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1. はじめに 

 合成高分子として 1900 年代初頭に工業化されたフェノール樹脂は、化学産業に新たな

幕開けを告げ、高分子合成の研究の進展と共に合成繊維産業が発展しました。そして、

時代に即した研究開発により、エンジニアリングプラスチックが生まれ家電産業を支え

ることになり、さらに、光学樹脂や機能性フィルムはデジタル産業に欠かすことができ

ない材料となっています。一方、環境に配慮した非石油系高分子の研究開発も進展し、

すでに多くの製品が工業化されています。現在、高分子材料は、モビリティーやヘルス

ケア分野においてもその適用範囲を広げ、世界的にも高分子材料の価値が重要視されて

います。 

日本企業は、炭素繊維や機能性フィルムなど世界的シェアも高く、そのポテンシャルが

高いことが知られています。しかし、第 5期科学技術基本計画でうたわれている超スマー

ト社会の実現をめざした Society5.0 と呼ばれる新たな時代に直面する中、社会ニーズに

いかに対応するかが求められています。また、研究開発から実用化までのプロセスにおい

てオープンイノベーションが加速している状況です。このような外部環境の変化の中、日

本の強みである知識創造や価値創出の強みを維持することが重要であると考えています。 

高分子学会は、高分子の分野に特化した学会の中で世界的に最も大きい学会組織であり、

これまでの日本の高分子研究や産業を 1951 年から支えてきました。高分子学会は、学術

発表を通して産学連携を推進する場を提供すると共に、21 の研究会による活発な活動、

さらに、産業界を中心とした高分子同友会など幅広い活動を行っています。これまでの高

分子学会の活動を検証すると共に、社会環境の大きな変化に対して今後取り組むべき課題

を明確にするために 2017 年 11 月 27 日に「高分子未来サミット」を開催しました。その

場で外部の有識者から様々な意見をいただき、さらに学会内での議論を経て、2017 年 11

月 30 日に高分子学会は「未来宣言 2017」を採択しました。また、この「未来宣言 2017」

を実現するための行動計画に関して、学会内での議論を重ね、高分子科学および産業が持

続的に発展するための 20 個のアクションプランを主旨とする提言書を今回まとめること

に致しました。 

本提言書は、高分子学会がめざす姿を示したものであると共に、学会のみならず多くの

ステークホルダーに対するメッセージでもあり、また、将来の研究者への指針とも言えま

す。高分子学会は、提言書にもとづき施策の実行と検証を繰り返し、持続的発展を遂げる

と共に、社会に貢献できる活動を続けていきたいと考えています。 

 

2018年 5月 23日 

会長 中條善樹 
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2017年 11月 30日採択 

 

未来宣言 2017 

「人を元気に、社会を元気に、地球を元気に」 

公益社団法人 高分子学会 

 

高分子学会は持続可能な開発目標の実現に向けて、3つの「融合（Integration）」をグ

ローバルに展開し、より元気な社会、元気な地球を創り出し世界の人々の Quality of Life

を向上させていくことに貢献します。 

知力の融合 Intelligence Integration 

高分子学会は、異分野融合をさらに深め、知力の融合を促進することにより、分野の境界

のない新たな学問領域を創出します。 

マテリアルの融合 Materials Integration 

高分子学会は、人工知能などの先端情報技術を活用してマテリアル・技術等の融合を促進

することにより、社会や人類に大きな夢を与える新産業を創出します。 

人材の融合 Human Integration 

高分子学会は、高度な知識や技術をもつだけでなくそれらを正しく活かせる多様で柔軟な

視点を持つ研究人材を育成することにより、人と人とのネットワークを構築します。 

持続可能な開発目標への貢献 SDGs 

高分子学会は、知力の融合、マテリアルの融合、人材の融合をとおして、地球のため、社

会のため、人類のために、持続可能な開発目標の達成に貢献します。 

  



- 3 - 

 

2.「知力の融合」に関する現状 

(1) 高分子分野は、元来、化学、物理、生物、医学、材料工学、機械、情報、電気、デ

ザイン等幅広い学問分野、技術領域に深く関わる極めて柔軟性に富む広範な学問領

域を形成している。 

(2) 高分子分野は、高分子材料が持つ表面性状、風合い、感触などを活かした製品展開

や開発まで考えれば人の感性や心理までを研究する理文境界のない総合科学分野、

あるいは高分子に関わる材料やシステムの社会的価値を扱う社会科学という側面も

有している。 

(3) 高分子材料や高分子科学は、実際に医療、バイオテクノロジー、電気・電子、自動

車、航空宇宙、運輸、機械、建築、衣料、食品等のあらゆる産業界や人々の生活に

関わる衣食住全般に関与しその発展に寄与している。それに加え、従来高分子を用

いることを想定していない分野や用途（例えば自動車外板、半導体、電子部品、ガ

ラス代替、医薬等）にまでその応用範囲を広げている。 

(4) 高分子材料は、さらに、数学、コンピュータ技術、データ解析技術の進展により計

算科学や人工知能が駆動する観点から高性能な高分子材料を創出できる分子設計、

素材の自由度や多様性を持っている。 

(5) 高分子材料は、一方、プラスチックの大量生産や大量廃棄等に伴って地球規模での

環境汚染問題を引き起こしている。例えば、マイクロプラスチックによる海洋汚染

や人体への影響問題が高分子の負の遺産として喫緊に解決しなければならない大き

な課題になっている。 

 

3．「知力の融合」に対する今後の取り組み 

(1) 高分子学会は、高分子分野が先導する科学技術イノベーションを推進するために、

新たな概念や社会的価値を生み出す根幹となりうる「基礎科学を追求する科学的精

神の重要性」＊を尊重し、基礎科学に深く根ざした科学･技術の構築、さらには、目

的を明確にした合目的的基礎研究の支援を行う。また、分野・領域の垣根を越えて

それらを縦横に使いこなし応用を図る柔軟な発想に基づいた科学･技術の構築を推

進する。 
＊
2016年 10 月 3日、ノーベル医学生理学賞を受賞した東京工業大学栄誉教授の大隅良典氏の記

者会見での発言 

→アクションプラン 1へ（別紙参照） 

(2) 高分子学会は、政府、大学、研究開発機関、企業等のさまざまなステークホルダー

との連携を強化し、2015 年 9 月の国連総会において採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals: SDGs）に示された 17 の目標と 169 のターゲ

ットに関わる諸課題を解決するために、知力が融合された平易にして新たな高分子
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科学・技術をもってイノベーションを図り、その裏付けとなる学術的根拠を提供す

ることで深く貢献していく。 

→アクションプラン 2へ（別紙参照） 

(3) 高分子学会は、各種行事における他学協会との連携促進を図る。さらに学会内連携

に関しても情報共有、人材交流をこれまで以上に推進し、多様な研究分野間の融合

を図る。特に、本学会が組織する 21研究会の扱う分野は多岐にわたり、まさに高分

子科学の持つ多様性を示している。一方、社会的価値が強く求められる高分子材料

にあっては、各研究会が果たす技術的、産業的貢献ばかりでなく、社会的貢献を強

く意識した研究会の運営を積極的に議論する。 

→アクションプラン 3へ（別紙参照） 

(4) 高分子学会は、高分子材料が有する無限の可能性を引き出すことを念頭に、人工知

能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータなどを活用したイノベーシ

ョン創出を目指す。そのために、進展が目覚ましい計算科学や数学領域などの先端

情報技術や材料設計・システム・プロセス分野との融合を図り、データ駆動型の融

合新材料設計、新概念の材料創出、革新的生産プロセスによる新素材開発、先端解

析技術開発に取り組む。 

→アクションプラン 4へ（別紙参照） 

(5) 高分子学会は、今までの常識を超え従来考えられなかったような学際領域からの情

報発信をも促進する。そのために、Polymer Journalなどの学会誌の充実を図り、存

在感をさらに向上させることにより異分野、異文化の遭遇や衝突によるニューケミ

ストリー、ニューフィジックスの誘発および新たな学問領域開拓を目指す。 

→アクションプラン 5へ（別紙参照） 

 

4．「マテリアルの融合」に関する現状 

(1) 高分子材料は、まさにマテリアルの融合の産物であり、その進化と発展はマテリア

ルの融合によって達成されてきた。高分子は単一のモノマー分子が共有結合で連鎖

した巨大分子であるが、一般には高分子鎖の長さ（重合度）が異なる巨大分子の混

合物である。異なる特性を有する 2種類以上のモノマー分子を交互に、ランダムに、

グラフト的に、あるいはブロック的に繋いだ共重合体は単一のモノマー分子から構

成されるホモポリマーでは発現しない特性や構造を作り出してきた。 

(2) 高分子材料は、さらに異種高分子を混合し、それらの相溶性や非相溶性を巧みに制

御したポリマーブレンド、さらには 2 種類以上の異種高分子が共有結合した二元お

よび三元ブロック共重合体はラメラ構造やジャイロイド構造などの特異的なモルフ

ォロジーを提供している。これらのポリマーブレンドやブロック共重合体等は、我々

の身の回りの生活の高分子製品と深い関わりがある。 
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(3) 高分子材料は、高強度、高剛性の繊維である炭素繊維を高分子樹脂と複合化するこ

とで優れた構造材料として機能する高分子複合材料を生み出した。炭素繊維強化樹

脂複合材料が新型航空機の中で重量比率として 50％に達し、大幅な燃費改善を実現

していることは周知の通りである。その他、ガラス繊維で強化されたポリマー複合

材料やナノサイズの微粒子やフィラーを高分子マトリクス中に分散したポリマーナ

ノコンポジットが高剛性、高耐火性などの多機能を兼備する材料として多くの現場

で活躍している。 

 

5．「マテリアルの融合」に対する今後の取り組み 

(1) 高分子学会は、化学、物理、生物、医学、材料工学、機械、情報、電気、デザイン

等の歴史的にも技術領域においても異なる多様な学会や技術分野との横連携を図る。

そして、SDGs などの地球規模の課題解決のため、さらには社会や産業界の課題にソ

リューションを与え、時代の要求や時宜に適った材料創出を推進する。 

→アクションプラン 6へ（別紙参照） 

(2) 高分子学会は、さらに高分子材料と他の材料、素材との複合により単なる加算則か

ら類推されるものをはるかに超える機能・物性を有する材料開発に取り組む。特に、

地球環境問題を革新的に解決するために、ユビキタス元素や空気、水、酸素、バイ

オマスといった再生可能資源を材料の構成要素とする原子・分子レベルでの複合化

に挑戦する。 

→アクションプラン 7へ（別紙参照） 

(3) 高分子学会は、金属材料やセラミック材料と比較してソフト材料である高分子なら

ではの特性や多種多様な分子設計の自由度を武器にして、人や生活に寄り添う高分

子らしさを活かした材料創出、製品展開や開発を支援する。人の感性や心理までを

研究する総合科学分野、高分子に関わる材料やシステムの社会的価値を扱う社会科

学分野などとの連携を図る 

→アクションプラン 8へ（別紙参照） 

(4) 高分子学会は、フィラー／マトリクスや材料／生体などの異種材料間を分子レベル

で柔軟でかつ能動的に橋渡しする合目的な接合戦略を構築する。それにより電子材

料からバイオ材料分野まで幅広い領域において材料の飛躍的な機能向上やトレード

オフ機能の実現を目指す。 

→アクションプラン 9へ（別紙参照） 

(5) 高分子学会は、高分子材料や素材が有する表面性状、色や見た目、触感等を積極的

に活用して人の感性や心理まで動かすことができる製品デザイン分野とも協働する。

さらに、高分子成形加工技術にあっては更なる高度化、効率化を推進し、3D プリン



- 6 - 

 

ティングのような次世代立体造形、積層技術の開発と高度化を推進し、産業応用の

可能性を探る。 

→アクションプラン 10へ（別紙参照） 

 

6．「人材の融合」に関する現状 

(1) 高分子科学や高分子産業を進展させるためには、異分野との連携、異種材料融合な

ど新たな地平を望みながら、それらの連携、融合により開かれる広大な学問・技術

領域を創出し、指導、先導できる人材の確保が不可欠である。 

(2) 高分子科学や高分子産業を革新的に進歩させるためには、人工知能の活用も不可欠

である。人類がもつ生物学的な思考能力をはるかに超える強い人工知能の発明が指

数関数的な技術の成長をうながし、人間文明に想像を絶する革命や大変化をもたら

すという仮説“シンギュラリティ（技術的特異点）”が強い後押しとなる。そこで、

人類と人工知能の融合を負の財産としてではなく、正の財産として残すためには、

国際的な人的ネットワークの構築が言わずもがな不可欠である。 

(3) 高分子科学や高分子産業に関わる急速な時代変化を鑑みれば、「不労･不老」の時代

を提供するかも知れない技術進歩を正しく理解し、正しく行使できるグローバルな

思考と経験を有する人材の育成は地球の将来に対して必須の課題といえる。持続可

能な社会の構築、人類の繁栄と幸福の実現は、単に技術に明るい人材を育成するの

みならず、深い洞察力と教養を身に付けた人材育成なしには考えられないといえる。 

 

7．「人材の融合」に対する今後の取り組み 

(1) 高分子学会は、本学会が主催する三大行事（年次大会、討論会、ポリマー材料フォ

ーラム）をはじめ、ポリマーフロンティア 21、各研究会（21研究会に及ぶ）活動な

どにおいても、これまでの取り組みを再考し、強化する。具体的には、他学協会、

産官学の知見、異文化、人材の国際的相互交流を促進する。 

→アクションプラン 11へ（別紙参照） 

(2) 高分子学会は、ホームページ、学会誌、Webinar、新聞、雑誌などの各種メディアを

フルに活用して、小・中学生から若者、大人、さらには企業、関連業界、公共団体、

行政府などの幅広いステークホルダーに訴える情報発信活動を強化する。そして、

高分子をとりまく「学際分野」、「新領域」、「未踏領域」に係る新テーマ創出、

発掘などを議論できるコミュニティ形成を強力に支援する。 

→アクションプラン 12へ（別紙参照） 

(3) 高分子学会は、学問・技術に優れた人材の育成のみならず、先端科学や基礎科学が

如何に人類の繁栄と幸福をもたらし、それを持続可能な社会の構築につなげられる

かを思考できる人材を輩出することに努める。そのために、グローバルな思考、グ
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ローバルな経験などを武器として地球規模の多種多様な課題に応える社会的価値を

総合的に判断できる人材の育成を図る。 

→アクションプラン 13へ（別紙参照） 

(4) 高分子学会は、さらに産業界の人材に対しては従来の技術的価値や産業的価値を追

求するだけでなく、科学を正しく利活用できる人材の育成に貢献する。さらには、

高分子材料によるイノベーション創出のために、科学倫理や社会的責任を十分に理

解し、知的財産や標準化等のプロフェショナルに通ずる人材育成にも積極的に関与

していく。 

→アクションプラン 14へ（別紙参照） 

(5) 高分子学会は、既に高分子科学が関わっている分野はもちろん、一見高分子科学と

は縁のないと考えられるような学問分野、応用展開についても先入主や分野間の境

界を捨て去り、さらに理文の壁を越え高分子科学を包含した広大な学問、技術分野

を語り合うことができる学会の魅力度を向上させ、会員の増強につなげることを目

指す。 

→アクションプラン 15へ（別紙参照） 

 

8．高分子学会事業と「SDGs」に対する今後の取り組み 

(1) 高分子学会は、SDGs が掲げる各目標のいずれかまたは複数目標の達成に貢献し、高

分子工業や関連産業の国際競争力を強化するために高分子技術の体系化を図る。す

なわち、高分子が本来有する可能性を最大限に具現化するために、個人、大学、企

業などに蓄積された経験や勘にもとづく経験値や属人的暗黙知を継承、活用するこ

とはもちろん、数式、画像やデータベースとして保存する形式知化をさらに推進す

る。 

→アクションプラン 16へ（別紙参照） 

(2) 高分子学会は、SDGsが掲げる各目標のいずれかまたは複数目標の達成に貢献すべく、

学会事業、研究会活動ごとの目標を定め、活動を行い、持続可能な社会構築に積極

的に寄与していく。国際的な持続可能な開発目標である SDGsについては、あらゆる

国、セクターが協働してその目標達成を目指すこととなっている。科学技術による

イノベーション、およびその進展は、SDGs が掲げる目標達成に対して大きく貢献す

ることが期待されており、高分子学会は科学技術の深化を目指す。 

→アクションプラン 17へ（別紙参照） 

(3) 高分子学会は、SDGsが掲げる各目標のいずれかまたは複数目標の達成に貢献すべく、

多様で幅広いステークホルダーと連携して、SDGs の達成を目指す。そのために、誰
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でも最先端の科学技術に触れられる機会、すべての人が新しい知識を得られる機会、

そして教育、知識、知見、体験が得られる場の提供に尽力する。 

→アクションプラン 18へ（別紙参照） 

(4) 高分子学会は、SDGsが掲げる各目標のいずれかまたは複数目標の達成に貢献すべく、

人種、ジェンダー、国、地域、年齢にとらわれないあらゆる人々に対して公正で、

説明責任を果たせる透明性の高い組織運営を行う。 

→アクションプラン 19へ（別紙参照） 

(5) 高分子学会は、3大行事、その他高分子学会関連行事により多くの多様な人々の参加

を促す。そのためには従来の枠や旧弊にとらわれず会員のみならず高分子学会会員

以外の人々も取り込めるような行事、企画を精査、考案し、実施に移していく。そ

して、学問領域を超えて様々な議論を行える場を提供することで学会活動を人々に

浸透させ、SDGsの目標達成のために人々と協働することを目指す。 

→アクションプラン 20へ（別紙参照） 

 

9．SPSJ アクションプラン 20の提言 

以上、知力の融合、マテリアルの融合、人材の融合、SDGsへの貢献に関して高分子材料や

高分子科学・技術が関わる現状、および高分子学会が果たすべき今後の取り組みを記した。

高分子学会はこれらの背景を鑑み、それを具現化するためのアクションプラン（行動計画）

をアクションプラン 1（AP1）からアクションプラン 20（AP20）の 20 項目にまとめ、「SPSJ

アクションプラン 20」として「未来宣言 2017」を実現するための提言とする（別紙参照）。



 

- 9 - 

 

別紙 

SPSJ アクションプラン 20 

 

「未来宣言 2017」＜知力の融合＞ 

アクションプラン 1．基礎科学に深く根ざした科学・技術の構築 

 持続可能な開発を志向し、なおかつパラダイムシフトを生起しうる基礎科学の
充実、および目的を明確化した「合目的的基礎研究」を推進・支援する。 

アクションプラン 2．イノベーションに繋がる研究の推進 

 さまざまなステークホルダーとの連携を強化し、知力が融合された平易にして
新たな高分子科学・技術を駆使し、イノベーションに繋がる研究を推進する。 

アクションプラン 3．学会間・学会内連携の促進 

 各種行事における他学会との学会間連携の促進を図ると共に、学会内の各
研究会間の情報共有、人材交流を推進し、研究分野間の融合を図る。 

アクションプラン 4．データ駆動型科学を活用した材料・解析技術の開発 

 人工知能やビッグデータ等を活用した材料や解析に関するイノベーション創
出を図るため、計算科学、数学などの情報・通信分野との融合を推進する。 

アクションプラン 5．学会誌の充実とプレゼンスの更なる向上 

 異分野や異文化との遭遇や衝突による新構想を誘発させ、新たな学問領域
を開拓するため Polymer Journal等の学会誌の充実と存在感を向上させる。 

 
 

「未来宣言 2017」＜マテリアルの融合＞ 

アクションプラン６．時代の要求・時宜に適った材料の創出 

 地球規模の課題解決のため、さらには社会や産業界の課題にソリューション
を与えるため、時代の要求や時宜に適った材料創出を推進する。 

アクションプラン 7．多様な融合による材料の創出 

 多様な材料、階層、スケールレベルの融合による新たな材料の創出を図り、
地球環境問題を革新的に解決できる材料の複合化や階層化に挑戦する。 

SPSJ Action Plan 20 

（別紙） 
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別紙 

アクションプラン 8．高分子らしさを生かした材料の創出 

 社会科学などの総合科学分野と連携しながら、人や生活に寄り添うことがで
きる高分子らしさを活かした材料の創出や製品の開発を支援する。 

アクションプラン 9．界面制御によるトレードオフ機能の実現 

 異種材料間を分子レベルで柔軟でかつ能動的に橋渡しする合目的な接合戦
略を構築し、材料の飛躍的な機能向上やトレードオフ機能の実現を目指す。 

アクションプラン 10．高分子とデザインの融合 

 人の感性や心理に訴える製品デザインなどとも協働し、3Dプリンティングなど
の次世代の立体造形技術や積層技術の高度化と商品化を推進する。 

 
 

「未来宣言 2017」＜人材の融合＞ 

アクションプラン 11．他分野や異文化との交流の促進 

 学会が主催する三大行事や 21研究会などの関連事業において、他分野、他
学協会、さらには異文化、人材の国際的相互交流を促進する。 

アクションプラン 12．幅広いステークホルダーに訴える情報の発信 

 ホームページ、学会誌などの各種メディアをフルに活用して幅広いステークホ
ルダーに訴える情報発信活動を強化し、新たな研究コミュニティを形成する。 

アクションプラン 13．グローバル人材の育成 

 グローバルな思考、グローバルな経験などを武器として地球規模の多種多様
な課題に応える社会的価値を総合的に判断できる人材の育成を図る。 

アクションプラン 14．科学・技術を正しく利活用できる人材の育成 

 技術的あるいは産業的価値を追求するだけでなく、科学・技術を正しく利活用
できる人材、さらに知財や標準化等のプロフェッショナル人材の育成を図る。 

アクションプラン 15．学会の魅力度向上による会員の増強 

 高分子を取り巻く広大な学問、技術分野を語り合うことができる学会の魅力
度を向上させ、会員の増強につながる新たな取組みや事業展開を考える。 
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「未来宣言 2017」＜SDGsへの貢献＞ 

アクションプラン 16．高分子技術の体系化の推進 

 SDGsが掲げる各目標の達成に貢献すべく、これまでに蓄積された経験知や
属人的暗黙知を形式知化することにより高分子技術の体系化を推進する。 

アクションプラン 17．持続可能な社会構築への積極的な寄与 

 SDGsが掲げる各目標の達成に貢献すべく、学会事業や研究会活動ごとの目
標を定め、高分子科学・技術の深化とイノベーションを目指す。 

アクションプラン 18．隔たりのない場の提供 

 SDGsが掲げる各目標の達成に貢献すべく、最先端の科学・技術に触れられ
る機会、新しい知識を得られる機会など隔たりのない場の提供に尽力する。 

アクションプラン 19．公正な組織の運営 

 SDGsが掲げる各目標の達成に貢献すべく、あらゆる人種、ジェンダー、国、
地域の人々に対し、説明責任を果たせる透明性の高い組織の運営を行う。 

アクションプラン 20．多くの人々の参加と協働 

 SDGsが掲げる各目標の達成に貢献すべく、2030年までの学会行事の延べ
参加人数 10万人を目指し、学会活動の浸透と人々の協働を目指す。 
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