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　NITE ナイトは、1928 年に輸出絹織物検査所としてスタートしました。2001 年に
は独立行政法人製品評価技術基盤機構となり、化学物質管理分野、バイオテクノロ
ジー分野、適合性認定分野、製品安全分野等の分野において、社会に存在するリス
クの低減に貢献し、国民生活の安全と持続的な経済発展の基盤を支えてまいりまし
た。
　化学物質は我々の生活を豊かで快適なものにしてきました。世の中には膨大な数
の化学物質があります。CAS Registry には１億 900 万件以上の化学物質が収録さ
れており、毎日約 15,000 物質が追加されています。流通化学物質だけでも 10 万種
類はあるとされています。こうした化学物質は製造、流通、使用、廃棄などの過程
において環境中へ排出され、人の体内に取り込まれることがあり、ある一定の量を
超えると人の健康や生態系に影響を及ぼす場合があります。　
　新しく化学物質を製造・輸入しようとする事業者は事前に国に届出る必要があり
ますが、NITE 化学物質管理センターは安全性データの精査と審査資料の作成、化
学物質の構造と有害性の相関を予測する手法の活用、審査法の合理化などの提案を
通じて審査の技術面からの支援や事業者の負担軽減に貢献しています。また、化学
物質のリスク評価を実施するとともに、リスク評価手法の提案やその改良を行って
います。さらに、事業者自身が化学物質のリスク評価を行うことができるよう、必
要な情報を NITE ホームページ上で公開しています。
　また、NITE は事業者が環境中に排出する化学物質の量を把握し国に届出を行う
PRTR 制度の記録・集計を担い、「PRTR マップ」を NITE ホームページ上で公開
しています。また、事業者への技術的サポートや届出システムの運用を行うとともに、
化学物質に関わるすべての関係者が化学物質のリスクとその管理方法について情報
共有や意見交換を行うリスクコミュニケーション、事業者による自主管理の促進を
目指して励んでいます。
　このように、NITE 化学物質管理分野は、化学物質の適切な管理を通じて環境汚
染の未然防止に貢献すべく努力しています。ご理解とご協力をお願い致します。

化学物質の安全管理 
向上をめざして

独立行政法人製品評価技術 
基盤機構  理事長

辰巳　敬
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2015年度提言書 「化学技術戦略」を発刊

戦略委員会

　JACI戦略委員会では、新化学技術に関わる戦略の立案
や社会、国レベルの課題に関する政策提言や、化学産業の
進むべき方向を提示し、化学産業に共通する重要課題・将
来課題をタイムリーに掌握し、国家プロジェクトにつなげ
る活動を推進しています。
　傘下の戦略提言部会は15名前後の委員で構成され、協会
が設立された2011年以降、10～20年の化学産業像を視野
に入れ、化学産業を取り巻く課題の中から化学技術に関わ
る重要課題を整理し、5ヶ年の化学技術戦略をまとめた冊
子を発刊しています。
　化学技術に関する戦略提言として、これまでも「化学技
術戦略・2025年」「化学ビジョン研究会報告書」などが報
告されています。このような化学技術戦略や研究調査レポ
ート、識者との意見交換を踏まえ、一方で社会全体の将来
の姿の考察から化学産業の「ありたい姿」を考えるバック
キャストの考え方で臨み、目標である「5ヶ年の学技術戦
略を策定する」ために、以下のプロセスで議論を進めてき
ました。
　① 10～20年先を見すえたときに予測される大きな社会

変化を考える。
　② その社会変化がもたらす、産業に対する新たな課題・

ニーズ・期待を俯瞰的に整理する。
　③ 上記の課題・ニーズ・期待に対して、化学産業が最も

貢献できる領域を明らかにする。
　④将来に向けた化学技術戦略提言につなげる。

　上図の通り、化学産業の貢献の視点から予測される大き
な社会変化から産業に対する課題・ニーズ・期待を整理し、
化学産業が取り組むべき７つの課題を取り上げ、この中か
ら順次、テーマを絞って議論を進め、これまでに3冊の提
言書「化学産業が目指す5ヶ年の化学技術戦略」として取
りまとめ、発刊しています。　
　2015年度提言書では、2011年以降の環境・資源・エネル
ギー分野に関わる社会環境の変化や顕在化してきた様々な

事象を踏まえて種々の技術課題の価値を検証し、 国内外の
研究開発ビジョンや戦略を俯瞰したのち、環境負荷軽減へ
の貢献および日本の化学産業の国際競争力強化の視点か
ら、社会的ニーズの高い課題として【再生可能エネルギー
の活用拡大】と【民生部門の省エネ化】を取り上げ、戦略
提言をまとめました。温室効果ガス排出量削減については、
昨年12月のCOP21・パリ協定採択を受けて内閣府【エネ
ルギー・環境イノベーション戦略】をはじめ、環境省、経
済産業省においても新たな政策・戦略策定が進められてい
ます。
　今後、中長期的に企業、化学産業、そしてこれらを取り
巻く産業は、社会環境・ニーズにあわせ業態や構造変化を
加速させていくと予測されます。このような中、JACIでは、
GSC「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」を基盤とし、より健康で豊かな社会の持続的発展
に向けた戦略提言を行い、消費者・産業・学・官などの枠
組みを超えたグローバルな連携・協調を推進し、イノベー
ションを牽引します。

※ 2015年度提言内容を第5回JACI/GSCシンポジウムでポ
スター発表します。提言書をご希望される方には冊子
体をお送りしていますので、協会HP（http://www.jaci.
or.jp）よりお申し込み下さい。

化学産業が目指す５ヶ年の化学技術戦略
－2011 年以降の化学産業を取巻く環境変化を踏まえて－

環境・資源・エネルギー編

２０１６ 年３月

公益社団法人 新化学技術推進協会
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GSCの普及活動のご紹介

GSC普及活動

　GSCネットワークは、日本におけるGSCの活動を効果的
かつ強力に推進するために、2000年3月に設立され、2011
年4月より、JACIの中で活動しています。
　JACIでは一昨年より、近年の経済・社会環境の変化に
対し、GSCはどうあるべきかについて議論を重ね、2015年
のGSC国際大会（GSC-７）にて、その新しい方向性を打
ち出しました。
　この流れを受け、GSCの新たな方向性を具現化するため
の普及活動の一環として、『GSC情報の発信力向上』と『次
代を担う世代へのGSCの普及』に取り組んでいます。

ホームページの充実
　・ 新しい考えを盛り込んだGSCの「指針」、「事例」の改

定を行いました。
　・ 「GSCの歴史」、「GSCの評価」をまとめ、ホームペー

ジにアップしました。
　・ 必要なGSCの情報にたどりつき易くするために、ホー

ムページの構造を改定しました。
　現在も、ホームページの内容改善を継続して進めていま
す。是非、一度 JACIのホームページの中のGSCNのペー
ジをご覧ください。URL：http://www.jaci.or.jp/gscn/

新しいGSC教材の作成
　JACIテキスト「GSC入門No.１～ GSC賞を受賞した社会
的実践事例から学ぶ～」を作成し、2015年12月よりホーム
ページにて公開しています。
　本テキストシリーズでは「GSCとは何か」を理解するた
めに、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。
　シリーズNo.１では第12回GSC賞 経済産業大臣賞を受賞
した花王株式会社の『サステイナブル社会を先駆けた新し
いお洗濯提案』を取上げています。

GSCジュニア賞の授与
　2012年より、日本化学会関東支部主催の化学クラブ研究
発表会にて、高校生・中学生へのグリーン・サステイナブ
ル　ケミストリー（GSC）の普及を目的に、GSCジュニア
賞の授賞を行っています。本年度は、22件の応募の中から
5件の発表にGSCジュニア賞を授与しました。

第33回化学クラブ研究発表会での
GSCジュニア賞受賞者
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多彩なフォーラムを開催

　１月29日には異業種交流フォーラムとして、「AMED末
松理事長を囲む医療・ヘルスケア領域との交流」を開催し
ました。現在はひとつの業界だけで「ものづくり」を始め
ても上手くいかず、バリューチェーン全体を巻き込んだ

「ことづくり」が必須な時代となっています。この日は医
療業界の動きを知ろうと、（国研）日本医療研究開発機構

（AMED）の末松理事長をはじめ、富士フイルム㈱の中村
善貞副所長、（公財）先端医療振興財団の平松隆司首席専
門役をお招きして講演をお願いしました。医療業界でも
様々な組織の連携の必要性が叫ばれており、そこに挑戦す
るAMEDの取り組みの紹介がありました。

　2月2日には平成27年度第5回特別フォーラムを「素材・
化学産業における新規事業創出～アカデミア・ベンチャー・
企業の連携による事業推進～」と題して開催しました。官
民ファンドの㈱産業革新機構（INCJ）を招聘して、同機
構が昨年10月に設立したベンチャーキャピタルのユニバー
サルマテリアルズインキュベーター㈱（UMI）に関する
説明や、近頃は新聞紙面上で目にすることが多い INCJの

取り組み全般についての講演がありました。その後産官学
を交えたパネルディスカッションでは議論が大いに盛り上
がりました。
  
　2月9日には平成27年度第6回 特別フォーラムを「人
工知能は人間を超えるか−ディープラーングの先にあるも
の−」というタイトルで行いました。東京大学の松尾 豊 
准教授をお招きし、人工知能AI 研究の現状とこの先どう
なっていくのか、という示唆に富んだ講演がありました。
画像認識技術のブレイクスルーが最近のAIの進化に繋が
っている事や、AIと囲碁のプロの棋士の対戦が意味する
事の話がありました。この講演のわずか１ヶ月後、米国が
開発したAIが囲碁のトップ棋士に勝利するニュースが世
間を賑わせました。

各種フォーラム
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　JACIでは国策や世界の時流に沿った情報を発信する多彩なフォーラムを開催しています。最新の専門技術の講演会とは異な
り、より俯瞰的に時代の流れを感じられるような構成となっています。それらは特別フォーラム、特別セミナー、国際フォー
ラム、異業種・異分野交流フォーラム、など呼び方は様々ですが企画を考える側の様々な思いが込められています。ここでは
今年に入って開催された、いくつかのフォーラムをご紹介しましょう。

　4月5日には国際交流フォーラムとして、「人工・クモ
の糸：イスラエル研究機関とJACIとの交流」 が開催され
ました。イスラエルは世界屈指の軍需産業を有しており、
そこから民生化して世界最先端のいろいろな技術を開発し
ています。今回はイスラエル大使館 綾尾健嗣 商務官から
イスラエル国内の主要研究機関と先進技術の紹介があった
後、Seevix Materials Sciences Ltd.が遺伝子技術を駆使し
て人工クモの糸の製造プロセスを開発した講演がありまし
た。クモの糸は蚕の絹糸より強靭で、医療、スポーツ、防
衛、自動車、建設など様々な応用分野が考えられています。
 
　続いて4月７日には平成28年度第１回特別フォーラム

「COP21・パリ協定締結と化学産業への期待」を開催し
ました。経済産業省と外務省から、昨年末に開催された

COP21とパリ協定の中身に実際に携わっていた方々を招
聘し、パリ協定に記載されている数字の意味や、最終案確
定間際の「エネルギー・環境イノベーション戦略」を含め
た説明がありました。今後日本において私たち化学産業に
どのように影響があるのかを聞くと、聴講者の中にはCO2

対策に関わっている人もいらっしゃったようで、政府に対
する要望など、熱心な討論となりました。

　最後に4月25日には異分野交流フォーラムとして「もの
づくりと感性、脳科学の融合」が開催されました。2015年
度までは異業種交流フォーラムと呼んでいたものが、交流
の範囲をより広げようと異分野に名称を変更したもので
す。京都工芸繊維大学の黒田孝二特任教授、（国研）情報
通信研究機構 脳情報通信融合研究センター（CiNet）の田
口　隆久副研究センター長、地方独立行政法人 京都市産
業技術研究所の西本清一理事長を招聘して、日本の伝統技
術などに活かされている脳の情報処理能力に関する講演が
ありました。感性と化学の融合を目指すという研究に人工
知能AIを絡めた話などを聞くことができました。

　今後も引き続き、あらゆる分野を巻き込んだ異業種連携
から、産業革新機構やCOP21、イスラエルなど世界を意
識した動き、AIや脳科学など脚光を浴びるであろう先端
分野の方向性など、これからの時代を大きくとらえようと
する企画を続けていきます。

各種フォーラム
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GSC話題

水素を利用する際の貯蔵・輸送の技術として、水素キャリアあるい
はエネルギーキャリアが今、注目を集めている。大きくわけてアン
モニア、有機ハイドライド、液化水素、メタン、アルコールやエー
テル・有機酸類、水加ヒドラジン、金属水素化物、金属の酸化還元
などが提案されている。現在、SIP（内閣府戦略的イノベーション
創造プログラム）やCREST（JST戦略的創造研究推進事業）などで
大型の研究が進められており、基礎から実用まで多様な研究が展開
されており注目に値する。その現状を取りまとめる。

最近の水素輸送・貯蔵の研究動向
Recent trends in research for hydrogen 

transportation/storage
早稲田大学　先進理工学研究科　教授　関根　泰
Waseda University, Advanced Science and Engineering, 
Prof. Ph.D. Yasushi SEKINE

　現在提案されている多くの水素キャリアのうち、紙幅の
関係でここでは有機ハイドライドとアンモニアに主に絞っ
て紹介する。有機ハイドライドは、トルエン水素化と得ら
れたメチルシクロヘキサンの脱水素のサイクルで水素を運
ぶものである。液膜法での脱水素の基礎研究が礎となり、
デカリンをキャリアとする実証研究、さらにはこれをベー
スとした実証（2008年）が行われてきた１）。近年は千代田
化工建設によるSPERA水素の取り組み2）が注目を集めて
いる。脱水素においては4500時間以上安定に平衡転化率を
達成しうる高性能な触媒を開発し、50 Nm3/hの水素化・
脱水素デモプラントを2013年4月より稼働させた。また、
SIPエネルギーキャリアにおいても、JXエネルギーが、オ
リンピック・パラリンピックまでの水素インフラ整備をに
らみ、メチルシクロヘキサンをキャリアとする水素ステー
ションの実証化を検討している。また、SIPで取り上げら
れている3つのキャリアのうち、メチルシクロヘキサンは
備蓄に適した物性を有し（常温で液体で安定、氷点下でも
固まらない）、エネルギーのほぼすべてを輸入に頼る我が
国として、カントリーリスク回避の観点での現在の石油備
蓄に代わる再生可能エネルギー備蓄材料として好適であ
る。今後の研究としては、脱水素に要する熱が、得られる
水素の燃焼熱の１/4近いことから、脱水素の吸熱反応に
おける熱マネジメントでのエクセルギー回生と、そのため
の低温作動可能な高性能触媒開発、それも白金など貴金属
を用いない触媒の開発が望まれる。また電解合
成で水から水素を経由せず直接水素化物を作る
ことも期待される。
　アンモニアは世界中で肥料などのために年間
１億6,000万tが生産されている。エネルギーキ
ャリアとして考えた場合、欠点として毒性、強
烈な匂い、燃えにくさ、が挙げられる。一方
で、人体を含め自然界から年間6,500万tのアン
モニアが発生し、長期毒性は無い。北米では肥
料としてパイプラインでダイレクトに輸送され
用いられ、土中にてすぐに中和され、残存した
アンモニアはすぐに拡散し問題とならないこと
が知られる。また、匂いは、少量の漏洩でもす
ぐに気がつくという利点とも捉えることができ
る3）。利点としては、脱水素して用いることも、
直接燃焼して用いることもできる点、使用後に
窒素になるため水素化サイトへ戻す必要がない

（大気を介して循環できる）点がある。またア
ンモニア燃焼の場合、フュエルNOxがアンモニ
アと反応（SCR）し除去されるためほとんど生
成しない。発熱反応であるアンモニア合成にお

いては、100年触媒と言われるハーバー・ボッシュ法が確
立しており、世界の全エネルギー消費の１～2％程度を占
める。一方で高温高圧であるという制約があるものの、エ
ネルギー効率は高く、消費エネルギーの殆どは水素製造の
過程で必要となっており、低温低圧化するメリットは小さ
い。化石資源の改質による水素製造から、水と空気と再生
可能電力による電解合成へとシフトできれば意義があるた
め、多くの研究者が先端的な研究を行っている。また、低
圧（常圧近傍）でのアンモニア合成については、エレクト
ライドと呼ばれるセメント類似物質にルテニウムを担持し
た触媒が、担体のエレクトライドからルテニウムに電子が
供給され400度で高い活性を示す4）。
　今後も新規な有機ハイドライドの合成・利用ならびにア
ンモニア電解合成・燃料電池利用などの展開が期待され 
る5）。
参考文献
１.  JST-CRDS戦略プロポーザル　再生可能エネルギーの輸送・

貯蔵・利用に向けたエネルギーキャリアの基盤技術　CRDS-
FY2012-SP-08、2012

2．千代田化工建設　プレスリリース　2013年5月31日発行
3．塩沢文朗、DND研究所、2013
4．M. Kitano, H. Hosono et al., Nature Chemistry, 4, 934, 2012
5． JST-CRDS戦略プロポーザル　反応プロセス革新　CRDS-

FY2014-SP-05、2015

水素の製造と貯蔵の技術トレンド
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研究最前線

糖は、重要な生体構成要素の一つであり、これを構造改変することで医薬機
能を有する化合物や生物学的ツールの創出が可能である。しかし糖の変換反
応には、通常多数の保護基の使用が必要とされ、効率面で多くの問題を残し
ている。我々は、ソフトな１価銅触媒の性質を利用することで、保護基を用い
ることなく、糖のアノマー位にいくつかの炭素ユニットを直接導入する反応の
開発に成功した。これらの触媒反応を用いると、入手容易で安価な糖を付加
価値の高い希少糖や高次糖誘導体へと簡便に変換することができる。本稿で
は、我々が開発した無保護糖の触媒的変換反応とその応用について概説する。

無保護糖の直接変換を 
可能とする触媒開発

Catalysis for direct transformations of 
unprotected sugars

東京大学大学院薬学系研究科　助教　清水洋平 
東京大学大学院薬学系研究科　教授　金井　求
Yohei SHIMIZU, Assistant Professor 
Motomu KANAI, Professor

　自然界に多数の種類が存在する糖は、生体内でさまざま
な働きを担っている。糖を改変することによって医薬機能
を備えた化合物の創出が可能であり、抗インフルエンザ薬
であるザナミビルなど、実際に糖由来の医薬品がいくつも
生み出されている。また糖は不斉炭素が密集した構造を持
ち、複雑な構造を有する分子の合成原料として有用である。
糖には反応しやすい水酸基が多数存在するため、望みの変
換を直接行うのは一般的に困難が伴う。そのため、目的の
位置に目的の変換を行うために、保護基の着脱を繰り返し
て反応点を限定する方法が従来はとられてきた。しかし、
保護基が最終目的物に含まれることはないため、合成効率
は一般に低い。多数の水酸基が存在する無保護糖に対して
望みの変換を選択的に行える反応の開発は、保護基の使用
を回避し、糖の高効率かつ迅速な構造変換を実現すると期
待される。
　糖は閉環した環状ヘミアセタール型が最安定構造である
が、開環したアルデヒド型がごくわずか平衡で存在して
いる。我々はこのアルデヒド型に注目し、糖を求電子剤
として用いた触媒的炭素−炭素結合形成反応の開発を行
っている。通常、炭素求核剤はフリーの水酸基によりプ
ロトン化されて分解してしまうため、無保護糖に対する
炭素−炭素結合形成反応は困難である。一方で我々は、ソ
フトな１価銅触媒により活性化される炭素求核剤が、プロ
トン化に比較して炭素−炭素結合形成を優先しやすい特性
を有することを見出した。適切な配位子によって銅触媒の
性質を調整することで、これまでに無保護糖を求電子剤と

したアミノアルキニル化反応、プロパルギル化反応、およ
び Knoevenagel/oxa-Michael 連続反応の開発に成功してい
る。いずれもさまざまな糖を利用した反応に有効であり、
得られた化合物のさらなる有用変換にも成功している。
　特に、プロパルギル化反応の生成物から簡便な3工程の
変換を経て、高次糖であるシアル酸類が迅速に合成できた。
シアル酸類はインフルエンザウイルスの感染やがんの転移
に密接に関わっており、医薬候補化合物としてだけでなく
生物学的なツールとしても需要が高い。現状のシアル酸類
の供給は、酵素法に依存している。しかしながら酵素の基
質特異性の高さから、現状の合成法は多様なシアル酸類の
供給には対応できない。一方で我々が開発した無保護糖の
触媒的不斉プロパルギル化反応を起点とする合成ルート
は、さまざまな糖を原料として用いることができるだけで
なく、触媒のキラリティを変更するだけで生成物の立体化
学を自在に制御することが可能であり、多種類のシアル酸
類を供給可能である。酵素法では合成出来ない非天然型の
シアル酸類も、我々の手法を用いれば簡便に合成すること
ができる。
　糖は、アミノ酸や核酸と並んで生体の構成要素として重
要であり、糖たんぱく質や糖脂質など、近年研究が盛んで
ある。我々が進めている触媒開発を基盤とした無保護糖の
直接変換法は、医薬候補化合物の創出のみならず、生物学
的研究領域でのツール創出にも貢献可能であると考えてお
り、今後のさらなる発展に尽力したい。 
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禁無断転載

昨年の７月、GSC国際会議（GSC-７）を4日間にわ
たり開催してから１年、本年6月に新神戸で行われ
るシンポジウムの準備に、現在事務局は大わらわで

すが、GSC-７の熱気をそのままに、新神戸のシンポジウムへの

ポスター参加は活況を呈しています。本年も多くの皆様にご来場
いただき、多方面からの講演や発表をご覧いただきますよう、お
願い申し上げます。

JACIニュースレター
発行	
　公益社団法人新化学技術推進協会（JACI）	
　〒102-0075	 東京都千代田区三番町2	
	 三番町KSビル2F	
　TEL：03-6272-6880	
　http://www.jaci.or.jp/
編集　JACI　総務部

JACIのGSCネットワークは、次の団体で構成されています。	
（一財）化学研究評価機構、（公社）化学工学会、（一社）化学情報協会、関西化学工業協会、（公財）京都高度技術研究所、	
（一社）近畿化学協会、ケイ素化学協会、合成樹脂工業協会、（公社）高分子学会、（公社）高分子学会高分子同友会、	
（公社）相模中央化学研究所、（国研）産業技術総合研究所、次世代化学材料評価技術研究組合、（一社）触媒学会、	
石油化学工業協会、（公社）石油学会、（公財）地球環境産業技術研究機構、（公社）電気化学会、	
（独）東京都立産業技術研究センター、日本界面活性剤工業会、（公社）日本化学会、（一社）日本化学工業協会、	
（公社）日本セラミックス協会、（一社）日本電子回路工業会、（一社）日本塗料工業会、日本バイオマテリアル学会、	
（公社）日本分析化学会、	（一社）日本分析機器工業会、（公財）野口研究所、（一財）バイオインダストリー協会、	
（国研）物質・材料研究機構、（一社）プラスチック循環利用協会、（公社）有機合成化学協会、（国研）理化学研究所

編集
後記

第5回 JACI/GSCシンポジウム　まもなく開催！

◇日時　2016年6月2～3日　
◇場所　ANAクラウンプラザホテル　神戸
　　　　（最寄駅）JR山陽新幹線・神戸市営地下鉄
　　　　「新神戸駅」直結
◇HP http://www.jaci.or.jp/gscn/page_02.html

プログラム
6月2日㈭

9：00− 受付開始 　 （敬称略）　　
9：30−9：40 開会挨拶　　高橋　恭平 （公社）新化学技術推進協会 会長
9：40−10：30 基調講演　　小宮山　宏 株式会社三菱総合研究所 理事長
10：30−11：15 招待講演　　高橋　隆一 BASFジャパン株式会社 尼崎研究開発センター長
11：15−11：55 特別講演　　永野　廣作 株式会社カネカ 取締役副社長
 　　　　　休　　　　　　 憩
13：00−13：20 基調講演　　福島　　洋 経済産業省　製造産業局　審議官
13：20−14：05 招待講演　　磯貝　　明 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授
14：05−14：50 招待講演　　稲垣　伸二 株式会社豊田中央研究所　シニアフェロー
 　　　　　休　　　　　　 憩
15：10−15：55 招待講演　　山口　茂弘 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授
15：55−16：35 特別講演　　村井　眞二 岩谷産業株式会社　中央研究所　所長
16：35−17：20 GSC賞・STGA表彰式 　
17：30−19：30 レセプション 　

6月3日㈮
9：00− 受付開始 　 　
9：30−9：50 講　演　　　井上　健二 （公社）新化学技術推進協会 事業統括部長
9：50−11：30 GSC賞3大臣賞・スモールビジネス賞 受賞講演
11：30−12：30 　　　　　休　　　　　　 憩 
12：30−15：00 EXHIBITION　ポスター・企業・団体展示
15：00−15：45 招待講演　　松山　秀人 神戸大学大学院 工学研究科 教授
15：45−16：30 招待講演　　石川　正司 関西大学 化学生命工学部 教授
16：30−16：50 ポスター賞表彰式 　
16：50−17：00 閉会挨拶　　石塚　博昭 （公社）新化学技術推進協会 副会長


