
新化学技術推進協会は、人と環境
の健康・安全と、持続可能な社会
をめざすGSC推進の考え方にた
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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　５月１日より元号が令和に改元され、新たな時代が幕を開けました。昨今では、
SDGs に代表される社会的課題に対する対応が世界的に求められている中で、化学産
業に求められる役割と期待は益々大きくなっています。これまで化学産業は、新たな
素材を生み出し、新たなイノベーションを可能とすることで社会変革に貢献してこら
れました。環境問題への対応も CSR の範疇を超えて、ビジネスのリスクとチャンス
に直結する時代となっており、新たな競争力の源泉になろうとしています。
　６月には日本で初めての G20 が大阪で開催され、地球環境問題も主要な議題とな
る予定です。議長国である我が国としては、環境と成長の好循環を回転させ、ビジ
ネス主導の技術革新を促すイノベーションを後押ししてまいります。
　パリ協定に基づき策定を進めている長期戦略では、野心的な目標の達成に向けて、
例えば、化石原料に依存しない化学プロセスの開発等の不連続のイノベーションが
必要とされています。また、昨今世界的課題となっている海洋プラスチックごみ問題
では、従来の 3R を一層深化させるとともに、プラスチック代替品となる新しい材料
開発も一つの解決策として求められております。高いイノベーションポテンシャルを
有する化学産業として、これらの問題の解決に積極的に貢献いただきたいと考えて
おります。

　貴協会の GSCN におかれましては、国際競争力にもつながる SDGs の考えを戦略
提言書の中で先行して取り入れ、日本の化学産業を牽引してこられました。引き続
き、JACI ／ GSC シンポジウムや貴協会の取組を通してビジネス主導のイノベーショ
ンを推進していただければと存じます。

新しい時代を迎えて

経済産業省
製造産業局　素材産業課
課長　湯本　啓市
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　IoTシステム構築やビッグデータ解析、AIなどの情報科
学分野は、「スマート社会」の基盤技術の柱として、大学、
企業、あるいはそれらの連携の中で、現在急速に発展して
います。経済産業省も、わが国素材分野におけるデータサ
イエンスの強化が急務であると強調してきました。
　こうした社会の要請に応えるべく、JACIでは、2017年
12月に「化学産業のための情報科学講座」を開始、第２回
目の2018年２月の講座から、奈良先端科学技術大学院大学

（略称NAIST）教授の金谷重彦先生をお招きし、「さあ、は
じめよう、Ｒプログラミング：ケモ・バイオ・データ・サ
イエンス」のテーマの下、「習うより慣れろ」の精神で、統
計解析や機械学習等について、実データの材料設計への活
用を意識した講義と実習を重ね、好評を得てきました。
　この講座は、2019年３月、奈良県生駒市のNAISTキャン
パスでの第６回実習をもって終了しましたが、すでに前年
の2018年５月には、今後の進め方を議論する「化学×デジ
タル人材育成コンソーシアム」が発足し、経済産業省、日
化協、東京大学と、JACI、NAISTが主なメンバーとなっ
て、育成プログラムについての議論を重ねてきました。
　そして、2019年８月から、JACIが実施主体となる「化学
×デジタル人材育成講座」が、いよいよ開講される運びと
なりました。
　この講座は、「化学産業のための情報科学講座」のプロ
グラムを進化させた内容で、金谷先生に加えて東京大学大
学院工学系研究科教授の船津公人先生にも講師としてご参
加いただき、約２カ月のうちの、合計７日間で６テーマの講
義と実習を行います。受講終了時には、素材・材料開発や
企画、マネジメントに携わる方々が、ケモインフォマティ
クス、マテリアルズインフォマティクスの活用法を理解し、
必要な材料設計手法等を身につけたレベルに到達し、現場
に帰っていただくことを目標としていますが、専門知識の
ない方でも受講できるように配慮されているところが特徴
です。
　また、この講座は、今後５年間で、化学産業の研究者の
５％に相当する1,500人規模の化学関係者に受講していた
だくことを目標に置いており、化学産業を前進させる原動
力となることが、産学官関係者から期待されています。

　８月の第１シリーズに向けて、４月に受講者を募集した
ところ、事務局の予想を上回る応募者があり、関係者から
寄せられる期待の大きさが窺えました。
　2019年度内には、２～３月に第２シリーズの開催も計画
しています。予定日程等については、ホームページをご覧
ください。（JACI　HPは　http://www.jaci.or.jp/）
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JACIの人材育成事業①

「化学×デジタル人材育成講座」を
８月に開講

「化学産業のための情報科学講座」での指導風景
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進化するキャリアパスガイダンス

　JACIの戦略委員会人材育成部会は、将来の化学産業を担
う理系学生のレベルを上げるための提案と活動を実施すべ
く、2011年に社団法人のJACIが発足した後、ただちに人材
育成のプログラム開発に取り組みました。
　そして、公益社団法人として再スタートした翌2012年の
５月には、早稲田大学にて第１回のキャリアパスガイダン
ス（CPG）を開催しました。
　もともとJACIの前身である化学技術戦略推進機構では、
東京工業大学にて「化学産業ものづくり特論」という講座
を開設するなどの活動を行っていましたので、JACIでの検
討も、こうした経験と実績を踏まえて行うことができまし
た。そして、早稲田大学「博士キャリアセンター」からの
要請を受けて、CPGが実現したのでした。
　以後、CPGは、早稲田大学のほか、東京工業大学、東京
農工大学、筑波大学、東京理科大学、大阪府立大学で開講
されています。また、大学のほかに、日本化学会CSJフェ
スタの場でも実施しています。
　CPGのプログラムは、主に基調講演と体験講演で構成さ
れています。
　基調講演は、人材育成部会の部会長や委員が担当し、化
学産業についての紹介と研究者に期待される点などを紹介
します。また、体験講演は、会員企業の若手研究者が実体
験を語ります。ケースによっては、これらの講演にグルー
プ討議やパネルディスカッション
が加えられることもあります。
　人材育成部会では、第１回の実施
以来、CPGのプログラムに種々改良
を重ねてきましたが、2018年には大
きく手を加え、基調講演の中に、リチ
ウムイオン電池のシステムを実証し
情報革命と環境・エネルギー革命の

進展に重大な貢献をされた、旭化成㈱名誉フェロー吉野 彰
博士のインタビュー映像を取り入れました。
　映像の中で吉野先生は、新しいニーズや隠れたニーズを
どのような発想で発見していったか、ブレークスルーの着
想をどのように得たか、あるいは、壁に突き当たったとき
の対応法などを分かりやすくお話しされています。そこで
流れる吉野先生の肉声には、さすがに強い説得力があり、
CPG会場では、参加した学生たちから熱い視線を集めてい
ました。
　現在、就職を希望する学生・大学院生にとっては、研究
生活の中で就職活動に大きなエネルギーを割かざるを得な
いという厳しい現実があります。JACIでは、こうした学
生の負担を軽減するための検討と併せて、従来からCPGで
行ってきた企業情報の提供も、継続して実施していきます。

JACIの人材育成事業②
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『未来社会プラットフォーム』が一巡

フロンティア連携委員会

年先の「ありたい未来社会」を議論しました。WSには会
員企業23社より若手30名が参加しました。
　各WSでは有識者に「未来社会」に関する講演をして頂き、
議論の導入としました。議論の結果、「ありたい未来社会」と
して『人間と自然が共栄できる社会』を提言しました。

Phase１での議論
　Phase１ではPhase０で提言された『人間と自然が共栄で
きる社会』を実現するためのテーマについて議論しました。
　WSには会員企業23社より若手33名に加えて、大学・官
庁からも若手７名（４大学、１官庁）が参加しました。更
にPhase１では若手の議論の参考にするため、成功体験を
有するベテラン６名（５社、１大学）が加わり、総勢46名
で４回のWSを開催しました。文字通りの産学官連携WSと
なりました。
　Phase１でも有識者の先生方に「未来社会」に関する講
演をして頂き、議論の導入としました。議論の結果、『人間
と自然が共栄できる社会』を実現するためのテーマとして
次の３つを提言しました。

①エネルギー自給自足社会�
　－国内自給率100％、創エネで世界をリードする－
②消費エネルギーを革新的に削減した社会�
　～X－Realityにより時空間を超越～
③自立循環型社会/食糧生産の高効率化社会

30年後の「ありたい社会」を議論
　「未来社会プラットフォーム」で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、産・学・官の若手研
究者、異分野の若手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、非競争領域と想定さ
れる30年後の『ありたい未来社会』を議論し、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？」などの議
論を通じて、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、我が国の化学産業の将来を担う若手研究
員の育成にも繋がると期待しています。

４段階の議論が一巡
　図１に示すように未来社会プラットフォームでは議論の
内容によって基本的にPhase０からPhase３まで４段階に
分けて進めます。
　しかしながら、Phase３では具体策の検証になりますの
で基本的に個社や大学とのコンソーシアム等で進めます。
したがって、JACIではPhase２までの開催になり、本年２
月、Phase２が終了し、当初想定していた議論のステージ
が一巡しました。

始まったPhase０
　Phase０では４回のワークショップ（WS）を開催し、30

【概要】

☆ありたい社会の共有
講演会等を活用して意見交換を
実施し、ありたい社会がどんな社
会かを共有化する。検討領域を
分類し、優先順位を決定する。

【メンバー】

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞが選出した
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（有識者）と会員企業の
若手を中心としたﾒﾝﾊﾞｰ

【概要】

☆ﾃｰﾏの議論、優先順位付け
領域ﾁｰﾑではありたい社会を実
現するための具体的なテーマを議
論し、優先順位付け、抽出する。

【メンバー】

Phase 0：ありたい社会の議論、

領域の優先順位決定 （共有化）
Phase 1：ありたい社会を

実現するためのテーマ提案 （発掘）

検討領域毎の有識者ﾒﾝﾊﾞｰと一般
参加者からなる領域ﾒﾝﾊﾞｰ

Phase 2：ﾃｰﾏの具体的解決策

の調査・評価 （調査）
Phase 3：具体策の検証とFS 

（研究開発）

【概要】 【概要】

☆ﾃｰﾏの調査
ﾃｰﾏの解決方法（ﾙｰﾄ）を発掘・評

価するために議論・調査し、最適な
ﾙｰﾄを抽出する。

調査は技術ｼｰｽﾞ、社会動向、地
政学、産業ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ等を対象に
実施する。

【メンバー】

検討領域毎の有識者ﾒﾝﾊﾞｰと一般
参加者からなる領域ﾒﾝﾊﾞｰ

☆具体策の検証
了承されたﾙｰﾄの研究開発項目・
技術、ﾏｲﾙｽﾄｰﾝがあり、最適な学・
官を選定し、当たりをつける段階。
公的資金の獲得または企業ﾌｧﾝﾄﾞ
を募り具体策の検証・FSを実施する。

JACIも参画した産学または産産
連携体制（研究場所）、研究会、
冠講座等により推進する。

【メンバー】

（具体的な事例） ☆脱地球温暖化
☆健康寿命100歳
★ 人口100億人が住める社会
☆天災の被害のない社会
☆出生率２以上の社会

人類繁栄、永続的な社会、

快適で便利な社会 等

☆海底ｽﾃｰｼｮﾝ
☆月面基地
☆宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
★宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ

☆食糧作成３Dﾏｼﾝ

夢の素材開発

図１　未来社会プラットフォームの進め方



5

NEWS
LETTER

Japan Association for Chemical Innovation

想定外のPhase1.5を追加
　Phase1.5は当初の進め方には含まれていませんでした
が、新たな技術シーズの掘り起こしを実施するために、最
先端の技術情報を有する有識者との議論の場を設けて、技
術領域を絞り込みました。
　WSには会員企業19社より若手38名、３大学より５名の参
加があり、４回のWSを通して、『人間と自然が共栄できる
社会』を実現するためのテーマの具体的解決策として新た
な技術シーズの掘り起こしが見込める次の２つの技術領域
を提言しました。

①�消費エネルギーを革新的に削減した社会を実現する
X-Reality技術（WSVR）
②�自立循環型社会を実現するための水・食糧・エネルギー
が連環するシステム技術（WSNEXUS）

最終のPhase２
　Phase1.5で提案された２つの
テーマの調査・評価を２つの
WS（WSVR及びWSNEXUS）で
実施しました。WSVRには会員
企業12社、１大学より若手13名、
WSNEXUSには会員企業６社、
１大学より若手９名の参加があ
り、それぞれ４回のWSを開催し
ました。
　WSを通して、計15件の技術
課題を抽出しましたが、直ちに
公的資金によるプロジェクトへ
提案するまでのまとめに至ら
ず、引き続き所属会社や関連す
るJACIの技術部会に所属しな
がら調査を継続します。

「未来社会プラットフォーム」を通して
　30年後の「ありたい社会」を議論する時、枠組みがない
議論に参加者の多くは戸惑っていました。「辛いことを辛
くないようにするにはどうしたらよいか？」、「便利にする
には？」と現在の延長で考える傾向があり、30年後の未来
にタイムマシンに乗って行くことの難しさを感じていたよ
うです。
　最終のPhase２では、直ちに公的資金によるプロジェク
ト提案するまでのまとめに至りませんでしたが、参加者の
熱意により今後も引き続き調査を継続します。
　アンケートの結果から、多くの参加者が議論をして話を
まとめていく楽しさや同世代の企業間ネットワークの構築
ができ、視野が広がったと感じている、また、企画的な仕事
を経験しているメンバーが多く同じ問題意識を持っている
ので大いに刺激を感じているといった意見もありました。
　これらのことから、当初の目標は概ね達成したと考えます。

JACIでは２年半前（ニュースレターNo.61（2017年1月号）掲載）、次の時代を担う若手による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設立しました。今般、Phase ２が終了し、当初想定していた議論のステージが
一巡しました。その間、延べ170名の産学官の若手が未来社会プラットフォームで議論し、多くの参加者が人脈形成、講
演会による知識、議論の結果に満足し、業務にプラスになると感じていました。今回、その内容をご紹介します。

各Phase での討論風景

Magic Pot
Magic Potは視触覚間相互作用の効果を用い
ることで、ユーザが描いた様々な形状の物体を
触っている感覚を提示するシステムです。

超現実テレプレゼンシステム（目玉アバター）
ロボットの目の形状を凹凸切り替えることで、視線の
方向を伝えたり錯視を使って多くの人に同時に目を合
わせられるシステムです。

デジタルミュージアム 
（電車の思い出のぞき窓）

ミュージアムにおいて、展示物とその背景
情報となる映像資料を共存させて展示す
る複合現実感展示システムです。

WS 参加者の様々な体験

リダイレクテッドウォーキング
限られた実空間内で広大なVR空間の歩行移動を可能
にする手法であるリダイレクションに触覚的手掛かり
を組み合わせることで、従来手法より狭い実空間でも
リダイレクションが可能になることを示しました。

情動インターフェース（扇情的な鏡）
鏡の中の自分の表情を笑ったり悲しんだり見せ
ることによって、体験者の感情状態に影響を与
えることが可能なシステムです。
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合金ナノ粒子は、単独の元素では困難な物性・機能や構成元
素の協奏効果の発現、希少元素の使用量の低減や置換等が期
待できる魅力的な物質群である。その物性・機能を適切に制
御することに加え、適切に無機固体を選択することで酸・塩
基性や酸化・還元特性を反応系に導入することで、多様な機
能を付与した高機能触媒の設計ができる。本稿では、原子レ
ベルでその構造を制御した担持合金ナノ粒子触媒による特異
な活性・選択性の発現の事例としてα,β-不飽和ケトンやア
ルキンのヒドロシリル化、アルキンの[2+2+2]付加環化反応
に有効な担持PdAuナノ粒子触媒について紹介する。

環境調和型選択的分子変換を可能とする 
担持合金ナノ粒子触媒の開発

Environmentally Benign and Selective Molecular 
Transformations Using Supported Alloy  

Nanoparticle Catalysts

首都大学東京　都市環境科学研究科　教授　宍戸　哲也
Tetsuya Shishido, Professor

　資源の有効利用、エネルギーの高度利用は、環境負荷の小
さい持続可能な社会の実現に必要不可欠な技術である。環
境に有害な物質を排出・使用することなく、必要なものだ
けを必要なだけ、しかも迅速につくり出す環境調和型選択
的物質変換プロセスならびに二酸化炭素を排出しないエネ
ルギー高効率変換システムの研究は、GSCの観点から重要
であり、いずれにおいても高機能な「触媒」は、キーマテ
リアルである。
　複数の元素から構成される合金ナノ粒子は、しばしば単
一の金属ナノ粒子とは異なる特異な物性・機能を発現する
ことが知られている。すなわち合金ナノ粒子では、合金を
構成するそれぞれの元素単独では困難な物性・機能や構成
元素の協奏効果の発現によって異なる元素の代替や希少元
素の使用量の低減などの実現が期待できる。本稿では、合
金ナノ粒子による特異な機能発現の具体例として担持合金
ナノ粒子触媒による選択的物質変換に関する当グループの
取り組みを紹介する。
　ヒドロシリル化は、有機ケイ素化合物を高原子効率で得
る合成法として有用な手法であるが、高い活性と広い基質
適応性を有する触媒の報告例はほとんど無い。我々は、原子
レベルで配列を制御した担持PdAu合金ナノ粒子触媒がα, 
β-不飽和ケトンやアルキンのヒドロシリル化に極めて高
い活性を示し、様々な基質に対して対応するシリルエノー
ルエーテル、ビニルシラン類を高収率
かつ高立体選択的に与えることを見出
した。担持PdおよびAu触媒は、ほとん
ど活性を示さないことからPdとAuを
合金化することが特異な活性の発現
の要因と考えられる。本系は、アレン
のヒドロシリル化に対しても高活性を
示し、これまで均一系・不均一系を問
わず報告例のないβ-ビニルシランを
選択的に生成する特異な選択性を発
現させることに成功した。担持Au触媒
は、厳しい反応条件を必要とし、てα-
ビニルシランを選択的に生成すること
が報告されている。この結果は、合金
化により活性のみならず選択性も制御
できること示しており興味深い。
　多置換ベンゼン誘導体は、医薬・
農薬中間体などの機能性材料に含ま
れる中心骨格であり、その効率的な合
成法の開発は重要である。アルキン

[2+2+2]付加環化反応はこれらを原子効率100％で合成で
きる魅力的な手法であるが、この反応に対して回収・再利
用が容易、かつ広範な基質に適用可能な不均一系触媒によ
る例はこれまで報告されていなかった。我々は、担持PdAu
合金ナノ粒子触媒が本反応に対して優れた触媒活性を見出
した。本系は、広範なアルキン基質に適用可能であり、高
い再利用性も達成することができた。
　我々は、これらの反応以外にも、ハロゲン化アリールのシ
リル化、CO２/ギ酸レドックスサイクルによる水素貯蔵・発
生やアンモニアボランからの水素発生など担持PdAu合金
ナノ粒子触媒が合金化によって構成金属元素それぞれを単
独で担持した触媒よりも高い活性を示すことを見出してい
る。担持合金ナノ粒子触媒では、その活性や選択性が、合
金を構成する元素の選択、合金ナノ粒子のサイズ、局所構
造、モルフォロジー、担体とする固体表面の性質など多様
な因子によって制御される。今回紹介した成果は、合金化
によって活性や選択性の制御が可能であることを実証した
ものであり、上記の因子を最適化することによって、多様
な機能を自在に制御した高機能触媒の設計が可能であるこ
とを示している。最近のナノ粒子・ナノクラスタの精密合
成技術の発展とともに、合金ナノ粒子・ナノクラスタの設
計の自由度も急速に拡張されつつあることから、担持合金
ナノ粒子触媒の今後の発展が期待される。

研究最前線①
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図１　担持PdAu触媒による選択的物質変換
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膜分離は省エネ分離技術である。特に、ゼオライト膜等の無機膜は、
耐熱性や耐溶剤性が期待されてきた。しかし既存のＡ型ゼオライト膜は、
耐酸性や水熱安定性が課題であり、化学プロセスで利用することが困
難だった。当グループでは、耐久性、透過性、分離性に優れた高シリ
カCHA型ゼオライト膜を開発した。このゼオライト膜は、水だけでなく
CO２に対しても高い透過分離性を示した。

高耐久ゼオライト分離膜の開発
Development of Ultra-Stable Zeolite Membrane

産業技術総合研究所　化学プロセス研究部門　 
主任研究員　長谷川　泰久
Yasuhisa Hasegawa, Senior researcher

　化学プロセスで消費されるエネルギーの40%は蒸留等の
分離プロセスで消費されており、化学プロセスの省エネ化
には、省エネ分離技術の開発が不可欠である。膜分離法は、
省エネルギーな分離技術であり、特に、ゼオライト膜等の
無機膜は、高分子膜を利用できない高温での分離や有機溶
液の分離が期待されている（図１）。
　当研究グループでは、多様な有機溶剤と共沸混合物を形
成しやすい水を選択的に除去する分離膜を開発することを
目的として、膜素材であるゼオライトの物性とゼオライト
膜の透過分離性能の関係を調査した。その結果、ゼオライト
のミクロ孔容積およびミクロ孔径が、それぞれゼオライト
膜の透過性および分離性と相関があることを見出した。ま
た、ゼオライトの骨格構造を形成するアルミニウムの含有
量が、膜の耐熱性および耐酸性と関連することが分かった。
これらの特性を満たした材料として高いポテンシャルを有
するのは、チャバザイト（CHA）型ゼオライトだった。
　Si/Al=３のCHA膜では、優れた透過性、分離性および
耐酸性を有していた。例えば、75℃の2-プロパノール溶液

（水10%＋2-プロパノール90%）に対する浸透気化試験では、
透過流束は19 kg m-２h-１で、透過側への2-プロパノールの
リークは0.01%未満だった。また、バイオマスエタノール
の脱水濃縮等に利用されるA型ゼオライト膜をpH2.0の酸
性水溶液中に浸漬すると、５～10分でゼオライトの結晶構
造が破壊され分離性能が大きく低下したのに対して、この
CHA膜は水選択透過性を10時間以上保持していた。

　Si/Al=３のCHA膜は、高い透過性、分離性および耐酸性
を有していたが、400℃以上に加熱すると、分離性能が大き
く低下するという課題が残っていた。そこで、CHA膜の耐
熱性を向上させることを目的に、Si/Al=10以上のCHA膜を
開発した（図２）。この高シリカCHA膜の製造では、ゼオ
ライトの結晶化を促進するために有機構造規定剤を使用し
た。なお、ゼオライト薄膜を形成した後に、構造規定剤は
500℃以上で酸化分解して除去した。Si/Al=３のCHA膜と
同様に高シリカCHA膜も、含水有機溶剤に対して、優れた
透過性と分離性を示した。75℃の2-プロパノール溶液（水
10%＋2-プロパノール90%）に対する浸透気化試験では、透
過流束が10 kg m-２h-１で、透過側へのアルコールリークは
0.01%だった。また、高シリカCHA膜の耐酸性は極めて高
く、20%の硫酸水溶液に３週間浸漬しても透過性および分
離性はほとんど変化しなかった。
　この高シリカCHA膜は、水だけでなくCO２に対しても高い
透過分離性を示した（図３）。CO２およびCH４の等モル混合
ガス（40℃）に対するCO２の透過速度は1.0 µmol m-２s-１ Pa-１ 

で、CO２/CH４の透過速度比は120だった。これらの値は、市
販のポリマー膜と比べ、透過速度で100～400倍、透過速度
比で約10倍高く、無機膜では世界最高レベルのCO２透過分
離性能を示した。CO２の分離回収は、近年注目されている
CO２の再資源化（CCU）に必須の要素技術であり、更なる
CO２の透過分離性能の向上が望まれる。

研究最前線②

図２　高シリカCHA膜の SEM写真 図３　分子サイズと透過性の関係図１　分子ふるいによる分離イメージ
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禁無断転載

　元号が「平成」から「令和」へ改められ初めての
ニュースレターを発行することができました。令和は万
葉集からの出典で「美しい調和」を意味するとのこと
です。

「GSC、SDGs、ともに未来社会へ」をメインテーマとする本年の
JACI／GSCシンポジウムの開催も近づいて参りました。新時代を
迎え明日への希望を咲かせるために、皆様のご参加をお待ちして
おります。（YE）

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。	
（国研）科学技術振興機構、（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、	
（一社）近畿化学協会、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、	
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、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、（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

第8回 JACI/GSCシンポジウム　まもなく開催！
◇日　時
　2019年６月24日（月）・25日（火）　

◇場　所
　東京国際フォーラム／ホールB７
　（最寄駅）JR山手線「有楽町駅」「東京駅」ほか

◇テーマ
　 「GSC、SDGs、ともに未来社会へ」

◇ＨＰ
　 http://www.jaci.or.jp/jo/pub/symp/ 

８th/index_renew_８thSymp_11.html
◇プログラム
６月24日 （月）
　9：30～ 受付開始　 （敬称略）

10：00～10：10 開会挨拶　　小堀　秀毅 
 （公社）新化学技術推進協会 会長

10：10～11：00 基調講演　　石塚　博昭 
 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　理事長

11：00～11：45 招待講演　　梶本　一夫 
 ルネサス　エレクトロニクス（株）　技師長

11：45～12：30 特別講演　　飯田　祐二 
 経済産業省　産業技術環境局長

13：20～14：10 基調講演　　山極　壽一 京都大学　総長

14：10～14：55 招待講演　　袖岡　幹子 
 （国研）理化学研究所 主任研究員

14：55～15：40 招待講演　　菅野　了次 
 東京工業大学　教授

15：50～16：00 GSC賞の紹介　松方　正彦 早稲田大学　教授

16：00～17：20 GSC賞 受賞講演

17：20～17：40 GSC賞 表彰式

17：50～19：20 レセプション

６月25日 （火）

　９：00～ 受付開始　 　

　９：30～10：15 招待講演　　五十嵐　圭日子 
 東京大学　准教授

10：15～11：35 パネルディスカッション　 
 モデレーター 
 　松本　毅 
 （一社） Japan Innovation Network　常務理事

 パネリスト 
 　三寺　歩 ミツフジ（株） 代表取締役社長 
 　横田　俊之 沖電気工業（株）　執行役員 
 　J.ラーダーキリシャナン ナーヤ 
 P&Gイノベーション（同）
 研究開発本部　ヘッド、　オープンイノベーション（日本・韓国）

11：35～15：20 EXHIBITION　ポスター発表、企業・団体展示

15：30～16：15 招待講演　　矢野　浩之 京都大学 教授

16：15～17：00 招待講演　　北川　宏 京都大学 教授

17：00～17：20 ポスター賞表彰式 　

17：20～17：30 閉会挨拶　　十倉　雅和 
 （公社）新化学技術推進協会 副会長

当日参加も受け付けております


