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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。

　2000年３月に任意団体として設立されたGSCNが、2011年４月、社団法人 新化学技術推
進協会（JACI）の発足に伴ってJACIの中での活動に移行してから２年が経ちました。現在、
GSCNは31の学協会より構成され、経済産業省などの協力を得て活動を行っています。諸外
国のGSCNに関連する活動を見てみますと、米国においては環境保護局（EPA）によって設
立されたGreen Chemistry Institute（GCI）は、現在、米国化学会（ACS）の中の一組織と
して主に学界中心の活動をしています。一方、欧州では産業界が中心となって、SusChem

（The European Technology Platform for Sustainable Chemistry）を土俵として持続的成長
のための化学を展開してきました。これに対し、我が国では、21世紀初頭より化学の持続的
発展を担う学界と、化学の力による社会の持続的発展を担う産業界が協調・共同し、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、
Green & Sustainable Chemistry（GSC）の概念を提唱してきました。GSCNはこのGSCの概
念を実現するための組織であり、JACIの中にあって多くの学協会が参加する現在の組織は、
まさに産官学連携の場を提供するものと言えましょう。
　GSCNの活動は、JACI/GSCシンポジウム開催への協力、GSC賞等の選考、参加学協会と
の連携、GSCの教育・普及、GSC国際会議やGSC-AON（アジア・オセアニアネットワーク）
への開催協力をはじめとした国際連携など多岐にわたります。こうした活動の活性化は、ご
参加いただく皆様の積極的な寄与があってはじめて実現できると言って過言ではありませ
ん。新生GSCNの活動に対するご指導ご鞭撻と、ご協力をお願いします。

GSCNの活動の一層の活性化に向けて

早稲田大学先進理工学研究科教授
GSCN運営委員長　松方  正彦
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　 第11回 温 室 効 果 ガ ス 制 御 技 術 国 際 会 議
（International Conference on Greenhouse Gas 
Control Technologies、以下 GHGT-11と略す）が
2012年11月18～22日に京都で開催された。本会議
は温室効果ガスの削減技術の中でも特にCO ２回収・
貯留（CO ２ Capture and Storage, 以下、CCSと略す）
にフォーカスした世界最大の国際会議である。主
催はIEAGHGで、今回はRITEが日本側の主催者で
ある。48カ国から1,293名の参加があり、その内訳
は、日本：346、米国：172、ノルウェー：118、英国：
97、オーストラリア72、中国：61、韓国：60、カナ
ダ：57名の順であった。
　今回のテーマは“CCS：Ready to Move Forward”
であり、前回の“From research to reality”から
一歩進んだものになっている。洞爺湖サミットが行
われた2008年、気候変動を抑制するための対策技術
としてCCSの重要性が指摘され、各国政府はCCSプ
ロジェクトの推進を約束した。ところがこの後、リ
ーマンショックや、欧州の通貨危機が起こり、CO2

の排出量取引価格は10ユーロを下回る事態となっ
た。このような状況のもと、CCSプロジェクトの推
進は予定通りには進んでいない。「CCSの機は熟し
た。CCSはこれから利用の時を迎える。さあ動きだ
そう。」これは今まさに必要なメッセージである。
　今回の発表件数は口頭発表が約300件、ポスター
発表が約600件であった。口頭発表は77のセッショ
ンに分かれて行われた。回収分野が21、貯留分野が
他の貯留オプションを含めると23あり、この２つで
全セッションの半分以上を占めている。政策関係

（CCS政策、法規制、社会受容を含む）は５セッシ
ョンと少ない。また、実証試験を扱うセッションが
５つ設けられ、このうちの「貯留」のセッションで、
日本から「苫小牧での大規模実証試験」が紹介された。
　CO ２の回収では、燃焼後回収、燃焼前回収、酸
素燃焼という３つの分類のうち、燃焼後回収に関す

る発表が12セッションと回収セッションの半分以上
を占めた。直近の回収技術として燃焼後回収が広く
検討されている事がうかがえる。
　貯留ではCO２の地中貯留に関して、広範囲なテー
マが網羅されていた。CO２貯留容量の推定やサイト
評価、モデリングとシミュレーションでの不確実性
の取り扱い、生産井の設置を含めての圧力管理、お
よび海洋環境への影響検討などについて議論された。
　政策では、CCSのCDMがUNFCCCで正式に認め
られたこと、その様式と手続き、炭素市場とCCS、
EUETSの効果、炭素価格の低迷に伴うCCSの新た
な道筋の必要性等について議論された。
　CCSは技術的には非常に進歩しており、今後、世
界のいろいろな場所で実証試験が行われ、そこで集
積された経験を共有することによって、実用に向け
て飛躍できる。しかし、実施に向けての政策のサポ
ートは、現在のところ決して十分とはいえない。会
議全体を通じて、CCSが直面する課題をひとつひと
つ克服する努力をしていくこと、そして各国政府が
強いリーダーシップを示す必要があることが繰り返
し強調されていた。

　CO ２回収・貯留（CO ２ Capture and Storage, 以下、CCSと略す）にフォーカスした世界最大の国際会議で
ある第11回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-11）が2012年11月18～22日に京都で開催された。本
会議においては、CCSを構成する回収、貯留等の技術開発、実証試験の結果、およびCCS政策等について議
論された。会議全体を通じて、CCSが直面する課題をひとつひとつ克服する努力をしていくこと、そして各
国政府が強いリーダーシップを示す必要があることが繰り返し強調されていた。

GHGT-11にみる温室効果ガス制御技術の動向
Overview of Greenhouse Gas Control Technologies: GHGT-11

（公財）地球環境産業技術研究機構　研究企画グループ　サブリーダー　高木 正人
Masato Takagi, Deputy Director, Research Planning Group, Research Institute of Innovative Technology  

for the Earth (RITE)
E-mail: takagi@rite.or.jp

　

図１ オープニングセッションの様子
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ファインバブルの基礎
　ファインバブルとはマイクロバブルとウルトラファイ
ンバブルの総称である。マイクロバブルは概ね１～60
μm程度の直径をもつ気泡である。ウルトラファインバ
ブルは従来「ナノバブル」と呼ばれていた概ね１μmよ
り小さな気泡（モード径は概ね120nm）である。可視光
の回折限界を超えるため目視できない。

　マイクロバブルは日常見かける気泡に比べて、非常に
遅い上昇速度、大きな比表面積および速い溶解速度を持
っている。ウルトラファインバブルはマイクロバブルを
原料として生成され、水中で数ヶ月にわたる滞在時間を
もつ。

ファインバブルによる水相中有用資源回収
　工場排水中には環境に放出できない成分だけでなく希
少金属や有用物質なども混入している場合も多く、ファ
インバブルを用いた浮上分離技術が注目されている。フ
ァインバブルで水中に懸濁している粒子または溶質を濃
縮して水面で回収するには、少なくとも次の条件を考慮
する必要がある。

（１）回収物質とファインバブルとの間に、電気的引力
あるいは疎水性親和力が働くように調製し、吸着を促進
する。

（２）吸着は気泡表面で生じるため、同一の水中滞在ガ
ス体積あたりでは、ファインバブルの比表面積が大きい

（直径が小さい）ほど効果が増大する。
（３）吸着した回収物質がファインバブルの上昇運動に
伴う周囲の液体とのせん断によって剥離しないように、
また回収物質により完全に被覆されたファインバブルが
沈降しないように浮力（体積）を調整し上昇速度を最適
化する。すなわちウルトラファインバブルより、マイク
ロバブルが浮上分離には適している。
水相中に懸濁するカーボン微粒子、酸化鉄微粒子および

食用油滴、ならびに水相中に溶解した疎水性ポリフェノ
ールについてファインバブル浮上分離が成功している。

ファインバブルによる洗浄
　ウルトラファインバブルは、高速道路サービスエリア
のトイレ洗浄、橋梁などへの付着塩分除去、樹脂加工品
の洗浄のほか、さまざまな洗浄への応用が試験段階に入
っている。ウルトラファインバブルを含む水は固体壁面
と付着物への接触面への浸透がよく、ウルトラファイン
バブルを含まない水にくらべて剥離の促進が観察される。

ファインバブル技術の国際標準化と認証
　ファインバブルは日本発の新しい技術である。この技
術で健全な産業育成と市場開拓を行うためには認証が必
要である。現在、（社）微細気泡産業会と（独）産業技
術総合研究所が経済産業省とともに国際標準規格（ISO）
取得のために非常に精力的に活動が行われている。ご関
心をお持ちの方にはぜひhttp://www.fbia.or.jpをご覧頂
きたい。

　ファインバブルのユニークな特性を利用した廃水処理や水中からの有用資源の回収技術の開発が進展している。例
えば好気性活性汚泥処理プロセスの高性能化や、廃液中に懸濁している金属粒子やエマルションの回収、天然植物抽
出液中に溶解しているポリフェノール類の回収などに効果をあげている。またウルトラファインバブルを含んだ水は固
体面に付着した無機物の分離・洗浄を促進した。ここではファインバブルの基礎およびその応用について紹介する。

ファインバブルを利用した水中資源回収および洗浄
Recovery of resources in water and purification of solid surface with fine bubble technology

慶應義塾大学　理工学部　応用化学科　教授　寺坂 宏一
Koichi Terasaka, Professor, Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University

E-mail: terasaka@applc.keio.ac.jp

　

図３：付着物のUFB洗浄

図２：マイクロバブル浮上分離

図１：ファインバブルの水中での挙動
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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（プラ循環協）、大竹 淳之（JACI）、沼田吉彦（JACI）、米森重明（JACI）

第2回 JACI/GSCシンポジウム（第13回GSCシンポジウム）のご案内
「化学がつくる未来社会 ー人類の永続的な発展のためにー」

１）日時：２０１３年６月６日（木）・６月７日（金）

２）会場：メルパルク大阪（大阪市淀川区宮原4-2-1）　JR新大阪駅より徒歩５分

３）プログラム（講演者・時間枠は変更される場合がございます。ご了承ください。）

6月6日（木）

時間 講演者

  9：00 参加登録

10：00 開会挨拶

10：10 基調講演1 橘川 武郎　一橋大学

11：10 招待講演1 辰巳 　敬　東京工業大学

13：10 ＪＡＣＩ 活動報告

13：40 招待講演2 相馬 芳枝　神戸大学

14：10 招待講演3 中條 善樹　京都大学

15：20 招待講演4 渡邊 昇治　経済産業省

16：00 招待講演5 岩間 　敏　元石油公団

16：50 特別講演 澤田 道隆　花王(株)

17：30 ＧＳＣ賞・ＧＳＣ奨励賞表彰式

18：00 レセプション

6月7日（金）

時間 講演者

  9：00 参加登録

  9：30 ＧＳＣ賞・ＧＳＣ奨励賞受賞講演

ＧＳＣ関連ポスター発表／企業紹介11：10

14：30 招待講演6 逢坂 哲彌　早稲田大学

15：20 招待講演7 近藤 昭彦　神戸大学

16：10 基調講演2 藤嶋 　昭　東京理科大学

17：10 ポスター賞表彰式／ＳＴＧＡ表彰式

17：35 閉会挨拶

４）参加登録
　JACIホームページより、お申込みください。
　　http://www.jaci.or.jp/

５）参加費
会　員 一　般 大学・官公庁 学　生

シンポジウム 
参加費 3,000 5,000 3,000 1,000

レセプション
参加費 4,000 4,000 4,000 1,000

 

６）お問い合わせ先
　　公益社団法人 新化学技術推進協会　
　　E-mail：jacigsc2@jaci.or.jp
　　電　話：03-6272-6880 
　　F A X：03-5211-5920

GSCネットワーク会議構成団体 　(2013.4.1現在)
（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　（一財）化学物質評価研究機構　（一社）近畿化学協会　ケイ素化学協会　
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　（独）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　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　日本界面活性剤工業会　 
（公社）日本化学会　（一社）日本化学工業協会　（一社）日本ゴム協会　（公社）日本セラミックス協会　（社）日本電子回路工業会　 
（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　（社）日本分析機器工業会　（公財）野口研究所　 
（一財）バイオインダストリー協会　（一社）プラスチック循環利用協会　（公社）有機合成化学協会　（独）理化学研究所

102–0075　東京都千代田区三番町２ 三番町KSビル２階 (公社)新化学技術推進協会
Tel　03–6272–6880㈹　　Fax　03–5211–5920
URL　http://www.gscn.net/　　http://www.jaci.or.jp

http://www.jaci.or.jp/


