
GSCNは化学技術の革新を通して
「人と環境の健康・安全」を目指し，
持続可能な社会の実現に貢献する

活動を推進する組織です

「GSCNの発展を願って」

グローバル化の進展とともに、資源やエネルギーの枯渇、環境問題（とりわ

け気候変動問題）、富や発展の地域格差、経済の連動・一体化などなど世界的な

課題が顕在化し、我々の日常生活にも大きな影響を及ぼしている。山積する世

界的な課題を解決し、持続可能な社会を実現すべく、国連と各国政府は首脳会

議を重ねているが、我々もまた世界の一員として、かかる問題の解決に積極的

に参画していかねばならない。

GSCNは「化学技術の革新を通じて人と環境の健康・安全を目指し、持続可

能な社会の実現に貢献する活動を推進する」ことを目的として、2000年に産・官・学連携組織として

設立され、以来、足掛け 10年、目的の伝道者として、様々な活動を展開してきた。GSC意識を浸透す

るためのシンポジウムの開催・刊行物の発行、優れた GSC技術や推進への貢献が顕在化するための

GSC賞の設定、中でも行政の御支援による「経済産業大臣賞」「文部科学大臣賞」「環境大臣賞」は、

本活動推進の大きな力となってきた。又、本活動は、国内に留まらず、米国の GCI、欧州のＳ usＣ

hemと連携し、国際的な広がりとなっている。更に、2007年には第１回アジア・オセアニア会議を開

催、2009年には第２回を開催した。

改めて、本活動を立ち上げられた諸先輩の先見性と、その継続と発展に尽力してこられた皆様方に

深い敬意と感謝を表したい。

http://www.gscn.net/
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2009年度 GSCN会長 守谷 恒夫



さて、本活動を引き継ぎ、さらに発展するために我々は何をなすべきか？　出来ること、なすべき

課題は数多いが、その中から優先順位をつけて、産・官・学の連携を強め、更に行政の御支援を得な

がら粛々と進めていかねばならない。

議論の起点として、誤解を恐れず以下に私見を述べる。

１、参画団体の拡充

10団体で発足した本活動は、現在 25団体の御参加を得ているが、更に化学技術を基盤とする団体や、

異業種の中にも化学技術の発展に強い関心を寄せられる団体は多い。

積極的に呼びかけたい。

２、アカデミアへの支援強化

革新的な技術の開発は、アカデミアの独創的な基礎研究なしではありえないことを強く訴えたい。

例えば、JCIIでは、萌芽的研究への支援を計画しているが、GSCへの傾斜を考慮していきたい。

３、国際交流の強化

前述のごとく、GSCNは時代の要請を先取りして積極的な国際交流を続けてきた。

わが国の地政学的立場からするとアジア・オセアニアとの連携の量的・質的強化がぜひ必要である。

関係者のさらなる努力に併せ、行政の強力なご支援をも望みたい。

４、人材育成

化学に係わる産・官・学関係者のGSCについての理解と重要性に対する認識は、いまや常識化する

までになりつつある。この貴重な経験と知識を、次世代の化学を担う人材に伝承し、未来の展望を託

することが重要と愚考する。様々な活動がボランタリーに行われているが、インターネットで大学の

カリキュラムを見ると、GSCの冠をもった講義は全国的であるとは思えない。ぜひ、高等教育の一環

として展開していただきたいものである。産・官・学関係者の総意だけでなく、行政の強力な御指導、

御支援無くして成し得ない事であり、ご高配をお願いしたい。

５、機構改革

前述の通り、GSCNは足掛け 10年が経過し、量・質ともに活動は活性化しつつある。今後GSCNの

担うべき役割は、益々重要になってくると予測する。この機会に、機構組織のあり方について見直す

ことが必要と感じる。関係者の議論を望みたい。

色々と申し述べましたが、独断と偏見があるかもしれません。無知なるが故と御寛容下さるようお

願いいたします。

この一文がGSCNの発展に些かなりともお役に立つことを願っております。



産業革命以降、化石資源の使用量の増加と共に排

出される炭酸ガス量は膨大となり、地球環境に大き

な影響が出始め、炭酸ガス削減が国際的な問題とな

っている。

非化石資源に由来するポリ乳酸は、比較的廉価に

入手できる代表的なバイオマス・プラスチックであ

るが、固くて脆い、耐熱・耐侯性が低い、加水分解

し易いため屋外で使用する耐久部材として使用でき

ない、などの弱点が指摘されていた。

工業用部材として要求される耐熱性、耐衝撃性を

ポリＬ－乳酸に付与するため、柔軟性付与剤、独自

に開発したデンプンとポリＤ－乳酸からなる結晶核

剤、相溶化剤などの添加剤の配合による解決を図っ

た。引張強度、伸びなどの物理的改良は天然ゴムで、

加水分解性や難燃性などの化学的改質は前述の添加

剤の配合の調整と第三成分を追加・配合した。

コンパウンド化は図－ 1の二軸押出機を用いて、

水分調節した原材料に適切な順序で各種添加剤を投

入してペレット化する射出整形用コンパウンド製造

プロセスを確立した。

植物度 88%～ 98%の改質ポリ乳酸コンパウンドか

ら得られた射出成形品は、ポリ乳酸単体と比較して

耐熱性は約 50℃高く、耐衝撃性も約 10倍と飛躍的

に向上し、図―２に示す様に自動車内装部品として

採用されるに至った。

今回のポリ乳酸の大幅な物性改善は、図－ 3のイ

メージの様に、均一分布したポリ乳酸結晶相と非相

溶の柔軟相を相溶化剤で結合させることが出来た為、

と考えている。

本研究をさらに発展させ、柔軟相を天然ゴムとし、

軟－硬両相を繋ぐ反応性エポキシ化天然ゴムと加水

分解抑制剤を組み合わせて、工業用材料として使用

できる植物度が 97％以上の新しい射出成形用コンパ

ウンドの製造技術も確立することが出来た。

今後は、循環型社会の形成のため、植物度 100％

の材料開発とその用途拡大を加速したい。

植物由来ポリ乳酸と天然ゴムの複合化による工業用材料の開発

近畿大学工学部 白石浩平　杉山一男
西川ゴム工業㈱ 橋本邦彦　矢野　徹

ポリ乳酸など植物由来のポリマーは、カーボンニュートラルという考え方から環境に配慮した材料と言われ

ている。本技術は、ポリ乳酸に天然ゴムを添加することで、耐衝撃性と耐熱性を大幅に改善し、植物度が

97％以上の工業用材料として実用化するものである。

Development of hybrid materials based on plant-derived polylactic acid
and natural rubber for industrial uses

図－１　二軸押出機による製造状況

図－２　ポリ乳酸改質材料の実用例

図－３　樹脂構造の概念図



地球温暖化の原因となる CO2の有効利用法の開発

が課題となっているが、無毒で多量に存在する CO2

は、上手く活用すれば有用な資源である。図１に示

すように自然界では、CO2を利用して有用物質が作

られ、触媒として酵素が重要な働きしている。人工

的な有用物質の合成にも、自然界を模倣して酵素や

CO2を使用すれば、持続的社会が構築できると考え
られる。また、特に、超臨界状態の CO2は使用しや

すく価値が高い。

次に、超臨界 CO2中での酵素反応の溶媒として、

水や有機溶媒のかわりに超臨界 CO2を用いるメリッ

トを示す。１）反応後には常圧に戻すだけで CO2は

除去できるので、生成物の分離/抽出が簡単である。
２）CO2は安全な物質であるため、残存溶媒が問題

とならない。３）超臨界 CO2は気体のように拡散性

が高いため、拡散律速の反応の速度を加速できる。

４）疎水性の有機溶媒のように、疎水性の基質を溶

解できる。５）高密度の CO2であるため、CO2を基

質とした反応の開発には有利である。６）圧力や温

度を変えると密度が大きく変化し、それに伴い溶媒

の性質が連続的に変化する。そのため、反応にあわ

せて溶媒特性を調整でき、溶媒の種類を変えずに酵

素反応におよぼす溶媒効果が調べられる。

超臨界 CO2中の生体触媒反応の装置としては、超

臨界 CO2は高圧なので反応容器を出来るだけ小さく

する必要があり、図２に示すようなフロー系の反応

装置が効率的である。反応物質と CO2を、固定化酵

素を充填した反応管へと送液し、常圧に戻すと溶媒

である CO2は除去でき、生成物が得られる。抽出の

必要がなく、有機溶媒を用いない有機合成である。

実際にこの装置を用い、リパーゼの反応で医農薬の

合成中間体となる光学活性化合物が非常に高い立体

選択性で得られた。図 3(a)に示すように、3日間の
運転により、1.73gの固定化酵素を用い 221gのラセ
ミ化合物を光学化合物（ee 99％）へと変換できた。
副反応は全くおこらなかった。 注目すべきは、この

反応系では、有機溶媒を全く使用していないことで

ある。基質特異性も広く、2-ウンデカノールのよう

な脂肪族や 1-テトラロールのような環状アルコール
の速度論的分割反応にも成功した。さらに、One-pot
でのケトンの Pd触媒による還元反応とリパーゼによ
る速度論的分割や、リパーゼと固体化学触媒による

動的速度論的分割による光学活性化合物の合成も、

超臨界 CO2を利用するフロー系での反応が報告され

ている。

以上、ここでは、超臨界酵素反応によるリパーゼ

による光学活性化合物の合成例を中心に述べた。報

告例は非常に少ないが、図 3(b,c)に示すように、デカ
ルボキシラーゼやアルコール脱水素酵素も超臨界

CO2中で用いられる。また、高分子合成やリサイク

ル、食品産業などでも利用されている。超臨界 CO2

バイオプロセスでは、枯渇資源由来の有機溶媒の代

わりに多量に存在する CO2を利用し、さらに、再生

可能で効率や選択性が高い酵素を利用しているため、

持続的社会の構築に重要なエコ技術となると期待さ

れる。

東京工業大学　大学院生命理工学研究科　松田　知子

超臨界CO2中での生体触媒反応は、CO2および酵素の両方が環境にやさしい物質であるため、グリーンケミ
ストリーを発展させるために非常に重要である。生体触媒反応にCO2を用いると、反応および後処理がより
効率的になる。現状では、ほとんどの報告が、リパーゼを用いるもので光学活性体の合成などに利用されて
いる。最近になり、CO2を原料および溶媒として利用する酵素反応やアルコール脱水素酵素による不斉還元反
応も報告されたので紹介する。

超臨界二酸化炭素中での生体触媒反応を利用した
グリーンケミストリー

Green Biocatalysis in Supercritical Carbon Dioxide

図１　自然界での CO2 を原料とする酵素による物質生産、
および、人工的なCO2を原料や溶媒とする酵素による
物質生産

図2 フロー系の超臨界 CO2
装置を用いるリパーゼ
による光学活性化合物
の合成

図3 超臨界CO2中での酵素
反応の例



GSCNは設立当初からGSC活動のアジア・オセア
ニア地域への拡大を企図してきており、中国、韓国、
マレーシア、オーストラリア、台湾の賛同を得てア
ジア・オセアニアネットワーク（AON）を立ち上げ
た。今回の中国での会議開催は日本以外のアジア・
オセアニア地域で初となるGSC国際会議（第１回は
2003年に東京、第２回は 2005年に米国、第３回は
2007年にオランダで開催）およびGSCアジア・オセ
アニア会議（第１回は 2007年に東京で開催）として
大きな意義があり、GSCNは事業の一環として GSC
賞受賞者の講演や Student Travel Grant Awards等を
企画し、会議に参加した。

会議は北京中心部か
ら約 30km北に位置す
る Jiuhua Resort＆ Con-
vention Center（北京九
華山庄）の宿泊施設と
一体となった大会場を
用いて開催され、約
400名の参加者を集め
て非常に盛況であった。

会期を通じて基調講演 10件、招待講演 36件、一
般講演 48件、計 94件の口頭発表が行われた。
日本からは基調講演として東京工業大学 辰巳敬教

授、招待講演として東北大学 阿尻雅文教授、熊本大
学 後藤元信教授、首都大学東京 春田正毅教授、東京
大学 小林修教授、化学技術戦略推進機構 日吉和彦氏
らの講演があった。一般講演の中では、2007年度
GSC賞受賞者である東北大学名誉教授 荻野和子氏の
講演『Attract Students' Interest in Chemistry through
Green & Sustainable Chemistry』において、小スケー
ル実験を実演される荻野先生を初々しい生徒の顔に
戻った参加者全員が取り囲むという微笑ましい光景
が印象的であった。
ポスターセッションは 8月 22日の午後に行われ

た。発表件数は 177件に及び、日本からも 2008年度

Student Travel Grant Awards受賞者 7名、2006年度
GSC賞の東レ(株)後藤一起氏、2007年GSC賞のシチ
ズン電子(株)赤尾祐司氏をはじめとする多くのポス
ター発表がなされ、和気藹々とした雰囲気の中で活
発な議論が行われた。
ポスター発表の中から優れた若手発表者に対して

Best Poster賞（12名）とGreen Chemistry賞（5名）
が贈呈されたが、両賞合わせて 17名中 7名を日本人
学生が占め、日本のGSC研究の質の高さを示した。

Student Travel Grant Awards受賞者に関しては、伴
野太祐（慶應大学）、大場伸子（東京工業大学）、大
橋万紀（大阪府立大学）の３名が Best Poster賞を、
白仁田沙代子（大阪大学）、小鹿健一郎（早稲田大学）
の２名が Green Chemistry 賞を授賞した。また、上
記以外に、桑野嘉市郎（首都大学東京）、松尾康輝
（東北大学）の２名が Best Poster賞を受賞した（い
ずれも敬称略）。
今回の国際会

議の成功によ
り、G S C の概
念がアジア･オ
セアニア地域に
着実に根を下ろ
しつつあること
が示され、また
参加した若手研
究者が国外に新しい同学の知己を得て次回会議での
再開を約束する様を見るにつけ今後のGSC活動の更
なる広がりを確信できた。
なお、次回の国際会議（GSC-5）は 2011年 6月に

米国で、またアジア・オセアニア会議（AOC-3）は
2011年秋にオーストラリアで開催される。

本事業は独立行政法人日本万国博覧
会記念機構の助成金を得て実施した。

（財）化学技術戦略推進機構　戦略推進部　高畑　努
本年8月 20日(木)～ 24日(月)、中国北京において第4回GSC国際会議／第2回GSCアジア・オセアニア会

議が開催された（組織委員長 中国科学院Buxing Han教授）。会議は中国内外から約400名の参加者を集めて

非常に盛況であり、アジア・オセアニア地域へのGSC活動の広がりが実感できるものであった。

第４回GSC国際会議／第２回GSCアジア・オセアニア会議
Joint Conference of the 4th International Conference on Green and Sustainable Chemistry

GSC-4 & the 2nd Asian-Oceanian Conference on Green and Sustainable Chemistry
AOC-2

会場となった北京九華山庄

Best Poster賞とGreen Chemistry賞の
受賞者達

会議参加者全員による記念写真（2009年8月21日撮影）
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事 務 局

グリーン・サステイナブルケミストリー　ネットワーク（GSCN）

編集委員：伊東 章（東工大　化工会）、黒川 幸郷（日化会）、井上 朋也（産総研）、堀部 恭一（日塗工）、

神谷 卓司（プラ処理協）、塩野 裕幸（JCII）、天谷 直之（JCII）

早稲田大学　先進理工学研究科　小鹿健一郎
正・負極ともに高分子からなる有機二次電池を作成し、その

充放電特性および GSC適合性の評価について発表いたしまし
た。GSCではまだそれほどメジャーではないエネルギーデバイ
ス分野の発表にも関わらず、多くの参加者が関心を示して下さ
り、数多くの有用な助言を頂戴することがました。また口頭発
表のセッションでは、グリーンケミストリーの分野で世界のト
ップレベルの研究をされる先生方の講演を間近で聴講すること
ができるという貴重な体験ができました。これら北京の学会に
おける経験を糧に今後も自身の研究に磨きをかけていきたいと
思います。

大阪府立大学　工学研究科　大橋　万紀
GSCの基礎概念から学術的な研究成果まで、世界各国のトッ

プ・サイエンティストの講演を直接拝聴できる、大変有意義な
会議でした。私の専門である有機光化学のみならず、化学全般、
さらには教育学や生物学まで、非常に幅広い分野の研究の一端
に触れることができ、自らの視野を広げる素晴らしいきっかけ
を与えていただいたと感謝しております。私自身の研究につい
ても、ポスター発表では様々な分野の研究者から質問をいただ
き、GSCの観点から見つめ直すことができました。ポスター賞
まで頂戴し、ありがたい限りです。本会議で得た経験を糧に、
今後も研究活動に励んでいきたいと考えております。

東京工業大学　理工学研究科　大場　伸子
今回の会議では、GSCに関する最新の研究発表を聞くことが

でき、知識を深めることができました。GSCについての考え方
や現状・問題点についての講演も多く、改めて化学に携わるも
のとして、我々が取るべき立場について深く考えるきっかけを
得ました。自身のポスター発表では数多くの研究者と議論を交
わすことができました。普段とはまた違った視点から大変有意
義なコメントをいくつも頂き、このような大規模な会議に出席
する重要性を感じました。この経験を今後の研究に活かし、
GSCの更なる発展に貢献していくことができればと思っており
ます。

大阪大学　工学研究科　白仁田沙代子
今回、GSC-4&AOC-2に参加させて頂き、“Preparation of

noble metal nanoparticle using photo-assisted deposition on sin-
gle-site photocatalyst”という内容でポスター発表させて頂きま
した。さらに、Green Chemistry Poster Prizeも頂き、大変光栄

に思います。ありがとうございました。本学会では、各国の著
名な先生方のそれぞれの専門分野における、グリーンケミスト
リーの最前線のお話を聞くことができました。今後も、GSC理
念に基づいた材料設計を研究根底に備え、環境・エネルギー問
題へ貢献し得る触媒開発を進めていきたいと思います。

東京工業大学　応用セラミックス研究所　菅沼　学史
GSCの支援により第４回 GSC国際会議に参加させて戴き、

誠に感謝しております。国際会議ではカーボン系固体酸を用い
たセルロース加水分解反応を発表しました。カーボン系固体酸
はセルロースを加水分解でき、その触媒活性は硫酸に匹敵する
ことが明らかになりました。本反応系は環境負荷の少ない固体
酸による加水分解反応システムとして有用です。国際会議では
この反応における反応機構や触媒構造について討論し、自身の
研究について改めて考えることが出来ました。今後はここで得
た知見を生かして循環型社会を実現するための化学技術の発展
に貢献出来ればと思います。

名古屋大学　工学研究科　鈴木　伸治
この度、私は中国の北京で開催された今回の国際会議において、

GSCに関する幅広いアプローチを学ぶことができました。GSC
には多岐に渡る研究分野が存在するため、自分の専門分野を越え
た様々な情報を得ることができ、良い刺激を受けることができま
した。また、本会議において口頭発表をする機会に恵まれ、非常
に貴重な経験をさせて頂きました。これらの経験は、自身の研究
生活にとって有意義なものとなりました。今後もここで得た知識、
経験を生かしシンプルかつグリーンな開発を目指し、GSCを志
向した研究活動に励んでいきたいと思っています。

慶應義塾大学　理工学研究科　伴野　太祐
今回の国際会議では、優れた生分解性を有し、ケミカルリサ

イクル可能な界面活性剤の創成を目指して進めてきた私の研究
課題についてポスター発表をする機会に恵まれ、様々な分野の
方々から有用な助言をいただくことができました。また、多岐
に渡るGSCの内容に則った研究成果を拝聴し、GSCへの理解を
さらに深めることができました。その中で、専門分野を越えて
様々な知識や情報を得ることの重要性を認識いたしました。今
後も本会議で培った経験を生かしていっそう研究に邁進し、環
境調和性を有する次世代型界面活性剤を創成することで、微力
ながらも社会に貢献することができればと考えております。

STGA受賞とGSC-4 & AOC-2に参加して(感想)


