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　本年 6月末より公益社団法人新化学技術推進協会（JACI）の会長に就任いたしま
した。

　JACIは社団法人として発足してから5年、公益法人としてからも4年が経ちま
した。この間、歴代会長及び会員各位のご尽力で、各事業はますます充実してきた
感があります。特に、昨年開催したGSC国際会議では国内外からの多数の著名な
講師をお迎えする中、GSCの新しい取り組みを謳った「東京宣言 2015」（※）を採択
しました。これは、地球環境との共生・社会的要請の充足・経済合理性、この三つ
が調和した活動を、化学という枠にとらわれずに他の業界、分野、組織、国・地域
と手を携えて推進していこうという趣旨のものです。この宣言に添った活動を力強
く進めていくことが、JACIの使命であると考えます。

　昨今、我々を取り巻く世の中の状況は地球規模で激しく変化しています。そのス
ピードはかつてないほど速く、その中にあって我々は周りの変化を敏感に読み取り、
その変化の中でも化学産業の持続的発展を実現しなければなりません。JACIは、
化学に携わる全ての関係者が垣根を越えて活動するプラットフォームを更に強化し、
GSCを基盤とした化学技術イノベーションを推進するとともに、化学産業の国際競
争力の強化と日本並びに世界の持続的発展のために積極的な活動を展開してまいり
ます。

　JACIの活動に対し、今後とも産学官各方面の皆様のご支援、ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

※�「東京宣言 2015」は以下のURLでご覧になれます。
　http://www.jaci.or.jp/images/The_statement_2015.pdf

JACI会長就任に 
あたって

公益社団法人新化学技術推進協会�
会長

石塚　博昭
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『東京宣言2015』の新たな展開
� 第５回シンポジウム開催報告

特集　第５回JACI ／GSCシンポジウム

　昨年度、「第４回JACI/GSC�シンポジウム」は�「第
７回GSC東京国際会議（GSC- ７）」と併せて開催
し、欧・米・アジアから多数の参加を得て、GSC
の新たな方向を、「東京宣言2015」として示しまし
た。この宣言では、これまでの化学製品の全サイ
クルにおける環境負荷低減を中心とする視点のみ
ならず、長期的・全地球規模の課題の解決と、よ
り健康で豊かな社会の持続可能な発展をもたらす
牽引役としての広がりを持つ活動を、新たなGSC
の方向と位置づけました。またその推進に向けて、
既存の学問分野の壁、学・産・官の壁、さらには
国と国の壁をも越えて、世界に開いた協調と連携
によって挑んでいくこととしました。
　本年の第５回JACI/GSCシンポジウムは、「新た
なグリーン・サステイナブルケミストリーの幕開
け」をテーマに、昨年度の様々な分野を超えた連
携による「GSC発展の新たな方向」の具現化を目
指し、2016年６月２日と３日の２日間、ANAクラ
ウンプラザホテル神戸にて開催、多数の皆さんが
参加されました。

過去最大規模のシンポジウム
　６月２日、JACI高橋恭平会長の開会の挨拶に続き、主会場
では小宮山宏三菱総合研究所理事長および福島洋経産省製造産
業局審議官による基調講演やアカデミアの先生方の招待講演な
どの10件の講演がありました。
　また、Exhibition会場では395件のポスター発表、68件の企業
団体展示がありました。発表件数としては過去最大でした。ま
た、参加者は863名で、これも過去最多でした。
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特集　第５回JACI ／GSCシンポジウム

2016年６月２日－３日に開催された第５回JACI/GSCシンポジウムは、
2015年の国際会議を上回る参加者で盛り上がりました。今号と次号で、シ
ンポジウムの模様と、GSC各賞を受賞した研究業績をご紹介します。

産学官からの著名な先生方が基調・招待講演
　小宮山三菱総合研究所理事長は「プラチナ社会に向けたイノベーション」と題する基調講演の中で、有限な地
球で、量的な豊かさは飽和へと向かいつつあり、これからの成長は、生活や人生の質を追求する「プラチナ社会」
の実現の中にある。課題先進国である日本は、世界に先駆けて成長の質的変革を実現すべきである、と問題提起
されました。また官からは、福島経済産業省製造産業局審議官より、世界の中での我が国の持続可能な発展およ
び化学の産学に対する期待が語られました。
　続いて、産業界から、BASF、カネカ、岩谷産業が各社の取り組みを披露されました。BASF高橋隆一尼崎研
究開発センター長は、メガトレンドである地球規模の解決すべき大きな課題に対して商品の開発を行ってきたが、
近年、顧客側での多様化に伴い、材料の機能のみでは限界、との認識を披歴。また、カネカ永野廣作取締役副社
長からは「サステイナブルな社会を実現する為の取り組み」、岩谷産業村井眞二中央研究所長からは「水素社会
へ向けた取り組み」のテーマで、それぞれ報告と課題の提示が行われました。
　また、日本を代表するアカデミアからの先生方からは、「化学および学際領域において、森林バイオマスのセ
ルロースナノファイバーへの変換による材料資源化」（磯貝明先生）、「多孔性材料の新規な光捕集アンテナ機能
による人工光合成への取り組み」（稲垣伸二先生）、「基礎的典型元素化学からの分子材料技術シーズの応用展開」
（山口茂弘先生）、「膜工学に特化した研究拠点におけるグリーンイノベーション創への取り組み」（松山秀人先
生）、および、「２次電池やキャパシタ用の材料開発とそれら蓄電システムを通した社会的貢献のビジョン」（石
川正司先生）と、各分野での成果が示されました。

2015年度のGSC賞受賞講演
　第15回GSC賞受賞講演は、経済産業大臣賞、及び環境大臣賞をダブル受賞
した東レの木村将弘地球環境研究所長から、及び文部科学大臣賞を受賞した
名古屋大学後藤元信教授から行われました。また、今回から新設されたGSC
賞スモールビジネス賞の受賞講演は、ライトニックス福田光男取締役、及び
サイデン化学小田純久取締役本部長から行われました。

開会挨拶の高橋会長 小宮山理事長 福島審議官
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視点別ゾーンで賑わったＥxhibition
　講演と並ぶ企画が、６月３日のＥxhibitionで
す。産学官の研究者・企業・機関・団体が参加
し、シンポジウムのテーマをポスターで体現し
ていただきました。
　参加者のポスター発表と企業団体展示は、「社
会的貢献視点」から、資源、エネルギー、環境、
生活、基盤の５分野に分類され、それぞれのゾ
ーンに展示されました。「社会的貢献視点」で
大きく括られているので、聴講者は自分の専門
技術分野に近い発表を見たあと隣の発表に視線
を移すと、最初は自分とは無関係と思われる発
表が並んでいます。しかしそこで考え、このシ
ンポジウムの意味に気付くのです。その結果、
各ゾーンでは技術の壁を越えた議論が巻き起こ
り、発表者と聴講者が互いに啓発しあう、とて
も有意義なExhibitionになったようです。

特集　第５回JACI ／GSCシンポジウム
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ポスター賞とSTGAで若い研究者を育成支援
　ポスター展示のうち、35歳以下の若手研究員のポ
スターを対象に、ポスター審査が行われました。審
査対象件数は312件、産と学から選出されたポスタ
ー審査員は52名がこれらの審査にあたりました。
　その結果、15名が受賞し、代表者が表彰を受けま
した。
　また、国際的にGSCへの理解を深めてもらうた
めに国際学会参加費用を援助するSTGA（Student�
Travel� Grant�Award）では、５名の将来を有望視
される学生が選ばれました。受賞者の皆さんは、
本年11月28日から30日にかけて香港で開催される
「AOC- ６」に参加します。
　
　すべてのプログラムを成功の裡に終了し、石塚博
昭JACI副会長（現、会長）の閉会の言葉で、大変
賑わった第５回JACI ／ GSCシンポジウムも幕を閉
じました。
　2017年の第６回シンポジウムは、７月３日、４日
の両日にわたり、東京有楽町の国際フォーラムにて
開催します。多数のご参加をお待ちしています。

レセプション 石塚副会長の閉会挨拶

STGA受賞者の皆さん

ポスター賞の表彰

特集　第５回JACI ／GSCシンポジウム
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地球規模で深刻化する水不足、水質汚濁などの水問題の解決手段として、分離膜、特に
逆浸透膜が注目されている。しかし、近年、処理原水が多様化するにつれ、既存製品のさ
らなる高機能化が強く求められている。
かかる中、東レは性能発現に寄与する逆浸透膜の構造因子に関する基礎研究をベースに
高透水性（省エネ）と高除去性（高水質）を高次元で両立するとともに、運転安定化に
寄与する耐汚染性と耐薬品性を有する高性能逆浸透膜の開発に成功した。本逆浸透膜は、
世界各地で採用され、水問題の解決に寄与するとともに、従来技術と比較して水処理プ
ロセスの消費エネルギーが大幅に低減できることを実証しており、環境負荷低減への貢献
も期待できる。

経済産業大臣賞 � 環境大臣賞
高性能逆浸透膜の開発

Development of high performance 
reverse osmosis membranes

東レ株式会社　Toray Industries, Inc.

　世界人口の急増と経済成長を背景に、水不足、水質汚濁
といった水問題が地球規模で深刻化している。全世界で約
７億の人々が安全な水の確保が困難な状況下にあり、その
改善への取り組みがなされている。持続可能な水資源を確
保するための技術として、近年、逆浸透膜が注目されてお
り、膜技術、プロセス技術などの発展により、高品質かつ
安価な水の供給が可能となってきた。しかしながら、膜利
用水処理技術が普及する中で、多様な原水に対して省エネ
を達成しうる透水性向上や水質のさらなる高品質化に対す
る市場要求が高まり、特に水質の悪化が懸念される河川水、
下廃水を対象として、省エネ（高透水性）と高水質を兼備
する新規逆浸透膜の開発が切望されるようになった。新規
逆浸透膜に要求される特性は、膜表面の汚れ付着による透
水性の低下を抑制する耐汚染性と、汚れを除去し透水性を
回復させるために用いられる薬品に対する耐薬品性であ
り、分子レベルでの現象解析とともにサブナノメートルス
ケールでの膜構造設計が必要となる。
　上記の要望に対して、東レは、性能発現に寄与する逆浸
透膜の構造因子に関する基礎研究をベースに、①精密界面
重合によるひだ構造と細孔構造の制御、②表面機能化と高

次構造変化抑制、を特徴とする技術確立により、これまで
不可能と考えられていた高透水性と高除去性を高次元で両
立するとともに運転安定化に寄与する耐汚染性、耐薬品性
を有する高性能逆浸透膜の開発に成功した。
　本逆浸透膜は、アジア、アセアン、中東、北米、南米、欧州、
アフリカなど多くの地域で採用され、かん水淡水化や下廃
水再利用など多くの用途で水問題の解決に貢献している。
環境面では、多様な原水においても、高品質な水を安定か
つ安価に供給することが可能となることから、従来技術と
比較して水処理プロセスの消費エネルギーが大幅に低減で
きることが実証されている。
　本技術は、淡水化のみならず、資源・エネルギー分野で
の随伴水処理などの環境保全技術、リチウム、リンなどを
効率的に製造する膜利用有価物製造技術、バイオ化学品な
どを高効率に製造する膜利用バイオプロセスとしての適用
が期待される。今後も社会を本質的に変える力のある革新
的な素材の研究・開発を推進することで、東レグループの
企業理念である「わたしたちは新しい価値の創造を通じて
社会に貢献します」の具現化に取り組んでいく。

第15回
GSC賞 グリーン・サステイナブル����ケミストリー賞

逆浸透膜への要求特性

高除去性（高水質）高造水性（省エネ）

省エネ運転
⇒CO2排出削減
(約800万トン*)

 *2010～2014年度累計
（東レ試算）

逆浸透膜エレメント

濃縮
排水前処理

海水

かん水

下廃水

透過水

ポンプ

安全で安価な水の供給 多様な原水への適用性

耐薬品性耐汚染性
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二酸化炭素や水を超臨界・亜臨界状態で使う手法は
グリーン溶媒技術として注目されている。超臨界流
体技術のグリーンな側面として、有機溶媒を使わな
いこと、溶媒の完全な循環利用、廃水処理の軽減、
収率向上などがあげられる。我々は天然物の分離プ
ロセスおよび環境関連物質やバイオマス、廃プラス
チック等の反応プロセスに対して超臨界流体を適用
する技術を研究開発してきた。

文部科学大臣賞
超臨界流体を用いた天然物および

環境関連物質の分離・反応プロセスの開発
Development of Separation and Reaction Processes for Natural and 

Environmental Materials Using Supercritical Fluid
名古屋大学 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻　教授　後藤元信
Motonobu Goto
Professor, Department of Chemical Engineering, Nagoya University

　超臨界状態の二酸化炭素や水は密度や溶解力などの溶媒
特性を温度と圧力のみで大幅に変えることができ、有機溶
媒に代わる溶媒となるため、分離や反応の環境低負荷プロ
セスが実現できる。天然物の抽出プロセス設計の基本とな
る抽出過程に対して、平衡と物質移動に基づく種々の理論
モデルを構築し、抽出過程の解析を可能とした。また、天
然物成分の分離選択性を高めるために、吸着技術と超臨界
流体を組み合わせた「超臨界圧力スイング吸着分離法」を
提案し、柑橘オイルの脱テルペンなどの連続分離への応用
を検討した。さらに、液体の水と超臨界二酸化炭素を二相
系溶媒として極性物質と無極性物質を同時に分離抽出する
「ハイブリッド抽出法」を開発し、コーヒー生豆からのカ
フェインとポリフェノールを同時抽出し、焙煎後にポリフ
ェノールを豆に戻すプロセスなどへの応用を示した。
　亜臨界水に超臨界二酸化炭素を接触させた亜臨界炭酸水
が、分離や反応溶媒として有用であることを示してきた。

また、天然物の分離プロセスとして二酸化炭素と水を用い
て様々な成分の抽出分離を可能とするグリーン溶媒プラッ
トフォームを提案した。さらに、亜臨界水による抽出直後
に乾燥・微粒子化を行う手法を考案し天然物に適用した。
　一方、水が亜臨界状態において、有機溶媒に近い誘電率
と高いイオン積を有することを利用し、バイオリファイナ
リーにおける重要な基盤技術としてのバイオマスの有用物
への変換や廃プラスチックのケミカルリサイクルなどの反
応媒体としての研究を産学連携で行ってきた。また、超臨
界水中での酸化反応を利用して、ダイオキシンなどの有害
物質の処理に適した複合プロセスを産学連携で開発した。
　超臨界流体技術の実用化を促進するために、2013年に三
重県内に設立された超臨界技術センターの立ち上げ当初か
ら関わってきており、我が国における超臨界流体技術の実
用化ならびにGSCへの寄与の手助けができればと考えてい
る。

グリーン・サステイナブル����ケミストリー賞

新規分離プロセス 
高度
分離 

理論 
モデル 

天然物 
 

環境関
連物質 

超臨界圧力スイング
吸着分離法 ハイブリッド抽出法 

バイオリファイナリー 

亜臨界水 バイオ
マス 低分子化 

資源 
燃料 

有害物質の分解 
超臨界二酸化炭素 
超臨界水 

ダイオ
キシン
含有物 

完全無
害化 

プラスチックリサイクル 

亜臨界水・ 
アルコール 

廃プラス
チック 

モノマー化 
原料 
資源 

新規反応プロセス 

産学連携 

柑橘オイルの
脱テルペン
コーヒー生豆から
のカフェイン・
ポリフェノール
同時分離抽出 
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　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たが、それにも
増して地球環境の大きな変化、急速な温暖化が進んでいる。
　2016年、国連は17の目標を持ったSustainable�Development�
Goalsを提唱し、同年伊勢志摩サミットにおいては自然界
に還らないマイクロプラスチックの危険性が警鐘された。
　これらの問題は、医療においても大きく関係し、在宅医
療の推進で一回使い捨て（ディスポ―ザブル）製品の使用
が急増し、その生産および廃棄物の処理増による環境負荷
が急激に増加している。
　2014年の厚労省の調査報告において、ディスポーザブル
医療機器の国内市場規模は約6,000億円、国内総医療機器
市場の50％を占める。世界市場では2018年に前者は2,450
億ドル（約26兆円）、後者は2017年に4,340億ドル（約52兆円）
と予測され、使用後の汚染されたディスポー�ザブル医療機
器が増加傾向にある。
　しかし、ディスポ―ザブルの医療機器が使われれば使う
ほど、つぎの２点で医療機器（汚染されたゴミ）の廃棄に
よる悪影響が顕在化してきている。
　第一に、ダイオキシン等の有害ガスの発生とマイクロプ
ラスチックの残留
　第二に、針刺し事故、二次的感染症（エイズ、B・C型
肝炎ウイルス等）の増加に伴い、人と環境に著しく悪影響
を及ぼし、社会問題に発展している現状がある。
　その解決法として、当社は、バイオミメティックス活用
として、蚊の針を構造設計に取り入れ製品化した。
　その原材料には植物由来の樹脂であるポリ乳酸を用い、
射出成形加工という製造工程で量産化を実現した。
　従来の金属針では、機械加工された刃、両刃により組織
と細胞を切り裂くが、射出成形加工した樹脂針には刃がな
いため、樹脂針だけでは刺さることがない形状特性を持た
せ、その結果針刺し事故を防止し、ウイルス感染等を発生
させない。
　刺さる仕組みは製品全体のシステムに構築され、穿刺さ
れた後、樹脂針は自動的に格納され、再使用できないメカ
ニズムになっている。これまでにない使用後の人への安全
性と廃棄後の環境への配慮を原材料から生産、廃棄までの
全工程を設計コンセプトに入れた医療機器である。

　樹脂針の原材料には100％ポリ乳酸を用いるが、ポリ乳
酸は植物が光合成して生産する「でんぷん」を乳酸発酵す
ることにより得られるカーボンニュートラル生分解性樹脂
である。その特徴は、生分解性により自然に同化され、新
たなCO2排出量がなく、有害な化学物質をも発生しない自
然環境にとってやさしい生分解性材料である。
　当社は、従来法では難材料とされた100％ポリ乳酸の成
形加工において、独自開発した超微細精密射出成形加工技
術で、しなやかで、折れちぎれない製品をサイクル10秒台
で量産化を実現し、より人と環境に安全でやさしい製品を
具現化することができた。さらに、この技術は他産業に応
用展開される可能性は高く、活用を期待する。
　今後とも、当社は人体への安全性と環境破壊にもつな
がる医療機器廃棄ゴミをゼロにする事業を推進し、Green�
Sustainable�Chemistryとして社会貢献に寄与していきたい。

世界中で使用された医療機器の廃棄が人と環境に大きな悪影響を及ぼして
いる。その多くは使い捨て医療用針と注射筒、チューブであり、素材は石
油化学由来のプラスチックとステンレスから成る。
世界中で、これら血液等が付着した医療ゴミによるウイルス感染症（エイズ、
B・C型肝炎ウイルス等）の発症が急増している。
また、その廃棄処理方法により、ダイオキシン等の化学物資を発生させる
ことやマイクロプラスチックの増加に伴いう環境破壊が危惧されている。
これらの問題解決として、株式会社ライトニックスは、世界で初めて環境
に優しい植物由来の生分解性樹脂（ポリ乳酸100％）を用いた樹脂製採血
針を実用化し、製造から使用後の廃棄までの安全性と環境負荷低減をテー
マに2012年からピンニックスライトという商品名で国内外に販売している。

スモールビジネス賞
植物由来の生分解性樹脂を用いた�

採血針の開発
～ごみの形を残さない新しい医療機器産業への展望～

The Development of the Safety Lancet made of the 
Biodegradable Polymer from Plant

The Prospects of New Industry not to leave 
garbage for the Medical Device

株式会社ライトニックス　福田　光男　

第15回
GSC賞 グリーン・サステイナブル����ケミストリー賞
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　粘着ラベルは、コンビニの商品表示ラベルや宅配便の伝
票等に非常に多く使用されるようになってきた。サイデン
化学はアクリルエマルション型粘着剤を製造して、顧客で
ある粘着ラベルメーカーが粘着剤を塗工して粘着ラベルを
製造している。アクリルエマルション型粘着剤はアクリル
モノマーを乳化重合したアクリルエマルションと粘着付与
樹脂エマルションを配合して製造している。
　粘着付与樹脂エマルションは、有機溶剤に溶解した粘着
付与樹脂を乳化剤で水に乳化し、ホモジナイザーで微粒子
にした後、溶剤を除去する方法で製造されている。この方
法は有機溶剤を使用する必要があり、環境負荷が大きく製
造時のエネルギーも多量に消費し、高価格であった。
　サイデン化学では、粘着付与樹脂を有機溶剤の代わりに
アクリルモノマーに溶解し、これを乳化重合することで溶
剤を用いることなく、また、微粒子化および溶剤除去の工
程を経ずに、粘着付与樹脂を乳化する方法を確立した（ア
クリル・粘着付与樹脂ハイブリッドエマルション）。
　これまでも溶剤を使用しない粘着付与樹脂エマルション
の製造方法は検討されてきた。例えば粘着付与樹脂を高温
で溶融したものを乳化する方法があるが、粘着付与樹脂の
軟化点が100℃以上の場合は高圧の乳化設備が必要であり、
高温で溶融するためにエネルギーも多量に消費してしまう
問題点があった。またエマルションの粒子径を高圧ホモジ
ナイザーで微粒子にする必要があった。
　アクリルモノマーに粘着付与樹脂を溶解して乳化重合す
る方法はこれまでも実験室的には検討され、特許等でも報
告されていたが次のような問題があり実用化されていなか
った。
①�粘着付与樹脂を溶解したアクリルモノマーは乳化重合が
うまく進行しないため希望の性能のエマルションを製造
することが困難であった。
②�粘着付与樹脂を溶解するアクリルモノマーの種類や量を
適切に設定しないと粘着剤の性能が出せない。
③�アクリルモノマーの乳化重合では粒子径は１ミクロン以
下であるが、粘着付与樹脂を溶解して乳化重合した場合
は大きな粒子が発生して沈降や塗工性で問題が発生する。
　サイデン化学はこれらの問題点を解決してアクリルエマ
ルション型粘着剤を開発することができた。
①�粘着付与樹脂の種類と溶解するアクリルモノマーの種類
と量を適切に設定することで乳化重合をうまく行うこと
ができた。
②�サイデン化学はエマルション型粘着剤の重合配合技術の
蓄積があり、良好な粘着性能を付与した粘着剤を設計で
きた。

③�粘着付与樹脂を溶解したアクリルモノマーの乳化重合条
件を最適化することで大きな粒子を含まないようにし
て、沈降や塗工性に問題が無いアクリル系エマルション
型粘着剤を製造することができた。
　この製造法は従来法と比較して、省エネかつ省資源（無
溶剤）効果の高い環境低負荷プロセスであるのみならず、
工程短縮による製造コストの削減効果も大きいことから、
粘着剤の製造原価を低減することで国際的な価格競争に対
抗できるようになる。また、新規のアクリル・粘着付与樹
脂ハイブリッドエマルションは既存の乳化重合設備で製造
できるため、量産化が容易である。
　さらに乳化重合時に使用する乳化剤量を粘着付与樹脂単
独で乳化するよりも少量で乳化することができるため、耐
水性等の性能を向上することができた。さらに反応性乳化
剤を使用することで耐水性を上げることができるため、こ
れまでは溶剤型粘着剤が使用されていたフィルム基材の粘
着ラベルや両面テープ等の粘着テープの分野へも展開でき
ると考えている。

ラベル用粘着剤として幅広く使用されているエマルション型粘着剤は、従
来、溶剤に溶解した粘着付与樹脂を乳化した後、微粒子化と溶媒除去を経
て製造された粘着付与樹脂エマルションを原材料に使用してきた。サイデ
ン化学株式会社は、溶剤の代わりにアクリルモノマーに粘着付与樹脂を溶
解し、これを乳化重合することで、溶剤を用いることなく、また、微粒子化
と溶剤除去の工程を経ずに、粘着付与樹脂をエマルション化する方法を確
立した。これにより省エネかつ省資源で環境負荷も小さく、製造コストも削
減したエマルション型粘着剤を製造することができた。

スモールビジネス賞
粘着付与樹脂の乳化技術と�
エマルション型粘着剤への応用

Technologies for emulsifying tackifier resins and 
Application to acrylic emulsion PSAs

サイデン化学株式会社

グリーン・サステイナブル����ケミストリー賞

アクリル・粘着付与樹脂ハイブリッドエマルションの電子顕微鏡写真

アクリル・粘着付与樹脂ハイブリッドエマルションの製造方法
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第5回�新化学技術研究奨励賞　　　　　　　　決定！�2016新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞

　公益社団法人新化学技術推進協会では産学官交流連携活
動の一環として、新化学技術研究奨励賞を設けています。
本賞は過去の成果・業績を表彰するものではなく、化学産
業界が必要とする技術課題の実現に貢献しうる新たな研究
テーマ企画に対し贈呈するものです。当協会のフロンティ
ア連携委員会の技術部会活動において、将来の化学産業と
して必要な新規技術について討議を重ね、環境分野、エネ
ルギー・資源分野、電子情報分野、ライフサイエンス分
野、先端化学・材料分野からの11の募集課題を設定してい
ます。それに特別課題（震災関連）を加えた全12課題で研
究テーマの募集を行いました。また本賞は若手研究者の発
掘と支援も目的としており、特別課題以外は応募資格を40
歳未満としています。第１回～第４回の研究奨励賞で、計

50件の研究テーマに対して研究助成を行っています。また、
昨年度より研究奨励賞受賞後の研究に対して、切れ目の無
い継続的な研究助成を行うことにより、研究成果の産業界
への早期活用を図ることを目的に、研究奨励賞受賞後１年
経過後から６年以内の受賞者を対象に、新化学技術研究奨
励賞ステップアップ賞を設けています。今回は研究奨励賞
に123件、ステップアップ賞に８件のご応募がありました。
各分野の著名な学識経験者を審査委員とする審査委員会で
の厳正な審査の結果、2016新化学技術研究奨励賞ステップ
アップ賞に１件、第５回新化学技術研究奨励賞に11件を採
択致しました。５月27日に授賞式が行われ、ステップアッ
プ賞に300万円、研究奨励賞に100万円の研究助成金を贈呈
いたしました。

JACI フロンティア連携委員会

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2016新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
リグニンの有用化学物質への変換技術の確立

産業技術総合研究所�
化学プロセス研究部門

山口 有朋

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 第５回新化学技術研究奨励賞 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 
特別課題：�東日本大震災からの復旧・復興に貢献する化学技

術に関する研究
課題１：�グリーン・イノベーションを推進するための資源・

プロセス・評価技術に関する環境技術の研究

放射性セシウムレベルが高い河川
から取水した農業用水の可給態割
合解析

原子間力顕微鏡による個々の分子
の化学反応の可視化

佐賀大学農学部�
生物環境科学科

上野 大介

東京大学大学院
�新領域創成科学研究科

杉本 宜昭
課題２：�新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節減・回収・再利用

に関する基盤的研究（エネルギー資源、食料・水資源を含むものとする）
課題３：�バイオマスの構造を活かした高機能材料及び化学品

に関する研究

排CO2利用による革新的リチウム
資源回収プロセス研究

非可食植物バイオマスの高純度分
離に基づく環境適応型高機能素材
の創製

量子科学技術研究開発機構�
核融合エネルギー研究開発部門

星野 毅

東京農工大学大学院
�工学研究院

敷中 一洋
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　 JACI フロンティア連携委員会

課題４：創電・エネルギー貯蔵分野における革新素材・技術
に関する研究

課題５：�電子機器のワイヤレス化を支える、発電・蓄電・送電（無線
給電）技術に関わる材料およびそれを用いたシステムの研究

該当なし 該当なし
課題６：マイクロナノシステム用途の拡大につながる新規な
材料・プロセス及びデバイス技術に関する研究

課題７：高効率物質生産に必要な新規なバイオプロセスの構
築に関する研究

酸素透過性マイクロウェルアレイ
を利用した毛髪再生医療用デバイ
スの開発

ナノファクトリーの概念に基づく
微生物生産プロセスの革新

横浜国立大学大学院
�工学研究院

福田 淳二

大阪市立大学大学院�
工学研究科

尾島 由紘

課題８：生体分子を利用した、またはその構造と機能に着想した新規機能性材料の実用化を目指した研究

エラスチン類似ポリペプチドの戦
略的な分子デザインに基づく革新
的ゲル材料の開発

高効率な多段階酵素反応を実現す
るDNAナノリアクターの創製

名古屋大学大学院�
工学研究科

鳴瀧 彩絵

京都大学�
エネルギー理工学研究所

中田 栄司
課題９：�材料の設計・製造・解析・評価を先導する計算化学

の研究
課題10：�日本のものづくり強化と新産業創出に資する「新

素材」実現のための基礎的・基盤的研究

革新的光機能を発現する高次ナノ
構造体の計算科学的デザインと高
次ナノ材料設計指針の先導的提案

バルクな負の屈折率や高屈折率を
有するテラヘルツメタマテリアル
の実現

京都大学大学院
�理学研究科

　金 賢得

　茨城大学
�工学部

鈴木 健仁
課題11：�化学工業に変革をもたらす低環境負荷反応触媒技

術に関する研究

Core-shell構造からなる超高選択
性を発現するゼオライト触媒の創
製

横浜国立大学大学院
�工学研究院

稲垣 怜史

第５回新化学技術研究奨励賞および2016新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞の審査委員は以下の通りです。
（敬称略　所属、役職は、審査委員会時点のものです）

DIC株式会社　執行役員　R&D本部長兼総合研究所長� 玉木 淑文
九州大学　高等研究院　特別主幹教授（崇城大学教授）� 新海 征治
量子化学研究協会　理事長（京大名誉教授）� 中辻 　博
立命館大学　総合科学技術研究機構　上席研究員（京大名誉教授）� 今中 忠行
独立行政法人産業技術総合研究所　研究顧問� 横山 直樹
東京農工大学大学院　工学研究院　教授� 直井 勝彦
放送大学　客員教授（東工大名誉教授）� 秋鹿 研一
出光興産株式会社　経営企画部　R&D戦略室長� 河野 尚紀
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禁無断転載

６月に新神戸で開催されたJACI/GSCシンポジウム
は、おかげさまで大盛況のうちに終了しました。ご
協力いただきました皆様、ありがとうございました。

詳しくはP２～P５の報告記事をご覧ください。さて事務局は既

に来年のシンポジウムに向けて動き出しております。来年のシン
ポジウムは７月に東京国際フォーラムで開催される予定です。企
画内容はこのニュースレターでもご紹介させていただく予定で
す。お楽しみに！

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/
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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
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女子中高生夏の学校
 ～科学・技術・人との出会い～　今年も参加

　「女子中高生夏の学校」（主催：独立行政法人�国立女性教育会館�以下、夏学）では、理科好き、あるいはま
だ理系/文系の進路を決めていない女子中高生に対し、科学・技術の面白さを教えています。また、理系で生き
ていく場合の将来像を描けるように先輩女性研究者によるキャリア相談も行っており、JACIも昨年から参加し
ています。夏学はJSTの委託事業であることからアカデミア関係者の出展が多い中、JACIブースは民間企業か
らの参加という立場で注目を集めています。今年の参加者は日本全国の女子中高生（中学３年、高校１～３年生）、
保護者、教員、スタッフ、総勢250名以上でした。JACIからは会員企業である大日本印刷（株）と、出光興産（株）
がポスター展示を行いました。テーマはそれぞれ、「ホログラムが映し出す未来のあたりまえ」、「電池で拓く新
たな世界～リチウムイオン電池開発ものがたり～」でした。また、ポスター展示後にキャリア相談も行いました。
来年も参加したいと思います。

大日本印刷（株）の説明風景 出光興産（株）の説明風景

参加中高生の集合写真


