
 
JACI／GSC シンポジウム ポスター要旨作成要領 

 
 

(1)用紙 Ａ4 用紙 1頁以内 

余白設定は 上：20ｍｍ、下：20ｍｍ、右：20ｍｍ、左：20ｍｍ。 

(2)言語 

①演題：    日本語及び英語 

②氏名：    日本語及び英語（英語名表記に関し、名前は頭文字だけでも可） 

③所属、住所： 日本語又は英語（可能であれば Tel, Fax, E-mail） 

④本研究と GSCの関わり：日本語又は英語 

(2行程度までで、GSCとの関係を記載する。）  

⑤abstract：  英語のみ 

⑥本文：    日本語又は英語 二段組み（8cm 幅、中央に 1cm 幅スペース）で、行間は 1

行とする。 

(3)文字 

①日本語： 明朝体 10.5 ポイント 

      （但し、演題：12 ポイント、図・表・文献：9 ポイント） 

②英 語： Times New Roman 10.5 ポイント 

（但し、演題：12 ポイント、図・表・文献：9 ポイント） 

(4)発表者＆所属の表記 

①発表者名及び所属を演題の下中央に記入。 

②発表者が連名の場合は講演者にはアンダーラインを付す。 

③発表者が連名で複数の所属にまたがる場合、右肩に番号を上付きで表示するとともに、住所

には、郵便番号の左肩に対応する番号を表示することで所属区別する。 

④所属の表記例  ○○大学△△学部□□学科 

         ○○大学大学院△△研究科□□専攻 

         ○○株式会社△△研究所 

         ○○株式会社△△部 

         研究所△△研究部門□□グループ 

(5)文献表示 

引用文献は本文中に右肩で上付き表示し、かつ本文末尾に半かっこにて数字表示する。 

(6)提出期限 

2017 年 4月 7日(金) 17時 

(7)提出方法 

①参加登録後に、ポスター発表者用 HPにアクセスし、IDとパスワードを入力してください。 

②所定の欄にご記入いただき、PDF ファイルを添付してご登録ください。 

③PDF の添付が困難な場合は、別途メールにてご相談ください。 

※ポスター発表者用 HPは、ID、パスワードと共に参加登録後にメールでお知らせいたします。 

 

お問い合わせ先：（公社 ）新化学技術推進協会  jacigsc6@jaci-gsc.com 

 

 

 

＜次頁に要旨例を記載しています＞ 

mailto:jacigsc6@jaci-gsc.com


 
グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワークの活動 

Concept of Green Sustainable Chemistry 
緑 花子 1, 東京 育子 1, 日本 太郎 2 
MIDORI, H.1 ; TOKYO, I.1 ; NIPPON, T.2 

1102-0075 千代田区三番町 1-3-5 三番町 KS ﾋﾞﾙ 7F 新化学技術推進協会 
TEL: +81-3-6272-6880,  FAX: +81-3-5211-5920, E-mail: jacigsc6@jaci-gsc.com 
2ZZZ-00ZZ ○○県○○市○○町 Z-Z-Z ○○○株式会社 ○○研究センター 

TEL: +81-TT-TTT-TTTT, FAX: +81- FF-FFF-FFFF, Email: jjjjjjj1@ZZZ.co.jp 
 

 
 
 

Green Sustainable Chemistry (GSC) is a new concept and scientific area with the aim of improving the 
efficiency with which ecological resources are used to meet human needs, in chemical processes, products and 
services, and by doing so to achieve a sustainable, cleaner and the healthier environment, and improve the image 
of chemistry, as a problem solving science, in the society. GSC concerns with social aspects as well as economical 
aspects of innovative chemical products or technologies.    
 
 
わが国では、1990 年以来、低環境負荷技術開発

分野において数々の先駆的な取り組みがなされ

てきました。 
因みに、米国では、1995 年の大統領宣言「環境

規制に関する再計画」でグリーンケミストリー活

動が取り上げられております 1。 
我国の現状と世界の潮流に鑑み、ここに「グリ

ーン・サステイナブル ケミストリーネットワー

ク」を設立して各組織や団体の個別の取り組みを

尊重しつつ、連携してより効果的・挑戦的な GSC
活動を強力に推進することといたしました。 

GSC ネットワークは、化学技術に関わる産学官

関係者のリーダーシップの下に、関連産業や関連

学問領域との連携をとりつつ、研究開発の効果

的・効率的な実施を支援する求心力を備えた機能

として、社会や行政に対して活動の成果を積極的

に発信・提言します。 
文献, References 

1) H. Midori, Green Chem., 2003, 1, 100 

応募者へ（日本語）: 

1 頁以内、A4 ｻｲｽﾞ  

1. 余白: 上下左右共に、20ｍｍ。 

2. 題名: 明朝太字、中央書き 12 pt. 

3. 発表者名、所属、住所: 明朝 10.5 pt.   

4. 要旨: 英語表記のみ 5 行まで Times New Roman 10.5 pt. 

5. 本文: 日本語または英語、8cm 幅二段組みで 1cm 幅空き、

日本語;明朝 10.5 pt. 英語;Times New Roman 10.5 pt. 

6. 図表、文献: 明朝 9 pt. 

7. 行間: 1 行 

 

To Contributors (English):  

Up to 1 page of A4 size. 

1. Margin: 2 cm for top, bottom, left, and right. 

2. Title: Times New Roman bold, 12 pt, with centering. 

3. Authors names, affiliation and address: Times New Roman 

10.5 pt. 

4. Abstract: English only, up to 5 lines, Times New Roman 10.5 

pt. 

5. Main body: English or Japanese, in two 8 cm columns, with a 

center space of 1 cm. Japanese; Mincho 10.5 pt.  English; 

Times New Roman 10.5 pt. 

6. Tables, figures and references: Times New Roman 9 pt. 

7. Line spacing: Single 

 

(本研究と GSC との関わり) ※書き方は別紙 1 を参照 
GSC ネットワークでは、GSC の普及に向けての活動を企画・推進しています。 
 

mailto:jacigsc5@jaci.go.jp
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研究と GSC との関わり 

(1)書き方 
以下に記載します GSC の事例を参考に、2 行程度までで GSC への関わりを記入してください。 

“植物由来原料を使用することで、枯渇資源由来の CO2 排出量を削減できる。”などのように文章を記

入をするか、 
“CO2 等の温室効果ガスの発生量低減”、“枯渇資源への依存度低減”などのキーワードを記入して

ください。 
※一番近いと思われる見出し語を、そのまま記入しても結構です。 
→“エネルギー・資源・食糧・水問題の解決へ向けた取組み” 

 

(2)ＧＳＣの事例  
※JACI ホームページ『GSC とは』より http://www.jaci.or.jp/gscn/page_01.html 

【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及び製品  
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及び製品  
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等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 
 

  
 

別紙 1 

http://www.jaci.or.jp/gscn/page_01.html


 
The relationship between your research and GSC 

Please describe the relationship between your research and GSC, referring to the examples below. 
Example:  
“Reducing the generation and emission to the environment of greenhouse gases like CO2” 
“Decreasing the dependence on exhaustible resources”     

 
【Examples of GSC】 JACI HP “about GSCN” http://www.jaci.or.jp/english/gscn/page_01.html 

< Minimization of resource consumption and maximization of the efficiency of reaction processes for 
production with reduced environmental impact. This will be achieved through: > 

(1) Chemical technologies that lead to reduction in by-product formation and avoid the use of hazardous 
substances 

(2) Separation, purification, and recycling technologies that reduce the generation and emission of 
greenhouse gases like CO2 or toxic/hazardous substances, thus lowering environmental impact 

(3) Chemical technologies and products that reduce the generation and emission to the environment of 
greenhouse gases like CO2 or toxic/hazardous substances. 

(4) Catalysts and reaction processes that realize the saving of energy and resources and improvement in 
product yields 

< Risk reduction of chemical substances beneficial to safe and secure living environment> 
(5) Chemical technologies, products, and systems that reduce waste generation; 
(6) Chemical technologies, products, and systems that inhibit the generation and emission of hazardous 

substances and pollutants 
<Challenges to solve energy, resource, food, and water issues >  

(7) Chemical technologies, products, and systems to utilize low-grade heat sources, non-conventional 
resources, and other similar alternatives 

(8) Chemical technologies, products, and systems whereby un-utilized energy and resources can be 
converted into available energy, transported, and stored  

(9) Chemical technologies, products, and systems which decrease the dependence on exhaustible resources 
such as fossil fuels and scarce minerals and promote the shift to renewable energy and resources, 
including their storage; 

(10) Chemical technologies, products, and systems that contribute to the Three R's: Reduce, Reuse and 
Recycle; 

(11) Chemical technologies, products, and systems that promote the efficiency of production and supply of 
food, and utilization of water resources. 

<Pioneering challenges to long-term issues aiming to realize a safe, secure, and sustainable society with 
enhanced quality of life> 

(12) Chemical technologies, new products, and new operational systems that contribute to the introduction of 
new social systems, for instance based on ICT, and aimed at solving social issues such as energy and 
resource consumption,, food and water security, disaster prevention and infrastructure improvements, 
transportation and logistics, medical and health care, education and welfare, and other mega-trends of 
society. 

(13) Chemical technologies, new products, and new operational systems that contribute to the improvement 
of social and individual comfort whilst reducing and preferably inhibiting environmental impact 

<Systemization, dissemination, enlightenment, and education of GSC including its metrics to be 
established> 

(14) Systemization of GSC practices and concepts 
(15) Dissemination, enlightenment, and education of GSC practices and concepts. 
(16) Establishment and dissemination of GSC metrics 

http://www.jaci.or.jp/english/gscn/page_01.html

