
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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　日本は美しい自然に恵まれた麗しの瑞穂の国。しかし、天は良いことばかりは
与えません。今年９月初旬の台風 15 号は異常な強さで首都圏を直撃し、千葉県
南部では多大な被害がありました。東京都の千葉県寄りに住む私も移動難民とな
り、自然の脅威を再認識させられた次第です。そういう事態になるたびにライフ
ラインを「繋ぐ」重要性が注目されるわけですが、その一つが電力です。電気を
創る・貯める・変換する・輸送する、こういった基本動作が確保されていなけれ
ばいけません。
　それらを支える電気化学は SDGs（Sustainable Development Goals）ともよく整
合しており、社会的要請・注目度は、近年ますます高まっています。また、電気化
学は学際・業際的側面が多いのが特徴です。電気分解、電池・キャパシタといっ
たエネルギーデバイスのみならず、腐食や化学センサ、ナノ界面・表面をカバー
し、さらには生命科学とも深く関連しています。核分裂や核融合を除き、化学反
応を電子の授受であるとみなせば、すべての化学変化には電気化学的視点があり
える、と大胆に言うこともできるでしょう。電気化学には産官学を縦横に「繋ぐ」
ミッションと期待があるのです。
　現在われわれは質の高い生活を当たり前のように享受しています。しかし、そ
れは先人の数多くの失敗と経験の上に構築された、いわば歴史の上澄みをすくい
取っているのに過ぎません。今一度、苦闘の歴史を振り返り、そこから学びを得
る意味があるのではないでしょうか。電気化学会は、草分けたる東工大の加藤与
五郎博士を初代会長に擁し、80 年余にわたり社会の発展に貢献してきました。そ
の歴史と理念・社会的意義を振り返りつつ、若い研究開発者の育成を推進し、研
究開発にかける精神と人を「繋ぐ」こと、それが電気化学会のみならず日本の未
来を支えることと信じています。

　繋ぐ

公益社団法人電気化学会
会長　田中　淳
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本研究では、リチウムイオン伝導性を有する液体成分
を、酸化物粒子表面で疑似的に固体化した、新しい電
解質材料を開発した。固体が持つ安全性と、液体が持
つ高リチウムイオン伝導性を兼ね備える新規電解質を
100Wh級大容量リチウムイオン電池に適用した。釘さ
し（強制外部短絡）試験により、温度上昇と熱暴走を
抑制し、その高安全性を実証した。この高安全リチウム
イオン電池を84セル使用した高密度電池パックを開発
し、小型コミュータEVに実装して走行実証に成功した。

燃えにくい新規電解質を用いた高安全高エネル
ギー密度リチウムイオン二次電池の開発

Development of a Highly Safe And High Energy Density Lithium-Ion 
Secondary Battery Using a New, Hardly Combustible Electrolyte

株式会社日立製作所　宇根本 篤、川治 純、奥村 壮文
Hitachi, Ltd., Atsushi Unemoto, Jun, Kawaji, Takefumi Okumura

東北大学　教授　本間 格
Tohoku University, Professor, Itaru Honma

　リチウム電池は現在、小型携帯機器
から自動車まで幅広い分野で応用がす
すめられている。環境エネルギー問題
への意識の高まりを背景に、再生可能
エネルギーの有効利用や、今後の市場
拡大が見込まれる電気自動車用電源
等、大規模／大型用途での大容量蓄電
池の普及に向け、更なる高エネルギー
密度化に対する要求は増す一方であ
る。電気自動車向け電池パックでは、
安全性担保のために冷却機構や冷却ス
ペース、安全部材などエネルギー貯蔵
に直接関与しない部分がその体積の大
部分を占めており、これが体積エネル
ギー密度を下げ、電池コストが高くな
る主たる要因となっている。換言する
と、電池の安全性を、材料レベルで高
めることができれば、リチウムイオン
電池パックのエネルギー密度を高める
ことができ、電気自動車の航続距離伸
長、ひいてはエネルギーの有効利用を
通じて環境負荷低減に寄与できる可能
性がある。
　このような背景のもと、日立製作所
では東北大学と連携し、電池の安全性
を材料レベルから高めるための研究を
すすめている。オープンイノベーショ
ンでの研究開発の結果として、電池短
絡時の熱暴走を抑制して安全性を担保
する新規電解質の開発に成功した。
　リチウム伝導性を持つ液体のなかに
は、酸化物粒子表面で生じる特異な固
液界面相互作用により、酸化物粒子と
複合化すると、液体成分を疑似的に固
体化できるものがある。この相互作用
を制御してリチウムイオン伝導性の液
体成分を高濃度で疑似固体化すること

で、マクロスケールでは、固体のよう
な機械特性、すなわち、高い安全性を
示す。一方、ミクロスケールでは、液
体のようなイオン伝導メカニズムによ
り、リチウム電池の高容量化／高出力
化を担保する電解質を作製することが
できる。このコンセプトのもと、東北
大と日立製作所共同で、酸化物粒子表
面近傍における固液界面相互作用をナ
ノメートルレベルで制御することで、
高濃度で液体成分を含んでいながら、
固体のような取り扱いができる、半透
明な自立膜を作製することができた。
　日立製作所で試作した100Wh級大
容量電池に対し、現行リチウム電池製
品で安全性確保のために適用される対
策を施さず、一般的な有機電解液を適
用して釘さし（強制外部短絡）試験を

行ったところ、釘の侵入に伴って熱暴
走し、発煙、発火した。これに対し、
本研究で開発した新しい電解質を適用
した同容量のリチウム電池（体積エネ
ルギー密度363Wh/L）では、釘侵入に
伴う温度上昇を大幅に抑制することが
でき、熱暴走に至らず安全であること
が確認できた。さらに、この燃えにく
い電池を84セル備える高密度電池パッ
クを開発し、小型コミュータEVに実装
して走行実証に成功した。
　今後は、当該高安全電解質の普及に
より、幅広い用途で大容量リチウム電
池の普及を促し、再生可能エネルギー
を最大限に有効利用する社会実現に貢
献することで、GSC活動を推進したい
と考えている。

��

第18回GSC賞の紹介　奨励賞①
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日本の基幹化学品市場では、シェールガス革命
によるナフサ由来のエチレン製造のコスト競争
力低下や、ナフサ生産の縮小による化学品製造
能力の低下などが懸念されている。特に炭素数4 
のC4化学品はシェールガスからの変換も難し
く、我が国におけるC4化学品の確保が急務な課
題となっている。

未利用バイオマス資源を原料とするバイオ増炭＋ 
触媒脱酸素によるC4 化成品合成

Synthesis of C4 Chemical Products by the Combination of Microbial 
Conversion and Catalytic Technology Using Unused Biomass  

Resources as Raw Materials
株式会社ダイセル Daicel Corporation,

東北大学大学院　冨重 圭一、中川 善直
School of Engineering, Tohoku University, Keiichi Tomishige, Yoshinao Nakagawa

日本大学生物資源科学部　春見 隆文、荻原 淳
College of Bioresource Sciences, Nihon University, Takefumi Kasumi, Jun Ogihara

　近年、シェールガスからのエタンガ
スの製造量が拡大することによって，
エチレンの多くはナフサクラッカーよ
りもエタンクラッカーによって製造さ
れ始めている。ナフサクラッカーによ
るエチレン製造の際に副生するC4化
成品やBTXは，エタンクラッカーで
は製造できないため，今後C4留分や
BTX留分の供給が懸念されている。一
方、C4化学品から製造されるブタジ
エンゴム、プラスチック、ウレタン、
塗料などの機能化学品は、日本の経済
を牽引する自動車や電気産業を支える
主要化学品であり、この点においても
C4化学品の供給を安定させ、それを
維持することは、化学品市場における
我が国の国際的ポジションにも影響す
る重要な課題である。
　我々は、安価かつ大量に調達でき
るバイオマス材料として、天然油脂

（パーム、ダイズ、ナタネ等）からバ
イオディーゼル、脂肪酸、石鹸等を
製造する際の副生成物であるC3化合
物・グリセロールに注目した。グリセ
ロールを微生物変換技術によってC4
化合物であるエリスリトールに発酵変
換（増炭）炭素―酸素結合の水素化触
媒によって、高付加価値のC4化学品
群を生産するための一貫工業プロセス
の開発に取り組んでいる。
　微生物変換技術の長所は、生物が本
来持つ生合成経路を有効に利用した増
炭反応が可能な点であり、一方の触媒
変換技術の特長は、転換速度の速さと、
多種の生成物の作り分けができる点で
ある。これらの技術を用いると、安価
なバイオマス材料からブタジエン、モ

ノアルコール、ジオールなど、C4化
学品における基幹化合物の製造が可能
である。特にジオールは、ヒドロキシ
ル基の置換部位の違いにより、塗料等
に使用される１,２-ブタンジオール、化
粧品向けの１,３-ブタンジオール、樹脂
のモノマーとして用いられる１,４-ブ
タンジオールと、C4化学品群として
幅広い展開が可能である。
　多くのバイオマス由来化学品は、石
油化学製品に比べて競争力に劣るが、
受賞者らが開発した本技術は、単一生
産性に強い微生物変換技術と、同じ基
質から様々な官能基変換が可能な触媒
変換技術との掛け合わせという、極め
て特徴ある内容であり、GSC賞奨励賞
としてふさわしい業績と認められた。
　以上のように本技術開発は、未利用
バイオマスを原料とした単一生産性に

強い微生物変換技術による骨格化合物
製造と同じ基質から様々な官能基変換
できる触媒変換技術の掛け合わせによ
る多品種製造という極めて特徴ある技
術である。
　
※ 　当研究開発は、下記の外部資金による助

成並びに委託を受けています。各関係機関
の皆様には、本研究開発における暖かい御
援助に心より感謝申し上げます。

　 　平成23年～平成24年　独立行政法人新
エネルギー・産業技術総合開発構構「イ
ノベーション推進事業／課題解決型実用
化開発助成事業／化学原料製造を革新す
る高性能ナノ触媒プロセスの開発／「グル
コースからの新規C4ケミカルチェーンの
実用化開発」

　 　平成27年～平成30年　国立研究開発法
人科学技術振興機構 ｢戦略的創造推進事業

（先端的低炭素化技術開発）／技術領域「ホ
ワイトバイオテクノロジー」／「微生物変
換と触媒技術を融合した基幹化合物の原
料転換」

図１　バイオ変換／触媒変換のスキーム

第18回GSC賞の紹介　奨励賞②
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現在世界で４億人を超える糖尿病患者は、2045年には６億人を越えると予測
されています。糖尿病患者は合併症を引き起こすリスクが高く、１日に４～
５回、痛みを伴いながら血糖自己測定（Self-Monitoring of Blood Glucose）
器具を用いて、血糖値を測定しなければなりません。新たに開発する血糖値
センサーは採血不要で、感染症廃棄物も発生しないため、患者の負担を大幅
に低減できると共に、糖尿病予備群および健常者の健康意識を高め、糖尿病
の予防に役立ちます。また、連続的に血糖値測定ができれば、従来の技術で
は困難であった血糖値スパイクなどのトレンドを測定することが可能になり、
これまでの血糖値測定の概念を大きく塗り替えるものとなります。

採血不要、廃棄物ゼロ、非侵襲
血糖値センサーの実用化に挑戦

Realization of no-invasive blood glucose 
monitoring with no finger prick and zero 

waste
ライトタッチテクノロジー株式会社 
代表取締役社長　山川 考一
Light Touch Techonology Inc. CEO. YAMAKAWA.K
E-mail: koichi.yamakawa@light-tt.co.jp

　2017年の国際糖尿病連合（IDF）の
報告によると、日本国内で１,000万人、
世界では４億２,500万人が糖尿病患者
であるといわれており、これは世界の
成人人口の8.8%を占めています。現在
行われている血糖計測法は、指などを
針で穿刺して採取した血液で計測を行
わなければならず、患者は煩わしさと
ともに苦痛や精神的ストレス、さらに
感染症の危険を伴うなどの多くの問題
をかかえています。
　このような背景のもと、各種の非侵
襲光血糖計測技術が研究され、20数年
にわたり世界中の多くの研究機関や企
業などで開発競争が行われてきたが、
いまだに製品実用化されていません。
　我々は最先端の固体レーザー技術と
光パラメトリック発振技術を融合する
ことにより、従来光源と比較して、約10
億倍の明るさの高輝度中赤外レーザー
の開発に成功し、、一定の条件の下、国
際標準化機構（ISO）が定める計測精
度を満たす非侵襲血糖計測技術を確立
しました。
　このレーザー技術を直接人々のため
に役立てたいと考え、国立研究開発法
人量子科学技術研究開発機構認定第１
号ベンチャーとして、ライトタッチテ
クノロジー株式会社を2017年７月に創
業しました。
　非侵襲の血糖値センサーが普及すれ
ば、糖尿病患者の負担を軽減するだけ
ではなく、病院等で日々患者の血糖値
計測を行う医療従事者の採血やデータ
入力作業等の負担軽減、ひいては診断
と治療のスピードアップにつながりま

す。また、非侵襲の特長を生かして、
会社や公共施設、ドラッグストアなど
に設置して、採血なく手軽に健康状態
をチェック出来れば、健常者の予防意
識を高めて糖尿病人口の増加を抑制
し、国内で年間約１兆２,000億円を超
える糖尿病関連医療費削減につながり
ます。さらに、今後レーザー光源のさ
らなる小型化が進めば、ウェアラブル
な装置を身につけたまま非侵襲で１日
24時間、365日の連続計測が可能にな
り、個人の生活習慣に見合った質の高
い健康管理が実現できると考えられま
す。
　弊社のコア技術である高輝度中赤外
レーザーは医療分野を始め、ヘルスケ

アやその他様々な応用へのプラット
フォーム技術として進化が可能であり
ます。つまり、特定の分子にのみ反応
する他の競合技術（センサー）に対し、
物質特有の吸収波長を積極的に利用す
れば，さまざまな物質の中で特定の物
質のみに選択的に中赤外光を吸収させ
ることができます。例えば糖・コレス
テロール・ヘモグロビン、それぞれが
反応する波長にレーザーを調整するだ
けで、一つのデバイスで血糖値・コレ
ステロール・血圧などを個人が簡単に
計測できるようになり、これによって
糖尿病人口増加の抑制はもちろん、多
くの生活習慣病の予防も期待できま
す。 

いつでもどこでも気軽に血糖値をチェック
（デザインコンセプト）

第18回GSC賞の紹介　奨励賞③
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窒素肥料や窒素含有化成品の原料として重要なアンモニアは、近
年水素エネルギーキャリアとしても注目されており、その低温合成
が重要視されている。本研究では、骨格中に高密度にヒドリドイオ
ン（H-イオン）を含有する材料とルテニウムなどの金属ナノ粒子
を組み合わせることで低温で著しく高いアンモニア合成活性を示
すことを見出した。特に、カルシウム窒素水素化物をルテニウム
触媒の担体として用いることで、低温アンモニア合成活性におけ
るH-イオンの役割を明らかにし、既存のアンモニア合成触媒とは
異なる反応メカニズムで作動する触媒であることを明らかにした。

ヒドリドイオンを含有した新規固体触媒の
開発と低温アンモニア合成への応用
Development of Novel Solid Catalysts Including
Hydride Ions and Application to Lowtemperature

Ammonia Synthesis
東京工業大学 元素戦略研究センター 
准教授　北野 政明　kitano.m.aa@m.titech.ac.jp
Associate Professor Masaaki Kitano, Tokyo Institute of technology 
Materials research Center for Element Strategy

　 アンモニアは、ハーバー・ボッシュ
法により生産されており、食糧生産に
欠かせない窒素肥料の原料として、ま
た様々な窒素含有化合物の原料として
用いられている。最近では、貯蔵・運
搬が容易な水素キャリアとしても注目
されており、温和な条件でのアンモニ
ア合成の研究が盛んに行われている。
工業的なアンモニア合成プロセスは、
鉄系の触媒を用い高温・高圧（400−
500ºC, 100−300気圧）条件で行われ
ているため、鉄系触媒よりも温和な低
圧条件下で作動する触媒として、ルテ
ニウム系触媒が注目されている。しか
し、ルテニウム触媒は低温では水素が
強く吸着することで窒素吸着が阻害さ
れる水素被毒と呼ばれる現象が生じる
ため、低温で高い触媒活性が得られな
い問題点がある。本研究では、負電荷
を持った水素イオンを有したヒドリド
化合物が有する水素吸蔵放出能に着目
し、それとルテニウムナノ粒子を組み
合わせた触媒が温和な条件下で従来の
触媒よりも優れたアンモニア合成活性
を示すことを見いだした。
　ヒドリド化合物であるCa２NHは、
正に帯電した（［Ca２N］+）骨格の正
電荷を補償する形でヒドリド（H−）
イオンを含有した物質である。一方
で、Ca２NHと全く同じ元素から構成
されるCaNH（HはH+として存在）に
ルテニウムを担持した触媒ではほと
んど活性を示さないことから、H−イ
オンが高い触媒活性に寄与している
ことがわかる。また、Ca２NH中に含
まれる水素は200ºC程度から容易に

脱離し、その時生じた水素欠陥中に
生じる電子の仕事関数は、約2.3eV
であることをDFT計算により明らか
にしている。このように、低い仕事
関数を有するCa２NHからの電子供与
によりN２解離反応のエネルギー障
壁は大幅に低減され、温和な条件で
高効率にアンモニア合成が可能であ
ることが示された。さらに、Ca２NH 
は水素欠陥中に水素を取り込む能力を
有しているため、ルテニウム触媒の欠
点であった水素被毒を克服できること
もわかった。この触媒を用いると、H− 

イオンが反応に関与する新しい反応メ
カニズムでアンモニアを合成できるこ
とを明らかにした（図１）。さらに、最
近私はバリウムを少量加えたカルシウ
ムアミド（Ba−Ca（NH２）２）にルテニ
ウムのナノ粒子を固定化した触媒が、

従来のルテニウム触媒や工業鉄触媒よ
りも遙かに優れたアンモニア合成活性
を示すことを見いだした。本触媒は、反
応中に自己組織的に、多孔質構造に変
化するとともに、バリウム-ルテニウム
コアシェル構造が形成される。さらに
ルテニウム近傍は、Ba２NHやCa２NHの
ようなヒドリド化合物が形成されてい
ることがわかった。このような活性構
造が発現することにより高い触媒活性
が実現していることを明らかにした。
　これらの成果は、低温・低圧下で高
効よくアンモニア合成を行うための新
技術であり、アンモニア合成プロセス
の小型化・省エネ化技術に多大な波及
効果をもたらすことが期待されてい
る。今後、GSC推進へ貢献できる成果
にさらに発展させていきたいと考えて
いる。

第18回GSC賞の紹介　奨励賞④

図１　ヒドリド化合物とルテニウムナノ粒子を組み合わせた触媒によるアンモニア合成の模式図
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第12回STGA ／受賞者GSC-9参加報告

　第12回STGAは昨年８月に募集が開始され、応募多
数の中からGSCに関する優れた研究業績が認められた
５名が選出されました。本年１月にJACIで表彰式を執
り行い（写真左上）、６月に米国のGSC-９、及びJACI/
GSCシンポジウムで発表をしてもらいました。
　GSC-９開催前日にはStudent Workshopがあ
り、Native speakersに囲まれて朝から晩まで英語で
Discussionするという、大変貴重な経験をしてもらいま
した（写真左下）。日頃から自身の研究はGSCに関連す
るという意識を持っているはずの受賞者達も、米国で
出会った同世代の研究者たちの広くて深い考察に精神
的、文化的に大いに刺激を受けた模様です。次回第13回
STGAの対象学会はニュージーランドのAOC-８です。
応募開始は本NL発行の頃です（P８参照）。

京都大学 大学院 工学研究科 材料科学専攻　M２　柏原 美勇斗
（研究テーマ）芳香族ニトロ化合物のクロスカップリング反応

　異分野の学生、それも海外の。自ら交流を持とうとする主体性がなければ普段関わる機会はまず
ない。いわば異なる化学が一つの大義の元に集合するGSCの国際会議、そしてStudent Workshop
への参加は、その点でGSCを学ぶのみに留まらない意味があった。基礎研究を続けてきた私にとっ
ては、どのセッションも新しい視点に富む魅力的なものであったと同時に、同世代の研究者が世
界中で切磋琢磨しているという感覚に大いに刺激を受けた。一方で彼らと交わす何気ない会話や
議論の中で、自らの社交性の低さを省みた。様々な場面でグローバル化が謳われる現代において
我々の喫緊の課題は物理的なところではなくむしろ心的な部分にあるのではないだろうか。英語
は手段であって目的ではない。今回得た経験を糧とし、研究者として、また人として邁進してい
きたい。

東京大学 大学院 工学系研究科　M２　公山 稔
（研究テーマ） アセトン, クロロホルム, アルコールを原料としたメタクリル酸エステルのワンポット合成

　この度、第12回GSC-STGAを頂戴し、ワシントンで開催された第９回GSC国際会議に参加させ
て頂きました。本学会ではGSCをテーマに様々な分野の発表が行われており、普段聞くことがない
研究も多く、いずれも新鮮に感じられました。同時に、GSCという課題に対して多くの研究者が関
心を持ち、それぞれの方法でアプローチしていることが印象的でした。また、Student Workshop
にも参加させて頂き、普段の研究生活では学ぶことができない内容（アントレプレナーシップや
知的財産権など）について学ぶことができました。最後になりましたが、このような貴重な機会
を与えていただきましたことに心より御礼申し上げます。
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JACIはいくつかの顕彰事業を通してGSCの普及・啓発に努めています。そのひとつが国内の大学院生を対象としたSTGA
（Student Travel Grant Award）です。この賞の受賞者はGSCに係る国際学会で発表することになっており、JACIがその
支援をしています。栄えある第12回STGA受賞者５名が2019年６月11日～13日に米国Restonで開催されたGSC-９（９th 
International Conference on Green and Sustainable Chemistry）に参加し、現地での様々な交流を通してGSCの理解を深
めました。

東京理科大学 大学院 基礎工学研究科 材料工学専攻　D２　三溝 朱音
（研究テーマ） 新規p型ワイドギャップSn２+酸化物の開発とキャリア生成制御

　この度、新化学技術推進協会様よりご支援頂き、ワシントンDCで開催されたGSC９へ参加して
参りました。GSC９では、様々な分野の研究内容があり、大変興味深く拝見させていただきまし
た。私の新規透明p型酸化物の研究開発はまだ基礎段階ですが、研究者の方々がそれぞれのアプ
ローチで環境問題に取り組む様子を通じて、地球規模で解決すべき多くの課題を再認識し、応用
展望について深く考えるきっかけとなりました。学生交流会では、学生が積極的に発言し、講演
者と学生との相互の意見によって議論が深まっていく様子が印象的でした。このような貴重な経
験をさせて頂き、新化学技術推進協会の方々、ならびに会期中親切に接してくださった他の受賞
者の方々に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

東京工業大学 物質理工学院 材料系　M２　柴田 聡美
（研究テーマ） 高原子価鉄を含むペロブスカイト型触媒による分子状酸素を酸化剤としたアルカン類の

選択酸化反応

　この度アメリカにて開催されたThe ９th International Conference on Green and Sustainable 
ChemistryにJACIのご支援により参加させていただきました。学会前のStudent Workshopでは
様々な国の異なる研究分野の学生と互いの研究等について英語で話し、多くの刺激を受けました。
学会ではこれまであまり聞いたことがなかったGSCに関する様々な研究成果について、非常に楽
しく講演を拝聴しました。また自身の発表で様々なバックグラウンドの先生方や学生から多くの
質問や意見をいただきました。この経験といただいたアドバイスは今後の研究生活に活かしてい
きたいと考えています。最後に、ご支援いただきました新化学技術推進協会をはじめとする関係
者の方々に心より感謝いたします。

大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻　D１　吉井 丈晴
（研究テーマ） シングルサイトからナノ粒子まで構造を自在制御したカーボン担持金属触媒の開発

　GC&E/GSC-９はGSCをいかにして計画、遂行し、社会に浸透させていくかについて、多角的な
視点から包括的に検討する会議です。よって、発表も一般の学会で行われる一方的なものだけでな
く、Panel Discussionなどを通して双方向的に行われ、活発にそして自由に議論がなされる中で、
私自身もGSCを指向した化学研究開発についてとても多くのことを学ぶことができました。また、
今回は学会に先立って行われたStudent Workshopにも参加する機会を頂きました。特に、いかに
して人と知り合い、仲を深めていくかについての方法論を説くNetworkingの授業は、非常に刺激
的で新鮮なものであり、この授業をきっかけにして世界中の様々な出身地、分野の人々と交流す
ることができました。これら全ては、日本に閉じこもっていては得られないものであり、今後の
化学研究の糧となる非常に貴重な経験をすることができたと感じています。最後になりましたが、
このような機会を与えていただきましたJACI関係者の方々に深く御礼申し上げます。

（敬称略、学年は2019年2月時点）
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禁無断転載

　今年のノーベル化学賞を本協会正会員である旭化
成株式会社の名誉フェロー 吉野 彰 様が受賞されま
した。誠におめでとうございます。また、今秋、日本
で開催されましたラグビーワールドカップ2019は、日

本の活躍もあって、大いに盛り上がるイベントとなりました。いよ
いよ来年には、「東京2020オリンピック・パラリンピック」も開催
されます。この大会ではスポーツとともに、未来に向けたイノベー

ティブな取組も提案されます。JACIでも、日本で開催されるパラ
リンピック・オリンピックから広がる科学技術イノベーションが世
界の安全、環境、快適の分野を大きく前進させることを意識し、
異業種が集まり、それぞれの価値が新たな価値を創造しイノベー
ションの芽を生み出す「産産学ポスターセッション−異業種交差
点Ⅲ」を来る３月30日に開催致します（上記ご参照）。ご参加を心
よりお待ちしております。（Y.E.）

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

募集開始します！

ＳＴＧＡ
第13回
GSC Student Travel Grant Award

対象は大学院生及びこれに相当する学生

受賞者はAOC-8（第8回GSCアジア・オセアニア会議、2020年11月後半　
University of Auckland, New Zealand）に派遣します。

締切　2020年3月2日(月)17時

JACIホームページからご応募ください http://www.jaci.or.jp

異業種交差点Ⅲ 開催決定！！

出展料は無料 です！

概要 特別講演/パネルディスカッション/ポスター展示◆◆

※プログラム、参加費、申し込み等の詳細は

JACIホームページをご参照ください。

◆

◆

◆

◆

会場 一橋講堂（学術総合センター）2F 中会議場

日時 2020年3月30日(月) 12:30-18:30（予定）


