロピレンオキサイドだけを効率よく生産できるととも
に環境負荷の低減を実現しました。

https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/jsp/gsc_jsp.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j01/gsc_j01.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j02/gsc_j02.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j03/gsc_j03.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j04/gsc_j04.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j05/gsc_j05.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j06/gsc_j06.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j07/gsc_j07.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/spmenu/page_19_01_sp.html
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/j08/gsc_j08.php
https://www.jaci.or.jp/gscn/GSCgs/spmenu/page_19_01_sp.html


GSC
第 2回GSC賞経済産業大臣賞受賞（2002年度）

旭化成株式会社

副生CO2を原料とする新規な
非ホスゲン法ポリカーボネート
製造プロセス

GSC賞を受賞した社会的実践事例から学ぶ

　GSC賞は、グリーン・サステイナブル ケミストリー（GSC）の推進に貢献し
た優れた業績を上げた個人、団体に贈るもので、毎年数件の業績が表彰されま
す。その中で、経済産業大臣賞は産業技術の発展への貢献に、文部科学大臣賞
は学術の発展・普及への貢献に、環境大臣賞は総合的な環境負荷削減への貢献に、
さらにスモールビジネス賞（2015年度新設）は中小規模の事業体を対象に産業
技術の発展への貢献に対して贈ります。さらに、奨励賞は将来の展開が期待でき
る業績に贈ります。
　旭化成株式会社は、1887年に創業した総合化学メーカー（本社は東京都千代
田区）です。化学、繊維、住宅、建材、エレクトロニクス、医薬品 、医療など幅
広く事業を展開しています。

GSC賞と受賞企業のプロフィール

Green and 
Sustainable 
Chemistry

入門

JACIテキスト

No.2

旭化成株式会社は、これまで大気中に排出していた副生成物の
二酸化炭素を原料として、
ポリカーボネート樹脂を製造することに成功しました。
この製法では、原料にホスゲンなど有毒物質を使わず、
排水や廃棄物の発生を抑制しました。
これは、環境性、社会性、経済性に優れた画期的プロセスです
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GSCとは 名称：グリーン・サステイナブル ケミストリー
（Green and Sustainable Chemistry）

GSCの定義 人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化学 

● 化学は、社会の持続可能な発展のために、未来に向けた
研究・教育、および環境に配慮したシステム・プロセス・
製品の開発に取り組んできました。

● とりわけ、1992年の地球環境サミット、リオデジャネイ
ロ宣言を受けて、化学は、産・学・官一体となり、化学
製品の設計から、原料の選択、製造過程、使用形態、リ
サイクル・廃棄までの製品の全サイクルにおいて、環境と
の共生の下、社会の要求に従い、経済合理性をもって環
境、安全、健康に配慮した取り組みを進めるべくGSC
を立ち上げ、活動を行ってきました。

● 全地球規模で、資源・エネルギー、地球温暖化、水・食糧、
人口問題などの長期的課題が深刻化・複雑化する今世紀
において、これらの課題解決を図り、より健康で豊かな
社会の持続的発展をもたらす牽引役として、化学を基盤
とするイノベーションへの期待は、益々大きくなっていま
す。

● 化学は、産・学・官・民・国等の枠組みを超えたグロー
バルな連携・協調によってGSCを強力に推進し、これ
らの期待にこたえていきます。

GSC活動の指針

GSCの事例

低環境負荷生産に向けた
資源消費最小化・反応プロセス高効率化
1.  副生成物の発生量を低減する化学技術および製品 
2.  CO2等の温室効果ガスや汚染物質の発生量を抑え、環
境負荷を低減する分離・精製・リサイクル 

3.  CO2等の温室効果ガスの発生量、環境への放出量を低
減する化学技術および製品 

4.  省資源・省エネを実現する触媒および反応プロセス

安全・安心な生活環境に資する化学物質のリスク低減
5.  廃棄物の発生量を低減する化学技術、製品およびシス

テム 
6.  有害・汚染物質の発生と排出を抑止する化学技術、製
品およびシステム

エネルギー・資源・食糧・水問題の解決へ向けた取組み
7.  低品位の熱源や非在来型資源などを利活用するための

化学技術、製品およびシステム 
8.  未利用エネルギー・資源を有効なエネルギーに転換して
貯蔵・輸送する化学技術、製品およびシステム 

9.  枯渇資源（化石資源・希少資源）への依存度を低減する、
または再生可能エネルギー・資源への転換・貯蔵を促進
する化学技術、製品およびシステム 

10.  3R（リデュース・リユース・リサイクル）に貢献する化学
技術、製品およびシステム 

11.  食料の生産・供給過程の高効率化、水資源の有効活用
に資する化学技術、製品およびシステム 

安全・安心・豊かで持続可能な社会実現のための
長期的課題に対する先駆的取組み
12.  社会的課題の解決（エネルギー・資源、食糧・水、防災・
インフラ整備、運輸・物流、医療・ヘルスケア、教育・
福祉等）のための、ICT等を活用した新しい社会システ
ムの導入に貢献する、化学技術・新製品、および新形
態のサービス 

13.  環境への負荷を抑止しつつ社会や人の快適性の向上に寄
与する化学・化学技術、新製品、および新形態のサー
ビス  

GSCの体系化・普及啓発・教育および
GSCの評価方法の確立・普及
14.  GSCの体系化 
15.  GSCの普及啓発・教育 
16.  GSCに関する評価方法、ライフサイクルアセスメント

の確立と普及

─大分類は、目的とする社会的貢献とその達成手段との組合せで表現しています。そして、それらの取組
対象において、製造時あるいは使用時から社会的課題、さらに長期的難課題へと順次、取り組み対象を広
げたものとし、また共通・基盤的項目も設けています─

GSC入門

（JACI GSCネットワーク会議の定義より http://www.jaci.or.jp/gscn/page_01.html）

　世界規模で、資源やエネルギー、地球温暖化、
水や食糧などの課題がますます深刻になり、複
雑になっています。それらの課題を解決し、社会
の持続可能な発展に向けて、環境保全と経済発
展を両立させるイノベーションが求められており、

GSCへの期待は高まる一方です。このテキストシ
リーズでは「GSCとは何か」を理解し、私たちみ
んなが持続可能な社会の担い手になることをめざ
して、GSCの推進に貢献したすぐれた業績に贈る

GSC賞を受賞した技術や製品を解説します。

このテキスト
シリーズの
ねらい

※巻末の東京宣言 2015をご参照ください。



2 世界が認めた
有毒ホスゲンを使わない
環境にやさしく低コストな
ポリカーボネート製造プロセス
旭化成株式会社

　第 2回 GSC賞経済産業大臣賞（2002年度）は旭化成株式会社の「副生CO2を原料

とする非ホスゲン法ポリカーボネート樹脂製造プロセス」が受賞しました。この技術は、従

来のポリカーボネート製造プロセスと違って原料に有毒なホスゲンを使わないことが大き

な成果ですが、同時に、省資源と省エネルギーを達成したことが画期的でした。それから

10年あまりが経過し、本技術は広く世界で事業化されています。そのことが高く評価され、

2014年には日本企業の技術として初めて、米国化学会のHeroes of Chemistry Award

を受賞しました。世界が認めるポリカーボネート製造プロセスとは、いったいどのような技

術なのでしょうか。

技術開発に至るまで

　一般に、私たちが「プラスチック」と呼ぶ樹脂に
は様々な種類があります（コラム①）。その１つであ
るポリカーボネートは、その名前の通りカーボネー
ト基を、分子構造中心に持つポリマーです（図 1）。
1959年にドイツのバイエル社と米国のGE社によ
りほぼ同時期に開発され、1970年代に入るとそ
の優れた性質から広く使われるようになりました。
特に、ポリカーボネートの衝撃に対する強さはガラ
スの約 200倍とも言われ、ハンマーなどで叩いて
も割れないことから、工場現場のヘルメットや防護
メガネのほか、工業用部品などにも使われています。
また、透明で変形しにくいという特徴は、レーザー
光線を当ててデータの読み書きを行うCDやDVD
などの基板材料に適しています。1990年代に入り、
光記録媒体の需要が急激に増えたことで、その生
産量が伸びました。
　ポリカーボネートの 8割近くは、有毒なホスゲ
ン（COCl2）＊1と、ビスフェノール Aを原料にした

ホスゲン法で製造されています（図 2、コラム②）。
ホスゲンは、反応性が非常に高く、容易にビスフェ
ノール Aと反応してカーボネート基（炭酸エステル
結合）が形成されます。
　ポリカーボネートの合成反応は、ホスゲンとビス
フェノール Aの 1段階だけでシンプルですが、実
際の合成プロセスは非常に複雑で、GSCの観点
からは多くの問題を含んでいます。まず、原料に有
毒なホスゲンを使います。また、溶媒には発がん性
が疑われる塩化メチレンを使いますが、塩化メチレ
ンは揮発性が高いために（沸点 40℃）回収しにくく、
さらに、水に溶けやすいので排水からの回収も困
難です。加えて、副生成物として大量の塩化ナトリ
ウムが生じます。合成して得られたポリカーボネー
ト樹脂中に塩素を含む不純物が残留するので、光
学材料として使用する場合は樹脂を徹底的に洗浄
する必要があり、排水量を増やします。この処理の
ために多大な環境負荷とコストがかかります。

1

GSC入門

～社会の持続可能な発展の実現に向けて、
　どのような意志のもとで開発が始まったのでしょうか。

写真 1：台湾の奇美実業との合
弁企業「旭美化成」のプラント
（2002年建設）。旭化成が開発
した非ホスゲン法でポリカーボ
ネートの製造を初めて行った。

＊ 1
ホスゲン（COCl2）：無色
の気体。石炭の不完全燃焼
によってできる一酸化炭素
（CO）と、食塩（塩化ナト
リウム NaCl ）の電気分解
でできる塩素（Cl2）から
つくられる。窒息性があり、
毒性が非常に強いため、第
一次世界大戦では毒ガスと
して使われた。また、反応
性が高く、ポリウレタンや
染料の合成原料に使われて
いる。
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図 1：ポリカーボネートの化学式

図 2：ホスゲン法によるポリカーボネート製造プロセス

　プラスチックは、熱や圧力を加えると目的の形状に成形加
工できる高分子物質のことです。高分子物質には、樹液が固
まってできた天然樹脂と石油等の化石燃料から合成した合成
樹脂がありますが、ふつうプラスチックというときには合成樹
脂を指します。
　日本では通常石油からナフサを分離し、ナフサからエチレ
ンやプロピレンなどの石油化学基礎製品がつくられ、さらに
それからプラスチックの原料になるモノマーが作られます。
分子量の小さいモノマーを重合＊ 2させ、高分子化合物であ

るポリマーにします。原料の違いや重合のさせ方によって、
さまざまな種類のポリマーが作られます。ポリマーに配合剤
を加え、成形すると、プラスチック製品になります。
　プラスチックには、加熱すると軟化して容易に成形できる
熱可塑性プラスチックと、加熱処理後、一度冷やすと不可逆
な構造の変化が起こり、もう軟化しない熱硬化性プラスチッ
クに分類されます。熱可塑性プラスチックにはポリエチレン
やポリスチレンなど、熱硬化性プラスチックにはフェノール樹
脂などがあります。

プラスチック1コラム

＊2
重合：ばらばらだったモノ
マーが結合して、たくさんつ
ながってポリマーになる反応
のこと。モノマーはポリマー
を構成する単位となる分子。

ビスフェノールＡ 

カーボネート基
（炭酸エステル結合）  

要処理廃水

水、NaCl、触媒
塩化メチレン

塩化メチレン
（bp 40℃）

ポリカーボネート

ホスゲン
（COCl2）
ビスフェ
ノールA

■：生成物■：原料

触媒

 C
（石炭）

O2

CO
水 塩化メチレン

Cl2

NaCl

水 NaOH

水

洗浄 脱溶媒
乾燥

押出
造粒界面重縮合

　ポリカーボネートの製造法には、ホスゲン法とエステル交
換法の 2種類があります。ホスゲン法は、ビスフェノール A
とホスゲンの重縮合反応＊ 3によって合成する方法で、有機溶
剤と水の 2相で重合を行う界面重縮合法と均一な溶液で行
う溶液重縮合がありますが、工業的に行われているのは界面
重縮合法です。
　ホスゲンは、非常に反応性が高いため、ビスフェノール A
と容易に反応して合成の難しいカーボネート基をつくること
ができます。この反応を繰り返すことで、ポリマーが得られ
るのです。
　実際には、ビスフェノール Aを溶解した水酸化ナトリウム
溶液と塩化メチレンの 2相混合系にトリエチルアミンなどの
反応促進剤や t －ブチルフェノールなどの分子量調節剤を添
加し、ここにホスゲンを吹き込んで重合させます。重合させ
ると、HCl（塩化水素）が生成するので、反応系に NaOH
を加えておいて、HClを中和し、NaCl（塩化ナトリウム）に
します。生成したポリカーボネートは塩化メチレン相に溶解

するので塩化メチレン相を分離し、洗浄します。その塩化メ
チレン溶液からポリカーボネートを析出させ、ペレットにしま
す。また、塩化メチレンや塩化ナトリウムを回収するプロセス
も必要です。
　この方法は、任意の平均分子量のポリカーボネートを常温、
常圧で製造できるのですが、全体の製造プロセスはかなり複
雑です。また、有毒なホスゲンや発がん性が疑われる塩化メ
チレンを大量に使うこと、食塩や触媒などの廃棄物や塩化メ
チレンなどの有機物を含む排水を大量に出すことなど、環境
面での問題があります。
　エステル交換法は、熱を加えて溶融したビスフェノール A
とジフェニルカーボネートとのエステル交換反応により重合
する方法です。有毒なホスゲンを使わず、溶剤の回収などが
不要です。しかし、製品の品質が劣るなどの理由で、方法が
開発されたものの使われなくなりました。その後、何度か見
直され、改良法が開発されましたが、実用化には至りません
でした。

ポリカーボネートの製造法（従来法）2コラム

＊ 3
重縮合：重合するときに互
いの分子内から水（H2O） な
どの小さな分子が放出され
る反応。小分子を放出しな
がら、連鎖的につながって
高分子が生成する。

写真 2：身の回りにあるポリカーボネー
トを使った製品
（撮影協力：東京工業大学中村聡研究室）
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　確立したプロセス技術が広く利用されている中
で、それに代わる新たな技術を開発することはそう
簡単ではありません。それでも、ポリカーボネート
の需要が増えることへの期待から1980年頃には、
いくつもの企業が、有毒なホスゲンを使わないポリ
カーボネートの製造プロセスの開発に乗り出しまし
た。旭化成もそうした企業の 1つでした。各社独
自に環境にやさしくて、かつ低コストの製造プロセ
スを目指す中で、旭化成は、「ホスゲンを使わなけ
ればならない理由」に着目し、新しい製造プロセ
スを探りました。そして世界で初めて、ホスゲンを
二酸化炭素とエチレンオキシドで代替し、ビスフェ
ノール Aと反応させるポリカーボネート製造プロセ

スを開発したのです（図 3）。
　この方法では、二酸化炭素とエチレンオキシドか
らエチレンカーボネートをつくり、これをジフェニ
ルカーボネートに変換した後にビスフェノール Aと
重合させて、ポリカーボネートを製造します。副生
成物であるエチレングリコールは最終製品として利
用されます。このプロセスでは、有毒なホスゲンや
塩化メチレンを使わず、原料とする二酸化炭素は、
エチレンオキシドを製造するときに排出されるもの
を利用します。また、廃液や廃棄物を抑制している
ので、それらの処理の負荷も小さく、GSCの観点
から非常に優れたプロセスです。

課題の解決に向けて2
～どのような技術課題が生じ、解決方法をあみ出したのでしょうか。

旭化成が開発した非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセス

図３　旭化成の非ホスゲン法によるポリカーボネート製造プロセス

ポリカーボネート

ビスフェノールA

ジフェニル
カーボネート

ジメチル
カーボネート

エチレン
カーボネート

エチレン
オキシド

■：生成物■：原料 ■：中間体

エチレングリコール メタノール フェノール

　ホスゲンの代わりにジフェニルカーボネートを使
い、ビスフェノール Aと重合させてポリカーボネー
トをつくる反応は知られていました。この反応はエ
ステル交換反応（キーワード①）と呼ばれるもので、
ポリカーボネートと副生成物であるフェノールが得
られます。これは平衡反応（キーワード②）なので、
より重合度を上げた工業製品用ポリカーボネートを
得るには、原料の混合物を高温に加熱し、また減
圧にしてフェノールを取り除きながら反応を進める
必要があります。
　これまで原料のジフェニルカーボネートはフェ
ノールとホスゲンから作られていました。ここでホ
スゲンを使っては、ホスゲン法と変わらなくなって
しまいます。開発担当者たちは、ホスゲン（COCl2）

が一酸化炭素（CO）と塩素（Cl2）からつくられて
いることに立ち返りました。ホスゲンを使う理由は、
ポリカーボネートの合成に必要な構造をもち、反
応性が高いことです。製品の主要構造のカーボネー
ト基は一酸化炭素に、ホスゲンの高い反応性はハ
ロゲンである塩素に由来しますが、どちらも程度
の違いはあるものの有毒です。そこで、一酸化炭
素の代わりに、同じく必要な構造をもつ二酸化炭
素を使えないかと考えました。
　二酸化炭素は安価で手に入りやすいのですが、
安定なので、このままでは反応しません。そこで、
反応性は高いけれど、毒性はホスゲンよりもはる
かに低いエチレンオキシドを使って、二酸化炭素か
らエチレンカーボネートを合成することにしました。

二酸化炭素を原料にしたジフェニルカーボネートの合成
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　しかし、実際にこの方法でジフェニルカーボネー
ト（モノマー）をつくるのは容易なことではありま
せんでした。化学反応式を書くことはできても、そ
れは平衡状態の姿であって、その化学反応が実用
的な速度で進むとは限りません。工業生産では、
原料がどのくらい目的物質に変換されるかという反
応効率が問われます。これまでホスゲンが使われ
てきた理由は、ここにありました。ホスゲンはその
反応性の高さから、効率よくポリカーボネートを合
成することができます。しかし、それとは裏腹に、
生体成分とも容易に反応するため、高い毒性を持
つことにつながっていたのです。
　新たに開発した方法は、まったく活性のない二
酸化炭素を原料にエチレンカーボネートをつくり、
反応性の低いそのエチレンカーボネートから、順
次、より反応性の高いジメチルカーボネート、そし
てジフェニルカーボネートをつくるもの（図 3）です。
ここで用いるエステル交換反応は、平衡反応（キー
ワード②）で、いずれも原料の方が目的物質よりも
安定なため、そのままでは反応が目的物質生成の
方向に進みません。特に、ジメチルカーボネートと
フェノールからジフェニルカーボネートをつくるプ
ロセスでは、途中で一度メチルフェニルカーボネー
トができますが、この反応は、その進みやすさを
表す平衡定数（キーワード②）が 10-3～10-4と極
めて小さく、そのままではほとんど進みません。開
発担当者たちがこのようなほぼ不可能ともいえる反
応にチャレンジしたのは、新たなプロセス開発が環

境に貢献するだけでなく、社会を変える優れた技
術になると信じていたからです。
　このようなそのままでは進まない平衡反応を進
行させるには、反応系から何か生成物を除く、す
なわち平衡状態で均衡する以前の状態に戻せばい
いことが知られています。たとえば、上記のジフェ
ニルカーボネートをつくる反応では、副生成物で
あるメタノールを除けばよいのです。そこで、それ
を実現する方法として、「反応蒸留方式」による製
造プロセスを開発しました（キーワード③）。この方
式では、反応と蒸留を1つの反応槽で同時に行い
ます。エステル交換反応を行うと同時にメタノール
を蒸発させて取り除くことができるので、反応が効
率よく進むのです。しかし、制御が難しいため、こ
れまで工業生産で実施された例はあまりありません
でした。
　反応蒸留を行う際の最適な条件について実験室
で地道な検討が重ねられ、それをもとに工業化す
るための精緻な構造を持つ大がかりな「反応蒸留
塔」がつくられました。反応蒸留塔の内部は十数
段に部屋が積み重なっており、各部屋で反応が進
んでいます。それと同時に、下から熱を加えてメタ
ノールを蒸発させています。当時の開発担当者たち
は、この部分の技術開発が最も難しかったと話し
ています。
　この技術開発を成功に導いたのは、この時代に
大きく発展したコンピュータシミュレーション技術
でした。

反応蒸留を駆使したジフェニルカーボネートの合成

しかしこのエチレンカーボネートは反応性がそれほ
ど高くありません。そこで順次に、より反応性の高
い物質へエステル交換で変換し、最終の目的物を
得ようとしました。ホスゲン法に比べて、反応のス
テップ数は増えますが、有毒なホスゲンや一酸化

炭素、塩素を使わず、また原料の二酸化炭素はエ
チレンオキシド工場で副生成物として発生するもの
を精製して使おうという「一石二鳥」を目指すもの
でした。

❶ エステル交換反応 

エステル化合物（R（=O）OR1）中のアルコキシ基（OR1）
をほかのアルコール（R2OH）に由来するアルコキシ基（OR2）
に置き換える反応のことを言います（上の式）。カルボン酸と
アルコールの脱水反応でエステル結合ができますが、この反
応は平衡反応であり、水が存在すると逆反応が起こります。
水のかわりにアルコールがあると、そのアルコールとエステ
ルが反応して、エステル結合のアルコールが入れ替わるので
す。一般的には、酸や塩基の触媒とともにエステルとアルコー
ルを加熱して反応させます。ペットボトルの原料である PET
（ポリエチレンテレフタラート）は、エステル交換反応を応用
して合成されています。

❷ 平衡反応と平衡定数
可逆的な化学反応が平衡に達すると、正反応と逆反応が同
じ速さになり見かけ上は反応が進んでいないように見えます。
このとき、反応物質の濃度の相乗積と生成物質の濃度の相
乗積との比が一定の値を示します。これを平衡定数（K）と
いい、可逆反応の性質の重要な指標となります。たとえば、
A + B  AB では、K ＝［AB］/［A］［B］となります。
平衡定数が大きければ、反応は右側（生成系）に偏って進行
し、生成物がたくさんできるということになります。

❸ 反応蒸留
反応と蒸留分離をひとつの装置で操作できるシステム。化学
物質の製造工程は、何段階もの操作の組み合わせで構成さ
れています。この方法では、反応槽を使わず、蒸留装置の中で、
化学反応と蒸留を行うことができるため、反応効率がよくな
るとともに製造工程に必要なエネルギーを節約することがで
きます。

キーワード
触媒O

R OR1
HOR2+

O

R OR2
HOR1+



　ポリカーボネートの合成では、フェノールを取り
除きながら、ジフェニルカーボネートとビスフェノー
ル Aを重合させます。重合度が増し、分子量が大
きくなると、粘度も高くなります。すると、フェノー
ルが蒸発しにくくなり、重合も進まなくなります。
このような場合、一般的には攪拌装置で混ぜなが
ら加熱してフェノールを蒸発させる方法をとります。
しかし、そもそも製造条件的には減圧状態で行う
必要があり、ポリカーボネートの場合は攪拌の可動
シール部から混入する大気中の酸素の影響で黄色
く着色してしまい、製品として出荷できなくなるこ
とがわかっていました。
　そこで、より重合度が高くて高品質のポリカーボ
ネートを製造するための重合プロセスの技術開発
に挑みました。
　その結果、重合度が低く分子量の小さいポリカー
ボネート（プレポリマー）をアセトンに浸すと多孔
質の結晶（固相）が得られること、この結晶のプレ
ポリマーを減圧下で加熱するとさらに重合が進み、
重合度の高いポリカーボネートが得られることがわ
かりました（固相重合法の開発）。
　一方、工業的にポリマーを生産する場合には、
固相より流動性が大きい液相のポリマーの方が取
り扱いやすいのです。そこで、機械的撹拌なしの
溶融状態で固相重合における多孔質プレポリマー
結晶のような、比表面積の大きな状態を実現する
方法をいろいろ検討しました。最終的に、プレポ
リマーを減圧下で加熱して融解し、これを糸状に
重力で落下させると、生成したフェノールが発泡・
蒸発して取り除かれ、同時に発泡作用によってポリ
マーが撹拌されて反応が効率よく進むことをみつけ
ました。この方法を使えば、高品質のポリカーボネー
トをつくれると開発者たちは確信しました。これら

の原理をもとに重合装置を設計し、ついに工業化
に成功しました（重力利用無撹拌溶融重合法）。
　図 4に示すのは、筒状の容器の内部に垂直に針
金を張り巡らした装置です。高温減圧の条件の下
で、針金に沿ってプレポリマーを含む反応混合物を
重力に任せて落下させます。するとフェノールが発
泡・蒸発して、ジフェニルカーボネートの重合が進
みます。この方法では、攪拌する必要がないので
空気が入ることがなく、製品が着色することもあり
ません。また、重合の条件を制御しやすく、低分
子量から高分子量までのさまざまなポリカーボネー
トを製造でき、その品質も優れています。

重合度を上げるために独自の重合装置を開発
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図 4：独自に開発した重合装置
ジフェニルカーボネートとビスフェノール Aの重
合反応が開始したところで、重合装置の針金に沿
わせて反応混合物を流すと、最終的にはn=35～
65のポリカーボネートが得られます。

　「反応蒸留を駆使したモノマー（ジフェニルカー
ボネート）を合成するプロセス」と「新しい重合器
によるポリマー（ポリカーボネート）の合成のプロ
セス」が確立し、旭化成は世界で初めて、二酸化
炭素とエチレンオキシド、ビスフェノール Aを原料
とするポリカーボネート製造プロセスを完成させま
した。2002年に初めての工場が稼働するまでには、
20年以上の歳月が過ぎていました。この偉業を成

し遂げた背景には、次々に現れる課題をひとつひ
とつ解決していく、反応・プロセス・装置の開発を
担う技術者たちの分野を越えた協力とそれを支え
る並々ならぬ熱意と執念があったことが伺えます。
　改めて、このプロセスを見ると、エチレンオキシ
ドをつくる際にできる二酸化炭素を原料にするの
で、エチレンオキシド合成に伴う二酸化炭素の環境
中への放出を抑えられること、また、反応の途中

社会への貢献3
～新しい技術は社会にどんな価値をもたらしたでしょうか。

プレポリマー
（n ≒ 10）

ポリカーボネート
（n = 35 ～ 65）

フェノール

反応装置
ガイド
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図 5：新しい旭化成のジフェニルカーボネート合成プロセス「DRC法」
特定の触媒を用いてアルコール（ROH）とCO2から直接製造したジアルキル
カーボネートを用いて、モノマーであるジフェニルカーボネートを製造します。

■：生成物

■：原料
■：中間体

ジアルキル
カーボネート

ジフェニル
カーボネート

で加えるメタノールとフェノールは、反応系の中で
循環し再使用されていることがわかります。さらに
もうひとつの最終生成物であるエチレングリコール
は、ポリエステル繊維の原料になり廃棄されませ
ん。しかもエチレングリコールは、従来法より少な
いエネルギーで製造できます。
　旭化成が開発した非ホスゲン法ポリカーボネー
ト製造プロセスは、まさにグリーン・サステイナブ
ルなプロセスなのです。厳重な管理と取り扱いが
必要な有毒物質を使用せず、副生成物や廃棄物、
不純物の処理が軽減され、連続的な生産が可能で
あるなど、トータルなプロセスがシンプルなため設
備費はホスゲン法の半分となり、原料費や電気代
などのコストも抑えられます。過去にはホスゲン製
造工場でのホスゲン漏れ事故もありました。事故
を未然に防ぐために、ホスゲンを使わないポリカー
ボネート製造プロセスが採用されるケースが増えて
います。2012年に旭化成の製造プロセスでつくら
れたポリカーボネートは 66万トンで、これは全ポ

リカーボネートの14%ですが、新設されるポリカー
ボネート製造工場の約半数にこの方法が採用され
ていることから、今後、このグリーン・サステイナ
ブルな方法での製造はますます増えることでしょ
う。
　最後に、さらに新しい技術開発が進んでいるこ
とを紹介します。旭化成が開発した非ホスゲン法
では、エチレンオキシドとその製造工程で副生する
CO2を原料にしています。エチレンオキシドは輸送
が難しいため、近隣にエチレンオキシド製造工場
がない場合は、エチレンオキシド製造工場の近くで、
輸送が容易なエチレンカーボネートまたはジメチル
カーボネートまでを製造し、ポリカーボネート製造
工場へ輸送しています。
　旭化成はエチレンオキシドを用いないでジフェニ
ルカーボネートをつくる新たなプロセス「ジアルキ
ルカーボネート（DRC）法」も開発し（図 5）、す
でに実証実験が行われています。新しい技術を求
める挑戦は、今も続けられているのです。

CO2を原料とするポリカーボネート製造法

　CO2、エチレンオキシドからジフェニルカーボネートをつく
り、このジフェニルカーボネートとビスフェノール Aを重合
させて、ポリカーボネートを製造します（図 3）。
❶ 不活性な二酸化炭素と反応性の高いエチレンオキシド
を反応させエチレンカーボネートをつくります。

❷ このエチレンカーボネートとメタノールからジメチル
カーボネートをつくります。このとき、エチレングリコー
ルができます。これは、プラスチックや合成繊維の原
料として使われます。

❸ ジメチルカーボネートからジフェニルカーボネートを 2
ステップでつくります。ジメチルカーボネートとフェノー
ルからメチルフェニルカーボネートを合成します。この
メチルフェニルカーボネート2分子からジフェニルカー
ボネートとジメチルカーボネートを合成します。

❹ ジフェニルカーボネートとビスフェノール Aを重合さ
せ、ポリカーボネートを合成します。

　❶～❹はいずれもエステル交換反応です。エステル交換反

応を繰り返すことで、エチレンカーボネートを反応性の高い
カーボネートへと順次変換させ、得られたジフェニルカーボ
ネートとビスフェノール Aを重合させます。メタノールやフェ
ノールは循環させて繰り返し使います。
　エステル交換（キーワード①）は、平衡反応なのでジメチ
ルカーボネートのようなメチルエステルにする場合は、多量
のメタノールと酸触媒を加える必要があります。しかし、い
ずれの反応も原料側が生成物側より安定なため、平衡は原
料側（始原系）に偏っていて、反応させることは困難です。
特に、フェノールエステルへのエステル交換反応の場合、フェ
ノールはアルコールより強酸なため、平衡は原料側に大きく
偏っています。そのため、ジメチルカーボネートからメチルフェ
ニルカーボネートへの反応の平衡定数は 10-3～10-4と極め
て小さく、また、反応速度も遅いため、ジフェニルカーボネー
トの合成はほとんど不可能と考えられていました。
　反応蒸留法で用いる蒸留塔内部はいくつかの段に分かれて
おり、メチルフェニルカーボネートの合成では、上段に原料
フェノールと触媒を、下段に原料のジメチルカーボネートを
供給します。蒸留塔の中央部分の段でエステル化反応を行い、

もっとくわしく
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本間精一「ポリカーボネート樹脂ハンドブック」（日刊工業新聞） 
井上祥平、泉井桂、田中晃二 （編）「現代化学・増刊 25 二酸化炭素」 （東京化学同人）
伊勢典夫、川端季雄、東村敏延「新高分子化学序論」（化学同人）
東條正弘、化学経済、61 （8）, 26 （2014）
三宅信寿、未来材料、5 （6）, 46 （2010）

こんな資料を活用しよう文献紹介

理解を深めるために
この事例を通して、GSCの観点から以下の問いについて考えてみましょう。

Q1 本技術・製品はGSC の事例のどれに最もよく当てはまるか、その理由とともに討議してください。

Q2 社会に実装されて初めてGSCは完結します。そのためには、環境性・社会性・経済性の 3要素を
同時に満たす必要があります。
本教材の事例が、これらの 3要素を満足するためにどのような工夫をしたかをまとめてください。
また、「ホスゲン法」や「DRC法」とも比較してみましょう。

Q3 身の回りにあるポリカーボネート樹脂が使われている製品を探してみましょう。その製品はなぜポリ
カーボネートが使われているのでしょうか。

Q4 化学反応が「平衡に達する」とはどんな状態でしょうか。

Q5 有機物でも無機物でも、材料の特性は構造で決まります。
本教材で取り上げているポリカーボネートの性質は「３次元的に不（　　　）に広がった構造（非
晶性）になっており透明性が高い。イソ（　　　）基は特に低吸湿性と柔軟性を与える」と表記
できます。
（　　）に当てはまる言葉を考えてください。

Q6 材料物質の活性が高いほど、生体への影響が大きくなります。一方、活性の低い物資では反応が起
こり難く、目的物の生産性が低くなります。活性の低い物質を使いながら、高い生産性を実現する
ところに「技術」の社会的価値があります。
非ホスゲン法ではどのような技術を駆使したのでしょうか。また、それらの技術のねらいと成り立
つ理由を整理してみましょう。

Q7 二酸化炭素を原料とする製品には、この事例以外にどんなものがあるか調べてみましょう。

設問

塔底から生成物の高沸点のメチルフェニルカーボネートを抜
き出します。沸点の低い生成物のメタノールは、ガスにして
塔頂から取り除きます。蒸留塔の各段で反応が進むと同時に、
生成物がそれぞれ連続的に上と下に移動するので、平衡が
生成物側に移動し、反応を進めることができるのです。同じ
蒸留塔で反応と蒸留が同時に進み、効率的に反応が進みま
す。
　ジフェニルカーボネートとビスフェノール Aを溶融重縮合
して得られた低重合度のプレポリマーをアセトンに浸漬する
と、多孔性の結晶性ポリマーが得られます。ポリカーボネー
トは代表的な非晶性ポリマーですが、低分子量のポリマーは
アセトンに膨潤して、ガラス転移温度が室温以下に低下し分
子鎖が動くことで、結晶化します。この多孔性結晶性ポリマー

で、加熱すると重合が進みます（固相重合法）。この方法では、
非常に高い分子量のポリカーボネートをつくることができま
す。
　一方、汎用グレードのポリカーボネートを製造する重合装
置では、減圧下で加熱して溶融したプレポリマーを多数の糸
状に重力で落下させて重合を進めます。フェノールが発泡し
て、ポリマー表面から自動的に蒸発し反応が進むばかりでな
く、攪拌の必要がないため空気の漏れ込みによる酸化劣化
（着色など）がありません。また、フェノールを除去しやすく、
重合温度も下げられます。低分子量から高分子量までさまざ
まなグレードの製品を製造できます。装置から連続的に取り
出された溶融ポリマーをそのままぺレットに成形し、製品に
します（重力利用無攪拌溶融重合法）。



   We, the participants of the 7th International GSC 
Conference Tokyo （GSC-7） and 4th JACI/GSC 
Symposium make the following declaration to promote 
“Green and Sustainable Chemistry （GSC）” as a key 
initiative in the ongoing efforts to achieve global 
sustainable development.
   The global chemistry community has been addressing 
future-oriented research, innovation, education, 
and development towards environmentally-benign 
systems, processes, and products for the sustainable 
development of society. 
   In response to the Rio Declaration at the Earth Summit 
in 1992 and subsequent global Declarations, the global 
chemistry community has been working on challenges 
in a unified manner linking academia, industry, and 
government with a common focus to advance the 
adoption and uptake of Green and Sustainable 
Chemistry. The outcomes include the pursuance of co-
existence with the global environment, the satisfaction 
of society’ s needs, and economic rationality. These 
goals should be pursued with consideration for 
improved quality, performance, and job creation as well 
as health, safety, the environment across the life cycles 
of chemical products, their design, selection of raw 
materials, processing, use, recycling, and final disposal 
towards a Circular Economy.
   Long-term global issues, in areas such as food 
and water security of supply, energy generation 

and consumption, resource efficiency, emerging 
markets, and technological advances and responsible 
industrial practices have increasingly become major 
and complicated societal concerns requiring serious 
attention and innovative solutions within a tight timeline. 
Therefore, expectations are growing for innovations, 
based on the chemical sciences and technologies, as 
driving forces to solve such issues and to achieve the 
sustainable development of society with enhanced 
quality of life and well-being.
   These significant global issues will best be addressed 
through promotion of the interdisciplinary understanding 
of Green and Sustainable Chemistry throughout the 
discussion of “ Toward New Developments in GSC. ”
   The global chemistry community will advance Green 
and Sustainable Chemistry through global partnership 
and collaboration and by bridging the boundaries that 
traditionally separate disciplines, academia, industries, 
consumers, governments, and nations.

July 8, 2015
Kyohei Takahashi 

on behalf of Organizing Committee
Milton Hearn AM, David Constable, 

Sir Martyn Poliakoff, Masahiko Matsukata 
on behalf of International Advisory Board 

of 7th International GSC Conference Tokyo （GSC-7）, 
Japan July 5-8, 2015 

東京宣言
2015

The 
Statement
2015

　我々、「第４回 JACI/GSCシンポジウム・第７回 GSC東
京国際会議」の参加者は、世界の持続可能な発展のために
各界の弛みない努力が進められている中で、その基盤をなす
イニシアチブとして「グリーン・サステイナブル ケミストリー
（GSC）」の推進を次のように宣言します。
　我々、世界の化学に携わる者は、社会の持続可能な発展
のために、未来にむけた研究・イノベーション・教育、およ
び環境に配慮したシステム・プロセス・製品を志向する開発
に取り組んできました。
　1992年の地球サミットにおけるリオ宣言及びそれに続く
諸条約を受けて、世界の化学に携わる者は、産・学・官一
体となり共通の目的意識をもって、グリーン・サステイナブ
ル ケミストリーの採用と活用を前進させるために、困難な課
題に取り組んできました。その成果としては、地球環境との
共生、社会的要請への充足、および経済の合理性を同時に
達成することを求めてきました。またその最終目標としては、
化学製品の設計から原料の選択、製造過程、使用形態、リ
サイクル、廃棄までの製品の全サイクルにおいて、より良い
健康、安全、環境とともに、品質、性能、および雇用創出
へも配慮した循環型経済をめざして取り組みを続けてまいり
ました。

　昨今、長期的・全地球規模での問題、すなわち食糧と水
供給の確保、エネルギー創出と消費、資源効率、新興市場、
および技術の進歩とその責任ある工業的実施などの課題が
大きくかつ複雑な社会的懸念として注視されるようになり、
またこれらの解決には、時間的に余裕のない状況の中で革
新的な解決と本問題を真剣に注視することが必要とされてい
ます。それゆえに、これらの課題解決を図り、より健康で豊
かな社会の持続可能な発展をもたらす牽引役として化学に関
わる科学と技術を基盤とするイノベーションへの期待は益々
大きくなっています。
　これらの地球規模の課題解決に向けては「グリーン・サス
テイナブル ケミストリーの新たな発展へ」の討議全体を通じ
たグリーン・サステイナブル ケミストリーへの理解を、他分
野との連携にまで広げることによって、今後十分に取り組ん
でいく必要があります。
　そのためにも、我々世界の化学に携わる者はグローバルな
連携と協調によって、また学問分野や、学、産、消費者、官、
および国を隔ててきた従来の壁を乗り越えて、グリーン・サ
ステイナブル ケミストリーを強力に推進していきます。

JACIテキスト ：GSC入門～GSC賞を受賞した社会的実践事例から学ぶ GSC
2016 年 8月発行

企画・編集　公益社団法人 新化学技術推進協会 GSCN普及・啓発グループ教材ワーキンググループ
発行 公益社団法人 新化学技術推進協会
 〒102-0075　東京都千代田区三番町２ 三番町 KSビル２階
 電話： 03-6272-6880　FAX： 03-5211-5920  
 URL： http://www.jaci.or.jp/
技術内容協力　旭化成株式会社
制作 有限会社サイテック・コミュニケーションズ
 〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-14-3 イルサ 202
 電話：03-5217-0250　FAX：03-5217-2644
 URL：http://scitechcom.jp/

注：採択された東京宣言は英文であり、この和訳は参考資料となります。

2015年に 12年ぶりに東京で開催された第７回Green and Sustainable Chemistry 国際会議では、
世界で連携してGSCに取り組むことを表明した「東京宣言 2015」が採択されました。
（JACIホームページ参照：http://www.jaci.or.jp /images/The_statemant_2015_final_20151118.pdf）
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