




◆ 解説◆ 解説

11章の構成を模式的に示す。



◆ 解説

ISOは2001年に消費者政策委員会（COPOLCO）で，CSR（企業の社会的責任）ISO 26000規
格作成に向けスタートした。その後，CSRからSR（組織の社会的責任）に変更された。ISO 26000
開発は今までのISO規格とは次の点で異なる。すなわち，この規格はマネージメントシステム規

格ではなくガイダンス規格であり，第三者認証を目的としない。今までの規格は専門家グループ
により開発されてきたが，この規格は，6つのステークホルダー（産業界，労働，消費者，政府，
NGO 及びSSRO（サービス・サポート・研究・その他））の合意文書として開発が進められている。

第三者認証を目的としないと言うことは，この規格がすべての組織に受け入れられるように多様第 者認証を目的と な と言う とは， 規格がす 組織に受け入れられるように多様
性，柔軟性を持たせ，それぞれの組織が自主的に取り組むことを期待しているものである。現在
，2009年発効を目指し進められている。



◆ 解説
組織の急速なグ バル化 近の組織不祥事等に対する社会からの組織批判 地球環境問題の顕組織の急速なグローバル化， 近の組織不祥事等に対する社会からの組織批判，地球環境問題の顕

著化からCSR(組織の社会的責任）が強く認識されるようになってきた。ここに示された「社会」，「責任」とい
う概念はステークホルダーとの相互関係が強く認識されている。ステークホルダーとは組織活動と何らか
の利害関係を持つ個人，集団を意味する。図に組織にとって重要と考えられているステークホルダーを示
している。

CSRとは何か，何をすればいいのか。今日，経済・社会の重要な構成員となった組織が，自ら組織理念
に基づいて，組織及び社会の持続的発展を確かなものとするための自主的な取り組みである。具体的に
は 欧州を中心としてCSRの規格やガイドラインが整備されてきている。このような動向を踏まえ ISOにおは，欧州を中心としてCSRの規格やガイドラインが整備されてきている。このような動向を踏まえ，ISOにお
いても第三者認証につながる規格とはせずにガイダンス（指針）（参照：共通知識編 第10章 2.4節 ISO 
26000 社会的責任に関するマネージメント規格）として，2009年の国際規格発効を目指し，草案作成作業
が進められている。2007年7月には第三次作業文書（WD3）が作成された。この中で「社会的責任」を次の
ように述べている。

“持続可能な発展及び社会の繁栄と調和し”， “ステークホルダーの期待を考慮し”， “適用される法令
を遵守し，国際行動基準と調和し”， “組織全体に組み入れられる行為”。

社会的責任の中心的課題として環境，人権，労働慣行，組織統治，消費者課題，コミュニティ参画・社
会開発，公正な事業活動を挙げている。特に，環境への取り組みは未来の世代のための持続可能性の
追求である。世界の人口増加，生活環境の利便性の追求は，エネルギーや限られた資源の消費をもたら
し，自然環境の吸収能力，再生能力を超えてきている。その結果，地球規模での気候変動が起きている。

◆ 参考資料
1) 高 巖 他，企業の社会的責任，日本規格協会，2003．
2) 第三次作業文書 “社会的責任のガイダンス” （ISO/WD26000仮訳版），日本規格協会．
3) 田中宏司，CSRの基礎知識，CSR入門講座 第1巻，日本規格協会，2005．



◆ 解説

株式，債券市場は組織存続のための基盤そのものである。SRIという考え方はこの経済の基本
的仕組みの中にCSRを組み込む物であり，そこに組み込まれたCSRの要素は，株式，債券市場
の意向として，組織経営に取り込まれていく。

一橋大学の谷本教授は，「SRIは基本的に市場のメカニズムを活用して社会的に責任ある組織
を評価するものである。」「このシステムを支持する投資家が増え，市場に定着していけば，社会
的責任を果たす組織が積極的に評価される新しい規範が市場に形成されていくことになる」と説
明している。

SRIは特に欧米で発達しており 投資の主軸を伺う位置にまで浸透しつつある そのきっかけのSRIは特に欧米で発達しており，投資の主軸を伺う位置にまで浸透しつつある。そのきっかけの
一つは，年金等の投資方針において「環境，倫理，社会持続性等（CSR)」をどの程度考慮してい
るか，開示することが法的に求められたことにある。

SRI市場が活性化すると，SRIに関する評価・格付機関による評価も活性化することになり，こうし
た評価が組織ブランドを高めることになる。この結果，社会的信頼は組織のCSRへの取り組みを
促進する効果を生む。



◆ 解説

前に述べたように，国内外においてSRI市場は急速に活性化しており，今後ま
すますCSRを考慮した投資は増加していくと考えられる。SRIのインデックスとして
世界的に影響力が大きく，標準として用いられている3種のインデックスについて
説明する。

（1） ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI)
Dow Jones Global Indexに含まれる組織2500社の中から，経済，環境，社

会の3つの 観点（トリプル・ボトムライン）からSMAが調査し，かく業種で上位
10％以内の評価組織 が採用される。全世界で約300社が選ばれている。

（2） FTSE4Good
「国際的に認可された組織責任を満たす組織活動を評価し，そのような組

織への投 資を促進するために作成されています」（FTSE4Goodホームペー
ジより引用）

この選定方法では，「タバコ，核兵器関連，武器製造会社，原発組織，ウラ
ニウム採掘 製造組織」を排除している。このような特定業種の排除をネガティ
ブ スクリ ン」と言う その後 「環境的持続可能性」 「社会とステ クホブ・スクリーン」と言う。 その後，「環境的持続可能性」，「社会とステークホ
ルダーの関係」，「人権」について 評価する。

（3） エティベル・サステナビリティ・インデックス（ESI）
ベルギーのエティベル社は代替融資，環境問題，平和活動，発展途上国

問題，そ の他の社会活動をしているNGOを前身として1992年に設立され
た。長年に渡りベル ギーにおけるSRIを牽引するとともに世界市場でも
影響力を持っている。エティベル・サ ステナビリティ・インデックスは，経済
的のみならず社会的な収益を目指している 評価 にあたり組織の社会的のみならず社会的な収益を目指している。評価 にあたり組織の社会
的責任の重要な概念である「人・地球・収益」とステイクホール ダー

とのコミュニケーションの重視を特徴としている。



◆ 解説

持続可能な社会なくして組織は存在しえない。組織は，社会ともに持続可能な社会を実現
するために寄与しなければならない。組織にとってCSRはコストか投資か，投資として積極的に
取り組むことが求められている。具体的に組織がCSRに取り組むことの組織自身の意義を，内
部的な面と外部的な面から見てみる。

内部的な面

・組織が包括するリスクの洗い出し，分析をし，それらに対する対策をあらかじめ講じるこ
とによるリスクの低減。製品の危険性，不具合等が危惧された場合などの対応の仕方一
つにより 組織の信頼は大きく異なるつにより，組織の信頼は大きく異なる。

・組織のトップがCRSの基本理念を明確に打ち出すことによる組織姿勢の明確化は，組織
員の誇り，意欲向上につながる。

・CRSの取り組みを促進する過程で，組織全体の組織体制を見直すことになり，それは無
駄の排除，組織資源の共有化，適正配分に寄与し，経営の効率化につながる。

外部的な面

・環境対策や商品，サービスの安全性の考慮は，新たな市場開拓の可能性につながる。

労働環境の向上や人材育成 人権尊重とい た点は優秀な人材の確保につながり 組・労働環境の向上や人材育成，人権尊重といった点は優秀な人材の確保につながり，組
織の活性化につながる。

・商品，サービスの安全性の確保，リスク管理体制の徹底，本業を超えた社会貢献は，組
織イメージの構築，ブランド価値（組織への信頼度）の向上につながる。

次に，視点を代えて消費者（Consumer），市民(Citizen)のCSRについて考えてみる。例えば，
ＣＳRに積極的な組織の製品・サービスを購入する，積極的に他人に推薦する，ＣＳＲを果たし
ていない組織の製品・サービスを購入することをやめる，購入しないよう他人に助言する，など
である。市民のCSRと組織のCSRが共に協力することにより持続可能な社会をめざすことがCSR

あるである。

◆ 参考資料

1) 経済産業省，組織の社会的責任（CSR)に関する懇談会中間報告，平成16年9月．



◆ 解説

近年の環境安全問題の広がりに伴って，単に法律による規制の強化だけでは問題の解決に
十分では無く，組織が自主的に環境安全問題に適切に対処することが推奨されている。この活
動を RC（レスポンシブル・ケア）と言い，化学物質を製造し，又は取り扱う組織が，化学物質の開
発から製造，流通，使用，消費，廃棄までの全ライフサイクルに渡って環境・健康・安全面から対
策を行い，その活動の成果を自主的に公表するようになってきた。

レスポンシブルケアの歴史

1985年にカナダ化学品生産者協議会が化学物質の自主管理などを内容とするレスポン
シブル・ケアを提唱したのがはじまりである。

1992年の国連環境開発会議（UNCED）で採択された「アジェンダ21：持続可能な開発の
ための人類の行動計画」の一つとして奨励されている。

1995年にRC活動を推進実施する団体として日本化学工業協会（JCIA)内に日本レスポ
ンシブルケア協議会（JRCC)が設立された(会員74社）。2006年10月現在，JRCCの会員は
102社となっている。

レスポンシブル・ケアのシンボルマーク

「両手と分子模型」をデザインしたシンボルマークは，「化学物質を大切に取り扱う」という趣旨
を表している レスポンシブル ケアを実施している組織 協会の国際的に共通な クとを表している。レスポンシブル・ケアを実施している組織・協会の国際的に共通な マークと
してｌＣＣＡ（International Council of Chemical Associations）（国際化学工業協会協議会）が定め
たものである。

◆ 参考資料
1) （社）日本化学工業協会 http://www.nikkakyo.org/

2) 日本レスポンシブル・ケア協議会
http://www.nikkakyo.org/organizations/jrcc/index.html



◆ 解説
JRCCが行っているレスポンシブル・ケアの実施について紹介する（JRCCホームページよ

り）。レスポンシブル・ケアは化学物質を製造し，又は取り扱う事業者がレスポンシブル・ケ

ア実施の宣誓と目標の設定に基づいて行なう自主管理活動である。

・JRCC会員は実施基準である7つの「レスポンシブル・ケア コード」に従って活動を行う。

・レスポンシブル・ケアの実施はPDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルに沿って行う。

・JRCC会員は実施計画及び成果を，毎年「レスポンシブル・ケア実施計画書」，「レスポン

シブル・ケア実施報告書」，「レスポンシブル・ケア内部監査証明書」としてJRCC に提出す

る。

レスポンシブル・ケアコードとは，レスポンシブル・ケアを実施する際の基本的実施事項

を定めたものであり，現在考えられる範囲での理想的姿を描き，この達成に必要な事項を

記載している。このコードは，7つの個別コードから構成されている。［環境保全］，［保安 防災］，

［労働安全衛生］，［物流安全］，［化学品・製品安全］，［社会との対話］といった活 動分野

毎の6つのコードと，これらをシステムとして共通に運用していくための ［マネージ メントシ

ステムコード］の計7つである。

各コードの概略を示す。

・環境保全：化学物質の製造，又は取り扱う事業者（以下事業者）の活動に伴い外部に排

出される化学物質 廃棄物の発生量を継続的に低減する取り組み出される化学物質，廃棄物の発生量を継続的に低減する取り組み。

・保安防災：事業場の火災，爆発及び化学物質の流失事故を防止する取り組み。

・労働安全衛生：労働災害の撲滅，潜在的危険性の低減，健康増進と快適な職場環境の

形成を目指す取り組み。

・物流安全：化学物質の輸送，流通時のリスクを低減する取り組み。

・化学品・製品安全：製品の全ライフサイクルにわたってリスク管理を図りステークホルダー

の環境，健康，安全を推進する取り組み。

・社会との対話：製品の全ライフサイクルにわたる環境，健康，安全に係わる情報をステーク

ホルダ に提供し それらに関する正しい知識の普及に努めると共に スホルダーに提供し，それらに関する正しい知識の普及に努めると共に，ス

テークホルダーの関心事に適切に対応する取り組み。

・マネージメントシステムコード：これらの6つのコードの各活動をシステムとして統一的に運

用することにより，環境，健康，安全の継続的向上を有効かつ効率的に推進する取り組み。



◆ 解説

化学製品に関する安全性についての関心が高まり，販売する化学製品について環境・安全・

健康への影響に関する情報や，安全な使用・取り扱いをするための情報を適切に提供すること

が，化学製品を製造・販売する組織の社会的責任となっている。日本化学工業協会は「製品安

全データシートの作成指針」を策定し，「製品安全データシート」（MSDS)の普及を図ってきた。

GHSについて

化学物質が世界的に流通している中，国際的に調和された分類及び表示方法が必要であると

認識されるようになり，2003年7月，国際連合から「化学品の分類と表示に関する世界調和システ

ム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)が勧告された。

GHSとは世界共通の化学物質（化学品）の危険有害性に関する分類基準，表示システム，安全

データシートに関するルールである。

（GHSの詳しい内容については「参考資料」 1) のホームページを参照）。

MSDSについて

MSDSは 国内規格としてはJIS Z 7250 国際規格としてはISO11014 1（内容はJISと同じ）としてMSDSは，国内規格としてはJIS Z 7250，国際規格としてはISO11014-1（内容はJISと同じ）として

その記述内容が標準化されています。 JIS Z 7250はGHSと整合させるため2005年に改正された。

改正されたMSDSで提供する情報はスライドに示した16項目である。

◆ 参考資料

1) http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kokusai/GHS/



◆ 解説

環境マネジメントの国際統一規格がISO 14000シリーズであり，これにはいくつかの規格がある
が，ISO14001（環境マネジメントシステム規格）が認証登録制度となっている。現在，地球温暖化
対策は待ったなしの状況にあり，温室効果ガス（GHG)の削減に向かって，基礎となるGHGの算
定・報告・検証に関する国際規格が求められた。2006年3月に温室効果ガス排出・削減量の算
定・報告・検証に関する国際規格ISO14064が発行された。ISO14064はISO14064-1，-2，-3の3
つのパッケージ化されたガイドライン規格で構成されている。

・ISO14064-1：「組織の排出量算定報告」：温室効果ガス－第1部：仕様並びに温室効果ガス
排出量及び除去量の定量化と報告に関する組織レベルの手引

・ISO14064-2：「プロジェクトの排出削減量算定報告」：温室効果ガス－第2部：仕様並びに・ISO14064 2：「プロジェクトの排出削減量算定報告」：温室効果ガス 第2部：仕様並びに
温室効果ガス排出量削減又は除去量増大の定量化，監視及び報告に関するプロジェクト
レベルの手引

・ISO14064-3：「排出量検証」：温室効果ガス－第3部：仕様並びに温室効果ガス排出量主
張の検査及び検証の手引

・ISO14065 ：組織やプロジェクトから排出される温室効果ガス（GHG）を検証・認証する審
査機関に関する規格

これで地球温暖化対策に関する一連の国際規格が整備されたこととなり，各国・地域の制度
整備や組織の取り組み進展への効果が期待される。整備や組織 取り組み進展 効果が期待される。



◆ 解説

2007年度のノーベル平和賞は，アル･ゴア米前副大統領とIPCC（気候変動に関する政府間パ

ネル）に贈られた。ノーベル委員会は，IPCCについて「人間の活動と地球の温暖化との関係に

ついて知識を広めることに多大な貢献をし，100ヶ国以上の国々の科学者や政府関係者が協力

し，温暖化規模の把握を達成した。1980年代には憶測の域を出なかった温暖化が，90年代に入

り裏付けとなる確かな証拠を得て，過去数年の間にその因果関係と，温暖化が引き起こす結果

が浮き彫りにされた」とコメントした。

UNEP (United Nations Environment Program)とWMO (World Meteorological Organization)が

1988年共同でIPCCを設立した IPCCは 気候変動に関する科学的な判断基準の提供及び 地1988年共同でIPCCを設立した。IPCCは，気候変動に関する科学的な判断基準の提供及び，地

球温暖化に関する科学的知見の集約と評価を目的としている。IPCC総会の下に3つの作業部

会を持ち，ほぼ5年おきに地球温暖化に関する評価報告書(Assessment Report)を発行している。

作業部会への参加者は政府関係者だけに限られず，各関連分野の科学者など専門家も参加し

ている。 新の第4次評価報告書の場合，130ヵ国以上から約4000名の専門家の協力を得て作

成されている。 温暖化に関する 新の知見と，その脅威の現状を明らかにした。そして「地球温

暖化は人間活動によるものである」ということを，ほぼ断定した。

◆ 参考資料
1) 第4次評価報告書 http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th_rep.html



◆ 解説
大洪水，干ばつや暖冬など世界的な異常気象に対する対応は今世紀 大の問題である。対

応を誤ると人類の滅亡も起こりうる。ここではオゾン層の破壊，地球温暖化の原因，影響につい
て科学的に理解を深め，組織として，個人として何をすべきか考える。

オゾン層の破壊を考える前に，まず地表の大気の構造について理解する。地球の大気は，高
さとともにどのように気温が変化しているかで，地表から高度の上昇と共に温度が低下する対流
圏(大気の75％）， 下部では温度が一定であるが高度が上がるにつれて温度が上昇する成層
圏（20～50ｋｍ），高度 50km以上ではまた温度が下がり始める中間圏 と分類される。

オゾンは成層圏の15～35kmに高濃度で存在している。これをオゾン層と呼んでいる。大気中
に存在するオゾンを常圧 常温で地表に集めたとするとわずかに2～3mmの層に過ぎない オゾに存在するオゾンを常圧，常温で地表に集めたとするとわずかに2～3mmの層に過ぎない。オゾ
ンは対流圏にも拡散し低濃度で存在しているが，グラフから見られるように地表近くで増加が見
られる。これは大気汚染に起因する光化学反応によるオゾン生成の影響によると考えられている。
また，成層圏では高度が上昇するにつれ温度は上昇するが，これもオゾンが紫外線を吸収して
大気が加熱されることに起因する。

次に，大気混合時間について考えてみる。
地球に降りそそぐ太陽エネルギーは，大気よりも地表面で吸収される量がはるかに多い。

このため，対流圏大気は地表面に近い層から暖められ，上層と下層の大気の交換（対流）ため，対流圏大気は地表面に近 層から暖められ， 層と下層 大気 交換（対流）
が起こり，短期間で大気の混合が行われる。対流圏と成層圏の境界を対流圏界と言い，ほぼ一
定の気温になるため，対流が起こりにくく大気の混合は極めて遅くなる。その結果，地表で放出
あるいは発生した気体が成層圏に達するまでには約10年を要する。

◆ 参考資料
1) 気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html
2) 地球産業文化研究所 http://www.gispri.or.jp/menu.html



◆ 解説

地球に降り注ぐ太陽光は紫外線～赤外線から成り，可視光線と赤外線がほとんどである。生物

に有害な紫外部の光は，波長範囲によりUV-A，UV-B，UV-Cと分類されている。

UV-Cは主に酸素分子，オゾン分子に成層圏で吸収されるため地表には届かない。光を吸収

した酸素分子は，酸素原子に分解し，この酸素原子は酸素分子と反応しオゾンを生成する。一

方，光を吸収したオゾン分子は酸素分子と，酸素原子に分解する。これらの反応により一定濃度

のオゾン層が維持されている。UV-Bの光はオゾン層でオゾンによりほとんどが吸収され，一部が

地表に到達する。このようにオゾン層は，生物にとって有害で危険なUV-C，UV-Bの紫外線を吸

収し，数十億年の間，地球上の生命を守ってきた。しかし，UV-Aの紫外線はほとんど吸収される

ことなく地表に降り注ぐ。オゾンは250nmに吸収極大があり，320nm以下を吸収し，酸素は145nm

に吸収極大があり，190nm以下の光を吸収する。両吸収体のすき間190～210nmの紫外線は成

層圏深く進入してくる。この波長領域にフロン類の吸収帯があるため，成層圏に拡散してきたフ

ロン類が光反応を起こし，オゾン層の破壊を引き起こしている。



◆ 解説
エコ･マーク

環境庁は，オゾン層を破壊する恐れのより少ない製品にマークを表示し，消費者の選択に役
立たせることを決め，環境省所管の財団法人日本環境協会が1989年に制定した。現在は，国
際標準化機構（ISO）環境ラベル表示のType1として運営されている。

フロンの排出抑制と回収･再生
フロン類は化学安定性，安全性，不燃性など優れた性質を持つため洗浄剤，発泡剤，冷媒

噴射剤に利用されている。特定フロン，指定フロン，代替フロントと変わってきているが極めて
高い温暖化効果をもたらす物質であり，新しい物質の開発が待たれている。その間にもできる
ことから進めていくことが必要である 今すぐフロン類を完全に全廃することは 困難であるのでことから進めていくことが必要である。今すぐフロン類を完全に全廃することは 困難であるので，
そこで使用しているフロンの放出量を少しでも抑制することが必要であり，次のような対応が進
んでいる。
エアゾール･スプレイ剤として使用されていたが現在ではエアゾールはLPGなどに代わっ て

いる。
ウレタンフォーム発泡剤として使用を大幅に減らすことは難しいが，装置をできるだけ密閉し，

ガスの拡散を少なくし，回収する。欧米では発砲時に自動的にカバーされ排ガス中のフロンを
吸収･回収している。機械･電子部品の洗浄はできるだけ密閉にして放出量を少なくし，回収，
再利用する。フロンに代わる超臨界二酸化炭素による洗浄，有機溶剤洗浄対応フラックス，無再利用する。 に代わる超臨界 酸化炭素による洗浄，有機溶剤洗浄対応 ラック ，無
洗浄型のフラックスの開発，利用も進んでいる。
冷媒としては密閉にして，回収，再利用が行われているが，かなりの量が大気中に放出され

ている。EUなどでは炭化水素を冷媒とした冷蔵庫などが広く実用化されてきているが，日本で
は，炭化水素は可燃物質であるため安全性に問題あったが，技術的解決が図られノンフロン
冷蔵庫も普及している。

◆ 参考資料
1) （財）日本環境協会 http://www.jeas.or.jp/
) 超臨界 酸化炭素による洗浄 // / / / /2) 超臨界二酸化炭素による洗浄 http://www.jst.go.jp/pr/report/report347/syosai.html



◆ 解説

ここでは，オゾン層の破壊の歴史的背景について概略を解説し，現在までの経緯を説明する。

オゾン層の破壊問題は，1960年代の水爆実験で生成したNOx， 1970年代には成層圏を飛ぶ超

音速旅客機(SST)の生成するNOxによるオゾン層の破壊などが指摘されたが，科学的証拠が得られ

なかった。1931年にデュポン社で製造が開始されたフレオン（日本ではフロン）の需要が1950年代

に急速に伸び，大気中に多くが排出された。これがオゾン層の破壊の原因物質である可能性が指

摘されていたが確かな証拠が得られなかった。1974年，F.S.RowlandとM.J.Molina(1995年ノーベル

賞受賞)が実験に基づき によるオゾ 層破壊理論を（ 時点では仮説）を発表した賞受賞)が実験に基づき，フロンによるオゾン層破壊理論を（この時点では仮説）を発表した。

これ以後，ECではフロンの生産量の凍結・削減が行われた。しかし，オゾン層破壊の問題は地域，

国独自の政策，規制では解決できる問題ではなく，世界規模での対策が求められた。

1987年，モントリオールで開かれた外交官会議で，オゾン層保護のモントリオール議定書が採択さ

れた。ここでオゾン層破壊原因物質であるフロン類の削減目標等が決められた。

1 フロン(11， 12， 113， 114， 115)の消費量：1993年までに1986年の20%に，1998年までに

50%削減する。50%削減する。

2 ハロン(1211， 1301， 2402)の消費量：1986年の水準に凍結。その後，オゾン層の破壊の

進行が急速に進んだため，更なる規制の強化，新たなフロン類の削減，目標の前倒しが決

定された。フロン類はオゾン層破壊物質であると同時に温室効果ガスとして作用する。

◆ 参考資料

1) 国立環境化学研究所 http://www.nies.go.jp/escience/ozone/index.html



◆ 解説
オゾン層破壊原因物質であるフロンの分類，命名，安定性について解説する。

炭素，水素，フッ素，塩素からなる物質の総称として日本ではフロン，米国ではデュポン社の商
品名フレオンが用いられいる。 近では構成元素の種類により炭素，フッ素，塩素からなるCFC
（Chloro Fluoro Carbon)，炭素，水素，フッ素，塩素からなるHCFC(Hydrogenated Chloro Fluoro 
Carbon)，炭素，水素，フッ素(Hydrogenated Fluoro Carbon)に分類される。

各グループは，規制対象の観点から破壊係数の違いにより， CFCを特定フロン， HCFCを指
定フロン， HFCを代替フロンと呼んでいる。CFCは も化学的に安定なフロンであり大気寿命も
長く，そのため破壊係数も大きい。CFC-11（フロン11），CFC-12（フロン12），CFC-113（フロン
113） CFC 114（フロン114） CFC 115（フロン115）の5種類を特定フロンと呼び モントリオール113），CFC-114（フロン114），CFC-115（フロン115）の5種類を特定フロンと呼び，モントリオール
議定書で1996年までに全廃された。特定フロンに替わるものとして，分子内に水素を持つオゾン
破壊係数の小さいHCFCが開発されたが，オゾンを破壊することには変わりはなく2020年に生産
停止が決まっている。次に，分子内にオゾン破壊の原因となる塩素を含まない代替フロン，HFC
はオゾン破壊を起こさないが，二酸化炭素に比べ100～10000倍の温暖化効果を示す。2020年
までに全廃が決まっている。

フロン類の命名について
フロン類はHCFCXYZのように命名される。ここでXYZはそれぞれ炭素数，水素数，フッ素数に類は ように命名される。 で はそれぞれ炭素数，水素数， ッ素数に

基づく数値である。炭素数を示すXは分子を構成する炭素数マイナス1の数値を表す。炭素数1
のフロンはX=0となるためYZの二桁の数字で表される。水素数を示すYは分子を構成する水素
数プラス1の数値を表す。水素を持たないフロンはY=1と表される。Zは分子を構成するフッ素数
そのものを表す。現在広く使用されているものにHFC-134aがある。これを分子式で表すと
C2H2F4となる。添え字のaは同一の炭素に2個の水素が結合していることを表している。

◆ 参考資料
1) フロン規制の詳細については環境省パンフレットを参照省

http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/index.html



◆ 解説
フロン類によるオゾン層破壊のメカニズムについて解説する（左図）。
化学的に安定であるフロン類（図ではCCl2F2)は長い期間をかけ成層圏に拡散しオゾン層上部で，

190～210nmの紫外線で光分解により塩素原子（塩素ラジカル）を生成する。
光分解で塩素原子はClOxサイクルに入りオゾンを分解する。ClOxサイクルでは，

（1） 塩素原子はオゾン分子と反応し，酸素とClOを生じる。
（2） ClOは酸素分子の光分解で生成した酸素原子と反応し，酸素分子と塩素原子になる。
（3） （2）の反応で塩素原子は（1）の反応に入り，連鎖反応となり，1個の塩素原子が10万

個程度のオゾン分子を破壊する。
このサイクルをClO サイクルと言い 自然界でもオゾン消失反応の一部として働いているが フロンこのサイクルをClOxサイクルと言い，自然界でもオゾン消失反応の一部として働いているが，フロン

類が塩素原子源となり，オゾンの破壊を加速している。

右上のグラフはモントリオール議定書の各フロン規制による成層圏塩素濃度の予想である。右下の
グラフは各規制による皮膚ガンの発生率の予測である。2000年から排出をゼロにしたとしても1980年
のレベルに回復するのは2040年であり，その間，さらにオゾン層の破壊は進行する。オゾン層の回復
は更に遅れるため，皮膚ガンの発生率が下がるのには長い年月を必要とする。

近，地球温暖化の議論が大きく取り上げられて，オゾン層破壊の問題が影を潜めているが，解決近，地球温暖化 議論が大きく取り げられて，オ 層破壊 問題が影を潜めて るが，解決
したわけではなく，温暖化と同様に緊急の課題であることに変わりはない。



◆ 解説

日本における温暖化の兆候

朝日新聞の写真である。40年前の涸沢雪渓の航空写真と2008年のほぼ同時期の写真である。
この写真からは明らかに涸沢の雪渓が縮んでいる様子が見て取れる。しかし，雪渓の状態は毎
年の降雪量，平均気温により異なるので，単純に温暖化の影響のみに起因すると見るのは問題
がある。

◆ 参考資料（写真の出所）

1） 朝日新聞，2008年10月18日

〔スライドの写真2点について，朝日新聞社に無断で転載することを禁止する〕



◆ 解説
地球温暖化が進んでいることは，雪が少なくなってきた，夏は暑くなってきた，海面の水位の上

昇など現実問題として捉えているが，その原因については，人為的地球温暖化説，それに対す
る懐疑的説がある。しかし，地球温暖化対策は待ったなしの問題である。

まず始めに長期にわたる地球環境について考えてみる。180万年前から現代までの時代は第
四紀と呼ばれている。第四紀（200万年前～現在）は，46億年にもわたる地球史の中で大気中の
CO2濃度が も低く，北半球の高緯度の広域が氷河に覆われた氷期とそれが融解して消失する
間氷期が周期的に繰り返された時代であった。第四紀後半の約70万年間の気候変動は，急激
な温暖化と穏やかな寒冷化が一定の振幅，周期で繰り返し，大陸氷河の拡大，縮小に伴う海水
準変動の振幅は100mを超える準変動の振幅は100mを超える。

第四紀の気候変動をもたらす要因としては，地球に入る日射量に影響する要素（太陽活動の
変動，地球の軌道要素の変化等），温室効果に大きく影響する二酸化炭素量，水蒸気量等の大
気組成等自然の要素が原因と考えられている。

2005年の「ブループラネット賞」を受賞したニコラス・シャックルトン(Nicholas Shackleton)教授の
業績を旭硝子ホームページより紹介する。

教授は，二酸化炭素が過去の地球における気候変動の主要な原因の一つであったことを示し，
事実，過去数百万年にわたる気候変化の主だった特徴は地球軌道変化と大気中の二酸化炭素事実，過去数百万年にわたる気候変化 主だ た特徴は地球軌道変化と大気中 酸化炭素
を考慮することで説明できることを示した。

地球の過去の気候変動を知ることは，今後の気候変動をより信頼できる形でシミュレーションす
る上でも重要である。シャックルトン教授は地球の歴史からするとごく 近である第四紀，現代か
ら約180万年前までに着目し，その間に何度も繰り返された氷床の消長をより正確に解析する手
法を編み出し，古気候学に大きく貢献した。

◆ 参考資料
1) http://www.af-info.or.jp/jpn/honor/hot/jnr2005.html



◆ 解説

近の約1000年間の気温変動を見てみる。左下のグラフは1000年間の北半球における平均
気温を，左上のグラフは過去140年間の観測に基づく地球の平均気温を示している。過去1000
年を見ると， 近の140年間は明らかに急激な温暖化の傾向を示しており，過去100年間で0.7度
上昇しており，上昇速度は加速していることを示している。この急速な上昇の原因を2007年IPCC
第4次報告書では”明らかに人為的な原因である”と断定している。また，報告書ではいくつかの
シナリオに基づいて将来の平均気温を予測しいる。2000年のレベルを保ったとしても0.6℃程度
の上昇を予測している。 悪のシナリオでは2.4～6.4℃の気温上昇を予測している。

◆ 参考資料

1) IPCC 第4次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約

http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar4/index.html



◆ 解説

地球に降り注ぐ太陽光のエネルギーと，地球から赤外線として放射されるエネルギーのバラン

スから地表の温度を推測すると，温室効果ガス（大気）が無い場合は-18℃となる。しかし，大気

が存在すると地表から放射される赤外線は，大気中の赤外線を吸収する物質(温室効果ガス）に

より吸収され，そのエネルギーの一部が地表に放射される。そのため地表温度は15℃となる。大

気は布団あるいは洋服の役割を担い，快適な状況を作り出している。大気中の温室効果ガスが

増加することにより地表から放射されるエネルギー（赤外線）がより多く吸収されるため，地表に

放射されるエネルギーも増加し地表の温度が上昇する。

温室効果ガスとは，前に述べたように赤外線を吸収する気体である。極性結合を持つ分子は

赤外線を吸収するので，大気中に存在する水蒸気，二酸化炭素，メタン，窒素酸化物，フロンな

どは温室効果ガスとなる。しかし大気の主成分である酸素，窒素は同核二原子分子であるので

赤外線を吸収しない。また，ほとんど議論の対象にならないが，地球の温暖化に も効果をもた

らしているガスは，大気中に大量に存在し赤外線を吸収する水蒸気である。しかし，水蒸気は海

洋からの蒸発が主であるので人為的にコントロールできない。

円グラフは産業革命以降人為的に排出された温室効果ガスによる地球温暖化への寄与度を

表している。二酸化炭素が60％で 大であり，メタン，フロン類，一酸化二窒素の順である。これ

らを規制しない限り地球温暖化は止まらない。

◆ 参考資料

1) 中田宗隆，地球温暖化現象に学ぶ物理化学の基礎，現代化学，2007(8)，14．

2) 山本良一，地球温暖化対策は待ったなし，現代化学，2007（9），14．

3) 荻野和子，温室効果ガスと地球温暖化，現代化学，2007（9），19．



◆ 解説
前のスライドで示したように二酸化炭素は地球温暖化に対し6割の寄与をしている。二酸化炭

素濃度は産業革命（1750)前までは280ppmであったが，200年後には310ppmと30ppm増加したが，
ますますその増加傾向を速め，2005年には380ppmと50年間で70ppmも増加している。大気中の
二酸化炭素濃度が1ppmあると，大気中に80億トンの二酸化炭素があることになる。過去250年間
に大量の化石燃料の燃焼，大規模な森林伐採等により，人為的に大量の二酸化炭素（8000億ト
ン）を大気中に蓄積してきたことを意味している。大気中に放出された二酸化炭素はさまざまなメ
カニズムで除去されていくが，1000年後に17～33％，1万年後に15％が大気中にとどまると考え
られている。排出を抑えたかからといってすぐに減少するわけではなく，ここが問題となっている。

二酸化炭素排出量の多い国はアメリカ（22 1％） 中国(18 1％） ロシア(6 0％） 日本(4 8％）二酸化炭素排出量の多い国はアメリカ（22.1％），中国(18.1％），ロシア(6.0％），日本(4.8％）
で，全世界の約50％を占めている(2004年）。

二酸化炭素以外の温室効果ガスであるメタン，一酸化二窒素の濃度も産業革命以後急激に
増加しており，その原因が人間活動であることを示している。

メタン濃度は産業革命前の715ppbから，2005年には1774ppbと2.5倍に増加している。メタン濃
度の増加は主として農業や化石燃料の使用といった人間活動によると考えられている。水田から
の発生量が 大である。土壌に含まれる有機物や，肥料として与えられた有機物を分解して生
じる二酸化炭素・酢酸などから，メタン生成菌の働きにより生成される。

一酸化二窒素濃度は産業革命以前の270ppbから，2005年には329ppbに増加しているが，酸化 窒素濃度は産業革命以前 pp から， 年には pp に増加して るが，
1980年以降ほぼ一定である。総排出量の3分の1以上は人為起源であり，主として農業からの排
出による。肥料や，土壌中の有機物分解によってできたアンモニアは，硝化細菌によって亜硝酸，
硝酸へと酸化される。また，亜硝酸，硝酸は嫌気性脱窒細菌によって窒素に還元される。この過
程で一酸化二窒素が発生する。



◆ 解説

1 水資源：水資源は現在でも地域的に多寡があるが，地球温暖化により気候が変動すると，乾燥
地ではさらに干ばつが進み，雨の多い地域では洪水が増加するなどのために，水需給のバラ
ンスが崩れ，水資源の格差が世界的に拡大する恐れがある。また，水資源の変動は，人の生
存そのものはもとより農業などにも大きな影響を及ぼす。

2 自然生態系：植物はそれぞれに適した地域に生息しているが，温暖化すると北又は高地に移
動しなければならない。樹木が種子をとばして分布を広げる速度は，40m/年から 高でも約
2km/年と言われ，温暖化により約1.5～5.5km/年で移動する気候帯には追いつけずに行き場
を失い，絶滅する恐れがある。を失 ，絶滅する恐れがある。

3 沿岸域：沿岸域の低地には，多くの人間が居住しており，また動植物にとっても重要な生息場
所である。しかし，地球規模で気温が上昇すると，海水の膨張や氷河などの融解により海面が
上昇し，沿岸域の低地に対して，水没，海岸侵食，淡水帯水層への塩水の進入などの影響を
及ぼす。 標高の低い南国の小島や，広いデルタ地帯をもつ国では，国土の消失や台風・高
潮の被害の増大などの，深刻な影響をもたらすことになる。日本では，温暖化により海面が1ｍ
上昇すると，海面（満潮水位）以下の地域が2.7倍（2,300km2）に拡がり，人口410万人，資産
109兆円が危険にさらされる。

4 人の健康：地球温暖化により 夏季に気温が高くなる頻度と期間が増加すると 熱射病などの4 人の健康：地球温暖化により，夏季に気温が高くなる頻度と期間が増加すると，熱射病などの
発生率や死亡率が増加する恐れがある。特に高齢者の死亡率が増加することが分かっている。
また，死亡率の高い熱帯熱マラリアが，従来から言われていたよりも低い気温（ 低月平均気
温13℃）でも流行するという 近の調査結果もあり， 悪の場合，2100年には中国北部，韓国，
西日本一帯までが流行危険地域に入る可能性がある。

5 公害との複合影響：毎年夏になると光化学オキシダント，いわゆる光化学スモッグによる被害が
発生している。気温上昇は大気中の光化学反応を加速するので，温暖化した場合，光化学オ
キシダント濃度が増加し，健康影響が拡大すると予想される。

6 影響の度合：地球温暖化の影響は どこでも同じように現れるわけではない 気温の上昇は高6 影響の度合：地球温暖化の影響は，どこでも同じように現れるわけではない。気温の上昇は高
緯度地域ほど大きく，降水パターンは細かく変化し，しかも地域による差が大きくなると予測さ
れている。突然の冷害や局所的な異常降雨，異常乾燥なども増加する恐れがある。特に，経
済的，技術的事情から対応策を講じることが難しい開発途上国において，より影響が大きいと
考えられる。



◆ 解説
スウェーデンの科学者スバンテ・アレニウス（1903年ノーベル賞）は，1889年に二酸化炭素の排

出が地球温暖化をもたらすと指摘している。このように科学者の間では20世紀初頭から地球温
暖化が指摘されていたが，科学的な根拠に乏しかった。1970年代になって，気候変動の研究が
進み，以前は不明確だった地球温暖化に関する科学的知見が得られてきた。そして，地球温暖
化に関する初めての世界会議が，科学者により1985年，オーストリアのフィラハで開かれた
（UNEPの主催 ）。このフィラハ会議で次の宣言が採択された。

（1） 21世紀前半の世界の気温上昇はこれまで人類が経験したことがない大幅なものになる
だろうだろう。

（2） 政策決定者は，地球温暖化を防止するための対策を始めなければならない。

1988年6月にカナダのトロントで地球温暖化問題に関する国際会議が開催され，46カ国と，国
連から科学者，官僚，政治家，産業界，環境NGOなど300人以上が参加した。この会議で，地球
温暖化を防止するためには大気中の二酸化炭素濃度を安定化する必要があり，そのためには，
現在の全排出量の50％以上を削減する必要があると確認された。とりあえずの目標として「2005
年までに1988年の排出量の20％を削減する」いう具体的な数値目標を，科学者，NGOと数値目
標に反対する産業界の間での議論の末，採択した。標に反対する産業界 間で 議論 末，採択した。

1988年には，もう一つ大きな動きがあった。国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）に
よって国際的に気候変動について議論する場として，IPCCが発足した。

IPCCは次の点を特徴としている。政府間の会合であるが，世界有数の科学者も参加している。
参加した科学者は新たな研究を行うのではなく，発表された研究成果を広く調査し，評価を行う。
科学的知見を基にした政策立案者への助言を目的とし，政策に対する政治的提案は行行わな
い。

1992年6月に，ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（UNCED，地球サミット）が開
催された。172ヶ国の政府代表，国際機，多数のNGOが参加し，緊急を要する環境保護及び社
会的 経済的開発問題等に 話しあ た 会議 気候変動枠組み条約 生物多様性会的・経済的開発問題等について話しあった。この会議で，気候変動枠組み条約，生物多様性
条約，森林原則宣言，環境と開発に関するリオ宣言，アジェンダ21などが採択された。



◆ 解説

リオデジャネイロで「気候変動枠組条約」が締結され，その後，「気候変動枠組条約」を結んだ国が集まり，ャ 候変動枠組条約」 締結 ， 後， 候変動枠組条約」 結 国 集 ，

COP（国連気候変動枠組条約締約国会議）と呼ばれる国際会議が，毎年開かれるようになになった。1997

年には，COP3と呼ばれる第3回「地球温暖化防止京都会議＝京都会議」が開かれ，ここで，それぞれの先

進国の2008年から2012年までの温室効果ガス排出量削減約束が規定された「京都議定書」が採択された。

京都議定書の発効は，（1）55ヶ国以上の国の批准，及び（2）1990年における二酸化炭素の総排出量の

55％以上を占める国の批准が条件となっている。2004年11月のロシアの批准によって発効条件が満たされ，

2005年2月16日に京都議定書は発効した。2005年には152カ国とEUが批准している。しかし，世界 大の

排出国である米国はいまだ批准していない。

日本は2002年に批准し，2008年から2012年までの約束期間に，削減基準年の排出量から6％の温室効

果ガス排出削減を約束した。これに基づき京都議定書目標達成計画が閣議決定された。

日本の温室効果ガスの放出は，主に石油の燃焼による発電，製造，運輸，民生などのエネルギー発生

に伴い生じる二酸化炭素（11.8億GWPトン），農業や廃棄物から生じるメタン（2400万GWPトン），燃料の燃

焼や工業プロセスから生じる一酸化二窒素（2500万GWPトン），HFC等3ガス（1700万GWPトン）である（数

値は参考資料1より）。

しかし，現在までに二酸化炭素の発生量は削減されるどころか，逆に7％も増加している（『京都議定書

目標達成計画の進捗状況(案)』，2007）。有効な削減実施可能な対策がなく目標達成は困難である。部門

別に見ると産業部門では5.5％の削減が為されており組織努力が評価できるが，運輸・業務，家庭部門での

増加が目立つ。特に，自動車の氾濫により自家用乗用車については 2004年で +52.6% もの著しい増加を

見せており，全体で見ても総排出量の 16% を占めている。

メタン，一酸化炭素，代替フロン等の削減は順調に進んでいるが， 大の排出量を占める二酸化炭素が

12%も増大している現実では，期間内に約束した6％の削減を国内のみで行うことは困難であろう。目標を達

成するためには排出権の購入などの政策が必要である。

◆ 参考資料

1) 京都議定書目標達成計画・見直しに関する 終報告 (案） 平成19年12月

中央環境審議会 地球環境部会 産業構造審議会環境部会地球環境小委員会．



◆ 解説

グリーンケミストリーという用語は，1994年に米国環境省（EPA）により提唱され，化学製品の生
産から廃棄までの全ライフサイクルにおいて生態系に与える影響を 小限にし，かつ経済的効
率性を向上させようとする次世代の化学工業の改革運動に対して用い始めたことを起源とする。
一方，サスティナブルケミストリーは，1998年ヨーロッパを中心としたOECDが提唱した環境政策
で，化学製品が生態系に与える影響の他にもリサイクルによる省資源化を通じて持続成長可能
な産業のあり方を提案したものである。このように米国の『グリーンケミストリー』にはリサイクルの
概念が含まれなく，この点での違いはあるものの，“持続可能な社会”を目指すという基本理念は
同じである。日本では両者を合わせた，“グリーン・サステイナブルケミストリー”として用いられて

概 多いる。これら3つの用語は同じ概念として使用されることが多い。

2000年3月に産官学連携によるグリーン・サステイナブルケミストリーネットワーク（Green & 
Sustainable Chemistry Network)が結成された。GSCNの基本理念と定義を示した。

◆ 参考資料

1) GSCN http://www.gscn.net/



◆ 解説

スライドに示したAnastasの12原則を補足する。

1 Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ：

2 Atom Economy: 原料に使用した物質を 大限有効に利用する合成プロセスを用いる。

3 Less Hazardous Chemical Syntheses

4 Designing Safer Chemicals

5 Safer Solvents and Auxiliaries: 反応溶媒，分離試薬など，補助的な物質を減らす。

6 Design for Energy Efficiency: 常温，常圧での反応が も省エネである。

7 U f R bl F d t k7 Use of Renewable Feedstocks

8 Reduce Derivatives: 保護・脱保護など不要な一時的な修飾を避ける。

9 Catalysis

10 Design for Degradation: 使用後に環境中で無害な物質へ分解する。

11 Real-time analysis for Pollution Prevention： 進んだ計測技術により，合成プロセスをリアル

タイムでモニタリングし，有害物質を生成以前に抑制する。

12 Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention： 排出，爆発，火災など化学事故に対

して可能な限り安全な物質，プロセスを選択する。して可能な限り安全な物質，プロセスを選択する。

◆ 参考資料

1) http://www.epa.gov/gcc/pubs/gcinstitute.html --Green Chemistry Institute

2) http://www.epa.gov/gcc/pubs/principles.html  --12 principles of Green Chemistry 



◆ 解説
GSC技術とは人と環境 健康と安全を実現する科学技術と言うことができる 図 上側が入力GSC技術とは人と環境の健康と安全を実現する科学技術と言うことができる。図の上側が入力，

下側に出力を示してある。 かつては，高収率，高選択性，低コストといった点に重点をおいて反
応プロセスを評価してきたが，グリーンケミストリーでは安全性，反応物及び副生成物の有害性，
効率性，資源の利用効率，再利用できるかなど環境付加，持続性に経済的価値を置く概念へと
シフトし，新しい評価手法が必要となっている(グリーン度）。プロセス全体のグリーン度評価の手
法は，ライフサイクルアセスメントが（LCA)が基本となるであろうが，異なる特徴を持つ複数の方
法が必要である。反応プロセスのグリーン度を簡単に評価するのに原子効率，E-ファクターが便
利である。これらはある側面（図の右側）からの評価であり，他の評価方法も合わせて考える必要
がある。例えば，反応の効率や分離の容易さ，原料が再生可能な原料かなど原料の質，消費さ
れるエネルギーなどで その結果 グリーン度が大きく変化することがあるれるエネルギーなどで，その結果，グリーン度が大きく変化することがある。

ここで”グリーン度”とは何を意味するかを考えてみる。化学におけるグリーン度とは人体への影
響，生態系への影響などを含め，環境負荷が重要な項目になる。すなわち，爆発性，引火性，
毒性などの危険性の高い物質を使わないプロセスはグリーン度が高くなる。環境負荷を考える場
合，前に述べた人体への影響，生態系の影響に加え，地球環境(気候変動など），社会資産（資
源，エネルギーなど）に及ぼす影響も考慮する必要がある。これらを含め総合的にグリーン度を
評価する国際的尺度の必要性は認識されているが（OECD)，各国の状況が異なるためそれを決
めることは簡単ではない。統一的基準を作るべきではないという考えもある。



◆ 解説

原子効率（atom efficiency)，同じ意味で原子経済（atom economy）は目的物の分子量を反応
式左辺の全物質の分子量の和で除した値をパーセントで表した数値である。定義から副生成物
の出ない付加反応は100％となる。このように資源（反応物）がどの程度有効に利用されているか
の指標となる。

E-ファクターは目的物1kgを生産する時に発生する廃棄物の量を示している。E-ファクターか
ら化学産業界を見ると，生産量が1（メガトン/年）を超えるような石油精製，大量生産型化成品で
は5以下であるが，生産量が少なくなるにつれ増加し，医薬品等では二桁程度に増加している。

MMAの生産プロセスの従来法と 新法を原子効率 E-ファクターから比較してみる 従来のMMAの生産プロセスの従来法と 新法を原子効率，E ファクターから比較してみる。従来の
MMAの合成プロセスは，二段階の反応で一段階目は，付加反応で失われる原子がないので原
子効率は100％となる。二段階目の反応では反応物の分子量の合計は215，目的物(MMA)の分
子量は100であるので，原子効率は100/215，46.5%となる。

C3Ｈ6O + HCN → C4H7NO

C4H7NO + CH3OH +  H2SO4 → C5H8O2 +  NH4HSO4

E-ファクターは反応物の分子量の総和は215，MMAの分子量は100であるのでE-ファクターは
(215-100)/100=1.15となる。

一方 新法では原子効率100％，E-ファクターゼロと理想的な環境調和型プロセスとなってい
る。このプロセスのキーとなっているのは触媒であり，今後とも化学量論的な合成プロセスから廃
棄物を少なくする触媒プロセスに代えていくことが必要である。



◆ 解説
グリーン・サステイナブル ケミストリーネットワークが主催するGSC賞は，産業技術の発展に貢

献した業績に授与される｢経済産業大臣賞｣，学術の発展･普及に貢献した業績に授与される
｢文部科学大臣賞｣，総合的な環境負荷削減に貢献した業績に授与される｢環境大臣賞｣の3つ
の賞で構成されている。第6回（2006年）GSC賞において，文部科学大臣賞を受賞した分子科学
研究所の魚住泰広教授の仕事を紹介する。

安全かつ環境調和的な条件下で，高効率，高選択的に目的の化合物を合成するプロセスは
理想的な化学プロセスである。魚住教授は再利用可能な不均一触媒を用い，水を溶媒とした合
成反応で環境調和型化学合成プロセスを開発した成反応で環境調和型化学合成プロセスを開発した。

両親媒性高分子であるポリスチレン-ポリエチレン共重合体（PS-PEG)に貴金属錯体，あるいは
ナノ金属粒子を担持することで水中不均一条件下で機能する化学合成触媒を創製した。図には
パラジウム触媒による水中でのアルコール酸化反応，鈴木-宮浦カップリン，アリールハライドへ
の一酸化炭素挿入反応を示した。

アルコールの酸化反応について述べる。アルコール類のカルボニルへの酸化反応は基本的な
化学変換反応であるが，精密有機合成においてはいまだ実用レベルでの触媒反応は確立され
ていない。図に示した触媒を用いることにより，水中で常圧酸素ガスを酸化剤として使用できる安
全，安価なプロセスを見い出した。有機溶媒は毒性，引火性，揮発性が高いため，中毒，火災な全，安価な を見 出した。有機溶媒は毒性，引火性，揮発性が高 ため，中毒，火災な
ど事故の心配があるが，水を溶媒として用いることによりこれらを解決している。使用する酸化剤
は酸素，副生物は水であるため環境に負荷はない。またプロセスの環境指数，原子効率は極め
て優れており，触媒の回収はろ過するだけで良く，繰り返し使用できる。収率は95％以上が多く，
理想的な環境調和型プロセスと思われるが，反応温度が100℃，反応時間が2～40時間と多くの
エネルギーを消費する反応である。常温で機能する触媒の創製が望まれる。
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