
GSCNは化学技術の革新を通して
「人と環境の健康・安全」を目指し，
持続可能な社会の実現に貢献する

活動を推進する組織です

宇宙から地球を見る目

2008年３月 11日未明、日本の実験モジュール「きぼう」を搭載したス
ペースシャトルが、米国フロリダ州の NASAケネデイー宇宙センター
（KSC）から打ち上げられた。国際宇宙ステーション（ISS）とのドッキン
グに成功し、すべてのミッションを成し遂げ、３月 26日には、宇宙飛行士
全員がKSCに戻り、全スケジュールが順調に進んだ。土井さんが、我が国
初の宇宙領域から、明るい語り口で宇宙生活を楽しく伝えてきてくれたの
も印象深かった。多くの人々が宇宙開発を一段と身近に感じたのではない
か。打ち上げを現地で目にした私にも深い感慨が残った。

衛星「かぐや」が月表面からの「地球の出入り」をハイビジョン撮影し、人々の感動を誘っ
たのも記憶に新しい。月のように見える地球にいささか戸惑いを感じつつも、地球が宇宙を規
則的に運動する一つの球体（グローブ）だと実感した人も多かったのではないか。Al Gore 元米
国副大統領は、著書 “An Inconvenient Truth” にアポロ 17から撮った、遮る雲ひとつ無いクッキ
リとした美しい地球像を効果的に使っている。“かけがえのない地球”が、温室効果ガス層に包
まれ、その異変に喘いでいるかのように思えてならないからだ。
こうした宇宙開発の進歩によって、私達はいつしか“宇宙から地球を見る目”を身につけた
ように思う。地球表面はすべて陸と海でつながり、もちろん国境は見えない。大気の層は地球
全体を覆い、宇宙空間とは違った特殊な環境をつくっている。これまでも、頭では分っていた
ことであるが、今では、こうした地球像がごくあたりまえに実感できるようになってきた。こ
の実感こそ気候温暖化など地球規模の問題に立ち向かうときに、もっとも大切なことのように
思える。
“宇宙から地球を見る目”は、鳥の目をはるかに超える。地球を客観的にしかも俯瞰できる優
れものである。叡智を生み出すかてに、この目を活かしたいものである。

（GSCNについては URL http://www.gscn.net/ をご覧ください。）
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シンポジウムは 3月 6日 10時 30分から河内哲 GSCネ
ットワーク会長の開会挨拶でスタートしました。河内会
長の挨拶では、参加者、講演者への御礼に加えて、1)最
近の資源・エネルギー・環境問題等の多くの諸課題を解
決する上で化学技術の果たす役割は大きい、2)化学技術
の持つ可能性はこれからもますます大きくなっていく、
3)産学の連携をより一層図り行政の支援を得ながら GSC
の理念に基づく革新的な化学技術を実現していく必要が
あり、GSCネットワークへのご支援を今後ともお願いす
る旨が述べられました。
開会挨拶の後、小林修東京大学教授による講演「人の

役に立つ環境にやさしいものづくり」から始まり、翌３
月 7日の田中栄司三菱化学(株)執行役員まで、招待講演
10件、GSC賞受賞講演５件の講演が為されました。その
内容は最新の技術動向から「日本とアフリカ」の関係か
らみた新たな視点の投げかけなど、バラエティに富み奥
の深い講演ばかりでした。
また、３月６日午後のポスター発表では２時間に渡り

136件の発表が為されました。テーマには、新合成法、
触媒、代替溶媒、グリーン製品、リサイクル、バイオ、
バイオプラ、資源・エネルギー、環境浄化・修復、教育
が含まれ、幅広い範囲の最新の技術・話題を伺える場で
した。若手研究者・技術者を対象とした第 4回GSCポス
ター賞も運営されました。今回は 66件の応募があり、ポ
スター発表時には選考委員の方々が応募者のポスター発
表を聞き、質問などが為されました。その結果、６名の

方が選考され同日に表彰されました。次号のNews Letter
で受賞者を紹介する予定です。なお、ポスター賞の選考
にあたっては、選考委員をお願いした先生方に事前の下
調べからポスター発表時の聞き取りまで真剣に取り組ん
で頂き、心底よりお礼申し上げます。
３月６日夕刻には、如水会館スターホールにて第 7回

GSC賞の表彰式が開かれ、経済産業省製造産業局次長
照井恵光様、文部科学省大臣官房審議官　藤木完治様、
環境省環境保健部長　石塚正敏様、GSCネットワーク河
内哲会長より、GSC賞受賞者の方々に賞状と副賞の盾が
手渡され、240名の列席者から盛大な拍手で受賞の名誉
が称えられました。表彰式に引き続き、レセプションが
開催され、河内会長の挨拶と照井様、藤木様、石塚様か
ら来賓挨拶を頂き、(財)野口研究所理事長　河野満男様
のご発声で乾杯が為されました。
本シンポジウムを開催するにあたり、(財)旭硝子財団

より助成頂きました。また、70の団体、組織から後援を
頂きました。GSCネットワーク加盟の 25団体・組織を含
め、およそ 100に近い団体、組織からGSCシンポジウム
への共感・賛同を得ての開催となり、GSCの力強さと広
がりを感じさせるものでした。
最後になりますが、本シンポジウムでのご講演頂いた

方々、ご参加頂いた方々、並びにGSCネットワーク内の
シンポジウム委員としてご尽力頂きました方々に深く御
礼申し上げます。

2008年 3月 6日(木)、7日(金)、学術総合センター・一ツ橋記念講堂を主会場に、表題のシンポジウムが開催
された。本シンポジウムでは、「持続可能な社会へ向けたGSCの実践と展望」を主テーマに揚げ、産学官の第
一線の方々が一堂に会し、参加者450名で非常に活況な雰囲気の中で最新情報の発表が為され議論が深められ
た。構成は、招待講演 10件、GSC賞受賞講演 5件、ポスター発表 136 件、GSCポスター賞の選考と表彰、
GSC賞表彰式・レセプションからなるものであった。

第８回GSCシンポジウム
The 8th Annual Green and Sustainable

Chemistry Symposium

講演会場 講演者　小林　修 教授 講演者　SANGA Ngoie Kazadi 教授

講演者　経産省徳増有治大臣官房審議官 ポスター発表会場 レセプション風景



本技術は、弾性繊維の原料として近年急激に市場

が拡大しているポリオキシテトラメチレングリコー

ル（PTMG）の新しい製造法であり、メソ細孔を有

する固体酸を用いて無水酢酸の存在下、テトラヒド

ロフラン（THF）を連続的重合する低環境負荷型の

工業プロセスである。

従来、三菱化学では P T M G はフルオロ硫酸

（FSO3H）を用いた重合、加水分解、水酸化カルシ

ウムによる FSO3Hの中和工程よりなる回分反応プロ

セスで生産されていた。このプロセスでは、触媒の

腐食性が高く、運転上の注意・安全対策を必要とす

る為、高級材質の反応器の使用、その定期的整備・

交換が必要なことに加え、製品１トンあたり約１５

０ kｇの含フッ素産業廃棄物の発生といった環境負

荷の極めて大きい技術であった。新プロセスにおい

ては、ZrO2-SiO2という複合酸化物を用いて無水酢

酸の存在下でＴＨＦを連続的に開環重合する触媒を

プロセス全体の基本に据えている。この場合、反応

中間体のカチオン種が安定で、平衡的に有利なため

大きな反応速度を得ることができ、コンパクトな流

通式反応器で高生産性が実現できた。従来の FSO3H

を用いた場合と同一規模で比較して 40％近くの建設

費削減が達成された。

さらに触媒廃棄物量については製品１トンあたり

１ kg以下まで低減できている。また活性の低下した

抜き出し触媒は付着した有機物を燃焼すれば容易に

再生できることが確認されている。これらによりほ

ぼ触媒廃棄物を実質的のゼロ近くまで低減できてい

る。年産３万トンのプロセスにおいて 4,500トンの産

業廃棄物が発生しなくなった計算となる。

一般に、固体触媒は生成物と触媒の分離が容易で

あり工業触媒としては有利な点が多いとされるが、

重合反応においては、固体触媒担体の細孔内部での

生成物の拡散が阻害される為、活性部位の閉塞・失

活が起こり易く、実用化例は殆どない。本技術にお

いては数平均分子量 2,000程度の高分子が拡散するに

十分なナノ細孔を有するシリカ担体に、所望の酸強

度を有する固体酸を高分散均一担持することによっ

て、触媒活性の逐次的低下を抑えつつ、分子量分布、

副生環状オリゴマー量、製品色調といった品質の優

れた PTMGの工業生産が可能となった。

以上のように本技術は、取り扱い性および廃棄物

の視点で環境負荷の大きな触媒を、取り扱いの容易

な固体触媒にすることにより廃棄物量を実質的にゼ

ロにしつつ、高い生産性と高品質を同時に実現した

グリーン・サステイナブルインダストリアルケミス

トリーの実例である。近年GSCは CO2廃棄量の低減

技術・高効率プロセスに注目が集まりがちだが、工

業的には本技術のような視点でのＧＳＣの具現化も

同様に重要である。

メソ多孔体の研究は 1990年代以降、国の内外にお

いて盛んに研究されているが、本技術は、特に嵩高

い生成物の拡散という視点でメソ多孔体の触媒担体

としての有用性、可能性について強く示唆するもの

であり今後の発展が期待される。

メソ多孔性担体を用いた固体酸触媒による
テトラヒドロフランの重合プロセス

(株)三菱化学グループ科学技術研究センター　合成技術研究所・所長　瀬戸山　亨
Tohru Setoyama

General Manager, Chemical Laboratory, 
Mitsubishi Chemical Science and Technology Research Center Corp.

従来、有機合成的な手法で生産していた化学品の市場が急拡大した場合、それまでのやり方では、副生物の

量、反応器のスケール、コストといった観点で大量生産を実施するには様々な問題が発生し、効率的な触媒的

な製造法が求められることがある。本稿ではその実例として THFの開環重合を固体触媒による連続プロセス

によって触媒廃棄物を年換算で 4,000トン以上削減した工業化事例を紹介する。

2006年度　GSC賞　経済産業大臣賞

Catalytic polymerization process of THF by solid acid supported on meso-porous
material
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第７回グリーン･サステイナブル ケミストリー（GSC）賞の
決定について

2007年 7月から同年 10月末まで募集した第７回GSC賞には 42件の応募がありました。GSCネットワーク内に組織した一次選考
委員会、二次選考委員会にて慎重なる審査が重ねられ、下記のようにGSC賞各大臣賞３件、GSC賞２件が決定されました。
表彰式ならびに受賞記念講演は、３月 6日、7日に開催された第 8回GSCシンポジウムにおいて行われました。

－ GSC 賞経済産業大臣賞
「固体酸触媒を用いた低環境負荷 THF開環重合プロセスの開発」

株式会社三菱化学科学技術研究センター 瀬戸山　亨氏、小林　光治氏
三菱化学株式会社 田中　稔氏、竹尾　弘氏
三菱化学エンジニアリング株式会社 吉田　照男氏

－ GSC 賞文部科学大臣賞
「グリーンサステイナブルケミストリーの教育および普及への貢献」

東北大学医療技術短期大学部 荻野　和子氏

－ GSC 賞環境大臣賞
「環境負荷削減を実現する高性能潤滑油 AO－オイルの開発」

シチズン時計株式会社 赤尾祐司氏

－ GSC 賞
「低原子価ルテニウム錯体触媒によるアルケンの高度分子変換手法の開発」

京都大学大学院工学研究科 近藤　輝幸氏

－ GSC 賞
「精密制御された金属酸化物クラスター触媒による選択的酸化反応系の開発」

東京大学大学院工学系研究科 水野　哲孝氏

GSC 賞受賞者

G20会議にてポスター掲示

平成20年 3月 14日～ 16日、幕張メッセ国際会議場で開催されたグレンイーグルズ

対話：G20会議（温室効果ガス主要排出国20ヵ国の環境・エネルギー担当大臣が参加）

において、経済産業省からの勧めによりポスター掲示の機会を得、世界に向けてGSCN

の活動紹介を行いました。


