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第 10回 JACI/GSCシンポジウム 

プログラム/会員・後援団体（予定） 

シンポジウム講演のオンデマンド配信は終了致しました。 
 
（WEB予稿集/GSC Guideは「シンポジウム参加者専用サイト」より引き続き閲覧頂けます。） 



時間 項　目 演　題

9:00～ 受付（WEB会場入室）

9:45～10:35 基調講演
（S-1）

産総研の目指すオープンイノベーション

石村 和彦（産業技術総合研究所 理事長）

産業技術総合研究所は、産業に関わる科学技術の研究開発により社会課題の解決を目指す、日本最
大級の国立研究開発法人です。社会課題解決と産業競争力強化の共通解となるオープンイノベー
ションの重要性と、その推進のため産総研が実施する、特にグリーン・サステイナブルケミストリー
に関する研究をご紹介します。

10:40～11:30 基調講演
（S-2）

小林 喜光（日本化学会 会長 / 三菱ケミカルホールディングス 取締役会長）

地球と共存する化学

グリーン・リカバリーに向けた動きが加速する中で、Pollution Source からSolution Provider
へと生まれ変わった「化学」が地球規模の課題の解決に向けてどのような貢献ができるのか、当社の
実践や日本化学会が果たすべき役割も含めて考えたい。

マテリアル革新力強化による経済発展と社会的課題解決の両立

11:35～12:15 特別講演
（S-3）

澤田 道隆（マテリアル戦略有識者会議 座長 / 花王 取締役会長）

マテリアルは、社会・経済発展だけでなく、地球環境問題等の社会的課題解決のために、その重
要性が増している。日本の強みであるマテリアル基盤力を生かし、それをイノベーション創出につ
なげる「マテリアル革新力」強化により、世界の先頭に立つべきと考える。

開会挨拶 十倉 雅和（新化学技術推進協会 会長）9:30～9:40

12:15～13:10 休憩

6月 28日（月） プログラム 1日目

サステナブルな社会の実現に向けた取り組みと自社の変革について

13:10～13:50 基調講演
（S-4）

時田 隆仁（富士通 代表取締役社長）

富士通は、自社のパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能に
していくこと」に沿って、事業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。パーパスドリブンと
データドリブンの両輪で駆動する企業となるための取り組みについてご紹介します。

有機合成は基本的に有機溶媒中で行うが、最近、ボールミルを反応容器として、有機溶媒をほとん
ど使わずに効率よく有機合成を実施する方法が登場している。本講演では我々の研究グループの
成果を中心に発表する。

13:55～14:35 伊藤 肇（北海道大学 教授）招待講演
（S-5）

メカノケミカル有機合成の登場と展開

14:40～14:55 GSCNビデオメッセージ
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17:00～17:20 GSC賞表彰式

15:15～16:55
GSC賞受賞講演

大臣賞／ベンチャー企業賞／中小企業賞受賞者

＊講師はやむを得ない状況により変更される可能性がございます。

6月 28日（月） プログラム 1日目

15:00～15:10
松方 正彦（GSCN運営委員会 委員長）

GSC賞紹介
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時間 項　目 演　題

6月 29日（火） プログラム 2日目

8:30～ 受付（WEB会場入室）

12:05～13:00 休憩

招待講演
（S-6）

光島 重徳（横浜国立大学 教授）9:00～9:40
CO2 排出実質ゼロを目指し、再エネ電力のインバランスを解消して様々な部門で利用するために
水電解水素製造が注目されている。本講演では、大規模システムに用いられるアルカリ水電解を中
心に、変動電源での劣化とその対応について述べる。

不確実性が高まる中、今日、ダイナミック・ケイパビリティ論が注目されているが、そもそもダイナ
ミック・ケイパビリティとは何か、そしてダイナミック・ケイパビリティを高めるために日本の企業・
製造業はどうすべきか、などについてお話する。

ナノ空間を含む物質（多孔体）が盛んに研究され多方面に展開されている。種々の機能発現に空間
が主要な役割を演じ、組成、構造、形態を制御した新物質開発が進んでいる。本講演では多孔体合成
の進歩と空間の機能について数例を紹介する。

水電解が拓く水素エネルギー社会

ナノからサブナノへ：原子ハイブリッド化学の展開

9:45～10:25 招待講演
（S-7）

山元 公寿（東京工業大学 教授）

ナノとサブナノの物質の世界は全く別物である。１ナノメートル前後のサブナノサイズの物質群
は、ポストナノ材料として期待されているが、未だ未開拓のフロンティアである。原子の組み合わ
せを自在に操る「新化学」への挑戦を紹介したい。

10:30～11:10 招待講演
（S-8）

黒田 一幸（早稲田大学 名誉教授）

多孔体合成と応用展開

11:15～12:05 基調講演
（S-9）

伊藤 元重（東京大学 名誉教授／学習院大学 教授）

コロナ危機からの経済の回復のプロセスでキーワードとなるのが、グリーンとデジタルである。こ
れは経済のサプライサイドを強化するという意味で重要だが、この動きが企業の経営環境にどの
ような影響を及ぼすのか考えたい。

ポストコロナとイノベーション

13:00～13:50 基調講演
（S-10）

菊澤 研宗（慶應義塾大学 教授）

ダイナミック・ケイパビリティ・ベースの日本企業に向けて

14:15～17:15
EXHIBITION
ポスター発表

17:20～17:30 閉会挨拶 淡輪 敏（新化学技術推進協会 副会長）

＊講師はやむを得ない状況により変更される可能性がございます。

13:55～14:10
片岡 正樹（新化学技術推進協会 事業統括部長）

JACI 事業紹介
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公益社団法人新化学技術推進協会　正会員（2021年 4月1日現在）

株式会社 IHI
旭化成株式会社
株式会社旭リサーチセンター
味の素株式会社
株式会社ADEKA
出光興産株式会社
株式会社イノアックコーポレーション
宇部興産株式会社
AGC株式会社
ENEOS株式会社
大阪ガスケミカル株式会社
花王株式会社
株式会社カネカ
株式会社クラレ
株式会社クレハ
KHネオケム株式会社
コニカミノルタ株式会社
三洋化成工業株式会社
JSR株式会社
JNC株式会社
株式会社JSOL

株式会社島津製作所
昭和電工株式会社
信越化学工業株式会社
信越ポリマー株式会社
株式会社住化技術情報センター
株式会社住化分析センター
住友化学株式会社
住友精化株式会社
住友ベークライト株式会社
積水化学工業株式会社
セントラル硝子株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社ダイセル
大日精化工業株式会社
大日本印刷株式会社
大陽日酸株式会社
千代田化工建設株式会社
DIC 株式会社
帝人株式会社
デンカ株式会社
株式会社デンソー

東亞合成株式会社
東京応化工業株式会社
東ソー株式会社
東洋インキSCホールディングス株式会社
東洋エンジニアリング株式会社
東洋紡株式会社
東レ株式会社
株式会社東レリサーチセンター
株式会社トクヤマ
凸版印刷株式会社
長瀬産業株式会社
日油株式会社
日揮ホールディングス株式会社
日産化学株式会社
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
日本カーバイド工業株式会社
日本化薬株式会社
日本軽金属株式会社
株式会社日本触媒
株式会社日本政策投資銀行
日本製紙株式会社

日本ゼオン株式会社
日本曹達株式会社
株式会社日立製作所
富士フイルム株式会社
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
株式会社ブリヂストン
古河電気工業株式会社
保土谷化学工業株式会社
丸善石油化学株式会社
三井化学株式会社
三菱瓦斯化学株式会社
三菱ケミカル株式会社
株式会社三菱ケミカルリサーチ
株式会社モルシス
ユニチカ株式会社
ユニバーサル｠マテリアルズ｠インキュベーター株式会社
横河電機株式会社
横浜ゴム株式会社
株式会社リコー

公益社団法人新化学技術推進協会　特別会員（2021年 4月1日現在）

国立研究開発法人科学技術振興機構
一般財団法人化学研究評価機構
公益社団法人化学工学会
一般社団法人化学情報協会
関西化学工業協会
一般社団法人近畿化学協会
合成樹脂工業協会
公益社団法人高分子学会
公益社団法人高分子学会高分子同友会

公益財団法人相模中央化学研究所
国立研究開発法人産業技術総合研究所
一般社団法人触媒学会
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人製品評価技術基盤機構
石油化学工業協会
公益社団法人石油学会
一般財団法人総合研究奨励会
公益財団法人地球環境産業技術研究機構

公益社団法人電気化学会
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
公益社団法人日本化学会
一般社団法人日本化学工業協会
日本吸着学会
公益社団法人日本セラミックス協会
一般社団法人日本塗料工業会
日本バイオマテリアル学会
一般社団法人日本分析機器工業会

一般社団法人日本膜学会
一般財団法人バイオインダストリー協会
国立研究開発法人物質・材料研究機構
一般社団法人プラスチック循環利用協会
公益社団法人有機合成化学協会
国立研究開発法人理化学研究所 

後援団体（予定）

国立研究開発法人科学技術振興機構
公益社団法人化学工学会
株式会社化学工業日報社
関西化学工業協会

一般社団法人近畿化学協会
公益社団法人高分子学会
国立研究開発法人産業技術総合研究所
一般社団法人触媒学会
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
公益社団法人石油学会
公益社団法人電気化学会

株式会社日刊工業新聞社
公益社団法人日本化学会
一般社団法人日本化学工業協会
日本学術会議
株式会社日本経済新聞社
一般社団法人日本経済団体連合会
日本商工会議所

公益社団法人日本セラミックス協会
一般財団法人バイオインダストリー協会
公益社団法人有機合成化学協会
国立研究開発法人理化学研究所

（アイウエオ順）

会員・後援団体（予定）
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