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　あけましておめでとうございます。
　2018年も新化学技術推進協会（JACI）の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたして
おります。
　私は一昨年、石油学会会長を拝命しました。「石油、天然ガスおよび石油化学工
業に関する科学および進歩普及を図り、産業の発達と文化の興隆に資することを目
的とする」、これは60年前に書かれた石油学会の設立趣意書です。日本の石油産業
や石油化学産業が、エネルギーや素材の生産・供給で、重要な役割を担っている状
況は設立以来、60年経った今も変わらず、今後も社会の基盤を支える産業です。
　これから更に、二つの事を意識して取り組む必要があると考えております。
　一つは、持続可能な地球環境の維持・向上のために、安全と信頼性のレベルを高
めながら、生産からサプライチェーン全体をより効率的で効果的なプロセスに変え
てゆくことです。そのためには、技術革新・イノベーションは不可欠であり、より
一層推進する必要があるということです。
　二つ目は、コンプライアンスに関して、昨年、法令・規格への抵触や、手順の逸
脱により企業の信用および信頼を著しく損なう残念な不祥事が起こりました。法令
や規格を守ることは当然ですが、単に法令だから守るという消極的な遵守ではなく、
一人ひとりが、その背景やねらい・目的を腹落ちするまで理解・納得し、自ら進ん
で必須の企業活動・業務として行わなければ、そもそもの期待や目的の意義が失わ
れ、形骸化します。「喉元過ぎれば…」ではなく、持続的・積極的な取り込みが必
要ということです。
　新しい年の始まりにあたり、イノベーションとコンプライアンスが持続可能な社
会の発展のベースであることを肝に銘じて、新年のご挨拶といたします。

持続可能な社会の前提

公益社団法人　石油学会会長

武藤　潤
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企画運営会議

　新化学技術推進協会（JACI）は化学イノベーションに
必要な人材の育成を目的に、様々な取り組みを展開してい
る。JACIの戦略委員会、フロンティア連携委員会、及び
GSCネットワークが、中高生から大学生及び大学院生を対
象に様々な育成活動を行ってきた（右下図参照）。その他
にも小学生対象の「夢･化学-21」への参加や企業の若手へ
の専門分野のセミナーを開催する等、隙間の無い人材育成
活動を展開している。これらの活動は草の根活動とも言う
ことが出来、地道ではあるが確実な成果を挙げている。し
かし成果が出るまで長期間を要する。
　一方、各委員会をまとめる役割を担う企画運営会議では、
最近の学生の就職活動の問題点が話題となっている。2018
年問題とも称される急激に進む18歳人口の減少や日本の大
学の国際ランキングの著しい低下などを考えると、このま
までは化学産業が優秀な人材を確保出来ないのではないか
という危機感が論じられている。そこでこれを喫緊の課題
として、企画運営会議で議論を継続するとともにアカデミ
アの先生方を始めとした各方面のヒアリングや他団体との
協力を開始した。ここではこの取り組みを紹介する。
　まず多数の意見があったのは、就職面接で各社を訪れる
修士の学生たちが同じ受け答えをする、とい
う事であった。インターネット等で面接の受
け方の例を見てそのまま実践しているケース
が多いのではと思われる。企業の面接官はも
ちろんそれを好ましく見ていないのだが、ア
カデミアの先生方からは企業は研究力よりも
面接でのパフォーマンス力を評価しているの
ではないか、との指摘があった。産－学の腹
を割った対話が必要であると強く感じられ
る。また、先生方からは、就職活動で学生が
３ヶ月以上も研究室に居ない場合があり、一
人前の研究者として育てられない、そしてそ
れを注意するとハラスメントと受け取られた
り、ブラック研究室とSNS等で発信されてし
まう、という悲痛な声があった。これは企業
としても極めて遺憾な状況である。

　これらに対処するには個社が単独で動いても効果は薄
く、業界として実態を把握し、あるべき姿に向けて纏まる
必要がある。現在、産学連携を加速するために日本化学
会、日本化学工業協会と協力して立ち上げた定例会議に参
加し、この問題を含め協議している。
　ここ数年は学生の就職状況は経済環境を背景に良化して
おり、ひとりで何社もの内定を得る学生も居る一方で、多
数の会社を落ち続ける人もいるという状況がある。それぞ
れ事情があり一概には言えないが、研究者としての能力を
磨く基盤が出来ないままで就活手法に長けた学生が増えて
しまったり、本当に研究開発の道に邁進しようとしている
学生がそのあおりを受けている状況があるとすれば、アカ
デミアとしても産業界としても早急に改善すべき大きな課
題である。
　将来の化学業界を背負っていく、若く有望な化学系の学
生が、研究に打ち込まずに就活に膨大な時間と労力を費や
したり、場合によっては人格を否定されたような気持ちに
なっているのであれば、一刻も早くこの状況を改善しなけ
ればならない。

人材採用・就活を考える

1

対象/
目的

高度人材の
支援・育成

化学人材のレベルアップ 化学への興味と裾野の拡大 教育者を育てる

化学工学
ビデオ教材

学生
発表会 現代寺子屋

講座
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リーフ
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察教材

企業出張講座による
キャリアパスガイダンス（ＣＰＧ）

わくわく理科・実験教室

子ども化学
実験ショー

おもしろ
化学50
の質問

化学人材育成
プログラム
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新化学技術推進協会
日本化学工業協会
日本化学会
化学工学会
夢･化学-21活動

教育支援プログラム
ポータルサイト
（経団連）
化学メーカー独自の
取り組み

GSC入門

藤枝
プロジェクト

夢

夢

夢

夢

夢
夢

夢

化学系諸団体による若手人材育成
他団体と連携しながら隙間の無い人材育成を展開 （JACIは紫色）

JACIがまとめた化学系団体の人材育成活動
（既に終了したものも含む）
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戦略委員会

★2011年に始まった戦略提言活動

　JACIの公益３事業のひとつが、新しい化学技術に関す
る戦略立案とその発信・提言です。
　JACIが社団法人として発足した2011年、理事会社とア
カデミアから成る20名の戦略委員会が議論を開始し、公益
社団法人に移行した翌2012年の６月に、最初の提言書『化
学産業が目指す５ヶ年の化学技術戦略』を発表しました。
　この提言書は、2010年４月に「化学ビジョン研究会」（経
済産業省とアカデミアにより構成）が発表した『化学ビジ
ョン研究会報告書』が、10年後の2020年を検討の対象とし
ていたため、議論の重複を避け、さらに遠い10～20年後
の社会を想定して、議論を展開しています。

★化学産業が果たすべき７つの貢献

　2012年の提言書では、総合的な視野から化学産業に期待
される貢献を、７つの課題（「食糧・水の安定確保」「エネ
ルギーの確保」「原料資源の確保」「多様化する市場ニーズ
への対応」「将来のライフスタイルを先取りした製品・サ
ービス等の提供」「産業プロセスの高効率化」「地球環境と
社会・産業の共生推進」）にまとめました。
　そして、それぞれの課題について、必要な
場合は融合させながら議論し、2012、2013、
2014年の３冊の提言書で、全課題についての
提言を発表しました。
　この中で、エネルギー・資源についての提
言については、最初の2012年提言書で取り上
げていましたが、その後、これらの分野では、
温室効果ガス削減、シェール革命、レアメタ
ル、再生可能エネルギーの需要増加といった、
課題環境の大きな変化が起こっていましたの
で、2016年に再度、環境・資源・エネルギー
についての提言を行いました。

★30年後を見据えた戦略へ

　このように歴史を重ねてきたJACIの提言書ですが、現
在新たに進められている活動は、従来と大きく違い、シナ
リオプランニングというバックキャスト手法を用いて、30
年後という遠い将来の社会を見据えた提言を、目標として
設定しています。
　このため、戦略委員会の提言部会では、検討期間を当初
から２年間とし、2016年からチームに分かれて、密度の濃
い討議や合宿を重ねてきています。
　本年2018年の６月には提言書の形にまとめ、化学産業と
政府に対して提言を行っていく予定です。

新たな化学技術戦略の策定へ議論進む

化学技術戦略提言書
（2012年～2016年発刊）
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GSC 話題

GSCを推進する動きは世界的な盛り上がりを見せています。背景
にはSDGsやESG投資等がありますが、この度、ISC3という団体
がドイツに誕生し、JACIと連携しています。Managing Directorの
Friedrich Barth氏はドイツ政府、欧州委員会、国連、民間の経験が
ある環境分野のエキスパートです。COP23でサイドイベントを開
催する等、高いアクティビティを示すISC3をScientific Directorの
Klaus Kümmerer教授にご紹介いただきます。

ISC3-International Sustainable 
Chemistry Collaborative Centre 

Introduction
Prof. Dr. K.Kümmerer 
Scientific Director ISC3 
klaus.kuemmerer@leuphana.de

ISC3 (www. isc3.org) i s a new independent , 
international institution promoting and developing 
sustainable chemistry solutions worldwide. 
Chemistry is facing the biggest challenge in 
its history. Basically, it has to reinvent itself 
in order to progress towards susta inab le 
chemistry and a circular economy. This implies 
new business opportunities, new jobs, and a 
key contribution to achieve the UN Sustainable 
Development Goals. The ISC3 is committed to 
shape this transformation in cooperation with all 
stakeholders. 
ISC3 is a g lobal ly act ing inst i tut ion , mult i 
stakeholder platform and think tank. It carries 
out innovation scouting activities to discover new 
technologies, processes and business models. It 
is a partner for industry and politics as well as 
for the civil society and research in academia 
and industry and connects different stakeholders 
in order to jointly develop new solutions for 
climate protection, energy generation, mobility 
and food supply. Combined with the power of 
digital, sustainable chemistry has the potential 
to become a game changer for all industries. In 
the understanding of ISC3 sustainable Chemistry 
is a process that leads to a sustainable society 
with regard to product design, manufacturing, 
consumption of resources, health and safety at 

work, economic success and technical innovation – 
not only in industrialized nations but in emerging 
and deve lop ing countr ies too . Susta inable 
chemistry not only avoids hazardous chemicals 
from the very start , but str ives for better 
applications, higher reuse of resources, completely 
new business models and by moving entire 
supply chains towards circular economy models. 
Sustainable Chemistry thus extends far beyond 
the application of ecological principles in chemical 
production and the principles of green chemistry.  
Sustainable Chemistry brings a specific lens to 
chemistry as a solution provider.
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GSC 研究最前線

「こする」、「つぶす」などの機械的な刺激に応答して、紫外線（励
起光）を照射した際の固体発光色が可逆的に変化する現象を「メ
カノクロミック発光」と呼ぶ。メカノクロミック発光を示す色素は、
圧力センサーやセキュリティインクなどへの応用が期待されるこ
とから近年注目を集めているが、多くの場合、発光色を元に戻す
ために加熱や有機溶媒への曝露といった処理が必要となる。本稿
では、最近我々が見出した、機械的刺激により変化した固体発光
色が室温下で自己回復する有機蛍光色素について紹介する。

有機蛍光色素のメカノクロミック発光
Mechanochromic luminescence of organic 

fluorophores

横浜国立大学大学院 工学研究院　准教授　伊藤 傑
Suguru Ito, Associate Professor
E-mail: suguru-ito@ynu.ac.jp

　蛍光色素は、外部から加えられた光エネルギーや電子エ
ネルギーを「蛍光」として放出する色素である。有機蛍光
色素は、重金属を用いる無機蛍光色素と比較して低毒性の
クリーンな色素であり、成型性や柔軟性に優れることから、
有機ELや有機薄膜太陽電池への応用に向けた研究が近年
活発に行われている。一般に、溶液中で効率良く発光する
色素であっても、分子間相互作用の影響が大きい固体状態
では、濃度消光と呼ばれる現象により発光効率が大きく低
下する。実用上の観点からは、固体状態で効率良く発光す
る色素が求められており、分子間相互作用を抑える置換基
の導入や、凝集誘起発光の利用が、固体高効率発光する有
機色素の優れた設計戦略となることが確立され始めてい
る。
　固体状態で発光するだけでなく、「こする」や「つぶす」
などの機械的な刺激を加えることで発光色が可逆的に変化
する「メカノクロミック発光」を示す色素は、固体材料に
加わる圧力を検出するセンサーや、偽造防止用セキュリティ
インクなどへの応用が期待されており、大きな注目を集め
ている。メカノクロミック発光性有機色素に関する報告は
最近徐々に増加しているが、その多くはテトラフェニルエ
テンやジスチリルベンゼンなどの共通の基本骨格を有して
いる。また、ほとんどの場合、機械的刺激により変化した
発光色を元に戻すために、加熱や有機溶媒への曝露が必要
となる。これに対し我々は、機械的刺激により変化した発
光色が室温下で自発的に元に戻る「自己回復性メカノクロ
ミック発光」を示す新規骨格の有機蛍光色素群を創製する
ことに成功している。
　分子内に電子ドナー性部位と電子アクセプター性部位を
有するドナー・アクセプター（D-A）型蛍光色素は、双極
子モーメントが大きいため濃度消光しやすい。我々は、電
子ドナー性インドール環の窒素原子上にtert -ブトキシカル
ボニル（Boc）基、２位に電子アクセプター性のベンゾチ
アジアゾール環を有するD-A型色素の粉末が、紫外光照射
時に高効率発光（蛍光量子収率Φ F = 0.67）することを見
出した（図１a）。本色素はD-A型であるが、Boc基が分子
間相互作用を抑制することで固体高効率発光を実現してい
る。本色素はメカノクロミック発光を示さないが、インド
ール環の３位にメチル基を有する誘導体では、固体発光色

が機械的刺激により青から黄緑色に変化し、室温下およそ
30秒程度で元に戻ることが明らかとなった。この自己回復
性メカノクロミック発光の発現にはインドール環３位の置
換基が必須であるが、各種置換基を変更することで、発光
色と発光色の回復時間が異なる誘導体を得ることができた

（図１b）。粉末X線回折と示差走査熱量測定（DSC）の結
果から、結晶性の有機色素が非晶質に変化することが発光
色変化の要因であり、非晶質部分の自発的な再結晶化によ
り発光色が自己回復することが明らかとなっている。
　本稿で紹介した色素以外にも、自己回復性メカノクロミ
ック発光を示す色素の報告はいくつか存在するが、本色素
では発光色と回復時間を容易に制御できる点が大きな特長
である。また、従来のメカノクロミック発光性色素に例を
見ない分子構造であり、現在本設計指針に基づく新たなメ
カノクロミック発光性色素の創製を進めている。今後、パ
ルプや合成樹脂などの各種媒体中での自己回復性メカノク
ロミック発光を実現することで、産業応用への展開を期待
できる。

図１. 固体発光性有機蛍光色素
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禁無断転載

　本年もどうぞよろしくお願いします。
　まだ随分先だと思っておりました６月のJACI ／
GSCシンポジウムも、年が変わると、もうすぐそこだな
と感じるようになりました。準備は予想以上に大変で
すが、私たち事務局、一丸となって取り組んでいます。

今回のシンポジウムは、GSCを起点とした多様な「つながり」によ
って、イノベーションを引き起こす機会を提供する新しい企画も行
っていきます。学術ポスター発表、企業・団体展示への申込と併
せ、第７回JACI/GSCシンポジウムへの多数のご参加をお待ちし
ております。（SK）

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

2018年6月
第7回JACI/GSCシンポジウム

1月から参加受付けを開始します！
２０１8年6月14～15日日　時

「GSC 化学がつなぐイノベーション」メインテーマ

日本化学会 山本 尚会長 理化学研究所 松本 紘理事長

経済産業省 多田 明広製造産業局長
 ユニリーバ･ジャパン･カスタマーマーケティング  F.Guarneri代表取締役プレジデント＆CEO

産業技術総合研究所 村山 宣光理事 北海道大学 澤村 正也教授 
東京大学 伊藤 耕三教授 京都大学 江口 浩一教授 
大阪大学 桑畑 進教授　他

講演予定者

ANAクラウンプラザホテル神戸場　所

公益社団法人新化学技術推進協会は、持続可能な発展に向けた化学技術イノベーションの推進を目的とし
て、毎年JACI/GSCシンポジウムを開催しています。　
「化学がつなぐ」新たなイノベーションの共創に向け、あらゆる関係者が一堂に会し、有識者による幅広い分
野からの講演、GSCに関わる優れた活動に対する表彰、パネルディスカッション、学術ポスター発表と企業・
団体展示を同時に実施するExhibition等を企画しております。

参加申込締切：
　2018年5月31日（木）
ポスター発表申込締切：
　2018年2月28日（水）
企業・団体ブース出展申込締切：
　2018年3月30日（金）

参加要領などの詳細は、協会HPを
ご覧ください。

http://www.jaci.or.jp/


