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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
GSCN was established in 2000 to promote research and development for the Environment 
and Human Health and Safety, through the innovation of Chemistry.

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

　私たちは資源、エネルギー、環境、医療・健康、情報通信、自然災害への対応など人類共通の
解決すべき大きな課題を抱えています。特にわが国では、東日本大災害、福島原子力発電所事故
後の経済・産業競争力、文化的社会力の持続的発展に向けて、科学・技術力、教育力、産業競争
力の一層の強化発展が重要な課題となっています。10年以上前から、資源の有限性や環境への対
応など社会的責任を追求する活動を先進的におこなっているGSCNに多大の役割と貢献を期待す
るものです。
　日本化学会では、初めて化学分野全体の将来の夢をとりまとめた「30年後の化学の夢ロードマ
ップ」を3月に作成しました。化学の夢・ロードマップの全体俯瞰図の基本理念の一つがGSCです。
化学が抱える今後の課題として我々がどのようなものを考えているか、それに対して化学がどの
ような解決策を提示できると考えているかを示すことにより、政策担当者や国民の皆様、他分野
の専門家の方々が今後の化学・化学技術の方向を考える際に、貴重な題材になると思っています。
　産官学が連携協力して、持続可能な社会に向けた新たな化学・化学技術の創成と多様な課題へ
の弛まぬ化学の挑戦、それらを支え予測困難な問題にも対応できる人材の育成に、最大限の努力
と責務を共有する必要があります。
　先端科学・先進技術は、長い進化の過程で人間だけが獲得した知的活動といえます。その中心
的基盤として化学・化学技術があり、GSCの一層の振興と社会への幅広い普及・啓発を図り、持
続可能な社会を支える人材の育成と増進が図られ、我が国の力強い輝く将来が構築されることを
願います。

化学の挑戦とGSCN 
Challenges from chemistry and GSCN

公益社団法人 日本化学会
会長　岩澤　康裕
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有機合成反応は、結合の切断と新たな結合の生成
を含んでいる。有機分子には、多くの化学結合を含
んでいるが、有機化学者は、すべての化学結合を有
機合成化学に利用しているわけではない。反応性の
高い、そして入手しやすく、使いやすい結合のみを
利用してきた。もし、今まで有機合成化学に使われ
てこなかった化学結合を自由自在に使えるようにな
れば、有機合成化学の手法に新たな可能性がでてく
る。最近、この観点から注目を浴びているのが炭素
－水素結合の直接変換反応の開発である。炭素－水
素結合は、有機化合物にもっとも多く含まれる結合
であるが、いわゆる官能基とは見なされてこなかっ
た。Friedel-Crafts反応、アルカンの光ハロゲン化
など有機化学の教科書にも記載される基本的な反応
は知られていたが、他の反応性の高い結合と比べて
有機合成化学に利用されてこなかった。その理由の
一つが、炭素－水素結合の結合エネルギーが高いた
め、切断するのが困難であると思われていたためで
ある。実際、20年前には炭素－水素結合活性化とい
う言葉は、有機合成化学の分野で使われる言葉では
なく、有機金属化学の量論反応で使われていたに過
ぎなかった。炭素－水素結合は、炭素－ハロゲン結
合などいったん別の反応性の高い結合に変換してか
ら使っていた。しかし、現在では炭素－水素結合の
直接変換反応は、盛んに行われている。

 

ただ、最近は、炭素－水素結合の変換反応であれ
ば何でも良いとの風潮があるのは残念である。例え
ば、量論量の酸化剤共存下の反応は、本質的には、
one-pot反応であり、炭素－水素結合をいったんハ
ロゲンなどに酸化して使うのと同等である。これか
らは、原子効率の高い新反応の種類を増やす努力が
必要である。原子効率が高いのが、優れていると言
っているのではない。いずれにせよ、今まで不活性
と言われていた（思われていた）分子や結合を有機
合成化学に利用することは、今後の有機合成化学の
大きな戦略目標になるであろう。分子活性化からグ
リーンケミストリーを見る重要性を踏まえて、昨年
10月に第18回グリーンケミストリーフォーラムをグ
リーンケミストリー研究会（代表：辰巳敬東工大教
授）と科学研究費新学術領域研究「分子活性化」（領
域代表 茶谷）と共催で開催した。講師は、垣内史
敏（慶応大理工）「炭素－水素結合を利用した触媒
的官能基導入法の開発」、西林仁昭（東大院工）「ハ
ーバー・ボッシュ法を超えるアンモニア合成は誕生
するのか？—化石燃料に代わる次世代エネルギー源
としての期待」、村上雅美（三井化学（株））、「環境
との調和：二酸化炭素削減の取り組み」、碇屋隆雄（東
工大院理工）「化学の力で二酸化炭素の捕集と有用
有機化合物への固定化」の4名の先生方にお願いし
た。それぞれ炭素－水素結合、窒素、二酸化炭素の
利用に関する先端的研究や工業的な利用について紹
介していただいた。不活性化結合、不活性分子を利
用し、かつ高価な遷移金属ではなく汎用金属を触媒
とする反応の開発は、これからの有機合成化学、触
媒化学が取り組むべき重要な戦略的研究課題となる
であろう。環境に負荷をかけないグリーンな有機合
成反応の開発が期待される。

　グリーンケミストリーの取り組みが重要であることに異論をはさむ人はいないであろう。ただ、グリーン
ケミストリーにもいろいろな観点からの取り組み方がある。今回は、不活性な結合あるいは不活性な分子の
活性化に焦点にあてながらグリーンケミストリーと有機合成化学との関係を考えてみたい。

グリーンケミストリーと不活性結合・不活性分子の活性化
Green Chemistry and Activation of Unreactive Bonds and Molecules

大阪大学　大学院工学研究科　教授　茶谷　直人
Naoto Chatani, Professor, Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Osaka University

E-mail: chatani@chem.eng.osaka-u.ac.jp
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　イオン液体はグリーンケミストリーにおける反応溶媒として注目され，その新規開発と反応場への応用が
活発に研究されてきた。その結果，現在では種類も増え，ガスの溶解度などイオン液体の特徴ある分離関係
物性が明らかになってきた。そこでイオン液体を分離機能材料として利用し，工業的分離プロセスに応用す
ることに最近注目が集まっている。未だ始まったばかりの試みであるが，イオン液体の分離プロセスへの応
用を紹介する。

折しも2011年9月に ｢第1回イオン液体を用いた分離
精製技術国際会議｣ がスペインで開催された。この
会議の開催主体はMerck, DuPont, BASFなどイオン
液体の製造元の大手化学会社であるのが特徴である。
イオン液体の開発・製造元としても分離プロセスへの
応用がイオン液体の用途拡大につながると大いに期
待しているようである。講演でも特に欧州の大学でメ
ーカーとの共同研究が目立った。ここではこの会議で
の研究発表から分離プロセス毎のイオン液体応用の
動向を紹介する。（紙面の関係上（）内に講演題名の
み示す。）

最も注目されているのがイオン液体のガス吸収での
利用であり，特にCO2分離への応用が期待されている。

（I01 イオン液体のCO2回収への応用 , O24 イオン液体
による酸性ガス分離）下図のようにイオン液体は従来
の物理吸収剤（PEG）に比較してガス溶解度が大き
い。この性質を利用してメタンや排ガスからのCO2吸
収分離プロセスが考えられている。数MPa程度の高
圧，低温でCO2を吸収し，高温・低圧で回収する。イ
オン液体種としてはbmimNTF, emimAcが提案され
ている。また，VOCの除去（O37 疎水性VOC回収用

新規吸収剤としてのイオン液体）も示された。
液液抽出における抽剤としての応用も期待される応

用である。（K02 芳香族炭化水素の分離， O42 イオン
液体による抽出分離）水からのブタノール抽出，炭化
水素からの芳香族分離が報告されている。抽出への
応用では低粘度の液が求められており，イオン液体の
今後の開発課題である。

蒸留の場にイオン液体を共存させた抽出蒸留プロ
セスも実用に近いようである。（O34 イオン液体の抽
出蒸留によるエチルベンゼン／スチレン分離, O35 ベ
ンゼン／シクロヘキサン抽出蒸留）抽出蒸留ではイ
オン液体の不揮発性・高溶解性の特徴が生かされる。
bmimBF4などでスルホランなど従来の溶剤より分離
性能が大きいと報告された。

イオン液体を含浸液体膜として，ガス分離に応用す
るアイデアも多く報告されている。プロパン／プロピ
レン分離（O36, P77）, CO2分離(O25, O48, O53, O55)
の液体膜としての性能が示された。筆者もイオン液体
の液体膜によるCO2などの蒸気・ガス分離について報
告した。（O55 空気清浄化のためのイオン液体の液体
膜－CO2, 除湿, VOC－）この報告ではイオン液体にア
ミンや吸湿性塩を混合することで特定成分に対する
分離性能を向上出来ることを示した。これもイオン液
体の高溶解性の特徴を生かすためのアイデアである。

以上の他にもパーベーパレーション膜としての応用
や，吸収冷凍サイクルへの応用など，多方面でイオン
液体の興味深い応用が検討されている。今後は特定
の分離機能に特化したイオン液体の開発がすすむも
のと期待される。

イオン液体の分離プロセスへの応用
Application of Ionic Liquids for Separation Processes

東京工業大学　化学工学専攻　教授　伊東　章
Akira Ito, Professor, Department of Chemical Engineering, Tokyo Institute of Technology

E-mail: aitoi@chemeng.titech.ac.jp
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「第3回GSCアジア・オセアニア国際会議に参加して」
－Student Travel Grant Awards (STGA) 受賞者の感想－

第1回 JACI/GSCシンポジウム（第12回 GSCシンポジウム）開催のお知らせ

編集委員：伊東 章（東工大　化工会）、窪田 好浩（日化会）、佐藤 剛一（産総研）、菊田 真人（日塗工）、神谷 卓司（プラ処理協）、松原 俊哉（JACI）、大竹 淳之（JACI)
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　2012年6月12日（火）、13日（水）に「第1回JACI/
GSCシンポジウム（第12回 GSCシンポジウム）」を、
ベルサール神田（東京都千代田区美土代町7）におい
て開催いたします。本シンポジウムでは、合計11名の
著名な方々にご講演いただく予定にしております。是
非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

基調講演　 白石　　隆（政策研究大学院大学長）
野間口　有（産総研理事長）

招待講演　 太田健一郎（横国大特任教授）
田中　俊明（トヨタ 常務理事）
細野　秀雄（東工大教授）

栗原　　優（東レ フェロー）
青合　利明（富士フイルム フェロー）
原田　　明（阪大教授）
山崎　知巳（経済産業省 機能性化学品室長）
宮田　　満（日経BPバイオセンター長）
春田　正毅（首都大教授）

　また、6月12日はGSC賞、並びにGSC奨励賞表彰式、
レセプションを開催し、13日にはGSC賞、並びにGSC
奨励賞受賞者講演、ポスター発表も予定しております。
　詳細はGSCネットワークのホームページ（http://
www.gscn.net）を御覧ください。

 名古屋大学　越仮　良樹
豪国で開催されたAOC-3に参加し、ポスター発表

をしました。参加することで、GSCは化学、生物学、
工学など多くの分野の研究者が貢献しなければなら
ない重要な研究であることを改めて実感しました。
また、最終日には、現地学生と交流する機会を得ま
した。この中で、例えば研究室の留学生の割合を聞
き日本の大学の国際化問題などを考える、大変貴重
な経験となりました。最後になりましたがこのよう
な貴重な機会を与えてくださった関係者の皆様に感
謝致します。

 大阪府立大学　松井　康哲
今回、STGAを受賞し、12 月にメルボルンで行わ

れたAOC-3に行かせて頂きました。シンポジウムで
は、GSCというキーワードのもと、有機合成、バイ
オマス、太陽電池など、専門分野に加え他分野の研
究発表も聞くことができただけでなく、他分野の方々
と有意義なディスカッションや、現地の大学院生と
の交流もでき、非常に価値のある学会参加となりま
した。

 大阪府立大学大学院　川本　拓治
この度はSTGAに選定いただき、大変光栄に思いま

す。今回の国際会議では、“スズを用いないラジカル
型増炭反応”について発表させて頂きました。また
多岐に渡るGSCに関する最新の研究発表を聞くこと
ができ、知識および理解を深めることが出来ました。

その中で、専門分野を超えて様々な知識や情報を得
ることの重要性を認識しました。今後もここで得た
知識を基に環境調和型有機反応の開発に励んでいき
たいと思っています。

 大阪大学　能島　明史
この度、オーストラリアのメルボルンで開催され

た第3回GSCアジア・オセアニア国際会議に参加させ
て頂きました。本会議では、GSCに関する幅広い分
野の研究発表や、会場での活発な質疑応答を経験で
き、大変良い勉強になりました。また現地の学生と
の交流会や大学見学では、GSCに関する意見交換な
どを通して多くの方々との交流を深めることができ
ました。本学会参加に際し、GSCNからご支援頂きま
した事を厚くお礼申し上げます。今回の経験を糧に
し、より一層今後の研究活動に励みたいと思います。

 東京工業大学　福原　紀一
この度はSTGAを頂きまして誠にありがとうござい

ます。メルボルンにて開催されたAOC-3に参加をさ
せて頂き、グリーンケミストリーに関する最新の研
究成果を聴くことができました。またポスターセッ
ションではこちらの研究成果を参加者に向けて発表
し質問を受けディスカッションを行い、自分の研究
のヒントとなる良い刺激が得られました。研究発表
以外では、現地Monash大学の学生とのランチや、研
究室見学を行うことができました。このような機会
をアレンジして頂き、感謝申し上げます。


