
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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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　淡輪　敏

　本年６月末の公益社団法人新化学技術推進協会（JACI）理事会にて選任いただ
き、会長に就任いたしました。
　十倉前会長をはじめ歴代会長、ならびに会員の皆様のご尽力で達成された数々
の輝かしい功績を引き継ぐこととなり、身の引き締まる思いであります。今後、
更なる充実した JACI の活動に貢献できるよう、微力ではございますが会員の皆
様と連携し尽力してまいります。
　昨今の我々を取り巻く環境は、新型コロナウィルス感染症拡大やウクライナ情
勢を発端とした全世界的な社会不安など、また日本国内に目を向けると急激な物
価上昇や円安など、先行きに対する不透明感が依然として強く残っている状況で
す。
　このような状況下、先日６月７日に「経済財政運営と改革の基本方針 2022」が
閣議決定され、国際情勢の変化と社会課題の解決に向けての「新しい資本主義へ」
の具体的な施策が提示されました。その中でもグリーントランスフォーメーショ
ンに関わる内容が明記され、重点投資分野として位置づけられております。
　JACI においてもグリーン社会の実現に向けた取り組みとして、６月に開催さ
れた「GSC シンポジウム」にて、これに関連したカーボンニュートラルをテーマ
とし「カーボンニュートラル実現のシナリオ」や「カーボンニュートラル実現に
向けた現在の社会実装」など議論をさせていただきました。この領域は、今後注
力してゆくべき最重要課題と考えております。
　JACI では、これまでも多くの取り組みを行なってきましたが、今後は、産学
官連携のもと一層の異分野交流を図ることで新たなイノベーションの創造や持続
可能な地球システムの枠組みつくりに貢献できればと思っております。化学業界
を中心として、産業界、学界、官庁、それぞれの分野で活躍されている方々から
構成されている JACI だからこそ出来る社会貢献を実現すべく、今後も、皆様の
一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第14回STGA ／受賞者Pacifichem2021
参加報告

JACIトピックス

（敬称略）

　2020年11月に第14回STGAの応募が始まり、多数の応募の中からGSCに関する優れた業績が認められた６名が選出されま
した。受賞者は2021年12月16日から21日にPacifichem 2021（オンラインカンファレンス）に参加されました。前号に続き、第
14回STGA受賞者５名の方々からのメッセージをご紹介します。
　第16回STGAは2022年11月頃応募を開始予定です。

（https://www.jaci.or.jp/gscn/page_03/awards/Student_Travel_15th.html）

竹井　大輔　東京大学大学院工学系研究科応用科学専攻
「固体触媒の精密設計による触媒的C–H結合活性化を鍵とした環境調和型脱水素反応の開発」

　本年度のPacifichemは本来2020年開催であったが、COVID-19流行を受けて１年延期して行われ
た。開催ギリギリまで対面形式とオンライン開催とのハイブリッド形式が模索されていたが、結
局はヴァーチャル形式のみの開催となった。私にとっては２回目の国際学会であり、１回目ほど
ではないもののかなり緊張したことを覚えている。２回目ということもあり発表は問題なく進行
したが、Zoomルームの参加者が少なかったり、座長のマイクがミュートのままであったりとオン
ラインならではのハプニングも起きた。O株の流行もあり見通しが立たない状況だが、ぜひとも対
面形式の国際学会でさまざまな議論を経験してみたい。

土井内　大樹　九州大学大学院　理学府　化学専攻
「水を定量的酸素源とする触媒的C-H酸化反応」

　今回、ご支援いただき、Pacifichem 2021にて研究成果を発表することができました。今回私は、
水資源の保全を目的とし、水の酸素を無駄なく酸素官能基として、有機化合物中のC–H結合に導
入することを達成しました。これにより、有機合成における水の消費量の低減、汚染水の排出量
の抑制、さらに、バイオイメージングに利用できる酸素同位体標識化合物の合成における水の有
効資源化を可能にしました。本発表で、分野を超えた様々な方に本研究を知っていただき、また、
自身も新たな知見や課題を得ることができました。今後は、今回の経験をもとに自身の研究をさ
らに発展していきたいと考えております。最後に、ご支援いただきましたGSCN、JACI関係者の
方々には深く御礼申し上げます。
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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。

野上　周嗣　横浜国立大学　理工学府 化学・生命系理工学専攻 　
「PEM型リアクターを利用したPtPd/C触媒によるアルキン類の選択的部分水素化反応」

　JACIの助成を受けて、Pacifichem 2021に参加させていただきました。この場をお借りして御礼
申し上げます。本学会ではオンラインのポスター発表を行いました。国際的な場でのリアルタイム
の交流は初めてでしたが、先方にこちらの意図をくみ取っていただき有意義な交流ができました。
本学会は化学を中心に様々な分野から構成されているため、自分の持っていない知見を教わるこ
とができました。特に、自分の研究で扱っているシステムを転用できるグリーンケミストリーを
指向したターゲットとなる化合物の提案が非常に参考になりました。修士二年の研究生活の集大
成としてこのような学会に参加できたことを喜ばしく存じます。

本間　諒　神奈川大学大学院　理学研究科　理学専攻
「アルカリ条件下でのポリフッ化ビニリデンの亜臨界水分解」

　Pacifichem 2021にてポスター発表させていただきました。私自身、久々の国際学会の参加とな
りましたが、現在世界でどんな研究が行われているのかを見ることができ、とても充実の１週間
となりました。Pacifichemのような多くの分野がある大規模な学会は多方向からの質問を頂ける
のでとても良い勉強になりました。また、同年代の研究者たちが多くの成果を挙げており、私も
負けてられないと肌で感じました。さらに、私自身の英語でのプレゼンテーション能力がこの学
会で向上した気がします。この経験を糧に今後の研究や発表をより良いものにしたいと思います。

Wang　Peifen　弘前大学大学院　理工学研究科
「低結晶度を有する高効率な新規有機揮発物低温除去触媒の開発」

　この度はPacifichem 2021にオンラインで参加する機会を与えてくれた公益社団法人新化学技術
推進協会に誠に感謝いたします。この国際会議では、自分の研究成果を発表し、世界中の学者達
と交流することができたと思っております。特に様々なSDGsに関する講演を聴講し、資源節約や、
環境安全、新エネルギー応用などより深く幅広い理解ができました。 同時に、この国際会議に参
加したことで私の研究視野も広がり、それはこれからの研究にとても役立つと考えられる。今後
もこの貴重な経験を活かして、より一層研究に邁進して参ります。最後に、本研究に関して沢山
のご指導いただきました官国清先生を始め、研究室の皆様、また本研究に携わって頂いた全ての
方々に深く感謝申し上げます。

JACIトピックス
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JACIトピックス

第15回STGA/受賞者紹介
2022年11月に第15回STGAの応募が始まり、多数の応募の中からGSCに関する優れた業績が認められた５名が選出されました。
受賞者は2023年に開催されるGSCに関する国際会議に参加されます。第15回STGA受賞者５名の方々からのメッセージをご
紹介します。

奥田　耕平　同志社大学大学院　理工学研究科　応用化学専攻　M2
「高靱性バイオマス材料の開発を目指した多糖類とヒドロキシアパタイト複合化」

この度は第15回STGAに選出していただき、心より感激しております。ありがとうございます。
これからもグリーンサスティナブルケミストリーの研究に励み、世界が対面している様々な環境
問題の解決に貢献できる研究者を目指して頑張ります。

近藤　吉史　大阪大学大学院　工学研究科　D3
「酸素還元による過酸化水素生成の高効率化を目的とした金属有機構造体光触媒の設計」

この度は第15回STGAに選出していただき、大変光栄です。国際学会への参加・発表を通して、
GSCに関する見識を広め、今後の研究の発展につなげたいと思います。今回の受賞につきまして、
新化学技術推進協会をはじめとする関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

松山　剛大　東京大学大学院　工学系研究科　応用化学専攻　M1
「担持ナノ粒子触媒を用いた不活性結合活性化による新規分子変換反応の開発」

この度は第15回STGAに選出していただき、大変光栄です。 JACIをはじめとする関係者の皆様
に厚く感謝申し上げます。 担持ナノ粒子触媒を用いた不活性結合活性化の例は非常に少ないです
が、学術的・工学的に非常に価値のある分野です。 国際学会においても、この分野を広める発表
をする所存です。

山中　滉大　広島大学大学院　先進理工系科学研究科　D1
「分子内非結合性相互作用によるチアゾロチアゾール系ポリマーの高結晶化と
非フラーレン型有機太陽電池の高効率化」

この度は、第15回STGAに選出していただきまして、新化学技術推進協会をはじめとする関係者
の方々に厚く御礼申し上げます。有機薄膜太陽電池の高効率化は、低炭素化社会実現に向けて非
常に重要な課題です。今後も持続可能な社会の実現に向けて、私自身の研究を邁進する所存でご
ざいます。

王　佳佳　　弘前大学大学院　理工学研究科　D3
「遷移金属有機構造体を用いた高性能ナトリウムイオン電池用アノード電極材料の開発」

この度は、第15回STGAに選出頂き大変嬉しく存じます。今回、遷移金属有機構造体を用い、よ
り簡便な方法で、高性能な電極材料開発に成功しました。本成果は国際学会にて発表し、GSCの
推進と発展に貢献したいと思います。

（敬称略、学年は2021年11月時点）
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　11回目を迎えたJACI/GSCシンポジ
ウムは、「カーボンニュートラルの実
現に向けて ～『化学の力』で前へ～」
をテーマに、6月15日および16日の両
日、オンラインで開催されました。
　化学分野を超え幅広い分野からの講
演等を通じて、カーボンニュートラル
を実現するための課題と進むべき方向
性を提示し、参加者の方々に激動する
社会に向け新たなイノベーションを作
りだす『化学の力』を発揮することの
重要性を再認識していただく機会を提
供させていただけたのではないかと考
えております。2日間にわたる開催で
700名を超える参加者の方々からのア
クセスがありました。
　今回のシンポジウムでは、基調講
演として、山地憲治氏（地球環境産
業技術研究機構 理事長）、南場智子氏 

（株式会社ディー・エヌ・エー 代表
取締役会長）、大澤幸生氏（東京大学  
教授）、秋鹿正敬氏（日揮ホールディン
グス株式会社 常務執行役員）、松方正
彦氏（早稲田大学 教授）、石井菜穂子
氏（東京大学 理事/教授）に講演をし
ていただきました。 

　それぞれの講演では、カーボン
ニュートラルを実現するための現状解
析、シナリオ分析や種々の方策を紹介
していただくとともに、イノベーショ
ンを加速するためのアイディアを提示
していただき、化学に携わる者が何を
すべきかについて考える機会を提供し
ていただきました。
　招待講演として、山下弘巳氏（大阪
大学 教授）、杉山正和氏（東京大学 教
授）、山口猛央氏（東京工業大学 教授）
林雄二郎氏（東北大学 教授）からそれ
ぞれの分野の最先端の研究成果につい
て紹介していただきました。
　GSCの推進に貢献する優れた業績を
挙げた個人、団体に贈るGSC賞の受賞
講演ならびに表彰式が行われました。
第21回の受賞者の皆様は以下の通りで
す。
　文部科学大臣賞：林雄二郎氏（東北
大学）、ベンチャー企業賞：株式会社エ
ネコートテクノロジーズ、奨励賞：東
ソー株式会社、東レ株式会社、安川知
宏氏（東京大学）、多田昌平氏（茨城大
学）、藤原翔氏（山形大学）、近藤梓氏

（東北大学）。

　EXHIBITIONでは、産学官の研究者
による226件の学術ポスター発表が行
われ、35歳以下の若手研究員の中から
23名の方がポスター賞に選出されまし
た。
　また、コロナ禍にあって人と人との
交流が妨げられている状況下、特別企
画としてバーチャルラボツアーと称
し、参加者の皆様に我が国を代表する
３つの国立研究開発法人である産業技
術総合研究所、物質・材料研究機構、 
理化学研究所の研究設備の一部を体験
していただきました。
　第12回JACI/GSCシンポジウムは 
来年開催予定です。皆様のご参加をお
待ちしております。

基調講演（山地憲治氏） 基調講演（石井菜穂子氏）

GSC賞表彰式
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　環境調和型触媒の開発は化学におけ
る最重要課題の一つである。また、光
学活性体は鏡像異性体間で異なる生物
活性を有することが多く、鏡像異性体
を高い選択性で作り分けることができ
る、環境調和型不斉触媒の開発が望ま
れている。従来の不斉触媒は、金属元
素に不斉要素を有する配位子を配位結
合させた金属触媒によるものが大部分
であった。低分子有機化合物を触媒と
する「有機触媒」は、金属を使用せず、
金属廃棄物の問題のない、環境調和型
触媒である。2021年度のノーベル化学
賞が有機触媒に与えられたことは、こ
のことを象徴している。我々は有機触
媒の勃興期から有機触媒の研究に取り
組み、有機触媒の分野を牽引してきた。
決定的な不斉有機触媒であるジフェニ
ルプロリノールシリルエーテル（林―
Jørgensen触媒）を見出し、多くの不斉

触媒反応を開発した。触媒はプロリン
から容易に合成可能であり、安価であ
り（市販されている）、水・酸素の完全
な除去が必要なく、多くの反応が室温
で進行し、加熱・冷却等の余分な操作
が必要なく、実験操作上の利点を有し
ている。その高い反応性、選択性、汎
用性は特筆すべき点であり、現在世界
中で広く使用されている。
　さらに、触媒を開発するだけでなく、
有機触媒を生物活性物質の合成に展開
し、優れた成果を上げた。すなわち、
有機触媒が他の反応を阻害しないとい
う特徴に着目し、複数の連続する反応
を同一容器内で行うポット反応に展開
した。一般に、医薬品・農薬等の有機
化合物の合成には多段階合成が必要で
あり、それぞれの反応において精製に
関わる多くの廃棄物が副生するのに対
し、ポット反応は、途中の精製過程を省

略するために、精製に関わる溶媒、廃棄
物、時間、コストが削減でき、環境調
和型合成手法である。このようなポッ
ト反応の重要性に基づいて、「ポット
エコノミー」という新規概念を提唱し
た。その実現には困難が伴うが、有機
触媒を用いた独創的な反応設計・精緻
な反応条件の設定により、オセルタミ
ビル（リン酸塩がタミフル）、Corey
ラクトン等を始めとする重要生物活性
化合物およびその合成中間体の、ワン
ポット合成に成功した。なお、オセル
タミビル、Coreyラクトンの合成にお
いては、反応時間の総和がそれぞれ60
分、152分であり、従来法に比べてはる
かに短時間に合成が完了し、「タイム
エコノミー」という新規概念も提唱し
ている。

第21回
GSC賞 グリーン・サステイナブル    ケミストリー賞

低分子有機化合物を触媒とする「有機触媒」は、有害な金属を用いることなく、
金属廃棄物の問題のない、環境調和型触媒として注目を集めている。我々は、
高い反応性、選択性、汎用性を兼ね備えたジフェニルプロリノールシリルエー
テル（林―Jørgensen触媒）を開発し、多くの不斉触媒反応を見出した。さらに、
開発した触媒を用いて、インフルエンザ治療薬であるタミフルのワンポット合
成等を達成し、有機触媒の有用性を明らかにするとともに、複数の反応を同一
容器内で行うことにより精製に要する廃棄物の大幅な削減を実現し、環境調和
型合成の新規概念としてポットエコノミーを提唱した。

東北大学大学院理学研究科
教授　林　雄二郎
e-mail：yujiro.hayashi.b7@tohoku.ac.jp

文部科学大臣賞
有機触媒を用いた環境調和型

合成プロセスの開発
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　PSCsの変換効率世界最高記録（認
証値）は2022年６月末現在、単独（発
電層が１つ）で25.7%と、単結晶シリ
コン太陽電池の世界最高記録26.1％と
ほぼ肩を並べる水準に達しています。
また、PSCsは光の吸収波長帯の違い
を利用した他の種類の太陽電池とのタ
ンデム化にも適しており結晶シリコン
系とのタンデム型（発電層が２つ）で
は31.3%を記録し、Ⅲ-Ⅴ族系太陽電池
以外では初めて変換効率30％の壁を
突破しました。このように現時点でも
非常に高い変換効率を持つPSCsです
が、Shockley-Queisser限界と呼ばれ
る理論限界値は単独でも30％を超えて
おり、なお変換効率向上の余地がある
ものとされています。
　PSCsの発電層（ペロブスカイト層及
びその上下の半導体層）は低温下の塗
布及び乾燥プロセスにより成膜するこ

とが可能ですが、その膜厚は３層合計
で１～２μm程度と極めて薄く、PSCs
パネルの重量の大部分は基板となるガ
ラスまたはフィルムが占めます。一般
的な結晶シリコン系太陽電池パネルの
重量が12kg/㎡程度であるのに対して
フィルム型PSCsは0.2kg/㎡程度と、重
量を1/50以下にすることが可能であ
り、国土が山がちで平地が少ない日本
に太陽電池パネルをより多く導入し、
カーボンニュートラル社会を実現する
ためには、建物壁面や耐荷重の低い屋
根等、従来型の結晶シリコン系太陽電
池パネルでは困難だった場所への設置
が可能なPSCsの有効活用が切り札に
なるものと考えられます。また、定置
型太陽電池パネルとしての活用だけで
なく、電気自動車を初めとする各種モ
ビリティの動力源としてもPSCsの導
入が既に検討されており、さらにメガ
ソーラー等、既に結晶シリコン系太陽
電池パネルが設置されている場所にお
いては、前述のタンデム型の導入によ
るパネルの超高効率化ならびに発電量
の大幅アップが期待されています。
　PSCsは屋外用途においては上記の
ように結晶シリコン系太陽電池では実
現困難なマーケットの創出、あるいは
結晶シリコン系が既に開拓済みのマー

ケットの補強が主要な役割になるもの
と考えられますが現時点では「耐久
性」が課題となっており、弊社では屋
外用途に先立ち、耐久性に比較的目処
をつけやすい屋内（低照度）用途にも
注力してきました。その結果、ペロブ
スカイト組成のチューニング、各半導
体層のリークポイントの低減、低照度
用途に適したモジュールデザイン等を
工夫することにより、従前から屋内用
途として利用されてきたアモルファス
シリコン太陽電池対比２倍以上の出力
を得ることに成功しています。
　今後は、主に屋内用途向けの開発で
培ってきた成膜技術・デバイス設計技
術を屋外用途にも応用・展開し、あら
ゆる場所へのPSCsによる「どこでも電
源Ⓡ」提供を目指し、IoT化の益々の促
進やカーボンニュートラル社会実現に
貢献して参りたいと考えております。

グリーン・サステイナブル    ケミストリー賞
ペロブスカイト型太陽電池（PSCs）は低温の塗布プロセスによって製造することので
きる次世代型太陽電池であり、発電性能は従来型の結晶シリコン系太陽電池に匹敵する
一方で、薄い、軽い、曲げられる、可視光領域の光を強く吸収する、といった結晶シリ
コン系にはない特長を持つため、適用分野・設置場所の拡大が強く期待されています。
株式会社エネコートテクノロジーズは京都大学発スタートアップとして発足し、強みと
する材料開発力をベースにPSCsの実用化に取り組んで参りましたが、2022年にパイロ
ットラインの導入に着手し数年内のPSCs搭載デバイスの市場投入を目指しています。

図２　PSCsの模式図ならびに電子顕微鏡写真

株式会社エネコートテクノロジーズ
加藤　尚哉、堀内　保

ベンチャー企業賞
ペロブスカイト型

薄膜太陽電池の実用化

図１　フィルム型PSCsモジュール（75mm角）

図３フィルム型PSCsパネル（A4サイズ）
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禁無断転載

　この夏は国内のコロナ感染者は増える一方でした
が、行動制限は緩和され外に出る機会も増えたので
はないでしょうか？何かと判断に迷う状況は続きま
すが、有効性の高いワクチン・治療薬がでてくること
を祈るばかりです。

　巻頭言でもご紹介の通りJACIも７月より新体制での運営を開
始しております。新たに多くの方に協会活動にご協力いただくよ
うになりました。協会でやってみたいアイデア、忌憚ないご意見
などお気軽にご連絡いただければ幸です。

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	
　https://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、（一社）触媒学会、（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、	
（独行）製品評価技術基盤機構、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、日本吸着学会、	
（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、（一社）日本分析機器工業会、	
（一社）日本膜学会、（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

GSC賞は、グリーン・サステイナブル ケミストリー(略称：GSC)分野の推進に貢献
する優れた業績を挙げた個人、団体にお贈りしております。

　その内訳は以下の業績になります。

１．経済産業大臣賞は産業技術の発展に貢献する社会実装された業績

２．文部科学大臣賞は学術の発展・普及に貢献する業績

３．環境大臣賞は環境負荷低減に貢献する社会実装された業績

４．ベンチャー・中小企業賞はGSCの推進に貢献する中小規模事業体による社会実装され
た業績

５．奨励賞はGSCの推進においてその貢献が将来期待できる業績

応募期間
　締切は、Web申請入力が11月18日（金）、応募書類提出が
11月21日（月）です。
　協会ホームページから、奮ってご応募ください！　再応募も
歓迎いたします。

　申請入力　
　https://www.jaci.or.jp/gscn/page_03.html　
　応募書類送付　
　gscn22@jaci.or.jp

第22回GSC賞募集

候補業績募集が、始まっています。

第22回
グリーン・サステイナブル ケミストリー賞


