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ち、技術革新の原動力となる新し
い科学技術発展に貢献することを
目的とした、公益社団法人です。
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　新年明けましておめでとうございます。2017年、平成29年（丁酉）の初めにあたり、
新化学技術推進協会（JACI）の皆様の御健康と御活躍を心よりお祈り申し上げます。
私自身は昨年５月末に高分子学会の会長に就任して以来７ケ月が経ちましたが、こ
の間ずっと「高分子の力で未来を元気にしたい」と申し上げてきており、本年もそ
の思いを新たにしているところです。
　化学に夢を抱く若手研究者・技術者を育てることは学会の最も重要な責務の一つ
です。特に企業の若手会員に興味を持ってもらえる学会にしていきたいと強く思っ
ております。私自身の専門でもある高分子ハイブリッド材料（最近では元素ブロッ
ク材料）の考え方を広義に解釈し、学会としての組織に適用しますと、年齢や性別、
職種、専門分野を超えた人と人との関係（交流）にも当てはめることができます。さ
らに、異分野の研究交流や産官学連携、そしてグローバルな視点での国際交流促進
へと結びついていくのです。これらのキーワードは JACIが目指しておられるものと
まさに共鳴しております。私自身の高分子学会会長就任にあたっての抱負※でありま
す「楽しんで誇れる学会に」「世界をリードする学会に」「将来を託す元気な産官学
人材の育成」「未来の方向を示すロードマップの作成」は、全てハイブリッド化の考
え方から来るものであると思っております。
　化学の力により世の中で便利な材料が次々と開発されてきました。特に、これま
での材料の進歩に果たしてきた高分子の役割は、非常に大きなものがあります。一
方でこれからは、新材料のもつ負の側面も充分に考慮しながら、それらに対する責
任も求められる時代であり、これらを解決できるのも、やはり化学の力だと思います。
そのためにも、高分子学会が JACIとのコラボにより、産官学を問わず化学の知識
を吸収して情報交換をするところでありたいと思います。これこそ、人と環境に優
しく、持続成長可能な社会の発展を支える化学の力になるはずであり、未来を本当
の意味で元気にする原動力になると確信しております。

※�中條会長の高分子学会会長ご就任の抱負については、学会HP（http://main.spsj.
or.jp/）の「会長メッセージ」をご覧ください。

持続成長可能な
社会の発展を目指した
化学の力で
未来を元気に！

公益社団法人高分子学会�
会長

中條　善樹
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JACI 未来社会プラットフォーム

30年後の「ありたい未来社会」を議論
　イノベーション（ゼロから１を生み出す技術革新）は強
大な競争力を生み出し、これを創出し続ければ圧倒的な国
際競争力に繋がります。そのためには、多種多様な市場の
要望に新しい技術革新によって対応していく必要がありま
すが、これには個社単独の研究開発に加えて、産学官の様々
なアイディアや技術の融合が鍵となります。
　『未来社会プラットフォーム』は、イノベーションの連
続的な創出に寄与することを目的に、JACIが持つ人的ネ
ットワークを生かし、産・学・官の研究者、異分野の研究
者など多種多様のバックグラウンドを持った人材に参加し
ていただき、30年後の「ありたい未来社会」を議論して、
その未来社会の実現のための具体的な方策を考えていきま
す。
　「30年後の未来は？」「我々の暮らしは？」「我々の化学
産業は？」「どんな技術がもとめられるのだろう？」「今、
どんなことができるだろう？」などの議論が、将来テーマ
の提案やプロジェクト企画等にも繋がるとともに、我が国
化学産業の将来を担う若手研究員の育成にも繋がるものと
期待しています。

横断的な位置づけで活動
　『未来社会プラットフォーム』は、JACIのフロンティ
ア連携委員会傘下に設立しますが、同時に、JACIの戦略
委員会及び傘下の各他部会とも連携を図り、JACI全体の
横断的な活動として運用します。

４段階の活動で議論の積み上げを
　　図２に示すように未来社会プラットフォームでは議論
の内容によってPhase ０からPhase ３まで４段階に分けて
活動します。
　「ありたい未来社会」を議論し、将来ビジョンを作る
Phase ０。「ありたい未来社会」を実現するための具体的
なテーマを議論するPhase １。抽出したテーマの具体的解
決策を調査・評価するPhase ２。更に実際に手を動かし、
具体策の検証とFSをするPhase ３の４段階です。

始まったワークショップ
　Phase ０では４回のワークショップを開催し、議論を進
めます。
　ワークショップの開催に先立ち参加者を募集しました
が、30年先の「ありたい社会」を議論しますので、参加者
はJACI会員企業に所属する若手を対象としました。その
結果、趣旨をご理解して頂いた、29歳から44歳までの優秀
な若手30名の応募がありました。これら参加者を、各班の
メンバーの分野が重複しないように、７～８名程度の班に
分けました。
　これまでに、Phase ０におけるワークショップを３回開
催しましたので、その模様をご紹介します。
　第１回ワークショップは平成28年10月７日（金）に開催
しました。午前中は皆さん初対面ですので、アイスブレー
クとして自己紹介・昼食を企画に加えました。結果、和や
かな雰囲気でスタートを切る事が出来ました。
　各ワークショップでは有識者による「未来社会」に関す
るご講演をお願いしています。第１回ワークショップでは
石田秀輝地球村研究室代表・東北大学名誉教授により『光
り輝く未来を創りたい！』と題してご講演頂きました。バ
ックキャストは制約が何かを明らかにして、それを前提に、
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 未来社会プラットフォームを創設

図１　未来社会プラットフォームのJACI内での位置づけ

図２　未来社会プラットフォームの進め方
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新たな発想で乗り越えた解を考えることを学びました。
　第２回ワークショップでは田中芳夫東京理科大学教授に
より『ものこと双発』と題してご講演頂きました。ここで
は、従来のモノづくりに加えて新たな価値創造が重要であ
ることを学びました。更に関根泰早稲田大学教授・JSTフ
ェロー（フロンティア連携委員会招聘委員）により『地球
と人類そして我が国が置かれた状況と今後を考える』と題
して制約条件の例についてご講演頂きました。現在、地球
が直面している制約の情報について学びました。
　第３回ワークショップでは早田宰早稲田大学教授により
『未来に向けた社会デザイン』と題してご講演頂きました。
ここでは社会デザインの実践手法として、哲学的視点・戦
略的な問題の方向付け・ビジョンやシナリオの構築・バッ
クキャスト・アジェンダ設定を学びました。
　これら各先生方には「化学・化学関連産業」ではない視
点からご講演して頂いております。

参加者の世代が議論に反映
　30年後の「ありたい社会」を議論する時、今回ワークシ
ョップに参加した若手の発想は、各社を牽引するベテラン
社員の発想とは異なり、「老後の安定した社会」や「それ
を支える経済」といった切り口はありませんでした。そこ
ではむしろ「辛いことを辛くないようにするにはどうした
らよいか？」、「やりがいは何か？」を重視する傾向があり、
世代により思考パターンが違うことが感じられました。
　また、参加者からの感想としては、企画的な仕事を経験し
ている各社の同世代が、同じ問題意識を持っていることが分
かり、大いに刺激を感じているといった意見がありました。
　ワークショップでは、毎回、各班で白熱した議論が展開
され、ホワイトボードの前には色鮮やかなポストイットの
花を咲かせていました。最終回の第４回は、12月15日に開
催します。どんな結論が飛び出すか楽しみです。
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　JACIではこれまで、産学官連携活動として、最新の情報を発信する交流
会やポスターセッションを軸に推進してきましたが、今般、次の時代を担う
若手による研究テーマのネタ出しまでを見据えた新たな産学官連携の取り組
みとして、未来社会プラットフォームを創設しましたのでご紹介します。

JACI 未来社会プラットフォーム

第２回ワークショップの参加者

コメントをする田中先生コメントをする石田先生

総合討論風景

ワークショップでの班別討論
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JACI戦略委員会

戦略委員会の旺盛な活動
【戦略委員会】
　戦略委員会は、企画運営会議の諮問を受け、わが国の化
学および関連産業の発展に必要な戦略を議論し、社会およ
び行政等に提案するとともに、それを推進します。本委員
会の主要課題を深耕するために、下記の４部会を傘下に置
き、その意見を求めるとともに、具体的な推進活動を進め
ています。
　各部会は、ユーザー産業、シンクタンク及び国立研究所
から委嘱委員を招聘し、「部会間及びフロンティア連携委
員会との連携を深めるとともに国際連携活動の強化を図る
こと、国の化学技術政策や地球温暖化対策に関する喫緊の
課題についての提案を行うこと」を方針として掲げ、活動
していきます。
【戦略提言部会】
　戦略提言部会は、将来の化学産業の発展に必要な具体的
戦略立案のための討議を推進していきます。討議の結果は、
「化学技術戦略」などの提案として行政や社会、そして化
学産業自身に発信していきます。
　具体的には、イノベーション創出に向けて化学産業がな
すべきことを実現する為に、調査と議論を通じて、今後、
化学産業として注力すべき分野・テーマを抽出し、政策や
国家予算への反映に向けて、テーマ実現の為の戦略立案を
行い、プロジェクト部会による国家プロジェクト立案活動
とも連携していきます。

【プロジェクト部会】
　プロジェクト部会は、わが国化学産業の持続性・競争力
強化を目指し、将来を俯瞰することを起点としたプロジェ
クト、技術の現場からのシーズを起点としたボトムアップ

型のプロジェクトなど、あらゆる視点から具体的国家プロ
ジェクトの提案を行っています。
　本部会は、候補テーマの掘り起こしを行う「部会」本体、
プロジェクトの必要性調査を行う「ワーキンググループ」、
さらにプロジェクト提案を構築する「研究会」の３つのユ
ニットから構成されています。経済産業省やアカデミアな
どの関係諸機関とも連携しながら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、早期に国家プロジ
ェクト提案につなげるべく、これらの活動を推進してまい
ります。
【知的財産部会】
� �知的財産部会は、JACI会員有志企業の知的財産部門の長
に当る方を委員として構成され、化学産業界を代表する立
場で活動しています。活動の基本方針として、我が国の化
学産業および関連する産業の、共通する知的財産面での課
題に関する、情報共有・議論の場とし、必要な提言・情報
発信を行うことを掲げています。
　主な活動として、イノベーション推進視点から、知的財
産政策課題への提言を提出したり、会員向けに時宜を得た
テーマで、講演会（JACI知的財産研究会）を開催し、また
外部委託の調査を企画・実施しています。ちなみに2011年
のJACI発足以来、例えば、TPPの知財章関連、職務発明
制度の見直し関連、特許・実用新案審査基準改訂関連に対
する意見の提出、通算７回を数えるJACI知的財産研究会の
開催、３件の委託調査報告（会員配付済み）を行ってきま
した。
　これからもSustainable� Development� /� Sustainable�
Society�の実現を目指す化学産業のイニシアチブの一環と
して活動を推進していきます。
【人材育成部会】
　人材育成部会では、将来の化学産業・イノベーションを
担う若手人材をどのように育てていくべきかを議論し、具
体的な提案を行っています。
　その活動の一環として、企業に入る前の大学（院）生
を対象に、社会人として将来なりたい姿をイメージして、
それに向かって学生時代に何をなすべきかを考えてもら
う、「学びへの動機づけ」となるキャリアパスガイダンス
（CPG）を実施しています。社会環境が大きく変化してい
る中、これからのイノベーションを担う若手人材に発信し
ていくべきメッセージを見直していくと共に、産学官の
様々な活動と連携した取り組みを推進していきます。

合宿でのグループ別討議

CPGでの企業講師による講演
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STGA

STGAで香港AOC-SGC6に参加
　平成28年11月27日～30日にAOC-SGC６（Asia-Oceania� Conference� on� Sustainable� and�Green�Chemistry）が香港のCity�
University� of�Hong�Kongで開催されました。この学会は２年おきにアジア・オセアニア地区で開催されているGSCを主題としたも
のです。JACIはGSC�STGAの受賞者にこの国際学会で発表してもらうことにしており参加費用の補助をしています。今回も日本か
ら５名の学生が参加しました。学会は開会挨拶に続く弦楽演奏会の後に、米Yale大学のPaul�Anastas教授の基調講演で始まるという
珍しいオープニングでした。Anastas教授からはグリーンケミストリー（GC）が始まって25年経ち外部環境の変化が著しい今、GC
戦略の転換が必要だとのメッセージが発せられました。また、ノーベル賞受賞者の米Purdue大学の根岸英一教授も参加されていま
した。２日目の昼食時にはSTGA受賞者と香港の学生との学生交流会を開催、大テーブルを囲み飲茶をいただきながら研究や日常の
話をして交流を深めてもらいました。このような人と人の繋がりがGSCの普及啓発にきっと役立つことでしょう。ポスターセッショ
ンは22時頃まで続きました。３日目の発表は昼までで、午後には世界的にも貴重な湿地であるMai�Po（ラムサール条約に登録）へ
の見学バスツアーがありました。その後バスはレセプション会場まで我々を運び、参加者同士の懇親を深めました。
　今回はアカデミアの参加が多数を占め、有機化学反応等の環境性を意識した発表が中心でしたが、社会性、そして経済合理性を意
識した発表が組み合わさればGSCとしてより強い発信につながると感じました。次回のシンガポールでのSGC７には日本や世界の企
業からのより多くの参加を期待します。

【AOC- ６国際会議参加感想文】
大阪大学大学院工学研究科　マテリアル生産科学専攻　D2　中塚 和希
　「Sustainable� and� green� chemistry� to� develop� innovative� and�
economical� technologies」AOC-６国際会議の命題であり、最も重要
な言葉だ。この学会にはGreen�Chemistryに関わりありとあらゆる専
門性を持つ世界中の科学者が一堂に会する。環境問題が常に取りざ
たされている昨今、Green�Chemistryの重要性はより一層高くなるだ
ろう。そのGreen�Chemistryに関わる多くの研究者の方々の講演を聞
くことは、研究に携わる者として大変いい経験だった。また、本学会
会期中には、香港城市大学の学生との食事会を催して頂き、また幸
運なことにノーベル化学賞受賞者である根岸英一先生と会話する機
会も頂くことができた。様々な環境で活躍する研究者の方々と対話を
持つ機会は、容易には得難い貴重な時間であり大切な時間だったと
思う。国際会議が終わり、日本へと帰国した今、大変な幸運に見舞
われていたことを実感し、これからも人と人とのつながりを大切に研
究に精進していきたいとより一層強く思う。
　
京都大学大学院理学研究科　化学専攻　D3　江邉 裕祐
　AOC-SGC６に参加して、私の研究分野外の講演を数多く聞くこと
ができ、また世界の人々と交流でき、非常に有意義であった。GSC
の研究においては様々な分野の視点が必要であり、異分野間の連携
が非常に重要であると感じた。また、今回の学会で特に印象に残っ
ているのは、香港の学生との交流会である。研究に関することはも
ちろん、その他にも様々なことを話し合い、良い刺激を受けた。こ
の経験は今後、海外の研究者との交流や共同研究などに活かしたい。
さらには、今回の国際学会において共に行動したSTGA受賞者の４
人とも、濃い交流ができた。今回の学会で得られた、貴重な経験や
出会いを今後の研究人生に活かしたいと思う。

京都大学大学院工学研究科　材料化学専攻　D1　大木 暁登
　今回私は、香港で行われたグリーンケミストリーに関する国際会
議に参加した。国際会議に参加するのは初めての経験ではなかった
が、グリーンケミストリーは幅広い分野に跨るため、これまで参加
した学会では交わる事の無かった違う分野の人との交流・議論を経
験できた。それらを通して、自分のこれまでの価値観では評価が難
しかった研究などについても自分なりの評価を下せるようになり、
参加前に比べて多角的な視点を持つ事ができるようになったと感じ
ている。さらに、学会中に積極的に海外の方々と交流し、海外文化
の理解やコミュニケーション能力の観点からも自身の成長を感じ、
国際会議ならではの貴重な経験ができたと感じている。

東京大学大学院工学系研究科　応用化学専攻　M2　谷田部 孝文
　　私は、今回のAOC-SGC６が初めての国際会議でしたので、少
し緊張もしていましたが、著名な先生方の講演、英語でのポスター
発表、現地学生との交流などを経験し、非常に有意義な国際会議と

なりました。特に、普段の学会とは異なり、GSCの国際会議である
ため、質疑の中心は社会的な影響を考慮するものであり、研究者と
しての社会に対する責務を改めて感じました。また、GSCは専門的
な分野ではなく、どの化学にも跨る普遍的な概念であることを体現
するように、様々な分野の研究者が一堂に会しており、化学および
GSCに対する幅広い視点を養うことができました。私は固体触媒を
用いた有機反応開発を行っており、有機反応の観点においては日頃
からGSCを考慮していましたが、より広範に将来を見据えたGSCを
意識しながら今後の研究活動を行っていきたいと思います。
　
東京工業大学大学院理工学研究科　応用化学専攻　D2　松並 明日香
　この度、JACIよりご支援をいただき、香港で開催されたAOC-
SGC６に参加してまいりました。本学会には幅広い分野の方々が参
加されており、多岐にわたるGSCへの取り組みについて勉強するこ
とができました。また、行動を共にしてくださったSTGAの皆さん
をはじめ、現地の香港城市大学の学生の方々や、国内外の先生方と
もお話しできる機会も多く、たくさんの良い刺激をいただくことが
できました。中でも、英語に堪能な同年代の香港の学生さんが、教
授と対等に、化学のこと、学校のこと、自分の将来のことなどをお
話しされていましたのは衝撃的であり、英語力、コミュニケーショ
ン力、意見発信力の大切さが改めて身に沁み、忘れられない経験に
なりました。改めて、貴重な機会をいただきましたことを心より御
礼申し上げます。

City University of Hong Kong 国際会議会場

学生交流会
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GSC話題

三井化学は、経済、環境、社会のバランスに配慮した３軸経営を推
進しています。メガネレンズ材料事業などでは、植物由来原料を用
いた素材を開発しました。その一方で、植物原料の生産地が抱える
社会課題解決に貢献するべく、住民の目の健康の維持・改善に資す
る新たな活動を展開しています。本稿では、三井化学のこうした取
組の概要をご紹介します。

植物由来メガネレンズ材料の開発と
Do Green®活動

三井化学株式会社
ヘルスケア事業本部ビジョンケア材料事業部
五十嵐義明（Yoshiaki Igarashi）

１． 三井化学グループの経営ビジョン
　当社グループは、「地球環境との調和の中で、材料・物
質の革新と創出を通して、高品質の製品とサービスを顧客
に提供し、もって広く社会に貢献する」との経営理念の下、
経済、環境、社会の３軸のバランスを重視した事業活動
を通じて、社会課題解決に取り組んでいます。「環境と調
和した共生社会の実現」、「健康・安心な長寿社会の実現」、
「地域と調和した産業基盤の実現」を貢献すべき課題と考
えています。

２．植物由来製品Do Green®の開発
　当社グループは、「環境と調和した共生社会の実現」を
目指して、Do�Green®と名付けた様々な植物由来製品を開
発しています。植物由来イソシアネート「STABiO®」や、
自動車のシートクッションに使用される植物由来のポリ
オール「エコニコール®」、そしてメガネレンズ材料「Do�
Green®�MRTMシリーズ」があります。
　ビジョンケア材料事業はボリュームゾーンからハイエン
ドまで、幅広い屈折率の視力矯正用レンズ材料を展開し、
特に視力矯正用高屈折率レンズ材料「MRTMシリーズ」は、
強度数でも薄くて軽く、優れた光学性能により眼鏡業界で
知らない人はいない世界のディファクト・スタンダードに
成長しています。加えて、レンズに付加価値を与える高級
コーティング材料も有しており、眼鏡レンズ材料のトータ
ルソルーションを眼鏡業界に提供しています。更なる成長
の方向として、目の健康や高齢化、多様化する社会のニー
ズや課題を解決する新しい材料、ビジネスモデルの創出を
目指しています。
　そのなかで、Do�Green®�MR-60TMやMR-174TMは世界初
の植物由来素材による視力矯正用高屈折率レンズ材料で、
日本とアメリカでJORAとUSDAのバイオマス製品認定を
取得し、従来の化石原料由来レンズ材料と同等レベルの品
質を確保しています。
　2016年５月には社会・環境との調和を目指す2016世界ト
ライアスロンシリーズ横浜大会の開催趣旨に賛同し、快適
なスポーツ環境を支援するSWANS（山本光学株式会社様）
と高性能レンズ製造を得意とする伊藤光学工業株式会社様
のご協力のもと、Do�Green®サングラスを開発しました。
Do�Green®サングラスを選手、審判員や大会事務局スタッ
フの方々へ提供しました。
　2016年６月より、タイのレンズ最大手メーカー�Thai�
Optical�Group社に採用され、Do�Green®�MR-174TMレンズ
として、タイ国内での販売から欧米向けに広く輸出される
ことになりました。

　また、Do�Green®製品を通じて地球環境に配慮すること
はもとより、原料の植物生産者とその周辺地域が抱える社
会的課題の解決に貢献していく活動を「Do�Green®活動」
と名付けて取り組んでいます。
　その最初の取り組みとして、2015年10月に、インドの
Gujarat州にあるヒマ栽培農家とその周辺の住民の住民総
勢153名を対象に、検眼と目の診断ならびに住民の意識調
査を行いました。新興国では、個人の健康管理意識が浸透
していないことが知られており、目の健康に関しても通常
の視力矯正だけでなく、弱視、白内障などの目の健康障害
による学習機会・就労機会の低減が社会的な課題のひとつ
となっています。今回の活動では、目の健康の重要性を知
ることが、自身の目の健康状態の維持、改善へつながるこ
とを認識していただく機会となりました。
　三井化学グループは、今後もDo�Green®を通じて、環境
と調和した共生社会の実現に貢献していきます。

　

目の診断風景

Do Green®

サングラス2016
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研究最前線

金属有機構造体（metal-organic framework : MOF）は、多核金属
原子と有機配位子の配位結合によって形成される多孔性物質であ
る。MOFは、気体分子と同程度のマイクロ孔を持ち、特異な吸着
特性を有するMOF種も多いことから、気体分離膜材料として注目
される。本研究では「対向拡散法」を用いたMOF膜の形成法を開
発して、多孔質基材の外表面側の細孔内部において、MOFの一種
であるZIF- ８の分離層を形成した。この手法を用いると分離層の
欠陥の大幅な低減が可能であり、プロピレンとプロパンをわずか
な分子径の違いに基づいて分離できることを明らかにした。

金属有機構造体を用いた気体分離膜
Metal-organic framework-based gas separation 

membrane

産業技術総合研究所　主任研究員　原伸生
Nobuo HARA, Senior Researcher
連絡先：n-hara@aist.go.jp

　気体分離膜は、微小な気体分子を分子サイズや吸着特性
の違いに基づいて分離する膜である。近年、新規な気体分
離膜材料として注目されるのが、金属有機構造体（metal-
organic� framework� :�MOF）である。MOFは、多核金属
原子と有機配位子の配位結合によって形成され、0.3- 2nm�
程度の規則的なマイクロ孔を有する多孔性物質である。ま
た、1000種類以上の構造多様性があり、特定の気体分子に
対して高い吸着特性を示すMOF種も多い。MOFを分離膜
材料として用いた金属有機構造体膜（MOF膜）は、分子
径の違いに基づいて気体を分離する分子ふるい効果と特定
の気体分子に対する高い吸着効果によって、高い気体選択
透過性が得られると期待される。
　MOFは結晶性の粉末であるため、分離膜を作製するに
は各種の多孔質支持体との複合化が行われる。「直接重合
法」は、多孔質支持体を反応溶液に浸漬して水熱反応に
より多孔質支持体の表面にMOF層を形成する。「二次成長
法」は、より均一な分離層を形成するために、多孔質支持
体の表面にMOFの種結晶を担持してこれを核としてMOF
層を形成する方法である。MOFの分離層は多結晶体であ
るため、高い気体選択透過性を得るためには、結晶間の欠
陥の低減が不可欠である。そこで本研究では、「対向拡散
法」による金属有機構造体膜の作製法を提案している。対
向拡散法は、多孔質支持体の両側から金属塩と有機配位子
の二種類の溶液を別々に供給し、液液界面においてMOF
層を形成する。細孔径や支持体厚み等の多孔質支持体の構
造と、反応溶液の溶媒種・濃度・濃度比・反応温度等の反
応条件を制御すると、反応速度が拡散速度より十分に大き
い拡散律速の条件において、薄く緻密なMOF層を形成で
きる。反応の経過と共にMOF層が緻密化し、結晶間に残

存する微小な欠陥を埋め尽くして反応が終了するため、欠
陥の極めて少ない分離層を形成できる。
　構造多様性が極めて大きいMOFの中でも、特に注目さ
れるのがZIF- 8（Zeolitic� Imidazolate� Framework- ８）
である。ZIF- 8は、Zn（Ⅱ）原子と２-メチルイミダゾー
ルがソーダライト型の骨格構造を形成した多孔性物質であ
る。「対向拡散法」によるZIF - 8膜の合成では、多孔質α
アルミナ中空管を多孔質基材として用いて、中空管内部に
硝酸亜鉛のメタノール溶液を満たして封止し、２-メチル
イミダゾールのメタノール溶液に浸漬する。断面のSEM-
EDX分析において、多孔質基材の外表面側の細孔内部に
おいてZIF - 8分離層の形成が確認された。合成条件によ
り分離層の構造制御が可能であり、一例として多孔質基材
内部の硝酸亜鉛濃度を高濃度にするとZIF - 8分離層を薄
層化できる。膜透過特性試験において、分子径の小さい順
に、水素・二酸化炭素・酸素・窒素・メタン・プロピレン・
プロパンの各気体の単成分気体透過率を測定したところ、
プロパンにおいて透過率が大きく低下した。プロピレンと
プロパンのファンデルワールス径はそれぞれ0.40と0.42nm
であることから、ZIF - 8膜はプロピレンとプロパンをわ
ずかな分子径に違いに基づいて分離できる「分子ふるい膜」
である。
　今後、分離層の形成メカニズムの解明と透過特性の解析
の双方の進展により、膜分離性能の大幅な向上が期待され
る。これに加えて、MOFの持つ固有の細孔構造と吸着特
性を利用した、新規な分離プロセスの探索も必要である。
MOF膜の特徴を生かした独自の膜分離プロセスの構築へ
向けて、研究の進展が期待される。
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禁無断転載

今号４ページで人材育成部会の活動を紹介しており
ますが、JACI理事会社のCTOクラスがメンバーであ
る企画運営会議でも、目下、化学産業における人材
強化を大きなテーマとして取り上げています。若年人

口の激減にともない、優秀な人材の確保が一層困難になる事が
予想される中、大学教育の現場の声を聞きながら、化学産業とし
て連携できることはないか、真剣な議論を始めています。本年も
協会の諸活動にご注目ください。� （SS）

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

CSJ化学フェスタで「新しいGSC」を紹介
　さる11月14日～16日の３日間に
わたり、日本化学会秋季事業の「第
６回CSJ化学フェスタ2016」が、
東京都江戸川区のタワーホール船
堀で開催されました。
　JACIは、このフェスタに後援団
体として協力しており、第３日目
の16日には、JACIが企画協力した
テーマ企画「化学イノベーション
で創る持続可能社会」が行われま
した。
　企画では、2015年のGSC- 7基調
講演にて「more� positive」の概念
にまで広げた新しいGSCのあり方
を提唱された東京大学名誉教授の
御園生誠先生が、「環境と共生す
る化学イノベーションの考え方」
の講題で、GSCの歴史や新しい考
え方、今後の方向性について総括
的に説明。研究や事業をGSCの側
面から評価をするに当たっては、
トータルな視点で評価を行う必要
があることはもちろん、短期的な
視点で効果を見誤らないために、時間軸も考慮した評価を行うことが重要であることを、太陽光発電を例にあ
げて強調されました。
　続いて、大阪大学大学院工学研究科教授でJACIのGSCN運営委員会副委員長である宇山浩先生が、GSC- 7で
採択された「東京宣言2015」を詳しく説明、GSC的評価の考え方を、GSC賞受賞業績を題材に具体的に解説され
ました。（写真上）
　その後、「環境にやさしいモノ創り」として２社から、「GSC最前線」として２大学から、それぞれの取り組
みが発表されました。
　JACIは、今後も産学官に向け、新しいGSCの考え方を幅広く紹介していきます。


