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　もう 55 年前になります。夏休みの旅行中に、三菱化成水島工場の叔父の家にク
ラスメートと二人で宿泊させてもらいました。その夜初めて、化学工学という分野
を知り、その友人と一緒に化学工学科に進学しました。今と比べるとおおらかな時
代でした。
　あれから今日まで、発展し続けると思って選んだ化学産業は、公害やオイルショ
ックや新興国の勃興などで波乱万丈、工学部でも化学系はほぼ常に不人気学科でし
た。私のホームグラウンドだった化学工学会でも、年柄年中、「化学産業の生きる道」
的なシンポジウムやワーキンググループが行われてきました。
　結論はだいたい悲観的でした。コモディティはシェアが勝負だから、規模が一ケ
タ違う欧米や新興国に勝てない。生きる道はスペシャルティしかないが、それだけ
で日本の化学産業全体が食べていくのは無理だろう、ともかく企業の数が多すぎる
と言った理由でした。本協会の前身である新化学発展協会が設立された背景も、こ
うした状況をなんとかしないといけないということだったと記憶します。
　しかし今、合従連衡はあったものの、ほとんどの企業が生き残っています。それ
どころか、自動車に次いで、日本の産業で二番目の利益を稼いでいるのです。内容
を見れば、塩ビやＭＭＡなどコモディティのいくつかでは、海外で製造して世界ト
ップのシェアをとって安定的に利益を得る企業があり、農薬や薬や接着剤や顔料や、
家電や化粧品や LED や電池の素材や、多種多様なスペシャルティで多くの企業が
高収益を上げているのです。
　あの頃、産学官から集まった気魄に満ちた人たちと行った、自分の未来に重ねた
化学産業の未来の議論は、楽しかったし、今の自分を作ったし、その分析は正しか
ったのです。しかし結論は暗くはなかったのです。多分、多くの有能な人々の努力
が生む集合的な成果を予測できなかったということなのでしょう。未来を予測する
一番良い方法は、それを創ることだ、という言葉はそうした意味なのかも知れません。

未来を予測する方法

株式会社三菱総合研究所 
理事長

小宮山　宏
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STGAでメルボルンGSC8に参加

　JACIは日本の大学院生がGSCに係る国際会議へ参加
する費用の一部を補助する、STGA（Student Travel 
Grant Award）という表彰を行っています。本年度は
７名の学生がオーストラリアのメルボルンで開催された
GSC8（８th  Green and Sustainable Chemistry）に参加
して発表を行いました。国内に留まっていては判らない、
GSCを巡る国際的な動きを自らの発表や現地Monash大
学の学生との懇親会を通して感じてもらいました。ここ
に、ひとりひとりの感想文を掲載いたします。
　2017年 は オ ー ス ト ラ リ ア の 化 学 会 で あ るRoyal 
Australian Chemical Instituteの創立100周年ということ
で、GSC8の他にもCarbon、Chemica等７つの化学系学
会と同時開催となりました。そのため会場はMelbourne 
Convention and Exhibition Centreという巨大なイベン
トホールでした。一度入場すればどの学会に出てもよい
ことになっており、多くの人が会場内を行きかって大変

（敬称略、学年は2016年12月時点）
メルボルン市内風景

大阪大学 大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 D3 Priyanka Verma
The ８th International Conference on Green and Sustainable Chemistry (GSC-8) presented useful 
themes on a variety of topics and included many participants from different countries. It was an 
excellent opportunity to gather together and interact during conference sessions and coffee breaks. 
Consequently, I got to meet a number of academics and professionals who have similar research 
interests. The lectures on green chemistry motivated me to carry out research to maximize resource 
efficiency and minimize the hazards to human health and the environment. I presented my research 
work via both poster and flash oral ( ３ min) presentation. It gave me an opportunity to get new insight 
and feedback from students and experts in my research field. The interaction program organized by 
JACI with the Monash University students was a nice experience and helped to meet new people and 
get to know more about their research, city and culture. My acknowledgments to JACI for giving me 
the opportunity to attend this conference. This conference definitely enriched my experience with 
more information, knowledge and confidence.

京都大学 大学院理学研究科 化学専攻 D2 大倉 圭翔
　私は今回参加したGSC 8 国際会議では、どの公演でもGSCの理念に基づいたストーリーで研究内容を
紹介しており、各研究者のGSCに対する思いや考え方が感じられると同時に、“研究成果の魅せ方”につ
いても参考になるところがあった。すなわち、普段から視野を広くもち地球環境やニーズなどを把握す
ることで、“今どのような研究が求められているか”を常に考えることが大切なことだと感じた。本学会
では、現地学生と交流・ディスカッションも行ったが、そこでは多岐にわたる化学分野の学生がいて、
研究内容の議論や雑談など大いに話が盛り上がった。

九州大学 薬学府 創薬科学専攻 D1 中武 大貴
　この度、JACIよりご支援を頂き、メルボルンで開催されたGSC 8 に参加させて頂きました。本学会は、
私にとって初の国際学会でした。国内の学会では触れることの無かった研究分野や研究戦略を数多く学
ぶことができ、大きな刺激を受けました。Monash大学の学生との交流会では、非常にフレンドリーな
雰囲気のもと、それぞれの将来や研究観について語らうことができました。国際化がますます進む現代
社会において、大学院生というこれからの将来を考える時期に、このような貴重な機会を持つことがで
きたことは大きな財産になると思います。今回の素晴らしい経験を糧にして、これからの研究生活を送
りたいと思います。
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平成29年7月23日～26日にGSC8国際会議がオーストラリアのメルボルンで
開催されました。今回もSTGA受賞者の学生７名が参加しました。

な賑わいを見せていました。その中でSTGA受賞者は自らの研究内容をアピー
ル、様々な角度からのディスカッションに応じてGSCに関する見識を深めたこ
とと思われます。
　発表と並ぶSTGAのもう一つの魅力は、現地学生との交流会です。通常、海
外の学会に行くと、発表以外では結局日本人で集まる事が多いと思います。そ
の点、この交流会はJACIと関係が深い海外の先生がご自分の研究室のメンバ
ーを集めて開催するので、信頼の置ける相手と数時間、公私にわたる話を英語
ですることを余儀なくされます。今回の交流会はMonash大の学生が、何とか
日本からの来訪者をもてなそうという一生懸命な姿勢がとても印象に残りまし
た。きっと、STGA受賞者の学生もよいひとときを過ごせたのではないでしょ
うか。 学生交流会

横浜国立大学 環境情報学府 環境システム学専攻 M1 深澤 篤
　JACIの助成を受けてメルボルンで行われたGSC 8 国際会議に参加した。GSC会議ということで普段は
あまり関わることのない研究領域についても学ぶことができた。また、STGA受賞者の皆さんや現地の
学生の方々とお話しする機会も多く、非常に良い刺激を受けました。また、私以外の受賞者は皆ドクタ
ーであり、自分よりも英語でのコミュニケーションが達者でした。私にとって３回目の国際会議でした
が、普段英語を使う機会が少ないため英語でのコミュニケーションには慣れず苦戦しました。今回の経
験を受けて英語力の大切さを身に染みて感じました。今後は英語力を磨きつつ、日々研究に励んでいき
たいと思います。

京都大学 大学院農学研究科 応用生命科学専攻 D2 阪井 研人
　貴会の第10回STGA賞を受賞し、 8th International Conference on Green and Sustainable Chemistryに
参加してまいりました。開催地メルボルンの美しい街並みの中、非常に心地よい環境で本会に参加でき
ました。今回は多彩な専門分野の研究者が発表する学会であり、自らの見識を広げる良い機会となりま
した。また、このような貴重な発表の場を通じて、世界中で活躍する研究者の意見を知るだけでなく、
自らの成果を発信することができ大変嬉しく思います。Monash大学の学生との交流会では、つたない
英語ながら、交流を楽しみました。また、他のSTGA受賞者は皆研究者として、人間として面白い人ば
かりであり、非常に刺激的な日々でした。本学会を通して得た知見を活かし、なお一層研究に精進して
いきたいと考えております。最後になりましたが、学会に際し、ご援助頂きました新化学技術推進協会
の方々をはじめ、関係者の方々にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 D1 高松 一貴
　GSC 8 に参加して、今までに聞く機会がなかった、非常に幅広い分野の講演、ポスター発表を聞くこ
とができ、非常に有意義な経験となりました。GSCを達成するために行われている研究について、色々
な立場からの意見を聞くことができ、それによって、研究に対する新たな視点を得ることができたと感
じています。また、現地の学生や他のSTGA受賞者と交流を深め、研究の事だけでなく、様々な話をす
ることによって、いい刺激を受けることができました。今までは、私の研究分野の観点からのGSCにつ
いては考慮していましたが、今後はより広範な観点からのGSCを目指して、研究活動を行っていきたい
と考えています。

大阪府立大学 大学院工学研究科　物質・化学系専攻 D2 佐藤 悠樹
　本国際会議ではGSCに関する幅広い研究分野を対象としており、化石資源の枯渇や温暖化など世界が
抱える様々な環境問題に対して多角的に取り組んだ高品質な研究に触れる貴重な機会を得ることができ
ました。また現地学生と交流する機会も頂き、海外の学生の環境問題に対する意識の高さに驚き、社会
的な問題へと研究の視野を広げる必要性を実感することができました。本学会で得た素晴らしい経験を
もとに自らの研究をより社会に役立つものにするために、日々の研究に活かしていきたいと思います。
最後になりましたが、このような機会を与えて頂いたGSCNの皆さまに深く感謝いたします。
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第16回GSC賞奨励賞の紹介①

省エネによるC0２排出量削減が喫緊の課題となってきた昨今、地球上の固体で
最も断熱性能の高いエアロゲルの重要性が再認識され、世界中で数十社のエア
ロゲルメーカーが設立された。しかし、いずれのメーカーでも高透明度で大き
なエアロゲルは作ることができず、エアロゲルを細かく砕いたパウダータイプ
や、その二次加工品のみに限定されているのが現状である。しかし当社は、京
都大学との共同研究の結果、現実的なコストで板状（モノリス）エアロゲルを
生産する技術の発明に成功し、これをSUFA（=Super Functional Air）と名付け
た。モノリスタイプでなければ透明性を維持することは難しく、当社がSUFAの
量産化に成功すれば、世界初の透明断熱材サプライヤーになると考える。

世界初の汎用透明断熱材 
SUFA（スーファ）の実用化
Practical use of the world's first versatile 
transparent insulation material "SUFA"

ティエムファクトリ株式会社

　エアロゲルとは、一般的にはゲル中の溶媒を臨界乾燥に
より、収縮をおこすことなく気体に置き換えた多孔質の物
質を指す。エアロゲルは1990年代にはNASAが宇宙空間で
の断熱用として実用化に成功したが、コストがあまりにも
高すぎて、一般市場を開拓するには至らなかった。その後
現在まで、透明な断熱材の市場投入は世界中でまだ一社も
成功していない。コストが高くなる最大の要因は、超臨界
乾燥装置を使うことにある。水分が蒸発する際の表面張力
により骨格構造が破壊されてしまうため、超臨界状態とい
う、液体と気体の中間状態を利用することでこれを防ぐ手
法が一般的には用いられるのだが、超臨界状態にするため
には、内部を高圧にしなければならず、高圧装置は初期費
用・メンテナンス費用ともに高額になる。当社の開発した
SUFAは骨格構造が柔軟なため、蒸発時の表面張力をうま
く逃がすことができ、常圧下で乾燥させても破壊されない。
よって超臨界装置を使わない分コストが安くなり、他社の
１/60という超低コストを実現することが可能となった。

　これまで透明な断熱材は一般市場に流通していなかった
ため、窓などの透明部分の断熱には真空ガラスや不活性ガ
ス封入技術を用いるしかなかったが、SUFAをガラスにサ
ンドイッチのように挟むだけでトリプルガラス以上の性能
が得られる。また、将来的にはSUFA自体が超高断熱軽量
ガラスとして、世界中の窓ガラスをリプレイスできる可能
性を秘めている。
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第16回GSC賞奨励賞の紹介②

アクリル酸は様々な分野で幅広く利用されている重要な化学基幹原
料である。その製法は、エネルギー多消費型プロセスであるナフサ
クラッキングからプロピレンを得た後に、二種類の触媒で二段酸化
する多段プロセスが主流である。当社は、プロパンを出発原料とし
一種類の触媒による一段の反応でアクリル酸を合成できる製造プロ
セスを開発し、工業化の目途を得た。本プロセスは、CO２削減など
の環境負荷低減効果によりGSC推進に大きく貢献できると期待され
る。

環境負荷の少ない 
アクリル酸製造プロセスの開発

Development of acrylic acid production process 
with less environmental impact

東亞合成株式会社
TOAGOSEI CO.,LTD.
野村 聡一、屠 新林、丹羽 正雄、岡崎 栄一、 
山下 清生
S. Nomura, X. Tu, M. Niwa, E. Okazaki, K. Yamashita

　地球温暖化、環境汚染、化石資源枯渇などの諸問題を解
決するためには、ライフサイクルアセスメントの視点から
既存技術の改良と環境保全との調和を図りながら、大元の
出発原料に遡ってまでも環境負荷の少ないトータルプロセ
スに転換する抜本的な技術革新が不可欠である。
　アクリル酸は、繊維・塗料、粘接着剤、電子関連部材や
吸水性樹脂などのアメニティー製品に至る幅広い分野で用
いられ、2016年の世界生産能力が800万トンにも及ぶ化学
基幹原料である。その製法は、原油精製からナフサクラッ
キングを経て得られるプロピレンを二種類の触媒を用いて
二段酸化する多段プロセスが主流である。しかし、ナフサ
クラッキングはCO２発生量が多く、その量は化学産業全体
の発生量の１/３を占める。そこで、既存のナフサクラッ
キングあるいはプロパン脱水素とプロピレン二段酸化とを
組み合わせた三段階の反応では無く、近年脚光を浴びてい
るシェールガス由来のプロパンを直接原料として用い、プ
ロパンから一種類の触媒による一段反応でアクリル酸を合
成することができれば、安価原料への転換による経済的効
果のみならず、CO２削減などによる環境負荷低減効果も期
待できる。プロパンからの一段反応によるアクリル酸製造
プロセスは、経済的にも環境的にも魅力的なプロセスであ
りながらも、アクリル酸収率が低いことや経時的な収率の
低下が起こることなどの課題があり、工業化には至ってい
なかった。

　当社は、工業的に入手し易い原料を用い触媒前駆体合成
時のレドックス反応を制御することで、活性相の純度が高
くプロパン酸化によるアクリル酸合成に優れた触媒の製造
技術を開発した。触媒性能を最大限に発揮するべく反応温
度を均一に保つための反応器温度制御プロセスと組み合わ
せることによって、中規模実証試験設備で65%という非常
に高いアクリル酸単流収率を達成することができた。反応
オフガスの直接リサイクルや、PSA分離等での未反応プロ
パンの選択回収リサイクルにより、更なる高収率も期待で
きる。また、触媒の結晶粒子表面の修飾技術も開発し、触
媒の経時劣化を抑えて触媒寿命を長くできることを見出し
た。さらに、反応で得られたアクリル酸の精製において精
製方法の最適化による消費エネルギー抑制検討も行い、環
境負荷の少ないトータルプロセスを構築し本プロセス工業
化の目途を得た。なお、触媒の入れ替えのみで既存プロセ
スのプロピレン酸化で用いる二段酸化用反応器を容易に転
用可能と考えられることから、本プロセスの幅広い普及が
期待できる。
　本プロセスは既存プロセスに比べて、エネルギー多消費
型プロセスであるナフサクラッキングを経ず、大気汚染物
質の排出が少なく、CO２排出原単位も32%削減可能と試算
される。本成果は、省エネルギー化、温室効果ガスや汚染
物質の低減、非在来型資源の付加価値向上有効利用により、
GSC推進に大きく貢献できると期待される。
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第16回GSC賞奨励賞の紹介③

リチウムイオン電池に代表される蓄電池の内部において、電極と電
解質の界面（電極／電解質界面）の物性や、そこで起きる化学反応
は、電池の性能に大きな影響を与えることが知られている。しかし、
その詳細は不明なことが多く、性能改善の妨げとなってきた。湊丈
俊氏は表面・界面を解析する技術を駆使することで、電極／電解質
界面の物性や化学反応機構を解明し、これまで不明であった新しい
蓄電池の設計指針を構築した。これらの成果は蓄電池の発展に寄与
すると期待される。

電極／電解質界面の解析に基づく 
蓄電池設計指針の構築

Construction of New Concept for Designing 
Rechargeable Battery Based on Analysis of 

Electrode/Electrolyte Interface

京都大学　特定准教授　湊 丈俊
Kyoto University, Associate Professor
Takeshi Minato
minato.taketoshi.5x@kyoto-u.ac.jp

　2011年３月11日の東日本大震災以降、蓄エネルギー技術
への人々の関心は日々高まってきた。様々な蓄エネルギー
に関わる技術・デバイスの中で、蓄電池を用いることによ
ってエネルギーを必要な時と場所で利用出来ることから、
現段階においてその中核を形成していると言っても過言で
はなく、今後もその広い利用が想定される。これまで蓄電
池は小型電子機器の電源などに主に用いられてきたが、近
年は、電気自動車や再生可能エネルギーへの応用が期待さ
れ、関連する研究が進められている。これらの応用は、経
済への波及効果も極めて大きいと考えられることから、蓄
電池の性能を向上させる研究が世界中で集中的に推し進め
られている。集電体、電極、電解液を浸したセパレーター
などから形成される蓄電池の内部において、電極／電解質
界面の物性やそこで進行する化学反応は電池としての性能

（例えば、容量、サイクル特性、レート特性など）に大き
な影響を与えるため、その解析と設計による性能改善が強
く期待されている。しかし、電池内部において埋もれた界
面となっている電極／電解質界面はその解析方法が限られ
ることから、これまでは多くを想像に頼ってきたのが現状
である。本研究において湊丈俊氏は国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の革新型蓄電
池先端科学基礎研究事業（RISING事業）などの中で、蓄
電池の電極／電解質界面の電子状態、伝導度、構造などを
解析する手法を構築し、物性や反応機構を明らかにして界
面を設計することで、電池性能を改善する新たな指針を構

築した。
　充放電反応が進行している蓄電池の電極表面には、空間
電荷層と呼ばれる材料のバルクの状態（電子状態、結晶構
造、局所構造など）とは異なる状態を持つ層が生成すると
考えられている。しかし、空間電荷層が電池性能に与える
実際の影響については不明な点が多かった。湊丈俊氏は空
間電荷層を実測し、動作中の蓄電池の性能に与える影響を
解析した。その結果、空間電荷層の生成を抑制することに
より、電極表面の構造劣化を抑え、充放電サイクルを繰り
返した際の容量減少を抑制できるということを示した。こ
れらの成果から空間電荷層を制御することによって優れた
電池を開発する新しい指針を明らかにした。
　さらに、蓄電池の電極材料中のイオン配列の秩序性が電
子伝導度に影響を与えるという新たな物性を解明すること
に成功した。この成果は、電極材料中でキャリアイオンを
秩序良く配列することで高速充放電を可能とするという未
知の設計指針を世界で初めて明らかにしたものである。
　上記の研究成果は、これまで不明であった電極／電解質
界面の物性や反応機構を明らかとしたものであり、蓄電池
の性能の発展に寄与すると考えられる。実験観測結果や理
論的解析に基づき、根本から新たな設計指針を構築したも
のであることから、学術界、産業界におけるその波及効果
は大きい。従って、グリーン・サステイナブル ケミスト
リーの発展をもたらすと考えられる。

試験用蓄電池の外観
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第16回GSC賞奨励賞の紹介④

二次電池の発火・爆発等のリスクを最小化することを目指し、不
燃性の水を電解液溶媒とした水系リチウムイオン電池の研究が盛
んになっている。しかし、水は有機溶媒と比べて耐電圧性が低い
ため、市販の非水系リチウムイオン電池と比べて低電圧であるこ
とが問題となっていた。本研究では、新たなカテゴリーの水系電
解液系として、リチウム塩のハイドレートメルトを提唱した。ハ
イドレートメルトは、水を含んでいるにもかかわらず高い耐電圧
性を示すことを見出した。電解液として応用することで、市販の
非水系リチウムイオン電池に匹敵する３V級水系リチウムイオン電
池の可逆作動に成功した。

ハイドレートメルト電解液の開発と 
高電圧水系二次電池への応用

Discovery of Li-salt hydrate melt and its application to 
an electrolyte for high-voltage aqueous batteries

東京大学　助教　山田 裕貴
The University of Tokyo, Assistant Professor
Yuki Yamada
y_yamada@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp

　近年、電気自動車や定置電力貯蔵用の大型二次電池の需
要が急速に高まっており、高安全化に対する要求が強くな
っている。それに対し、既存のリチウムイオン電池におけ
るボトルネックとなっているのが、電解液に使用されてい
る有機溶媒である。この有機溶媒は、極めて燃焼性が高い
ため電池の火災・爆発等の甚大な事故を引き起こす原因と
なっている。このような安全性の課題を根本的に解決する
ことを目指し、難燃性の水系電解液を使用した水系リチウ
ムイオン電池の研究が活発化している。しかし、水は電位
窓（耐電圧性）が約1.2Vしかなく、2.4〜3.8Vの電圧を示
す市販の非水系リチウムイオン電池と比べて低電圧である
ことが問題となっており、耐電圧性の高い水系電解液の開
発が強く求められている。
　本研究では、高い耐電圧性を有する新たなカテゴリーの
水系電解液として、リチウム塩の常温ハイドレートメル
ト（hydrate melt、溶融水和物）に着目した。多価カチオ
ンを含む塩は比較的低温でハイドレートメルトとなるもの
が多いのに対し、１価カチオンであるリチウム塩の水和物
は常温で固体であるのが一般的である。それに対し本研究
では、適切なリチウム塩２種（LiN（SO２CF３）２（LiTFSI）
とLiN（SO２C２F５）２（LiBETI））を選択し、更にその共晶組
成を利用することで、常温で液体のリチウム塩二水和物Li

（TFSI）0.7（BETI）0.3・２H２O、つまりハイドレートメルト
の発見に至った。更に、このハイドレートメルトが、水を
含んでいるにもかかわらず、３V以上の高い耐電圧性を有
することを明らかにした。実験及び理論計算によりハイド
レートメルト中における水分子の状態を調べた結果、全て
の水分子がリチウムイオンに配位し水分子同士の水素結合
ネットワークが失われていることが分かり、約1.2Vの電圧
で分解する通常の水の性質が消滅していると言える。
　発見したハイドレートメルトを電解液として応用するこ
とで、高い作動電圧を示す新型水系リチウムイオン電池の
可能性が見出された。概念実証のためのプロトタイプとし
て、3.1V級及び2.4V級のリチウムイオン電池の可逆作動
に水を用いた電解液で初めて成功した。つまり、従来２V
以下に制限されていた水系リチウムイオン電池の電圧が、
有機溶媒を使った商用のリチウムイオン電池（2.4〜3.8 
V）と同等のレベルまで引き上げられることになる。した
がって、ハイドレートメルト電解液は、これまでトレード
オフの関係となっていた二次電池の電圧と安全性を高度な
レベルで両立可能にするものと言える。

　可燃性の有機溶媒に代わって、不燃性の水を使った高安
定電解液系が完成することで、二次電池の安全性及び価格
に大きな変革をもたらす。第一に、難燃性の電解液となる
ことで、二次電池の発火・爆発事故のリスクを限りなく低
下させることができるため、圧倒的に安全性の高い二次電
池システムを構築することができる。更に、既存のリチウ
ムイオン電池では必須となっている電池セル及び電池材料
の生産工程における厳密な禁水環境（ドライルーム）を撤
廃することができるため、生産設備を大幅に簡略化するこ
とができ、生産コストの抜本的な改善が可能となる。した
がって、既存のリチウムイオン電池に対して電圧を犠牲に
することなく、圧倒的に安全かつ低価格な二次電池システ
ムが実現すると期待される。
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禁無断転載

　STGA受賞者が参加したGSC8に事務局から参加
しました。メルボルンは景色がきれい、気候が心地よ
い、移動がラク、食べ物が美味しいと、最高の街で
した。でも物価が高かった！スーパーの巻きずし１人

前パック10AU$（=870円）には仰天しました。そういえば海外に
行っても昔ほど物価が安いと感じることは少なくなりました。やっ
ぱり日本はデフレが進んでいたのですね。インフレ政策を考え直
してみる機会にもなりました。（SS）

編集
後記

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、	
（公財）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、	
（地独）東京都立産業技術研究センター、（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

募 集 案 内 ！
第11回GSC Student Travel Grant Award

（第11回STGA）

2017年12月 予定

●対象は大学院生及びこれに相当する学生
●受賞者は第7回GSCアジア・オセアニア会議（2018年11月19日～20日　シンガ

ポール）に派遣します。

募集開始 2018年 2月 予定募集締切


