
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

GSCネットワークの更なる発展に向けて

現在、持続可能な社会の確立が人類最大の課題であることは広く認知さ

れ始めたところですが、この大きな目標を達成するには広範な新規技術の

開発とその社会的受容が必要とされます。昨今、バイオエタノール開発が

深刻な食糧価格高騰を誘起するのではないかと報じられております。有力

な手段と目される原子力や遺伝子組み換え技術も、その潜在リスクに社会

の同意が完全に得られたとは言い難い状況です。

GSCネットワークは化学技術による持続可能社会の実現を目標に 2000
年に設立されました。省資源、省エネルギー、環境保護に向けた化学技術

の開発を促進するため、GSC賞による顕彰、シンポジウムの開催、ニュースレターによる情報
発信、等の活動を行ってきました。これらの活動は地味ではありますが着実な実効を上げつつ

あり、我が国の化学産業のエネルギー効率、資源効率、環境保全の向上に大きく貢献してきま

した。

社会・経済のグローバル化が進み、地球レベルで人類活動が最大化に向かっている現在、従

来の化学技術のみを手段として持続可能な社会を実現できるか疑問が生じております。常識を

破る抜本的に新しい技術開発が求められており、これには従来の化学技術の枠を破る他技術と

の融合が必要であると考えております。

このような環境下で本年度のGSCＮ会長をお引き受けするに当たり、GSCN活動の更なる発
展を目的にGSCNのあり方に関して論議を行いたいと考えております。これにより、より広く
多くの産業、アカデミアに参画して頂け、衆知を集めた活動が展開できるように頑張って参り

たいと考えております。皆様のご協力をお願い致します。

（GSCNについては URL http://www.gscn.net/ をご覧ください。）

For further advancement of GSC Network activity

2008年度 GSCN会長 小江　絋司



将来を見据え、「人と環境の健康・安全」、「省資
源・省エネルギー」を実現していく上で、理科・自
然科学教育は非常に重要である。しかし、近年理科
離れが危惧され、その一つの原因に理科・自然科学
の学習の意義を学生・生徒が認識していないことが
挙げられている。
筆者は、1990年代から大学、高校、学会やGSCネ

ットワークの諸活動において、さらには国際的な場に
おいて教育・普及の活動を積極的に展開した。GSC
の学習を通じて、生徒・学生が「科学・技術は環境保
全、持続可能な繁栄に役立つ」ことを学ぶことは、科
学・技術に対し肯定的な見方を育むことに役立ち、ひ
いては理科離れの是正に資するものである。
１．マイクロスケール化学実験の開発・普及活動：
マイクロスケール実験（MC）とは、ごく少量の試薬
を使い、通常より格段に小さい器具で行う実験であ
る。MCには一般に次の利点がある。1）試薬の節減、
2）実験廃棄物の少量化、3）実験環境の改善、4）省
資源・省エネルギー、5）安全性、6）環境問題につ
いての生徒の関心を深める。また、MCを通じて
GSCの理念を学校教育に取り入れることができる。
爆鳴気などのある種過激な化学反応さえもMC実験
では、生徒・学生自身が安全に行え、実際に爆発を
体験させることができる。さらに、化学が興味深く
有用であることを視覚、嗅覚、聴覚に訴える反応で、
具体的に教えることができる。このようにMC化学
実験は、科学・技術に対する信頼感や、科学・技術
を学ぶ意欲を育てるのに役立つ。
筆者はわが国で初めてMC化学実験を提唱すると

ともに、面白くて楽しい化学実験や、探究活動へと
発展できる教材を研究・開発し，GSC理念の普及に
努めた。国内だけではなく海外の学会でも、講演、
研修の講師を務めるなど積極的な普及活動を継続的
に行ってきた。また，科学研究費補助金によりグル
ープを組織して「マイクロスケール化学実験―学園
におけるグリーンケミストリー」，「グリーンケミス
トリーの理念に整合する教材の開発と生徒の創意を
促す実験のデザイン」等の研究により多大な成果を
あげてきた。

２．GSCネットワークを通じた教育活動： 2000
年にGSCネットワークが設立されたときから、教育
担当委員として教科書及び GSCの解説冊子の作成、
日本化学会「化学と教育」誌へのGSC教材の提供等
を行った。
３．東北化学教育研究会のGSC学習活動：東北化
学教育研究会（代表荻野和子）は、仙台市及び周辺
の大学・高校の教員の勉強会である。GSCについて
の学習，活発な議論の交換を行い、研究会員はその
成果をそれぞれの教育に反映させてきた。これは
GSC普及の輪を広げることにつながった。
４． 国際的な連携、交流活動：GSCの推進には国
際的な連携、交流が重要と考え、国際化学教育会議、
IUPAC Congress, アジア化学会議ほか多数の国際会
議でGSCの教育を提唱してきた。また、2000年には
GSC教育についての初めての本格的な国際シンポジ
ウムとして、環太平洋国際化学会議 Environmentally
Benign Chemistry Including Microscale Chemistryを
組織し、多数の著名な研究者・活動家を招聘するな
ど、大きな成果を収めた。その後も国内外でGSC教
育とMCに関する多数のシンポジウム・ワークショ
ップを主宰した。
以上の活動は図のようにまとめられる。

東北大学医療技術短期大学部名誉教授　荻 野 和 子
Kazuko Ogino

Professor Emeritus, College of Medical Sciences, Tohoku University
グリーン・サステイナブル ケミストリー（GSC）の推進のためには，教育・普及活動が重要である。筆者

はGSCを 1990年代から提唱し，活動を多面的に展開してきた。とくにマイクロスケール化学実験（MC）を
通じたGSCの教育は，学校教育に取り入れる上で効果的である。筆者は，面白くて楽しいMCや、探究活動
へと発展できる教材を研究・開発するとともに，その普及活動を行ってきた。また世界に向けてMCとGSC
普及の国際的活動を展開した。
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化学者は、GSCの理念
で有用な物質をつくり、
持続可能な地球に貢
献しようとしている

Education and Dissemination of Green & Sustainable Chemistry
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時計は時を知る為の道具として生まれた。初期は
機械式時計が主流で、定期的に時刻修正を行い使用
してきた。後に、電子式時計が開発され、精度が大
幅に向上した。更に量産技術も進み多くの時計が生
産されるようになった。近年では、ファッションに
合わせた様々なデザインの時計の他、精密加工技術
の進歩によって小型化した時計の中にセンサーをつ
けたダイバーウオッチなども販売され、時計は便利
な生活必需品へと進化した。しかし、精密加工技術
や電子技術が進歩する中で時計を動作させる為の潤
滑油は、大きな進歩がなかった。従来の時計用潤滑
油は時間と共に劣化が進み動作不良を起こすことが
あり、最終的に停止することもある。この現象によ
り、電池寿命短くし電池を浪費させたり、時計を廃
棄したり、場合によっては使い捨て前提の時計も販
売された。時計は年間約 12億個生産されており、全
世界で販売されていることを加味すると環境負荷と
して無視できないと考えられる。
当社では、このような問題を解決し長寿命化を実

現できる潤滑油の開発を行ってきた。潤滑油の劣化
状態は、ゲル化、蒸発、部品への浸透や腐食などが
ある。この劣化が発生すると摺動抵抗を増大させ電
池寿命を著しく短くする。我々は、この現実を踏ま
えて３から５年でメンテナンスを行ってもらうよう
案内をしている。メンテナンスでは、停止した時計
の内、潤滑油の劣化に起因するものも少なくない事
が判っている。
止まらない時計を提供するには、新たに時計を設

計する方法があるがこの方法では環境対策を幅広く
実現できない問題がある。しかし、潤滑油を改善す

れば生産している全ての時計はもちろん、過去に販
売した時計にも潤滑油を差し替えることで技術導入
ができる。また更に時計業界全体に波及させること
も可能である。本開発ではこのような理由から潤滑
剤を開発することとした。
開発に当たっては、時計の信頼性向上の他、EUで

規制が始まるフッ素系化合物（PFOS）の使用撤廃も
同時に実現できるよう工夫した。このことが弊社の
ように PFOSフリー化へ更に環境効果を拡大するこ
とに結びついた。また、従来の潤滑油を使用した場
合、低温で摺動性が低下する傾向があった。この問
題を解決すれば、寒冷地で使用される多くの時計の
消費電力を削減することができる。
目的とする潤滑油は、従来の潤滑油とは異なり潤

滑性を向上させる添加剤と、潤滑油の基本となる油
剤とを分けて機能を発現させた。この結果、信頼性
を保ち更に機能性が向上した潤滑油を得ることがで
きた。また PFOSなどの使用問題も解決できた。
この潤滑油を用いることで時計は大きく進化し、

新時代を迎えた。光発電素子と２次電池を搭載し、
更に電波を受信して時刻を修正し常に正しい時刻を
表示する電波時計も市場に出現した。この時計によ
れば、10年間に１個当たり平均 2.5個使用する１次
電池を削減できる環境効果があると考えられる。ま
た、時計部材を腐食しない潤滑油は時計部品のリサ
イクルなど今後の環境効果はこれから益々増大する
ものと考えられる。更にこの技術は、小型モーター
一般にも応用できることから、時計だけにとどまら
ず幅広い精密部品分野で環境効果を発現できると考
えられる。

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
Yuji Akao

Citizen Watch Co., Ltd.
時計は世界中で時を知る為の道具として用いられている。我々は、機構の不具合だけでなく潤滑油をリフレ

ッシュする為に、３から５年をめどにメンテナンスを推奨している。旧来油は数年で変質する。当社はこの問
題を解決する為の新規な潤滑油を開発した。その結果、長寿命化が実現されその特性を活かした光発電型の電
波時計が発売され、時計は新時代を迎えた。この潤滑油を用いた時計は、10年使用すれば約 2.5個の電池を削
減できる効果がある。
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Development of New Watch Lubricant for Decrease of Burdens on the Environment.
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第８回GSCシンポジウム・第４回 ポスター賞
○ビタミン B12 と光触媒の複合化および環境調和型

有機合成反応の開発

九州大学大学院工学研究院　泉晋一郎
私は、環境にやさしい有機合成を目指して、環境調和型

触媒の開発に取り組んでいます。生体由来のビタミン B12

金属錯体と酸化チタンとを組み合わせた光駆動型ハイブリ
ッド触媒の開発に成功し、これまではスズ化合物などの毒
性の高い試薬を用いて行われていた反応を、きわめて安
全・クリーンな条件で、かつ高い効率で行うことに成功し
ました。現在は、本触媒の実用化を目指した取り組みを行
っています。

○無保護アミノアルコールの触媒的な水酸基選択的
アシル化反応の開発

大阪大学大学院基礎工学研究科　岩 孝紀
化学選択的な官能基変換反応の開発は欲しい物だけを作

る化学に必須であり、有機合成化学の課題である。我々は、
金属原子を適切に配置した触媒を用いることで今まで知ら
れていた化学選択性を逆転させ、困難と思われていたアミ
ン存在下でのアルコール選択的アシル化に成功した。本手
法は欲しい物だけを作る化学の新たな手法に成り得ると考
えている。今後も、適切な触媒設計により常識を覆す化学
選択的合成手法の創成に挑戦したい。

○水のみで合成する界面活性剤製造プロセスの実用化

花王株式会社素材開発研究所　齋藤明良
我々の開発した界面活性剤製造プロセスは、亜臨界水の

特長を有効に利用したものであり、反応の無触媒化と同時
に、従来法に比べて廃水の大幅な低減を実現することがで
きました。今後も、「清潔で美しく健やかな」地球環境の継
続を目指し、機能剤の設計、製造法の最適化、廃棄物・エ
ネルギーの削減を総合的に考えた技術開発を進めていきた
いと考えています。

○ポリアスパラギン酸分解酵素の特性と応用

理化学研究所前田バイオ工学研究室　桝田エリ子
石油資源枯渇や異常気象による農作物の被害など、我々

に直接影響をもたらす問題は山積みである。今後は、GSC

の様な多方面からの研究を融合させ打開策を見つけて行け
れば素晴らしいと思います。

○安定ラジカルポリマーを正極に用いた水電解質型
有機二次電池と GSC 適合評価

早稲田大学理工学術院　小鹿健一郎
ラジカルポリマー電池の新しい展開として水電解質型の

開発に取り組んでおります。水電解質の使用により、大電
流放電時においても電圧降下の少ない高出力特性を実現し
ました。今回の報告は正極材料の特性およびそのGSC適合
性についてでしたが、次回は負極材料を新しく合成し、両
極有機物からなる環境適合型二次電池の創製に挑戦したい
と考えております。

○スーパー IBX 酸化触媒の開発

名古屋大学大学院工学研究科　UYANIK Muhammet
このたび、第８回GSCシンポジウムにて「スーパー IBX

酸化触媒の開発」に関するポスター発表をさせて頂きまし
た。私は“大学”側に存在する立場で参加しましたが、自
分のポスター発表をも通して“大学”と“企業”はお互い
もっと強く結ばれなければならない事を再び実感しました。
そして、これからの自分の基礎研究におい企業・社会への
“出口”を今以上に意識したいと思います。




