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巻 頭 言 

~~ノ~ノ~ノ~ 

イノベーションについて思う 

吉 田 稔 

私が入社した当時の電線，ケーブル類の被覆材料はゴム，紙，油，鉛，等天然材料から作られた物が 

主流でした。現在では幾多の変遷を経て， これらがポリエチレン，架橋ポリエチレン，発泡ポリエチレ 

ン，塩化ビニール混和物，など合成樹脂をベースにしたものに殆ど変わっています。導体も銅の一部が 

石英ガラスに変わって来ました。使用材料が変われば製造設備，評価設備も変わってきます。 

40年の歳月が経過したとは言え大変大きなイノベーションが行われて来たというのが実感です。 

私自身は非電線分野の事業拡大の中でプラスチック部門を長く担当して来ました。新しい開発商品の 

狙いを被覆材料の例に習い天然材料とか金属製品のプラスチック化に置き，また技術的には1）プラス 

チック材料のノウハウ， 2）製造技術，の少なくともどちらかが有り， しかも既存の流通で出来るだけ 

扱えるものとしました。その結果生まれた二つの事例を基に体験した事を述べてみたいと思います。 

一つは電線管です。 ビル，マンション，家屋，等の屋内配線に広く使われて居ます。 ユーザーである 

大手電気工事会社と共同で開発に取り組みました。そして開発された合成樹脂製可擁電線管は従来の金 

属管に比べて軽量，長尺，施工性に優れ，工期の短縮，省人化がなされ配管コストが大幅に下がり現在 

では多くがこれに変わりました。しかし自由に使える様になるには開発開始から7年近い年月を要しま 

した。最も時間が掛かり厄介であったのは法規が有る事でした。改正には既存メーカーを中心とした委 

員会があり，ここで審議され，法案文の答申が通産に上がると言う手順を踏まなければなりません。 こ 

の様な仕組みでは宿題は出ても前には進みません。幸い丁度その頃から外圧が厳しさを増し，通産省の 

姿勢も変わり，又ユーザー関連団体の強い支援があってこの厚い壁を破ることが出来ました。 “新規を 

抑え既存を守る”現状の様なシステムー規制一はイノベーションの敵であり，いずれの業界にも共通す 

る問題と思うが改めて欲しい事です。世に出して100％シェアーはそう長くは続きませんでした。部品 

類の施工性に特徴を出したりして続々と参入があり売値も急激に低下して行きました。競争が早々と開 

始された事は厳しいけれども，普及は加速しユーザーそして流通への貢献は大きいものがありました。 

二つ目は防食テープです。 当時のソ連では大口径天然ガス，石油パイプラインの建設がスタートしビ 

チューメン， タール系防食層に代えてテープ方式が採用されたとの情報が入りました。 アメリカのメー 

カーの後追いとなりましたが高圧電気絶縁テープの延長線上にあり対応する事にしました。ここで最も 

心配した事は，未経験の厳寒地での施行性，そして長年月，地下埋設下で防食機能を保証することでし 

た。現場を知らず実験室だけでの模擬テストでは客先が使えると言っても不安です。研究所同志の密接 

なコンタクトと現地での共同実験を通して品質の確認，向上を計りました。リスクを伴いますが慎重に 

なり過ぎては参入のチャンスを失います。 “タイミング’’は大切です。 このことで新しいマーケットも 

開けてゆきました。 これらはささやかな事例ですが，すべての商品にはライフタイムが有り，そのサイ 

クルは短くなって来ています。21世紀に於いても豊かな日本で有り続けるためには，追い上げ著しいア 

ジア諸国，又国内他社に先駆けて，積極的にイノベーションを展開してゆく事が極めて重要と考えます。 

前古河電気工業囲 常務取締役，現(懇和会館 代表取締役社長，本会理事（新制4回） 

…／…~~ノ~~~~~~~ 
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半導体産業と電子顕微鏡 

大 林 秀 仁 

1．はじめに 

情報化社会といわれる現在において，半導体ェ Ut

レクトロニクス産業の牽引車は， メモリやマイク 

ロプロセッサなどのULSI，周辺記憶モジュール ェ 

としての磁気記録， ダウンサイジングのシンボル 

的デバイスである液晶表示素子に代表される。端 

的な例は 近普及の著しいパソコンやワープロな 

どのOA・通信機器がこれらの素子部品がなくて 

は存在しないことに表れている。計測評価技術も 

エレクトロニクス産業とともに成長を続けてきた 

分野である。 

ULSIを例にとってみよう。ULSI技術は，そ 

の世代を素子の加工 小寸法で呼ぶのが習慣となっ 

ている。現在は，サブ“mからディープサブ“m

時代へと着実に進展している。例えば，16MdR

AMは0.54m技術でつくられている。この流れの 

中でULSIにおける，計測評価技術に対する要求 を言 

も微細化，極微量化の傾向をたどっている。素子 微糸 

形状，構造観察などいくつかのものは原子，分子 （プ 

レベルの評価技術が必要となってきている。この 接ィ 

要求の中には，現状での計測評価技術の実力を越 ゲー 

えるニーズも多い。これらのニーズに呼応する形 る。 

で，タイミングよく必要な計測評価技術を用意す 

ることが求められている。本稿では，計測評価技 

術のーつとして電子顕微鏡をとり上げ，ULSIに 

おける役割とその将来展望について概観する。 

2. ULSl 用プロセス技術動向 

半導体プロセス技術は， これまではdRAMを 

技術牽引車として技術開発が進められ，これを基 

本として広範な半導体製品に展開されてきた。こ 

こ1-2年の間にdRAMなどのメモリ素子に加 

え，MPUなどの論理素子の性能向上が著しい。

卿日立製作所計測器事業部・科学システム本部本部長 
（昭和42年応用化学科卒業・新制17回） 
（昭和44年本学大学院修士課程修了） 

これに伴って半導体プロセス牽引車としてもMP

UがdRAMに替わるべきトップランナとしての勢 

いをみせている。半導体プロセスにはリソグラフィ， 

エッチングなどの微細加工技術の他，薄膜形成， 

表1 プロセス技術のトレンド 

ロRAMの．，虚 256k \ 1M \ 4M "\ 16M'\ 64M \\256M~13

22
,,, 

'\,,,,1. 3・m ×・“\5～。6"m\41。3""\251l pm

平国・量・ ＼、  ”” 

加エレペル 

メモリセル柳造 

ト’ンジス●柵血 ダブルドレーン ＼ 
’軸チャ車ル長 

L. It
1 apm \l.oam\0. 02m\o.eum\o 42m \O. 25_ o 1Spm

畳合早さ 叫 0. 40m"\0.32m\.\ O.25M "S\0. 27(l1".. 0 I 52m"\0 1-0. 072 ,,, 
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ドーピング，計測評価などさまざまな技術の集積 

が必要である。これらのプロセス技術の世代推移 

を表1に示す〔1), 2 ))。 加工レベルが着実に 

微細化している他，メモリセル構造が表面容量形 

（プレーナ形）から積層形叉は溝形となったこと， 

接合深さが浅くなっていること， トランジスタの 

ゲート酸化膜が非常に薄くなったことなどがわか 

これらのうちで，計測技術には立体化動向が大 

配線材料と 
配線層数 

ん高融点金JI／高融“―ノ西品 
I、I ／ 積層 ／ 金属積層／ 鯛’ 

/ ／ 十w / 6

2 -3層／イ”／に層 

メモリ構造 

(DRAM) 

墨毒型ン璽→警→-
吻型 

夢r 馴 
プ口セス 2Mm 1.3 0.8 0.5 0. 3pm以降 

図―1 】立体化と多層化の流れ 
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きなインノぐクトを有する。 図1に示すように， メ 

モリ素子では容量セルの三次元化，論理素子では 

配線層の多層化に顕著に現れている。例えば溝形 

キャパシタでは溝の深さは1,5- 2 " rn程度であ 

まり変わらないが，素子設計寸法の微細化に対応 

して穴径が微細化する結果，観察評価すべき構造 

の縦横比（アスペクト比） の増加をもたらす。 素 

子微細化によるアスペクト比増大は著しく，0.5

Jim技術（16MdRAM に相当）では3 -4程度で 

あるが，0.254m技術（256MdRAM に相当）で 

は7 -10となる。 

dRAMの1ビットに対応する素子断面構造と 

LOGOS端 ソース・ドレイン， チャネル 

接合領域 原子構造，欠陥 
原子構造，欠陥 原子構造，欠陥 汚染 
汚染 ドーI‘ント7’ロ77仙 結合，電子状態 

汚染 膜厚 

図―2 :dDRAMにおける評価ニーズ 

必要な計測評価ニーズとの対応関係を図2に示す。 

チャネル， ソース・ドレイン，接合領域，絶縁膜， 

深穴の各部分において原子構造，欠陥，汚染，電 

子状態などに対する複雑な計測評価ニーズが出現 

していることがわかる。種々のデバイス設計上の 

工夫による制約緩和の試みもあるが，基本的には 

チップ内のすべてのメモリセルが100％完全に動 

作することを要求されているのがULSI技術であ 

る。この意味でULSIは物理的限界，工学的限界 

に日常的に挑戦している産業である。このきびし 

さを反映して，電子顕微鏡に対するニーズも限界 

挑戦型のものとなっている。これがULSI用電子 

顕微鏡の基本性格をなしているといえよう。 

3 一 U LSl用計測評価技術 

1）形状，寸法，構造 

ULSIにおいて，走査形電子顕微鏡（SEM）が 

形状観察の主役となって久しい。ULSIはSi基板 

に不純物拡散や蒸着などによって各種の構成部を 

形づくることでつくられる。この際リソグラフィ 

とエッチングの組み合わせによってその微細構造 

を形成していく。ULSI素子設計は，一つーつのト 

ランジスタやキャパシタが均一の性能を示すこと 

が前提となっているが，この性能は素子形状の均 

一性に負うところが非常に大きい。そこで，ULSI

プロセスではこの形状・寸法管理が大切となる。 

現在のULSIプロセスではリソグラフィやエッ 

チング工程の寸法管理に，SEMを用いている。U

LSIプロセスで用いられるレジスト （有機感光性 

ポリマ）やSi02, Si3N4 な どの絶縁体を対象とし 

た場合でも帯電しない観察・寸法測定が求められ 

ている。このため，電界放出形（Field Emission) 

電子源を用いたFE-SEMを用い，加速電圧もlkV

図―3：測長SEMによるレジスト 

パターンの測定例 

以下で測定する。図3 にレジストパターンを測定 

した例を示す。 レジストパターン低部の寸法を二 

次電子のラインスキャン信号から測定する。装置 

の分解能は5 nm，測定値の再現性は8nm以下カg

必要である。 

SEM分野では最近，高加速SEMによる三次元 

構造の非破壊観察が注目されている〔3 ))。通常， 

SEMでは最大30kV程度の加速電圧が用いられて 

いる。これに対し，200kV程度 の電子線を用いる 

と，電子線の透過能が大きくなる。又，200kVに 

加速された電子が絶縁体中を通過するとき，電子 

一正孔対を生成し，局部的に導体化する作用があ 

るので，帯電現象もなくなる。この結果，高アス 

ペクト比の穴底のみならず，材料内部の素子構造 

-3 -



ミラクルアイ ト 5rn ー」 

図―4 ’高速SEMによる内部配線層の観察例 ブ顕微鏡（sPM）が表面凹凸に対する定量的観 

（加速電圧 200k V) 察にすぐれている点を利用している。今後は原子 
も観察できる。図4 は，層間絶縁膜を通したAl レベルでの観察に加え，不純物の分布状態など元 
及びw配線の観察例である。 2 tmのSi02膜の 素分布に対するニーズに応えられるか，観察のス 

下にある配線パターンが観察できる。試料ウェー ピードアップが達成できるかがポイントとなろう。 

ハを破壊することなく素子の内部構造が観察でき 

るこの方法は，今後ULSIプロセス評価の新しい 2）不純物，異物，残澄 

武器になると考えている。 ULSI中の不純物分析には，従来SIMSやEDX
これらに加え，微細化，薄膜化動向につれ，二 を用いていた。最近はこれらの分野でも微細化ニー 

つの新しいニーズが顕在化している。第一は，構 ズが著しい。図6 に4 McIRAMの断面像と元素 

成素材の高分解能観察及び界面状態の原子レベル 分析結果を示す。左上がTEM像で右上，左下， 

での観察評価ニーズ，第二は薄膜最表面やPN接 右下はそれぞれ酸素，Al, Slの特性X線マッピン 

合状態等に対する原子レベルでの観察評価ニーズ グ像（EDX）を示す。この例ではAl配線の一部 

である。従来から行われてきたSEM観察とこれ が断線しているのではないかと推定できるマッピ 

らの新しいニーズが複合して現れている。 ング像が得られた。EDX分析の空間分析能はFE
第一のニーズに対しては，電界放出形透過電子 一TEMを用いた場合にはlnmに達しており，U

顕微鏡（FE-TEM）が用いられるようになった。 LSIの局部分析の要求に応えられる。しかし，E
FE-TEMでは点分解能0.mnm，分析プローブ径l DX分析の感度は，現状で1021/cm3程度が検出限 
nmと，従来の熱電子銃型と比較して，分解能で 界である。これに対しULSIでは5 x10'9-102。程 
約2 倍，分析領域で10倍以上の性能向上が図られ 度の感度が求められており，この実現が大きな課 
た〔4 ))。その結果，ULSI素子の原子レベルの観 題となっている。これが達成できれば，今後ULS
察，分析が可能となった。図5a にULSI素子を Iの形状観察・分析において主役となろう。ここ 

集東イオンを用いた加工装置によって加工し，作 でのもうひとつの課題は，試料前処置を含む計測 
成したTEM用試料を観察した例を示す。主にゲー に必要とする時間の短縮である。従来，TEM試 

トアレイ素子の配線層を観察している。幅約104 料の作成には高度の熟練を要したが，試料作成に 
mの領域が均一に加工されており，素子断面や配 集束ィオンを用いた加工装置が開発された結果， 

図-5 :TEMによるゲートアレー素子の観察例 

(a) FIB加エした素子断面TEM像 

(b) (a）の矢印部の高倍率像 

線のAlの粒界の様子がよくわかる。矢印部はSi

02/Siの境界を小すが， この場所での高分解能 

観察結果を図5bに示す。Slの結晶格子像が明瞭 

であり，又，Sio2/Si境界の様子もよくわかる。 

第二のニーズに対しては，SEMと組み合わせ 

てAFM, STMが用いられる。これらの走査プロー 

ブ顕微鏡（SPM）が表面凹凸に対する定量的観 

察にすぐれている点を利用している。今後は原子 

レベルでの観察に加え，不純物の分布状態など元 

素分布に対するニーズに応えられるか，観察のス 

ピードアップが達成できるかがポイントとなろう。 
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図―6 】 4 MdDRAMの断面TEMと 

元素マッピング例 

従来は試料作成に数日を要していたのが半日に短 

縮され，処理の信頼性及びスピードの向トに大き 

なインパクトを有するに至った〔5 )〕0

SIMSは，分析できる領域があまり微細化でき 

ない欠点があったが， i-i-SIMSによってli-tm程 

度の領域の分析が可能となった。一方EDX分析 

では，深い穴底のレジストやエッチング膜残済を 

測定できる装置が開発された〔6 )〕。いずれもディー 

プサブ“m技術での活用が期待できる。 

プロセス環境又は，プロセス装置から混入する 

異物とULSIの歩留りの関係は深刻であり，量産 

現場では，この混入異物の低減が永久の課題であ 

る。プロセス環境からの汚染を低減するため， ク 

ラス1のクリーンルームが一般化している。 クラ 

ス1の清浄度はlft3 (27 1）の空気中に0,2 i-em径 

の浮遊塵が1個以下という雰囲気である。クリー 

ンルームの雰囲気が正常に保たれても，量産現場 

ではCVD装置やレジスト塗布現像装置， ェッチ 

ング装置，などからのプロセス処理に伴う異物の 

発生が避けられない。素子設計寸法の1 /10程度 

以上の異物は素子不良の原因となる場合が多いの 

で，この管理が大切である。 

3）電子状態 

これらは，ULSI用のプロセス開発の際に主力 

となるものであり，一旦量産現場に移った後の日 

常的なプロセス管理用のニーズは高くない。 しか 

し，プロセス中に，高ェネルギー電子線やプラズ 

マ，イオン線などによって処理される半導体素子 

では，構成材料がこれらのプロセスに対し安定で 

あるか否かが重要となる。とくにSi02, Si3Niな 

どの絶縁材料の耐圧， リーク特性が需要で，デバ 

イス特性を保証するためには，この種の情報が必 

須となる。 

3．今後の計測評価技術 

ULSIを例として，電子顕微鏡を中心にした計 

測評価ニーズを説明してきた。電子顕微鏡が研究 

室から量産現場に広く採用されていることが明か 

であろう。細部の課題は残っているが0.354m技 

術（64MdRAM 担当）に対応する技術は一応準 

備されているといえよう。しかし，現状では， 

0.25 am技術以降に対してはすべての計測技術が 

十分という訳にはいかない。電子顕微鏡を主体と 

する計測評価技術側から将来課題は， 1）不純物 

元素分析における高感度化（102/cmつ， 2 ）プ 

ローブ顕微鏡のスピードアップと不純物元素分布 

状態分析への展開，の2点にまとめられよう。 

将来のデバイスに対し，技術潮流に合致した技 

術開発を続けるとともに， トレンドには乗らない 

新しい計測方法についても，積極的に取り組んで 

いく必要がある。筆者が日常担当している電子顕 

微鏡の側から半導体プロセス技術を眺めてきた。 

筆者は，半導体プロセスは応用化学の一大分野で 

あると考えている。本稿が若い諸兄の参考になれ 

ば幸いである。 
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”×、名、×、×、・ トピックス 

最近のパーソナルケア商品開発の流れ 

1，はじめに 

皆さんの身近のスーパーの棚には色々な種類の 

シャンプーやリンスが， ところ狭しと並んでいま 

すね。どれも皆同じようなもんだとお思いでしょ 

うが，お買い求めいただく方々は，皆さん的確に， 

それも力を入れずにご自分の髪や好みに合うブラ 

ンドを選択をしておられるんです。 さほど注意を 

払わず， しかし毎日ご使用いただくこのような商 

品は意外にもご使用いただく方との微妙な相性が 

あるようです。 

そこで，本稿では商品の技術そのものの解説よ 

りも，私ども日用品メーカーが扱う商品の開発と 

生活との関わりについて考えてみたいと思います。 

2．パーソナルケア商品とは 

英語では“PERSONAL CARE PRODUCTS" 

といいまして， シャンプー・リンス・トリートメ 

ント・ヘアケア商品 （ムース， ヘアスプレー， ノ、 

アカラー類），石鹸・洗顔料・全身洗浄料， スキ 

ンケア商品（ローション， クリーム類），入浴剤， 

オーラルケア商品（歯磨き，歯ブラシ類） などを 

指します。根強くご使用いただいている育毛剤も 

男性化粧品として，パーソナルケア商品のカテゴ 

リーに属しております。 

国内のおよその市場規模（年間）を次に示しま 

しょう。（女性用化粧品は除きます。） 

シャンプー・リンス・トリートメント 2100億円 

ヘアケア 1380億円 

石鹸 650億円 

洗顔料・全身料 670億円 

オーラルケア 1250億円 

入浴剤 550億円 

育毛剤・シェービング関連 650億円 

・ムース （男性用） 

花王株式会社 パーソナルケア商品開発部部長 

（昭和42年応用化学科卒業・新制17回） 

（昭和44年本学大学院修士課程修了） 

k'''k'‘・ 

本 間 意 富 

もう少しありますが，ざっと数えてこれだけで 

も7000億円をゆうに越える大きな市場になります。 

耐久消費財と違って，一つーつがそんなに高価で 

ない商品ですが，ほとんどの方が毎日かかさず使 

う日用品としての性格がこんなところにも垣間み 

られるんです。このところ，ご多分に漏れず成長 

率が，ほんの少しというカテゴリーが多く，たい 

へんです。これも我々日本人の日常生活に「表向 

き」大きな変化がないあらわれとみて良いでしょ 

う。 

3． トピックスをニつほど 

このところ平均の洗髪頻度の伸びが止まりまし 

て，わずかずつですが逆に低下して入るんです。 

但しバブルの時代を見ますとやはりその間は洗髪 

頻度が急激に伸びておりました。「朝シャン」 と 

いう言葉がはやった時が一番頻度が高い時代でし 

た。その時は，特に若い人たちの清潔志向の高ま 

りという解釈をしていわけですが，いったいあの 

バブルの時とはどんな時代だったんでしょうか。 

今思うと，まさに国中が「量」の拡大にやっきに 

なっていた時代のようでした。確かに社会のどの 

領域でも量的拡大を達成していました。戦後初め 

て「量の満足」 にチャレンジできるようになった 

時代とでも言えましょうか。ここへきて不透明の 

時代ということになってまいりましたが，世の中 

を均質的にとらえて説明することが出来なくなっ 

てきたもどかしさを良く言い表していると思いま 

す。「何でもほしい」 という幼児性を脱した後は， 

「質」的な模索に入ってゆくのが一般的だと思い 

ます。皆さんのご家庭でも，お嬢さん方の洗髪用 

の水道代が幾分助かるようになってきたという程 

度の認識でしょうが，これからの生活の中では従 

来と異なる出費が次に控えているかもしれません 

ね。ともあれ，この「質」を議論する場合には従 

来と全く異なる尺度を持つ必要がありますが，ま 

だまだそれが個人にとってさえ整理されてないの 

が現状でしょう。 
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もうーつ。 もともとヘアスプレーはつくったス 

タイルを保持する商品として多くの方々に支持さ 

れてきました。今では，ヘアスプレーできちんと 

ヘアスタイルを保持するというやり方よりも， 

「風にサラサラ」がキャッチフレーズにもなるく 

らいですから，このカテゴリーはいわゆる 「もう 

古い」 とランク付けされそうです。でもおもしろ 

いことに，最近若い女性での使用率が増加してき 

ております。よく調べてみると，彼女達はスタイ 

ルを保持する為に使っているのではなく，どうも 

スタイルを手早く作り上げるためにつかっている 

んです。 ムースと違って手早く乾いてくれるヘア 

スプレーの上手な使いこなし方を彼女等なりに発 

見していたのです。念入りに時間をかけて形を整 

えることからもう少し違うことに時間をかけて 

といったこともあるんでしょうか。彼女等の生活 

の中で，かけるべきウエートが変わってきている 

んでしょう。「簡便・簡単」 というキーワードは， 

こういうことからも単純ではないようです。 

ここらで「時間」の概念を見直してみる必要が 

あります。我々技術出身の者にとっては「物理的」 

時間ではなく 「精神的」な時間を具体的に見つめ 

る機会が少ないようです。でも嫌なことは，実際 

かかる時間以外にも気持ちの上ではかなり時間を 

費やしているのが事実でしょう。前日から，翌日 

の嫌な会議にしかめ面して想いを巡らすなどは典 

型的な例でしょうか。普通の生活の中での「価値」 

とはこういったことも考える必要がありそうです。 

4，技術開発から価値開発へ 

商品を開発する，特に日用品，使うとなくなっ 

てしまうモノの開発を進めておりましても，どう 

も 「よい商品」をつくることを，科学的に「レベ 

ルの高い商品」をつくることと考え違いをしてし 

まいがちです。ここで，「技術の素晴らしさ，良 

さ」 と 「商品の良さ」 とについて考えてみましょ 

う。我々技術屋出身者がもうーつ陥りやすい点が 

あります。すばらしい技術がすばらしい商品にな 

ると，ついつい錯覚してしまうことです。 

世の中，「いわゆる」大したことのない技術で 

もすばらしい商品はいくつもあります。私どもモ 

ノつくりは「モノ」 ＝ 「商品」 と思いがちですが， 

お客様はモノをお買いになるわけではなく，TV

なら番組をみるために， シャンプーなら頭を洗う 

ためにモノをお買いになります。 いわゆるモノは 

手段でして，それによって得られる 「価値」が期 

待されているわけです。この「価値」がくせ者で 

して，日用品の世界では，人によって，時代によっ 

てどんどん変わるやっかいなものです。つまり技 

術水準と価値水準の評価尺度が往々にしておなじ 

次元でないことが多いのです。現在では，いわゆ 

る生活に「役に立つこと」から生活の中に新たな 

「豊かさの発見」を期待する時代へ変わってきて 

おります。誰しもが容易にわかる従来の明確な開 

発課題から，新しい生活提案ができる課題にフォー 

カスを当て直すことが必要になってきているんで 

す。 いかに安いコストで優れた性能のモノを作り 

出すか「パフォーマンスバイコスト」 といった従 

来型の評価尺度はメーカー，つまり出し手サイド 

の発想からでてくる尺度でして，これからは，価 

値と価格「バリューバイプライス」つまり買い手 

サイドで通用する尺度への転換をすべく決心をし 

なくてはならないわけです。この出し手の発想か 

ら買い手の発想への転換は，今後とも我々メーカー 

の考え方に大きな影響を及ぼすことになりましょ 

う。 

5‘ 口ーテク分野のハイテク技術 

かく申し上げましたが，やはりすばらしい技術 

はすばらしい商品をつくりやすいことは確かです 

から，ここで我々の商品の中味について少しふれ 

てみましょう。パーソナルケア商品の機能開発と 

いう面から技術ターゲットを眺めてみますと，ま 

さに分子設計，形状設計の宝庫といえます。いわ 

ばローテク分野のハイテク技術ということになり 

ましょうか。次に例をあげてお話しましょう。 

(1）皆さんの洗髪のプロセスでシャンプー濃度 

をトレースしてみましょう。 

（プロセス） 

髪をぬらす 

4 （シャンプー濃度） 

シャンプー塗布 

l - -1/20

泡立て 

' 

すすぎ → -0

I
リ ンス塗布 

つまり頭髪上でシャンプーは原液から濃度0 ま 

での変化をします。 その間，あるシャンプー濃度 

で必要な物性を発現させることを考えたとします。 



(2）時に医薬品並の薬効成分をシャンプーに処 

方することがございます。 当社のメリットシャン 

プーに入っております抗フケ剤（ジンクピリチオ 

ン）は元々医薬品でした。 

それを各種安全性のデータをとりまして，医薬 

部外品として一般のシャンプー類に処方すること 

が出来るようになり昭和45年に発売にこぎつけた 

わけです。もう26年もたってしまいました。この 

薬効剤は粒径2 ミクロン，比重1.7程度の非常に 

重い微粒子です。この微粒子一粒一粒が頭皮に吸 

着することによって有効性を発現するわけです。 

ただし比重が約1のシャンプーの系でこの微粒子 

を安定に分散させることが製品形態上必要でして， 

当時から世界でも成功している例はあまりみませ 

んでした。 

しばらく前になりますが，この粒径を1 /10に 

してみようと思いついたのです。計算上一個が10

00倍の個数になります。金属でなく柔らかな有機 

化合物でこういったサブミクロンオーダーの超微 

粒子をつくること自体非常にむずかしいことです。 

また，超微粒子なるが故の高い表面ェネルギー， 

それに抗してシャンプーのようなイオン強度の高 

い水溶液中に安定に分散させる表面処理システム・・・… 

等々この技術開発の際には，各種の形状，分子設 

計が必要でした。さんざん苦労しましたが出来上 

がってみると理論的な数字ほどの成果は得られま 

せんでしたが相当性能を向上させることができま 

した。 

たとえば，高分子と界面活性剤の錯合体を「すす （3）一般にリンスなどに用いますカチオン性界 

ぎ」の濃度で析出させることが出来れば髪の毛全 面活性剤は，そのイオン性から負電荷表面への高 

体に均一に皮膜をコートし本来の髪の毛の性質を い吸着性を有しておりますが，その性質を保持し 

変化させることができます。その時代時代で髪の たまま安全で，起泡性，洗浄性を有する界面活性 

毛に必要な性質は微妙に変化してきております。 剤が合成できれば， リンスで洗髪できるわけです。 

その微妙な感覚が実は髪の毛のスタイリングに大 こういった相矛盾する要素をーつの分子で達成す 

きく影響しまして，特に女性は自分の髪の毛の物 ることは実は容易ではありませんでした。しかし， 

性の変化に驚くほど敏感です。 出来上がってみますと，お客様には，喜んでお使 

一般に水溶性の高分子はその水への溶解のメカ いいただけておりまして，うれしいかぎりです。 

ニズムからわかるように， このようなイオン強度 ただし， この場合のお客様にとっての「価値」 と 

の高い水溶液系では，溶解せず塩析してしまいま は，優れた新規なカチオン性界面活性剤ではあり 

す。塩入型とでももうしましょうか，このような ませんで，髪をリンスで優しく，簡単に洗え，後 

界面活性剤濃度の高い水溶液系や高濃度の塩の水 始末がいらない便利性にあったのは当然ですね。 

溶液系で充分溶け，イオン強度の低下とともに析 

出してくる高分子の分子設計も非常に面白いテー このように，女性のヘアケアに対する飽くなき 

マのーつです。 要望は，機能設計ひいては，形状設計や分子設計 

の視点から見た場合に本当にありがたいものです。 

(2）時に医薬品並の薬効成分をシャンプーに処 ほんのちょっとした身体の手入れの切り口の中に 

方することがございます。 当社のメリットシャン お客様の隠れた 「価値」の発見があり，それがま 

プーに入っております抗フケ剤（ジンクピリチオ た新たな技術へのチャレンジに結びつくというの 

ン）は元々医薬品でした。 もおもしろい限りです。 

6‘おわりに 

要素還元型の自然科学とそれぞれの要素が強く 

相互作用しあっている人間科学では互いに相いれ 

ないところがあります。「価値」 をお買い求めい 

ただくようになりますと，今以上に人間くささを 

開発の根底に置くことが大切になって参ります。 

よく言われる 「あばたもえくぼ」 という言葉がこ 

のことを如実に物語っております。自然科学の視 

点から見れば「あばた」 はいつまでも 「あばた」 

ですが，ある人にとってはそれはかけがいのない 

「えくぼ」 なんですね。 

繰り返して申し上げますが，世の中のすべての 

商品がそうだという訳ではありません。医薬にし 

ろ，電子機器にしろ先端技術が即お客様の価値に 

直結するものはいくらでもあります。特にお客様 

とメーカーとの間の情報ギャップが大きな分野で 

はそうなります。ただその場合でも，お買い求め 

いただくのは「価値」であることはまちがいあり 

ません。少なくとも我々メーカーが相対している 

のは，毎日息ずいている自然科学から眺めると矛 

盾だらけの我々なんです。 
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研究室 

紹 介 

（応用生物化学） 

宇佐美・桐村研究室 

前回の当研究室の紹介は，本誌平成3年3月号であったので， 4年ぶりということにる。現在の応用 

生物化学部門は，宇佐美昭次（教授】現在は学部長と兼任）と桐村光太郎（助教授）で担当しており， 

教員間での研究テーマの分担はない。 

本年4 月からは，遺伝子工学を専門とする気鋭の研究者，神田東作が助手に就任した。助手の任期は 

2年以内であり，文字通りの「助っ人」をお願いしたことになるが，世界に誇れる研究成果をワセダか 

ら発表してもらえるものと期待している。一方，研究室在籍者は，大学院修士課程18名，学部卒論研究 

生18名である。 2 教員分の学生数として，ここ数年，当研究室は40名体制で進行している。 

さて，当研究室においては，生物化学を利用して有用物質を生産すること，すなわち微生物や酵素に 

よる新規な生物化学反応を探索し新規な生産プロセスを開発することを目的として研究を進めている。 

バイオテクノロジー， さらに簡略にはバイオで通用するのかもしれないが，私達としては応用生物化学 

というコトバを大切にしたいと考えている。 

微生物は一般に簡単な培地で培養することが可能であり，増殖速度や物質生産性は動植物細胞と比較 

して極めて大きい。したがって微生物は工業的に利用しやすく，醸造や発酵生産には多数の成功例があ 

る。ここで培われた高い技術力は遺伝子L学や細胞融合といった新規技術の導入と相まって，さらに生 

産物の領域を広げてきた。ヒト・インターフェロンやインシュリンの大量生産はこの代表例であり，異 

種タンパク質生産には大腸菌をはじめとする宿主が有効に利用されている。 さらに， 日本においてアク 

リルアミドの製造が微生物を利用して11業化された。第3世代のバイオ製品とよばれているが，比較的 
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安価な化学製品（コモデティーケミカル）の製造にもバイオテクノロジーが適用可能なことを示し，バ 

イオプロセスが従来の化学プロセスと競合できることを実証したことは極めて意義深い。以上の生産さ 

れる物質からみたバイオテクノロジーの推移を表1にまとめた。酵素や微生物の固定化技術は発酵槽を 

バイオリアクターへと進化させ，酵素や微生物も生体触媒の名称を得て生物の研究者だけでなく有機化 

学の研究者にも試薬として利用される時代が到来した。 

バイオテクノロジーの技術面とその成果に 表1 生産物からみたバイオテクノロジーの推移 

ついては社会的にも幅広く紹介されている。 

しかし，方向性や理念，意識的な面での進化 世代 内容 生産物の例

についてはどうであろうか。技術や成果ほど 第1世代 醸造および発酔童物 ＝噌酢そ誌ズ発酵乳替油 

には興味をもたれていないように思われる。 第2世代 器器物質などの （器由鷲認*，オリゴ精多糖 
では，生物化学／バィオテクノロジーを利 脂質（コレステロール等），ビタミン、 

核酸、酵素、生理活性ベプチド． 

用して何がかわるのであろうか。 筆者は，常 抗生物質、生理話性物質、その他 

温常圧工学の確立こそ生物化学が指向すべき 

技術面での 終目標と考えている。必要なも 

のを必要量だけ，副生成物なしに，省ェネル 

ギー・低コストで生産する。 このような反応 第3世代 汎用化学製品 アクリルアミド 

（コモデティーケミカル） インジゴ（遺伝子工学により作成した大腸菌を 

を常温常圧で進行させる技術こそ21世紀にふ 用いて生産） 

さわしい高度技術と考えている。 」］ヒトをはじめとする高等動物由来のタンバク質であっても．そのタンバク賞をコードす 

いわゆるイヒ学反応と生物化学反応を比例し 認鷺鷺器器姦二*議な'5 器で器驚；叢r
て，表2にまとめた。従来の化学工業は，大 

規模の反応装置で大量のエネルギーを投入し大量の生産物を得る方式で進展してきた。このため，大量 

の熱を発生し，副生成物の形成も避けられなかった。ひとたび事故が起これば大きな災害が生じ，理論 

上の安全が実際の安全を保障するものではなかった。生産現場における人的安全性にも，環境への安全 

性にも不安が残っている。このような，大規模生産・多量のエネルギー・大量の熱の放出・低い安全性， 

という反応形式の対局に生物化学反応が存在する。常温常圧工学を成立させる要素は生物化学反応にす 

べて含まれる。生物化学反応は，省ェネルギー・低コスト・高い安全性を可能にする技術にもっとも近 

い位置にある。高選択性の反応を提供しうる酵素や微生物は，極めて有用な素材である。 

一方，多種類の反応を可能にすることは，多種類の触媒の必要性を意味する。生物化学はこれにも応 

えられる。生物のもっとも基本的かつ重要な特性として種の多様性がある。微生物だけに話を限定して 

も，自然界には多種多様な微生物が存在し， 表2 化学反応と生物化学反応（酵素反応）の比較 

それぞれが見事なまでに特異的存在である。 

このような種の多様性が新規な酵素や生理活  化学反応 生物イ七学反応（酵素反応）

‘ル“"Ii升ノヘマ血Iョナ」プニ ーー，、」一 つ記ンル“，，ナ411一二1一lr 反応条件 高温、高圧 常温，常圧 
I一IZJ5 .1ーノレノし4 ーノし 、 y -、 y ,--o i'入一1ソJC_ Jl入 ノ‘ソI 反応に要するェネルギー 熱ェネJレギー 酵素分子の配座変化に要するエネルギー 

究者に共通した思想がある。 反応に使用する溶媒 水または有機溶媒 水（まれに水を含む有機溶媒） 

特異性 

微生物に期待して裏切られたことはない 反応特異性 低い 高い 
基質特異性 低い 高い 

ごくありふれた土壌の中に微生物が存在す 位置特異性 低い 高い 
一 
ら）‘ーし‘よ血貝V玖Ig見 し1堆可ど、‘ 己 に）o し刀」し・ ノ＼よ寸 基質または生成物議度 高い 低い 

的に培養することが可能なものはこれらの中 

世代 

第1世代 

第2世代 

第3世代 

内容 

醸造および発酔童物 

生理活性物質などの 

生体物賞 

汎用化学製品 

（コモデティーケミカル） 

生産物の例 

酒．酢、チーズ，発酵乳．替油、 

味噌、その他 

（徴生物由来の生産物） 

有機酸．アミノ酸、単精，オリゴ精．多糖 

脂質（コレステロール等），ビタミン、 

核酸、酵素、生理活性ベプチド． 

抗生物質、生理話性物質、その他 

（異種タンバク質としての生童物I') 

インシュリン、ソマトスタチン， 

サイトカイン類；例として 

インターフエロン、インターロイキン、 

エリスロボェチン 

組繊プラスミノーゲン活性化因子（(-PA) 

アクリ,レアミド 

インジゴ（遺伝子工学により作成した大腸菌を 

用いて生産） 

。ヒトをはじめとする高等動物由来のタンバク質であっても．そのタンバク賞をコードす 

る遺伝子を導入・発現させることによって．大腸菌などの徴生物を宿主とした生産も可 

能になった．宿主徴生物自体は本来生産しないタンバク質を異種タンバク賞と呼ぶ． 

反応条件 高温、高圧 

反応に要するェネルギー 熱ェネルギー 

反応に使用する溶媒 水または有機溶媒 

特異性 

反応特異性 低い 

基質特異性 低い 

位置特異性 低い 

立体特異性 低い 

基質または生成物議度 高い 

低い 

低い 

低い 

低い 

高い 

常温，常圧 

酵素分子の配座変化に要するエネルギー 

水（まれに水を含む有機溶媒） 

高い 

高い 

高い 

高い 

低い 
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の1％以下と考えられている。人間はまだ微生物の潜在能力を見極めていない。新規な微生物を探索す 

ることは，地球が長い年月をかけて産みだした可能性を探すことにほかならない。研究者は，夢見た新 

規反応や新規酵素が実際に存在することを期待して微生物を探索し，地球と自然が育んだ生きた遺産を 

発掘するのである。しかも，その根底には「生命とは何か」 との問いかけもある。新規な酵素や生理活 

性物質の発見を目的とした研究においても，研究者は生命・生物ということを頭のどこかで考えている 

のである。 

応用生物化学というコトバには暖昧さがある。 もともとは生物化学を応用することであったはずだが， 

コトバになってしまうと生物のために応用する化学とも解釈することが可能で，応用・生物・化学が混 

然一体となったひとつの概念のようでもある。生物機能を工学的に応用することを目的とした研究を行 

いながら，生物の多様性や生命の重要性に関していつも心に留めていることを表現しているようで，こ 

れが「応用生物化学」 というコトバを大切にしたい理由の1つである。 

前置きが長くなったが，以ドに研究室で現在進めている研究テーマごとに現状を紹介する。部分的に 

は前回の内容と重複するが，お許し願いたい。 

1．糸状菌による有機酸の生産と関連代謝系の解明 

クエン酸生産に関する研究は多年にわたり当研究室で継続されてきたもので，その成果は実際の工業 

的生産に利用されている。クエン酸は上品な酸味を有しており，生体に安全であるため，食品や清涼飲 

料における酸味料として広く利用されている。 また，三価のカルボン酸としてキレート作用を有するた 

め，液体洗剤のビルダー（洗浄力補助剤）や清缶剤，防錆剤としての用途もある。クエン酸は糸状菌 

（カビ）Aspergillus nigerを使用して工業的に発酵生産されており，世界的生産量は年間45万トンに達 

し，有機酸発酵工業の代表例である。 

現在は生産原料として糖蜜などが使用されているが，クエン酸自体が製品としては安価であるため， 

より低廉な原料からの生産が望まれている。一方，クエン酸が生産されている中国や東南アジア諸国に 

おいては，バガス （サトウキビ残漬）やワラなどの農産加工残漬としての植物系バイオマス資源が廃棄 

物として処理されている。 そこで，当研究室においては，未利用資源であるバイオマスからのクエン酸 

生産を目的とした研究を開始した。バイオマスは，将来的にも食糧資源と競合しないため，クエン酸生 

産原料として有用と思われる。植物系バイオマス中で量的に多いものは，デンプンとセルロースであり， 

まずこれらを原料とするクエン酸生産から研究を開始した。可溶性デンプンを使用した場合，種々の生 

産条件の改良により，供与糖当たり40-56％の高収率で生産が可能になった（J. Feremnt. Bioeng., 

75,226 (1993) I ibid, 77, 474 (1994))。そこで，コーンスターチやバレイショデンプンを原料とし 

た生産試験を行い，これらについても良好な収率を得ている。一方，セルロース系原料に関しては，結 

晶性セルロースを分解する酵素をA. nigerが有していないため，セルロース加水分解液（糖化液）を 

想定原料とした。まず，モデル化合物としてセロビオース（グルコースがβ一1, 4 結合した2糖）を 

使用し，収率50％でクエン酸を生産する変異株C192を作成した（Appi. Microbiol. Biotechnol. , 40,206

(1993))。さらに，セルロースの酵素糖化液からの生産条件を改良し，収率を66％まで向上させること 

に成功した（1995年度農芸化学会大会発表予定）。デンプンやセルロース加水分解液からのクエン酸収 

率は，これまでの世界最高値である。なお，これらの研究の延長線上には，発酵後の残漬を含むバイオ 

マスすべてを利用するプロセスの開発があり，廃棄物を出さない理想的な生産系を目標としている。 

-11



その他・ クエン酸生産機構（Appi. Microbiol. Biotechnol. , 42,839 (1995)）や呼吸機能の解明， 

細胞融合法を利用したデンプン系原料からのイタコン酸生産菌の育種についても研究を進めている。 

2．糸状菌の遺伝子解析と遺伝子工学による育種 

クエン酸生産菌を含めたASPergillus 属糸状菌の機能開発を目的として，遺伝子に関する研究を進め 

ている。現在は， クエン酸生産と密接に関連する染色体上の遺伝子としてクエン酸シンターゼやイソク 

エン酸デヒドロゲナーゼをクローニングし塩基配列の決定を進めている。また， クエン酸生産条件下で 

は酸性プロテイナーゼ生産も活発になるが， この理由は不明なままであった。そこで，当該酵素をコー 

ドする遺伝子をクローニングし塩基配列を決定した。この遺伝子は1.340 bpから成り，内部は3箇所の 

イントロンで分断されており，タンパク質をコードする領域は1,185bp と決定された（1994年度生物工 

学会大会講演要旨集）。現在，酸性プロテイナーゼの誘導条件を遺伝子レベルで解析することを目的と 

して，当該遺伝子の上流にある調節領域について検討している。 

一方・A. nigerのミトコンドリアDNAについては制限酵素地図を作成し，32.6kbの環状構造である 

ことを明かにした（FEMS Microbiol. Lett. , 90,235 (1992))。 ミ トコンドリア DNAにコードされる 

遺伝子として，ATPaseサ ブユニソト6 やアポチトクロムbの塩基配列も明らかにしている。 

3．微生物由来の新規有用酵素の探索と酵素を利用した有用物質の合成 

酵素は特定の反応を選択的にしかも常温常圧で進行させることが可能な理想的な触媒である。そこで、 

新規な酵素生産微生物の探索や生産条件の確立、酵素的性質の検討と新規利用法の開発を目的とした一 

連の研究を行なっている。 

脂質加水分解酵素であるリパーゼは食品や医薬品製造に利用され、最近では洗剤にも配合されている 

酵素である。当研究室においては、新規なリパーゼ生産菌として酵母TrichosPoron たrmen tansを単 

離し、石油系原料からの酵素生産が可能であることを示すとともに（Appi. Microbiol. Biotechnol., 

38,714 (1993) ; Biosei. Biotech. Biochem. , 58,773 (1994))，精製酵素の性質を明かにした（J

Ferment. Bioeng. , 77,548 (1994))。 

一方・新規な寒天分解酵素の探索を行い， 2糖ネオアガロビオースを生産する新規酵素を発見した 

(1994年度生物工学大会講演要旨集）。当該酵素は好アルカリ細菌が生産するβーアガラーゼの一種であ 

るが，酵素的性質が特殊であるためさらなる研究を進めている。 

その他・糖転移酵素を利用した有用物質合成法の確立や新規なII型制限酵素の精製についても研究を 

進めている。 

4．遺伝子工学を利用した乳酸菌の育種 

乳酸菌は飲料などに広く利用されている嫌気性細菌であるが，糖発酵性や栄養要求性等が不安定で 

あることも多い。そこで，乳酸菌の実用性向上を目的として，Enterococcus ルecalisを供試菌とした 

研究を進めている。宿主・ベクター系を作成したため，異種タンパクの生産ならびに炭素源資化性の改 

良について検討している。同時に， アルギニン代謝系酵素に関する遺伝子の解析を進めている。 

- 12



5．独立栄養細菌の鉱工業への応用 

自然界には無機化合物の酸化によりエネルギーを獲得し，水中の二酸化炭素を固定して生育する特殊 

な細菌，すなわち化学無機独立栄養細菌が存在する。硫黄酸化細菌や鉄酸化細菌もこの範時に含まれる 

が，硫黄含有化合物や鉄の酸化能，重金属耐性，耐酸性（pHl以下でも生育可能）といった特異的機 

能を有している。現在は，硫黄酸化細菌を供試菌として，ジャーファーメンターを使用した制御培養や 

金属耐性に関与するタンパクおよび分泌酵素の精製について検討している。 

6．微生物を利用した石油改質技術の開発 

石油中に含まれる有機硫黄化合物や有機窒素化合物の中には物理化学的方法では除去が困難なものも 

多く，環境保全の立場から微生物による処理技術の開発に期待が寄せられている。石油改質を考えた場 

合，引火や爆発の可能性が少ない無酸素状態が望ましい。そこで，嫌気性微生物に着目して，脱硫や脱 

窒素に使用可能な微生物を探索している。すでに，有機窒素化合物のモデルであるカルバゾールを分解 

する8種類の細菌を単離しており（Biosci. Biotech. Biochem. , 59,932 (1995))，代謝経路や関連酵素 

の特定を行っている。また，合わせて石油耐性微生物の探索も進めている。 

紙面の都合や諸般の事情により紹介できなかった研究もあるが，近い将来には成果も公表できると考 

えている。本文中の発表論文につきご関心のある方は，研究室宛ご請求いただきたい。 

(1995年5月 文責：桐村光太郎） 
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想 

阪神大震災の中で 

その日， 1月17日は、大分への出張のため， 5

時40分JR芦屋駅発の電車に乗り，関西空港行き 

へ接続する大阪駅に向かった。 6分後，甲子園口 

駅のホーム直前で，突然電車は大きく横揺れし停 

止すると同時に停電した。 

まだ夜明け前のため，あたりは闇に包まれ，何 

も見えなかった。車内には非常燈が点灯し，乗客 

の顔はよく見えた。時間も早かったため，乗客数 

は少なく，全員座っていたためか，怪我をした人 

はいなかったようであった。 

私も含めて乗客は，一体何が起こったのか全く 

解らず，ただ静かに座席に座っていた。単なる停 

電で，やがて動き出すと思っていた人も多かった 

のではないかと思われた。（実は私もそう思って 

いた）車内アナウンスもなく，暖房の切れた寒い 

車内で，ただ待っっのみで20分位経過後，ようや 

くアナウンスで神戸で震度4 の地震があり，その 

影響で，その車内も脱線したとのことが知らされ 

た。 

予約した飛行機には間に合いそうもないと思っ 

たが，震度4 なら家は大丈夫であろうと、実はあ 

まり心配していなかった。 

しかし，念のため持参していた携帯ラジオを聴 

くと，神戸の震度は6，大阪が5とのことで大変 

な事態であることを初めて知り家族のことが心配 

になった。 

（昭和45年応用化学科卒業．関根研究室・新制20回） 

住友化学工業囲入社 

現在 囲住化分析センターへ出向・営業業務室長 

徳 川 義 治 

やがて窓の外が明るくなり，線路から50mほど 

離れた所で人影が動くのが見えた。それが，倒壊 

した家屋の回りで，中の人を救助している様子で 

あることがわかり，急に背筋が寒くなってきた。 

さらに20分はどしてようやく外へ出してもらい， 

駅前のビルが倒壊しているのを見た。 とにかく自 

宅へ電話をかけようと公衆電話を探すがどこも行 

列で，おまけにかからないとのこと。 

甲子園口から自宅までは15km位の距離だが， 

とにかく西へ向かって歩きはじめた。 

西へ向かうにしたがって，被害が大きくなって 

きた。私の乗っていた車両より後続の車両が脱線 

して線路の盛り土から下へ斜めに倒れていた。 

国道沿いに歩いたカら 自動車販売店のショーウィ 

ンドーのガラスはどれも割れ，歩道はガラスで埋 

まっていた。 道路はクルマがあふれていたが，意 

外なほど静かで，消防車や救急車のサイレンの音 

も聞こえなかったのは，不気味でもあった。 

やっと，倒れかけた家の軒下に1台の公衆電話 

を見つけ，神戸市東灘区にある自宅へ電話をかけ 

るが，なかなかつながらない。根気よくかけるう 

ちにようやく自宅につながった。 

家族は全員無事で，家もほぼ無事であることを 

確認したが，芦屋にある妻の実家は連絡がとれな 

いため，これから見に行くとのことであった。 

実家は戦前からの古い日本家屋であるため，倒 

壊して，最悪の事態も有り得るとの不安が脳裏を 

走った。 

出張のため， パソコン，書類の入った約5kgノぐソコン，書類の入った約5 kg
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はあるスーツケースを持ち，地震のために凸凹に 

なった歩道を3時間歩き，ようやく芦屋にある妻 

の実家に着いた。途中，火災で通れなくなった道 

や，倒壊した家屋やビルが道をふさいでいる所も 

あった。 

実家は2 階部分が倒れかかっていたが，1階は， 

倒壊を免れて，両親も無事でほっとした。 

妻も両親の無事を確認し自宅へ戻ったと聞き， 

また義理の弟が手伝いに来ていたため，その場は 

任せ，自宅へ向かった。その1時間後，自宅で家 

族の無事を確認した。 

食器棚や，本棚などが倒れていたが，外観はほ 

ぼ無事であった。被害の大きかった地域からやや 

はずれていたためか，周辺の家屋もほぼ無事であっ 

た。 

家は高台にあるため，その後テレビでもよく報 

道された阪神高速の横倒しになった姿が見えた。 

水と食料の確保が先決と，買い物に出たが，わ 

ずかに1件のコンビニが開いているだけで， 2 時 

間かけて買えたのは，カップラーメンとお茶のみ。 

勤務先と航空会社への連絡を（切符のキャンセ 

ルのため）取ろううと公衆電話に並ぶがやはり通 

じず，その場はあきらめることにした。 

その日から3日間は停電で， ローソクと懐中電 

灯，携帯ラジオの世話になった。 

水道，ガスは結局2 カ月間止まった。 

2 日目も水と食料を確保するため，一部開店し 

たスーパーマーケットへ並んだ。朝9時に長蛇の 

列へ並び，途中小雪もちらつく中で7時間待って 

買えたのは，前日と同様数個のカップ麺とミネラ 

ルウォーターとドッグフードのみであった。 

水は近くの小学校で，自衛隊が給水しているこ 

とを聴き， ゴミ用のポリバケツにポリ袋を入れた 

容器，キャンプ用の簡易ポリタンク，PETボトル 

などをかき集めてもらいに行った。 その後も毎日 

水を確保することが重要な仕事になった。 

ラジオのニュースで，被害が広まっていること 

を知ったが，テレビを見ることができなかったた 

め，被害情報はむしろ被災地以外の方の方が詳し 

かったようであった。 

震災から1週間は終日サイレンの音が聞こえ， 

あちこちで煙が上がるのが見えた。 

4 日目からようやく電気が供給され，テレビの 

ニュースを見ることができるようになった。神戸 

のビルが倒壊し，長田区の火災現場が映し出され 

るのを見て，あらためて家族が無事であったこと 

を感謝した。しかし，亡くなられた方，家を失っ 

た方は本当にお気の毒である。 

4 日目はタ方から大雨になったため，崖崩れを 

心配し，近くの小学校ヘクルマで避難し，そのま 

まクルマの中で一夜を明かすはめになった。 幸い 

雨は朝になって小雨になったため，自宅へ戻った。 

自分の部屋も片づかないまま，翌週から通勤す 

ることにした。しかし，交通手段がないため，何 

年か乗っていなかった50ccのバイクを引っ張り出 

して， クルマから抜き取ったガソリンを入れ，そ 

のバイクで通勤をはじめた。 倒壊した高速道路の 

横で挨っぽい道を，渋滞のクルマの横をすりぬけ 

て会社にたどり着くと，顔は薄黒くなり，いかに 

も震災の現場から通勤してきたように見られたの 

ではないかと思う。 

幸い数日後にはJRが芦屋駅から開通したため， 

バイク通勤はやめた。 

震災から10日ほどすると電話が比較的通じ易く 

なり，いろいろな方々からお見舞いの電話を頂戴 

した。中にはニューョークからわざわざご心配の 

電話を頂いた方もあった。 

1カ月ぐらい経った頃，あちこちの道路に水道 

栓ができ，水はそこからもらうことができるよう 

になった。 

5月中旬現在も復興作業は続いており，倒壊し 

た家屋やビルの解体工事が至る所で行われている。 
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新 博 士 誕生 

論文題目 

Oxidative Polymerization of Diaryl

Disulfides Based on Simultaneous

Two-Electron Transfer Process

同時ニ電子過程を基礎とする芳香族ジ 

スルフィ ドの酸化重合 

小柳津 研 一 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

4年 日本学術振興会 

特別研究員 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 本学理工学部助手 

この度早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝しております。本研究の展開にあ 

たり常に熱心に指導していただきました土田英俊教授，西出宏之教授，懇切な御助言を賜りました逢坂哲禰教授をは 

じめとする応用化学科諸先生方に心より御礼申しLげます。また，幾多の面で大変お世話になりました先輩諸兄や研 

究室の皆様に深く感謝致します。 

本論文は，芳香族ジスルフィド化合物が同時二電子移動に基づくカチオン酸化重合機構によって，初めて高分子量 

の芳香族ポリチオェーテル類に成長することを明らかにし，ポリフェニレンチオエーテルの幅広い合成法として確立 

した研究内容をまとめたものです。多核錯体を用いた多電子移動系は，芳香化合物の酸化重合のほかに，窒素や二酸 

化炭素の還元固定など，広く基質の多電子酸化還元に適応性があるものと期待しております。今後は多電子過程を， 

合成反応に応用できる基礎知見として確立できればと考えております。 

私は現在も助手として上田教授のもとで，多核錯体の電子移動過程や，酸化重合による高分子合成に関する研究を 

続けております。学位取得を第一歩として一層の研錯を積む所存でおりますので，今後とも皆様方の御指導，御鞭捷 

を賜りますよう御願い申し上げます。 

論文題目 

Synthesis of ir-Conjugated Polyra

dicals with Poly (phenylenevinylene) 

Skeleton and Their Molecular Mag-

net is m

ポリ（フェニレンビニレン）を骨格と 

するポリラジカルの合成と分子磁性 

金 子 隆 司 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 新潟大学大学院 

自然科学研究科助手 

この度，早稲田大学から博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝しております。本研究を展開す 

るに当たり懇切なる御指導を賜りました西出宏之教授，土田英俊教授，本論文をまとめるに当たり多大なる御助言を賜 

りました逢坂哲弥教授をはじめとする応用化学科諸先生方に心より御礼申し上げます。また，幾多の面で大変お世話 

になりました諸先輩方や研究室の皆様に心より感謝致します。 

本論文は，多数のラジカル種が共役結合した万共役高分子を新たに合成し，その高分子鎖内でのスピン相関を解梶 

有機高分子で強磁性体を設計するための方法論を明らかにすることを目的としたものです。ヘテロ二官能陛のモノマー 

を重合することにより側鎖ラジカルの頭尾結合が規制されたポリ（フェニレンビニレン）をはじめて合成しました。 

また，ポリ（フェニレンビニレン）を主鎖骨格とすることで，側鎖上におかれた複数ラジカル間に高分子では初めて 

強磁性的なスピン相互作用を実現しました。 

現在私は，新潟大学大学院自然科学研究科で助手として分離機能を有する高分子膜の合成に関する研究を行ってお 

ります。学位取得を研究者としての第一歩とし，一層の研鎖を積む所存です。今後とも皆様方の御指導，御鞭鍵を賜 

りますようお願い申し上げます。 
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論文題目 

Synthesis and Properties of Neutral

and Cationic Monoorganopalladium

Complexes

中性および力チオン性モノオルガノパ 

ラジウム錯体の合成と反応 

河 高 太 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 三菱ガス化学卿研究員 

この度，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝しております。本研究の遂行に 

当たり終始懇切なる御指導をいただきました山本明夫教授に心より御礼申し上げます。多くの御助言，御支援を賜り 

ました清水功雄教授，小坂田耕太東京工業大学助教授，本論文作成に当たり有益な御助言を下さいました佐藤匡教授， 

多田愈教授に感謝します。 

本論文は中性およびカチオン性有機パラジウム錯体の合成と，反応及び反応性の比較を行い，カチオン性錯体の反 

応性が高いことを明らかにしたものです。 また，中性有機パラジウム錯体の反応の反応機構を明らかにして，カチオ 

ン性錯体が鍵中間体であることを明らかにしたものでもあります。有機パラジウム錯体は，パラジウム触媒を用いた 

有機反応の活性種であり，本成果が有機金属化学はもちろん，有機化学の発展に寄与することを期待しております。 

私は現在三菱ガス化学株式会社に就職し，つくば総合研究所にて研究開発に携わっております。学位取得を研究者 

としての第一歩として，一層の研鎖を積む所存でございます。今後とも皆様方の御指導，ご鞭推を賜りますようお願 

い申し上げます。 

論文題目 

Synthesis of Nitrogen Containing

Organic Compounds by Palladium-

Catalyzed Selective Ring Opening

Reactions

パラジウム触媒による選択的環開裂反 

応を利用した含窒素有機化合物の合成 

佐 竹 彰 治 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 本学理工学部助手 

このたび，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝しております。本研究の遂行 

にあたりまして，清水功雄教授，山本明夫教授，佐藤匡教授，新田信教授（化学科）をはじめとする応用化学科諸先生 

方に懇切なるご指導を賜りましたことを心より感謝申しヒげます。 

含窒素化合物は機能性有機材料や生理活性物質として重要なものであります。しかしながら工業的に安価に得られ 

るものからの効率の良い変換法は少なく，そのような手法が求められています。本論文はヘテロ原子を含む小員環化 

合物をパラジウム触媒によって選択的に環開裂し含窒素有機化合物に変換する方法をまとめたものです。 

私は現在も早稲田大学で助手として，遷移金属触媒を用いた効率の良い分子変換反応の研究を続けております。学 

位取得を研究者としての第一歩として，一層の研鎖を重ねる所存でおりますので， 今後とも皆様のご指導， ご鞭鍵 

を賜りますようお願い申し上げます。 
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論文項目 

力ルボニルヘモグロビンの酸素化反応 

とヘモグロビン小胞体 

(OXy9enatlon of Carbonylhemoー 

引obm and Hemoglobln~vesicles) 

鄭 主 恩 

平成2年 工業化学科卒業 

論文項目 4年 修士課程修了 

（以上，漢陽大学） 

力Jレざ三きヘモグ巳Eノの酸素イヒ反応 7年器姦熱修了 
ち今モグロビ’ン小肥佐 
(Oxygenation of Carbonyiherno-

globin and Hemoglobin-vesicles) 齢弾羅磁 
博士研究員 

この度，早稲田大学から博士（工学）の学位を授かり，身に余る光栄と深く感謝致しております。本研究の遂行に 

当たり終始懇切なる御指導を賜りました土田英俊教授，西出宏之教授，多くの御助言を頂きました宇佐美昭次教授に 

深く感謝申し上げます。また，大変お世話になりました応用化学科の諸先輩諸兄方，研究室の方々に感謝致します。 

本研究では，高分子錯体や分子集合の観点からヘモグロビン小胞体の赤血球代替物としての性能向上に取り込み， 

カルボニルヘモグロビンの特徴を利用した新しい製法の確立や小胞体の物理的化学的な安定度向上を追求すると共に 

可視光照射トでの効率高い配位子交換法とその装置を開発し，また固相蛋白質の固定化と機能の発見や制御を分子力 

学の見地から探求しました。 

現在は，東京女子医科大学の医用工学研究施設で博士研究員として， ドラッグデリバリーシステム（DDS） に関 

連する温度変化応答性のミセルの開発に従事しております。学位取得を研究者としての第一歩とし，一層の努力に励 

む所存でございますので，今後とも皆様方の御指導，ご鞭提を賜りますようお願い申し上げます。 

論文題目 

Process Design of Biofilm Reactor

for Biological Wastewater Treat-

ment

（生物膜法における排水生物処理プロ 

セスの設計法に関する研究） 

野 口 基 治 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 本学理工学総合研究セ 

ンター・客員研究員 

この度，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝致しております。本研究を遂行 

するにあたり懇切丁寧なご指導を賜りました平田彰教授，多くのご助言を賜りました豊倉賢教授，酒井清孝教授，平 

沢泉教授をはじめとする応用化学科諸先生方に心からお礼申し上げます。また，お世話になりました平田研究室の皆 

様に心よりお礼申し上げます。 

本論文は，産業廃水・生活排水の生物処理プロセスとして 近注目を浴びている生物膜法について装置・操作の設 

計法を確立することを目的に行いました。まず，設計因子として も重要な所要生物膜表面積を得るために，三相流 

動層内の固体のホールドアップと諸操作条件の相関式を提出しました。さらに，これらの成果を活用して，生物膜法 

全般に統一的に適用可能な装置・操作の設計法を提出しました。 

現在私は，引き続き平田先生のご指導のもと，水環境改善のために研究活動に日々精進しております。研究者とし 

てはまだ第一歩を踏み出しただけの若輩者ですので，今後も皆様のご指導・ご鞭鍵を賜りますよう何卒よろしくお願 

い申し上げます。 
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論文題目 

有機スズ（W）化合物を用いた新規合 

成反応の開発 

藤 原 淳 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

6年 早稲田大学理工学部 

応用化学科助手 

7年 博士（工学） 

7年 住友化学ュ業株式会社・ 

研究員 

このたび，早稲田大学から博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本研究の遂行にあ 

たり，終始懇切なる御指導を戴きました佐藤匡教授，ゼミなどを通じて多くの御助言を賜りました清水功雄教授，山本 

明夫客員教授，化学科多田愈教授，新田信教授，そして本学助手時代にお世話になりました応用化学科をはじめとす 

る諸先生方に心より御礼申し上げます。 

本論文は，安定なカルボアニオン等価体である炭素ースズ結合がルイス酸をもちいることにより活性カルボアニオ 

ンとして種々の親電子剤と作用し，炭素一炭素結合を形成するという性質を利用して，幾っかのユニークな機能を有 

する有機スズ（W ）試薬をデザインし，それらの試薬を利用した新規合成反応の開発および天然物合成への応用につ 

いて述べたものです。近年，有機スズ化合物の有する毒性が指摘されており，いわば嫌われ化合物ではありますが， 

それ故に 、有機スズ化合物でしか実現できないであろうユニークな反応の開発”をモットーに開発を進め，幾つかの 

反応を見出すことが出来ました。 

今春より住友化学工業有機合成研究所にて研究に従事することになりましたが，学位取得を節目として一層の研鎖 

を重ねる所存であります。今後とも皆様方の御指導，御鞭鍵の程お願い申し上げます。 

論文題名 

Electrochemical Preparation of

Polymer Coated Electrodes and

Design of Their High Functionality

高分子膜被覆電極の電気化学的作製と 

その高機能性の設計 

門 間 聴 之 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

7年 本学理工学部助手 

この度，早稲田大学より博士（工学）の学位を授かり，身に余る光栄と深く感謝いたします。本研究を展開するに 

あたって長年にわたり御指導いただいた逢坂哲禰教授，西出宏之教授，黒田一幸教授，菅原義之助教授，終始暖かい 

助言を下さいました本間敬之講師をはじめとする応用化学科の諸先生方に御礼申し上げます。また，幾多の方面でた 

いへんお世話になりました諸先輩方，研究室の皆様には心より感謝しております。 

本論文は，電気化学的な重合反応を用いた機能性電極への機能付与，およびその機能特性の評価を検討したもので 

あります。重合反応の副反応を積極的に利用することによる機能発現基の導入，あるいは新機能の開拓に対して，そ 

の発現機能に対する分子設計を試みました。不均一反応系である電気化学的反応を通じて理論的な思考を学ぶことが 

でき，また科学研究の一端に触れることができ，自分にとって大きな収穫であったと思います。 

私は現在も助手として応用化学科で電気化学の研究を続けております。学位取得を研究者としての第一歩として一 

層の研錯を重ねる所存でありますので， 今後とも一層の御指導，御鞭鍵を賜りますようよろしくお願い申し上げま 

す。 
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論文題「~ 

反応制御による医療用バイオセンサー 

の安定化 

吉 見 靖 男 

平成2年 応用化学科卒業 

（新40回） 

4年 博士前期課程修了 

6年 本学理工学部助手 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

この度，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝致しております。本研究を展開 

するにあたり終始懇切丁寧な御指導を賜りました酒井清孝教授，また貴重な御助言を賜りました平田彰教授，豊倉賢 

教授，平沢泉教授をはじめとする応用化学科諸先生方に心より御礼申し上げます。また，幾多の面でお世話になりま 

した，諸先輩方，職員の方々，酒井研究室の皆様に心より感謝いたします。 

本論文は，バイオセンサーおける反応速度の安定性の問題点を整理し，有効な反応制御を可能にする独自のアイディ 

アによって開発された新しいタイプのバイオセンサーについて論じたものです。 バイオセンサーは生体高分子の高い 

特異性を情報処理に利用する魅力的な技術です。しかし，その概念が提唱されて30年以上経過しながら，反応の安定 

性に問題があり，ほとんど実用化されていないのが現状です。本論文がバイオセンサーをはじめとするバイオエレク 

トロニクスの発展に微力ながらも貢献することを願っております。 

私は現在も本学助手として酒井教授の下で研究を続けております。学位取得を機として初心に返り，研究者として 

いっそうの研鎖を重ねる所存であります。今後とも皆様方の御指導，御鞭鍵賜りますよう御願い申し上げます。 

論文題目 

Photocyclization of 2-Substituted

Acetophenones with Olefins

2 ―置換アセトフェノン誘導体とオレ 

フィンとの光環化反応 

呉 承 勲 

昭和60年 高麗大学校理科大学化 

学科卒業 

62年 高麗大学校大学院化学 

科卒業 

平成2年 高麗大学校理科大学化 

学科講師 

7年 博士（工学） 

博士後期課程修了 

（大修40回） 

この度，早稲田大学から博士（工学）の学位を授かり，身に余る光栄と深く感謝しております。本研究を展開する 

にあたり，佐藤 匡教授に懇切なる御指導を賜りましたことを心より感謝申し上げます。また日常のセミナーや，本 

論文をまとめるにあたり多大の御助言や御指導を頂いた応用化学科・山本明夫教授，清水功雄教授，化学科・多田 

愈教授，新田 信教授に厚く御礼申し上げます。 

私は表題にありますように有機光化学反応の合成への応用として光環化反応についての研究を行いました。日本へ 

来たのは始めてであり，また有機合成化学は早稲田大学へ来てから初めて手がげた新しいテーマであることもあって， 

始めは戸惑うことも多くありましたが，研究室の皆さん方のご援助もあり，間もなく慣れて快適な研究生活を送るこ 

とが出来ました。そして新しく見つけた反応を有用な合成反応に発展させることが出来ました。 日本での4年間は1

年ぐらいに思えるほど速く過ぎてしまいました。 

早稲田大学で学んだ多くのことを心に受け，韓国で新しい気持ちで出発したいと思っています。今後とも皆様がた 

の御指導，御鞭縫を賜りますようお願い申し上げます。 
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論文題目 

ポリオレフィンの溶融粘性に関する研 

究 

佐 枝 繁 

昭和37年 応用化学科卒業 

（新12回） 

37年 昭和電工囲入社 

平成元年 同社総合技術研究所 

分析物性センター所長 

6年 同社総合研究所 主幹 

7年 博士（工学） 

このたび早稲田大学から工学博士号を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本研究をまとめるにあたり御 

指導，ご高配を賜りました土田英俊教授，西出宏之教授，宇佐美昭次教授，理工学総合研究センター浜義昌教授に厚 

く御礼申し上げます。 

本論文は，ポリオレフィン，主として高密度ポリエチレンの分子量，分子量分布，分岐構造等の一次構造が溶融粘 

性にどのような影響を及ぼすかを検討し，これをベースに物性，加工特性が優れた樹脂の分子設計を試みたものであ 

ります。しかし分子設計を実現する手段としてのポリマーブレンドについては未だ不明な部分も多く，今後の一層の 

発展が期待されるところです。 

これを機にさらに一層の努力を重ね，他分野にも応用して行きたいと思っておりますので今後とも皆様の御指導， 

御鞭推のほどよろしくお願い申し上げます。 

論文題目 

活性化マグネシアクリン力による下水 

ニ次処理水からの晶析脱リン法に関す 

る研究 

金 子 四 郎 

昭和42年 応用化学科卒業 

（新17回） 

42年 三好石綿工業脚 

45年 囲日立製作所亀戸工場 

50年 日立プラント建設サー 

ビス囲 

環境技術センター 

平成6年 博士（工学） 

このたび早稲田大学から工学博士号を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本論文をまとめるにあたり， 
終始暖かいご指導，ご高配を賜りました豊倉賢教授に心から感謝申し上げます。また本論文の審査にあたり多大のご 

助言と御指導を賜りました平田彰教授，酒井清孝教授，平沢泉教授，幾多の面でお世話になりました応用化学科の諸 

先生方に深く感謝申し上げます。 

自然環境問題として，現在，湖沼，閉鎖性水域等で富栄養化が進行して，アオコや赤潮が発生し，生活環境や自然 

生態系に大きな影響を与えており，いまだに解決されていない状況にあります。本論文は，その原因物質のーつであ 

るリン酸イオンを晶析法により除去するプロセスに関するもので，特に溶液中の炭酸塩物質に影響されない種晶とし 

て，活性化マグネシアクリンカを提案し，表面活性化法， リン酸イオン濃度の減少速度，共存イオンの影響，再生法， 

操作条件の自動制御法等を検討した結果，従来不可欠であった脱炭酸工程をなくした新しい晶析脱リンプロセスを構 

築することができました。 

この学位取得をーつの節目として，さらに新しい地球環境関連のテーマを探索して，一層の研績を重ねる所存でお 

りますので，今後とも皆様の御指導，ご鞭鍵を賜りますようお願い申し上げます。 
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論文題目 

電子回路部品実装用金属薄膜表面処理 

技術の研究 

吉 岡 修 

昭和44年 応用化学科卒業 

（新19回） 

46年 博士前期課程修了 

46年 日立電線脚入社 

平成5年 同社システムマテリア 

ル研究所第2部長 

7年 博士（工学） 

このたび，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本研究を纏めるに 

あたりご指導頂きました逢坂哲禰教授，黒田一幸教授，菅原義之助教授に心から御礼申し上げます。 

私は電子部品用リードワイヤの表面処理技術をスタートに， トランジスター及びIC 用リードフレームの開発を， 

最近はTAB テープの開発と半導体用電子部品の表面処理技術の研究に従事してきました。この期間は日本の半導体 

産業の発展と一致し，特にDRAMを中心とした技術的進展は目覚ましいものでした。にリードフレームに求めら 

れる表面処理は単なるめっき膜から，IC の高集積化，高機能化に対応する表面処理技術として，耐湿信頼性，組立 

安定性等多様化する要求に応えてきました。本論文はにリードフレーム用Ag及びAu スポットめっき膜が半導体 

組立工程で受ける400で近い熱履歴後も優れたボンディング性を有するめっき技術の開発並びにそのメカニズム解明 

を行いました。更に，半導体装置の耐湿性を向上させる表面処理膜の開発とそのメカニズムを解明する事ができまし 

た。表面処理技術は地味でありますが，半導体の発展と共に重要性は増していくと思っており，これを機に研錯を重 

ね，半導体産業の進展に幾分かでも寄与できればと願っています。 

今後とも，皆様方のご指導，ご鞭推を賜りますようお願い申し上げます。 

論文題目 

新規抗感染症化学療法剤の開発とその 

作用機構の解析 

熊 谷 和 夫 

昭和56年 応用化学科卒業 

（新31回） 

58年 博士前期課程修了 

58年 住友化学工業脚入社 

平成4年 住友製薬囲へ移籍 

総合研究所副主任研 

究員 

7年 博士（工学） 

このたび早稲田大学から博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と深く感謝しております。本論文をまとめ 

るにあたりまして御指導，御高配を賜りました宇佐美昭次教授，西出宏之教授，桐村光太郎助教授に厚く御礼申し上 

げます。 

本論文は，生物化学的手法による新規抗感染症化学療法剤の開発とその作用機構の解明に関するもので，土壌微生 

物のスクリーニングで見い出しました2種類の新規抗生物質PC-766 B およびT 180 1A-'- D について，その培養生 

産，単離精製，構造決定，生物学的活性，作用機序を述べるとともに，ヒト免疫不全ウイルス（HIV ）の感染，増 

殖を阻害する新規リポソーム剤およびペプチド化合物についても，その発見，生物学的活性，作用機序，動物での体 

内動態等につきまして言及しております。現在は， これらの研究で得られた知見を生かして，より有効な薬剤をスク 

リーニングしているところです。 

この学位取得を機に，さらに研鎖を重ね，新しい医薬品の開発を目指したいと考えております。今後とも皆様の御 

指導，御鞭捷の程よろしくお願い申し上げます。 
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論文題目 

Electronic Conducting Properties

of Polyacene Aligned in Layered

Structured Thin Films

層状構造ポリアセン薄膜の電子伝導特 

性 

南 方 尚 

昭和56年 応用化学科卒業 

（新31回） 

58年 博士前期課程修了 

58年 旭化成工業脚基礎研究 

所・主任研究員 

平成7年 博士（工学） 

この度，早稲田大学から工学博士号を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本研究をまとめるにあたり御 

指導を賜りました土田英俊教授，西出宏之教授，浜 義昌教授（応用物理学科）始め応用化学諸先生方に心から御礼 

申し上げます。 

本研究は，導電性高分子の構造を安定させるため従来の一次元から擬二次元に構造を拡張した分子に着目し，その 

分子集合体の配列制御を行った薄膜の構造と電子伝導特性について述べています。真空蒸着法により分子を配列した 

薄膜に電子授与性分子導入を図ることによるインターカレーション構造を実現するとともにその導電特性の創刊を調 

べ電子伝導機能発現の知見を得ることができました。 また，本研究は超格子構造構築を志したもので将来の電子デバ 

イスへの展開に期待しております。 

これを機に，今後とも高分子を利用した電子，イオン機能材料の研究開発に一層の努力を積み重ねる所存ですので， 

皆様方の御指導，御鞭鍵を賜りますようお願い申し上げます。 

論文題目 
，~ 

昇温時ゲル化型熱可逆ハイドロゲルの 

分子設計と相転移機構 

吉 岡 浩 

昭和57年 応用化学科卒業 

（新32回） 

59年 博士前期課程修了 

59年 テルモ囲技術開発部 

平成2年 W. R.Grace ・日本中 

央研究所・主任研究員 

7年 博士（工学） 

このたび早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と感謝しております。本論文をまとめるに 

あたりひとかたならぬ御指導，御助言を賜りました土田英俊教授，西出宏之教授，酒井清孝教授に心から御礼申し上 

げます。 

寒天水溶液は温度変化に対応して流動特性が可逆的に変化（ゾルーゲル転移）する熱可逆ハイドロゲルの代表であ 

りますが，この系とは逆に，溶液（ゾル）状態が転移点の高温側でゲルとなる新しい系を設計し，その作用機構を解 

明したのが本研究の内容であります。具体的には，ポリ（Nーイソプロピルアクリルアミド）とポリオキシエチレン 

のブロック共重合体を対象に，水溶液の動的粘弾性挙動の観測と共に，示差走査熱量分析と温度を変えて測定した核 

磁気共鳴スペクトルから解析した，熱可逆的ゾルーゲル転移の機構解明が本論文の骨子となっています。 

博士号の取得を新たな出発点として，早稲田大学の名を汚さぬよう，今後も社会に貢献できる機能材料の研究開発 

に微力を尽くす所存でございますので，諸先生方をはじめ皆様の御指導，ご鞭鍵のほど宜しくお願い申し上げます。 
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論文題目 

高分子造粒体の製造プロセスに関する 

反応工学的研究 

古 川 直 樹 

昭和61年 応用化学科卒業 

（新36回） 

63年 博士前期課程修了 

63年 鐘淵化学工業脚 

63年 同社生産技術研究所 

平成6年 同社 総合研究所プロ 

セス研究部・研究員 

6年 博士（工学） 

この度，早稲田大学より博士（工学）の学位を授与され，身に余る光栄と感謝しております。論文提出に際して御 

懇篤なる御指導と御教示を賜りました豊倉 賢教授，論文審査に際して適切な御助言を賜りました平田 彰教授，酒 

井清孝教授，土田英俊教授，平沢 泉教授に心から御礼申し上げます。また，在学中に反応工学の基礎を御指導賜り 

ました城塚 正名誉教授，尾上 薫博士に感謝いたします。 

本論文は，乳化重合法で得られる高分子ラテックスから塩析操作を利用して高分子造粒体を製造する凝固造粒プロ 

セス，ならびに凝固粒子を含むスラリーの中和熱処理プロセスの連続プロセス開発に関して，凝固粒子生成機構の解 

明，中和反応機構の解明と高分子凝固体の強度評価法の開発を柱として，反応工学的知見に基づき凝固造粒，中和熱 

処理操作・装置設計手法を提案したものであり，わが社の乳化重合プロセスにおいても簡便な操作・装置設計手法と 

して応用されております。 

化学反応を伴う製造プロセス開発において反応工学の果たす役割は非常に重要です。この学位取得をーっの節目と 

し，一層の研錯を重ね，微力ながら化学プラントの開発に寄与していきたいと考えておりますので，今後とも諸先生, 

先輩方の御指導と御鞭推を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

会費払込みのお願い

例年の如く，会報7月号と共に平成7年度分会費の払込用紙を同封致しました。滞納のある方は本年 

度分を含め「3年分を」払込み下さるようお願い申し上げます。前納された方は次号の11月号へ前納者 

ご芳名として皆様の備忘録をも兼ねて掲載（但し，原稿締切都合上9月末日到着分）させて頂いており 

ますので，より多くの前納（何年分でも結構です）をお願い申し上げます。なお，長年（10年以上）会 

費未納の方には会報をお届け出来ない事になっておりますが，会報が届いていない会員の方々へは会費 

納入の呼びかけをしていただけますようご協力をお願い申し上げます。 

平成4年度より会費が3,000円に改定され3年が経過した現在，納入率は僅かながら向Eして参りま 

したので，滞納ある方への“本年分を含め4 年分まで’’を“3年分までを”と，徐々に緩和していきた 

いと存じますが， 6年度は37.0％に低下し，昨今の経済情勢等が憂慮の的かと存じます。本会の発展・ 

向上に懸け会員皆様のご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

記 

会費年額 3,000円 

振込口座 本報奥付ご参照 

24 ー 



職場 だ よ り 

ゼネラル石油株式会社 

1‘ はじめに 2．会社概要 

阪神大震災，サリン事件や超円高の進展，日米 当社の会社創立は，終戦後間もない昭和22年7

自動車交渉の決裂など大事件や深刻な問題が連日 月で，旧三井物産燃料部石油課の人たちが中心と 

新聞，テレビを賑わしているこの頃ですが，応化 なり，石油製品の輸入販売を目的として設立され 

会の皆さまにおかれましては，増々御健勝にてそ ました。その後，世界の原油開発・精製・流通な 

れぞれの分野で御活躍の事とお慶び申し上げます。 どの分野におけるトップ企業である米国ェクソン 

さて，今回はゼネラル石油グループの会社概要 社との提携の下，石油精製・販売，LPGの輸入 

および応化会出身者の近況について御報告させて 販売などの石油関連事業を行うゼネラル石油を中 

いただきます。 心に，海運，石油化学，ェンジニアリング，ェレ 

ゼネラル石油 堺製油所 
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クトロニクス，不動産など幅広い事業分野をカバー テン，TBAなどを生産し，化成品メーカーに提 

するグループ企業体を形成し，積極的な活動を展 供しております。 

開しております。 グループの総合商社として非石油ビジネスを展 

当社の製油所は，関西圏の中心に堺製油所（精 開しているゼネラル物産は，日本アイ・ビー・エ 

製能力15万6千バーレル）がありグループの石油 ム社の特約店として， コンピュータ機器の販売か 

製品供給の中核を担っています。また沖縄にはグ ら，ソフトウェアの開発などを行っています。ま 

ループ会社の南西石油西原製油所（精製能力8万 た，賃貸ビル・店舗ビルを中心とする不動産事業 

バーレル）があり，沖縄地区及び九州地区の需要 宝飾品や衣料の販売，保険代理業，旅行業代理店 

を満たすとともに，絶好の立地条件を生かして東 など幅広い分野で事業を展開しております。 

アジア各国への石油製品輸出基地としてその重要 ェンジニアリング会社のゼネテックは，プラン 

性が年々高まっています。 トや各種タンク，サービス・ステーションの設計， 

販売面では全国の主要都市に11支店を持ち，約 建築，改造，保守などを行っております。 

2,300ケ所のサービス・ステーションでガソリン また，ゼネラル海運では，外航，内航における 

を中心とした石油製品の販売を行っております。 原油や石油製品の安全，効率的な運搬を担当して 

おります。 

グループの石油化学事業を担うゼネラル石油化 

学工業では，堺製油所内にて，石油化学素材のべ 3．応化出身者の近況 

ンゼン， トルェン，キシレン， プロピレン，オク ゼネラル石油グループには，現在応用化学科出 

当社サービス・ステーション 

26



身者20名が在籍しており，各分野で活躍をしてい 

ます。その概要を以下に部門ごとに紹介致します。 

(1）販売部門 

石油製品は，販売の差別化が非常に難しい商品 

であり，とかく廉売競争や激しい販売促進競争に 

なりがちです。しかし，この難しい差別化を行い， 

顧客の満足を得，売上げ，利益を伸ばしていくと 

いう難しい課題に取り組んでいるのが，木内健二 

(1960卒）で，取締役小売統括部長として強力な 

リーダーシップを発揮し， 日夜全国を飛び回って 

おります。また，高橋勲（1962卒）が，広域担当 

部長として商社系特約店や大手特約店とのビジネ 

スを管理し，安部良一（1981卒）が政策ブレーン 

として販売調整の業務で活躍しています。 

産業用燃料と潤滑油の販売を嘗管する工業燃料 

潤滑油部では，鮫島収（1961卒）が技術部長とし 

て製品の品質管理を初め多くの課題に取り組んで 

います。また，菖晋（1966卒）は高松支店にて自 

動車用潤滑油の販売指導を担当しております。 

営業本部の戦略企画部門である営業企画部では， 

杉野幸三（1986卒）がスタッフとして営業本部全 

体の取りまとめを行い，毎月の販売状況を分析し， 

経営委員会への報告を行っております。 

(2）生産・供給部門 

本社供給部は生産，供給分野の指令塔として， 

国内外から原油，製品，LPGの調達，需給調整， 

製油所運転管理など広範な業務を担当する部門で 

す。ここでは，西前隆久（1980卒），杉本伸之 

(1991卒）がLPG輸入の長期計画から，本船の 

着桟までLIPG輸入関連業務を2人で受け持って 

おり，頻繁な海外出張，国際電話でメジャーやト 

レーダーなどの国内外の取引先との交渉・調整を 

行っています。また，小峰啓司（1994卒）は，処 

理原油の種類や処理量の指示など，製油所の需給 

調整担当として活躍しています。 

堺製油所では西日本におけるトップクラスの製 

油所として国内の需要に的確に対応するために， 

本年7月に軽油深度脱硫装置を完成させ，既に稼 

働中の流動接触分解装置や種々の石油化学原料製 

造装置と合わせて，時代のニーズに沿った石油製 

品を供給できる製油所として前進を続けています。 

ここでは遠藤一郎（1988卒）が，重油間接脱硫装 

置担当のエンジニアとして，その運転分析および 

プロセス改造などの業務に取り組んでいます。ま 

た，市野央（1991修卒）は，生産管理コーディネー 

ターとして，ガソリンから重油まで石油製品全般 

の生産調整・管理および出荷管理の業務に忙しい 

毎日を送っています。 

今年入社の神田正（1995卒）は，導入訓練が終了 

し，製油所のコンピューター制御システム関係の 

業務についております。 

(3）本社総務部門・中央研究所 

情報システム部は，全社的な基幹システム，大 

型コンピュータから端末パソコンまでの企業の頭 

脳と神経系とをハード， ソフト両面より企画・管 

理・開発・運営する部門です。ここでは斉藤一夫 

(1981卒）が出荷業務に係わるシステムの開発と 

運営を担当しています。 

川崎工場の敷地内にある当社の中央研究所では 

石油製品と石油化学製品の基礎研究から製品の応 

用研究までを行っております。化学製品部には， 

最近まで樹脂の応用研究を行っていた佐藤克彦 

(1965卒）がその独創的発想を買われ，石油精製 

より副産物として得られるヘテロ化合物の有効利 

用についての研究に従事し，その成果を大いに嘱 

望されています。また，小貫仁（1982卒）と横田 

日出美（1990卒）は，石油化学部門の付加価値化 

のため触媒開発，有機化合物などの基礎研究を基 

にして，プロセス開発，反応工学，分離精製技術 
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などの研究で活躍しています。 

(4）関係会社 益向上に貢献しております。 

長い低迷期をようやく脱しつつある石油化学分 以上 

野はゼネラル石油化学工業が担当しており，主要 

製品のパラキシレンの市況が好調なことを受け収 （文責】津隆正，中島至，西前隆久，安部良―, 

益を好調に伸ばしています。 ここでは津隆正 

(1972卒）が計画部長として，会社の短期から長 

期までの事業計画の作成から経理・総務関係まで 4．ゼネラル石油グループの応化出身者 

の広い分野を嘗管しています。また， 中島至 ゼネラル石油囲 

(1980卒）は化成品部で取扱い製品全般の営業企 本社（東京）】木内 健二 （1960，吉田研） 

画業務を担当し，児玉実承（1986卒）はMMA樹 】鮫島 収 （1961，宇野研） 

脂の原料となるターシャリー・ブチル・アルコー 】高橋 勲 （1962，中村研） 

ルと可塑剤の原料となるオクテンなどの販売に忙 】西前 隆久 （1980，森田・菊池研） 

しい毎日を送っております。 】安部 良一 （1981，城塚研） 

非石油事業部門として新しい分野の事業を開拓 】斉藤 一夫 （1981，森田・菊池研） 

しているゼネラル物産の中核事業としてェレクト ：杉野 幸三 （1986，森田・菊池研） 

ロニクス事業があり，若杉厚（1982卒）は受注セ ：杉本 伸之 （1991，豊倉研） 

ンターでの配送システムの開発などを担当の後， 

当社キャンペーンガール後藤久美子さん 

現在石油特約店向けの経理・給与・販売管理など 

を含む総合管理システムを開発してグループの利 

益向上に貢献しております。 

堺製油所 】遠藤 一郎 （1988，城塚研） 

】市野 央 （1991，城塚研・修） 

：神田 正 （1995，豊倉研） 

中央研究所】佐藤 克彦 （1965，宮崎研） 

（川崎） 】小貫 仁 （1982，森田・菊池研） 

】横田日出美 （1990，菊池研） 

高松支店 ：菖 晋 （1966，大坪研） 

ゼネラル石油化学工業囲 

本社（東京）】洋 隆正 （1972，城塚研） 

：中島 至 （1980，森田・菊池研） 

】児玉 実承 （1986，森田・菊池研） 

ゼネラル物産卿 

本社（東京）】若杉 厚 （1982，平田研） 
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一会員のひろば No1l巳（その1)~~ 
これは，去る5月26日予定しておりました「早桜会」への出・欠返信はがきに記された会員からのメッ 

セージをまとめたものを掲載させていただきます。 

早稲田応用化学会 関西支部（早桜会） 

会 員 近 況 
1995. 5.22

卒業年度 氏 名 近 況 

名誉教授 加藤 忠蔵 5月22日より海外出張のため，申し訳ありませんが，欠席さ 

せて頂きます。皆様によろしくお伝え下さい。 

教 授 佐藤 匡 御盛会をお祈りいたします。皆様によろしくお伝え下さい。 

教 授 平田 彰 此度の大震災にあわれた方々が大変多いとお察し申し上げま 

す。その方々に心よりお見舞い申し上げます。御盛会をお祈 

り申し上げます。 

教 授 西出 宏之 就職担当です。宜しくお問い合わせ等お願い申しあげます。 

教 授 黒田 一幸 応化会庶務理事として是非出席致したく思っておりましたが 

当口はあいにく，仙台で学会の講演を引き受けておりまして 

残念ですが欠席させて頂きます。 

教 授 平沢 泉 品析にどっぷりっかっております。環境分野への品析の適用 

化研究を始めました。 

専任講師 本間 敬之 申し訳ございませんが欠席させて頂きます。皆様のご健勝を 

お祈り申し上げております。 

昭和 6 木村 五郎 遂に満88才，ボケの進行に一段と加速度を増しっっあります。 

皆様に宜敷。 

9 水科 元安 1月11日に妻が死去，17日には震災にあい，小生は無事家屋 

は一部破損程度でした。然し家の中総ての物の整理を一人で 

ぼちぼちやっているのでまだ終わっていない状態です。 

11 竹原 廉吉 先般の震災に依る工事未了のため当分の間外出致し兼ねます 

〈脚大同電機製作所〉 ので失礼致します。 

12 平池 成一 同級者がいないので足が向きませんので失礼します。 

13 植田 忠衛 〈ご逝去されました。〉 

14 岡見 正一 今回地震で被災しました。家屋は半壊，家具類は全滅しまし 

た。身体は幸い怪我もなく元気でいます。持病の両膝関節炎 

で一寸困っています。 

15 穴山 光夫 近年老化で体調を崩し療養中で失礼させていただき度く皆様 

によろしく御盛会を祈ります。 

16 名和野龍雄 皆様の御健闘を祈ります 

18 春海 浩 地震発生から3 ケ月余り経過しました。悪夢のような2 ケ月 

でした。町の家屋の8割が倒壊し，瓦喋の取りのけ作業が未 

だに進行中。大正中頃から昭和の初めに建った家屋は殆んど 

全滅です。仮設住宅に避難している人が多くて，町の中がガ 

ラガラです。早く町に活気が戻ってほしいです。諸兄姉の上 

に幸あれと祈ります。 

18 大饗 茂 その日の直前早稲田大学で講演しております。 5月26日は未 

〈へテロアトムイ噂インステイテュート〉 だ東京におります。皆様によろしく。 
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卒業年度 氏 名 近 況 

昭和 19 越智 民雄 震災により全壊（芦屋市）。現在当地（大阪市浪速区）に避 

難居住しています。 

19 林 章 ＜平成7年2月9日にご逝去されました。＞ 

20 富里 与三 元気で過ごしておりますが，当日は義姉の命日に当たり，当 

日は上京しなければならぬので欠席します。貴会益々ご発展 

をお祈りいたします。 

21 吉田 緩〈リグナイト（閉〉 毎日が日曜日の過ごし方をおしえて下さい。 

21 小池 守得 小生只今，中小企業診断士として，中小企業の診断・指導で 

多少社会的貢献に努めています。ご盛会を祈ります。 

22 梅敷 光次 ＜平成7年2月7日にご逝去されました。＞ 

22 浜田 盛重〈大同化学工業脚〉 5月末，丁度公用あって出席できません。現在左記会社（大 

同化学工業囲）の顧問で老骨に鞭打って健康に励んでおりま 

す。次回は是非お目にかかりたく。 

23 飯田 寿祥 古い家だったので瞬時に崩壊しましたが，幸運にも無事で今 

周日宅の近くのマンションに移り住んでおります。持病があっ 

てあまり外出もせず，ぶらぶらして居ります。皆様のご健勝 

とご発展をお祈り申し上げます。 

23 藤森 一滋 昨年（H6 .7 .27）病気で死亡致しました。長い間のご交誼 

有り難うございました。お世話になりました皆々様によろしく 

お伝え下さいませ。此の度の地震で家は全壊しましたので，何 

も知らず恐怖を味わうことなく旅立っていたのが今日では救 

いとなっております。会の益々のご繁栄をお祈りいたします。 

26 川手 昭平 新学期に入って又多忙に振り回されております。卒研生，修 

〈関西大学工学部応用化学科〉 士学生の就職問題に頭を抱えております。 

26 蓮見 光雄〈自営〉 震災では小生被害軽微でした。大きな被害を受けた方にはお 

見舞い申し上げます。頑張って下さい。 

26 伊藤 陽一くアヅマ脚〉 阪神大震災で被害を受けられた会員各位に心からお見舞い申 

し上げます。小生今年一杯でリタイャする予定で目下その準 

備を進めています。 

27 岩垂 尚喜 ご自身或るいはお知り合いで被災された方もおられると思い 

ます。心からお見舞い申し上げます。私共はお陰様で被害を 

免れました。いつもご案内有り難うございます。御盛会をお 

祈りいたします。 

29 覚野 淳介〈覚野石油脚〉 いつも欠席して申し訳ありません。皆様によろしくお伝えく 

ださい。 

31 瀧根 正道 (1 カネカテクノリサーチに勤務しています。 本日は都合悪く 

〈囲カネカテクノ リサーチ〉 欠席いたします。同窓諸先輩の皆様のご健勝を祈ります。 

32 今泉 徹〈脚ニッピ〉 昨年7月に本社転勤になり東京に移転しました。大阪在勤中 

は大変お世話になりました。阪神大震災で皆様大変だったと 

思います。皆様のご健闘・ご活躍をお祈り申し上げます。 

32 島 雄〈鐘淵化学工業脚〉 申し訳ありませんが都合悪く欠席させて頂きます。 

33 田中 達也〈台糖脚〉 地震被害は食器が少々破損した程度でした。会社の工場設備 

の復旧も終わり4月1日より操業再開しました。 

37 吉田 行安〈吉田健康指導所〉 「次回は出席できるように」 と願ってます。 
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卒業年度 氏 名 近 況 

昭和 

平成 

岐阜工場長として早や3年経過しようとしております。単身 

赴任生活も10年を越えました。 

御案内ありがとうございます。昨夏広島へ転勤しました。お 

世話になりました。 

毎年お世話になります。昨年より岡山へ帰りました。 

結婚式（部下）の為出席できません。個人的には大したこと 

はありませんでしたが，まだ震災から十分回復してません。主 

旨のように皆様の元気なお声が聞こえてくる気がしています。 

当日出張のため欠席させてもらいます。娘も早大に入り母校の 

楽しさを味わっています。次年度こそ参加させてもらいます。 

震災の際はたいへんご心配頂き有り難うございました。今回 

は出席させて頂くつもりでしたが，新居浜での会議が年初か 

ら決まっており，残念ですが欠席させて頂きます。皆様によ 

ろしくお伝えくださいませ。 

この4 月に東京に転勤になりました。 

地震の為，本社地区事務所が使用不可能な状態になり，現在 

高砂製作所にて勤務して声ります。 

いつも御連絡いただきありがとうございます。御出席の皆様 

には宜しくお伝え下さい。 

自宅が全壊し，東灘区本山北町に転居致しました幸い家族全 

員無事でした。まだ自宅再建の目途は立ちませんが，ほぼ平 

常の生活を送ることができるようになりました。 

いつも出席できなくて申し訳ございません。現在は液晶の特 

許で知的所有の重要性を痛感しています。今後は特許もアメ 

リカ型へと移りつつあるのではないでしょうか。皆様のご健 

勝をお祈りいたします。 

院卒業後，就職した三洋化成工業囲から囲岩竹工務店（建設 

業・自営）に脱サラして早5年ガンバッています。 

相変わらずドタバタと多忙な毎日を送っています。7月には 

我が家に第2子が誕生する予定ですので，もう少し家族サー 

ビスできる時間を作らなければと思う今日この頃です。 

皆様お元気ですか！？此度，シンガポールへ赴任する事になり 

ました。約5 -.7年ですが，海外から日本を見つめ直す良い 

機会だと思い，頑張ってきます。 

関西を離れ，再び学生を始めました。遠く南の島（沖縄）か 

ら早桜会のご発展をお祈りしています。 

昨年秋に結婚して川西に引っ越しました。今回は研修の為， 

参加できませんが，今後ともよろしくお願い致します。 

主人の転勤により，和歌山へ引っ越しました。 

不参加続きで大変申し訳なく思っております。 

関西支部の皆様はじめまして。卒業後， 5年がたちました 

がまだ1度も出席させて頂いていません6 今年も仕事で出席 

できそうにありませんが，次の機会には出席したいと考えて 

います。その際には，宜しくお願いします。 

井上征四郎〈東レ囲〉 

窪田 信行〈興亜石油脚〉 

関谷 洋輔〈脚クラレ〉 

測上 充〈三菱製紙脚〉 

山本 俊博く鐘紡脚〉 

徳川 義治 

〈脚住化分析センター〉 

遠藤 茂 

<UBE化学分析センター〉 

吉良浩一郎〈脚神戸製鋼所〉 

飯嶋 秀樹〈旭化成工業脚〉 

川喜多卓也〈鐘紡脚〉 

篠崎 匡巳〈シャープ脚〉 

岩竹 俊彦〈閥岩竹工務店〉 

古川 直樹〈鐘淵化学工業卿〉 

松村 好章〈TDK脚> 

早田 聡宏 

〈国立琉球大学医学部〉 

麻植 淳〈松下電器産業脚〉 

寺町 由佳 

工藤 周三〈大阪ガス閣〉 

鈴木 雅雄 

〈積水化学工業囲〉 
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～会員のひろば＊~L一一×一 

“今，顧みて’' 

戦後五十年を向かえ，過去を顧みて日本高度経 

済成長の一翼を担った自負心はあるように考えて 

いる， しかしバブルもはじけ，日本経済特に産業 

界も大変な時期にあります。現在，現業で指導的 

立場におられ活躍されている方々は大変ご苦労の 

事と思いますが，どうか各々の与えられた事業・ 

業務のマクロ的な立場から将来を展望し進むべき 

方向を定め， ミクロ的にも一貫した計画を立てて， 

益々のご発展を祈る次第です。 

顧みて我々が学部に入った時は，ある者は学徒 

として軍隊より生還し，ある者は軍関係の学校よ 

り，或は軍人などの若者達多く，終戦の翌年昭和 

21年の春でした。衣食住に恵まれぬ時代でしたが， 

温かい恩師や先輩の指導で，ひたすら黙々として 

勉学に励み，且つ青春も謁歌していました。しか 

し当時の日本は連合軍占領下で，財閥の解体など 

経済・産業界は混迷し，今後どのようになるのか 

心配でした。 

日本の政治も日本国憲法の公布により，民主・ 

自由主義が台頭して，労働三法なども成立し産業 

界も混乱の続く時代でした。私は応用化学を専攻 

するのと同時に，工業経営学も学び戦勝国であっ 

た欧米，特に米国のテーラーシステムなど工業管 

理や外国工業事情などを学び，日本再建に熱血を 

持って学びました。 

卒業後は日本の遅れて必要なものを造る，平和 

に役立つ化学工業に進出すべく， 7 -8名の小さ 

（昭和24年旧工経卒業・工経13回） 

No,l巳（その2 )> < 

岡 本 三郎助 

な会社の設立し，友人と参加して大きな夢を持ち 

ながら，研究・生産に日々努力し，一時は政府通 

産省から化学応用化補助金・工業化助成金などを 

受け，人員も60名位の会社になりましたが，昭和 

29年に占領政策か中小企業に対するドッチ氏金融 

引き締めに遭い，銀行からの融資が止まり会社は 

倒産しました。当時かねがねPBレポート（ドイ 

ッ占領の化学工業技術調査報告書）などで調べて 

いた私は，中小企業に向く化学工業として『界面 

活性剤』が良いと思っていましたので，一同剤を 

造る企業的に前社と同規模程度の既設会社を探し 

て就職し，その後多角的製品の生産などと，日本 

経済の発展と共に，1000名位の会社（東証2部） 

となり，私も生産・技術・開発部門を主体に現業 

役員などで活躍し， 7~8年前に退職しました。 

会社の皆さんや取引先の方々との，出会いと指導 

鞭捷が無事現職を務めることが出来たと感謝して 

います。 

今は古希も何年か過ぎ，老いて創（はじ）める

ことを忘れない自分を持ちっづけたいと，日進月 

歩の化学関係とは全く関係ない，『写仏』 を学び 

幾っかの教室で教えながら，いろいろの方との出 

会いを大切にして，仏教関係の勉強をしています。 

終に，既に他界された諸兄の方々のご冥福をお 

祈りします。 

（投稿欄にと思って戦後五十年を回顧して，簡略 

にと思いつつ長く成りましたご容赦の程を） 
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～会員のひろば×～~~~～一NロIl巳（その3 ))-<>- < 

「雄楽会」第2回懇親会を開催 

池 田 規久雄 

丸紅囲の早稲田応用化学会々員で3年前に結成 加えて，計8名にて和やかな一時を過ごしました。 

した「雄楽会」が3年ぶりに第2回懇親会を去る 各自の在学時代のキャンパスの様子や，現況を報 

3月17日（金）に神保町のタイ料理店「ムアン・ 告しあって，時の立つのを忘れる程でした。 

タイなべ」 にて開催いたしました。 次回は何時になるか分かりませんがその時は又 

今回は幹事役を務めている小生が大阪転勤とな お知らせしたいと思います。 

るためにその歓送会を兼ねて開かれたもので在京 現在の会員数は国内14名（東京10名，その他4

メンバー10名のうち7名と浜松支店からの1名を 名），海外4 名の合計18名となっております。 

懇親会出席者 

左から 瀬川育雄（新22 吉田研），渡部芳実（新20 篠原研），加藤佑ニ（新18 宇佐美研）,池田 

規久雄（新巧 宮崎研），小松正和（新25 篠原研），隈部克郎（新25 豊倉研）井内大（新 

40修 長谷川研）, 山田昌弘（新41 城塚研） 
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一会員のひろば～＊一一～~Nal巳（その4 )> ソく< 

“テレビ取材現場” 

朝七時，会社からの電話にたたき起こされた。 

「テレビのスイッチを入れろ、 そして早く来い」 

どのチャンネルも画面いっぱいに炎が揺らめいて 

いる。社会情報部のスタッフの多くがこの電話で 

阪神大震災の苦闘へ歩みだした。1月17日だった。 

もっとも早かった，的確な情報は神戸上空のヘ 

リコプターの映像だった。発生当時は死傷者の数 

も，崩壊した建物の数も分からない。だがヘリコ 

の映像は被害の規模を数値ではなく，視覚で速報 

した。首相官邸さえもテレビが最大の情報源だっ 

たといわれている。視覚で伝える情報“テレビ’' 

の威力だ。 

おはよう！ナイスディではその日の昼までに大 

阪現地カメラマン5 クルーが取材開始，さらに東 

京からも5 クルー以上，さらに名古屋からも2 ク 

ルーが阪神地方をめざした。そして小生を含め10

人近くの人間が関西テレビに送り込まれた。飛行 

機は大阪伊丹空港に向かって飛ぶ。だが伊丹空港 

の先，どうやって神戸大阪方面に入って行けばい 

いのか誰にも分からない。機内の乗客は阪神へ急 

ぐビジネスマンでいっぱいだ。 空港におりた私た 

ちは総勢10人，カメラ機材や現地では手に入らな 

い新聞資料類を両手いっぱいに持ったままどっち 

に行けばいいのか途方に暮れた。 

マスコミの震災報道については，あらゆる批判 

がなされた。せっかくの公共電波だから，災害の 

悲惨さを伝えるよりもまず被災者の皆さんに為に 

なる情報を流せ。家族らの安否の確認，水や食料 

の位置確認，交通状況…テレビはそんなことより 

も視聴者の好奇心満足という不謹慎で世俗的なと 

ころだけを追ってきたのではないかと。 

発生当時は，県庁や市役所，県警や消防ですら 

混乱の故情報を把握しきれない状況。電話も携帯 

電話もなかなか回線がつながらない。いったい神 

戸で何が起きているのか，行ってみないと分から 

ない。タクシーで渋滞を堪え忍び瓦喋の中をつっ 

こんで行くしかない。そして撮影した映像をどう

フジテレビジョン 「タイム3」・「タイムアングル」・ 

「おはよう！ナイスディ」取材担当。 ディレクター 

（平成四年応用化学科卒・新42回） 

山 口 誠一郎 

やって局に持ち込むのか。24時間地震放送をする 

だけの映像を中継車で電送しようにも回線数に限 

界がある。一般に民放局の場合，衛星回線が2つ， 

山の上にあるテレビ塔に中継車から電波を当てる 

地上波も数本。 ヘリコプターからの中継電波もテ 

レビ塔を経由して放送局に送られているのである。 

生中継の合間をぬって，神戸市内に入れた中継車 

からVTR素材を電送するのには限界がある。電 

送できなかったVTRを， その日の内にオートバ 

イを使って伊丹まで運び東京行きの飛行機に乗せ 

る作業が毎日続くこととなった。 

第1週目，やっとの思いでタクシーを捕まえ関 

西テレビに着いた小生には仕事がいっぱい待って 

いた。東京との連絡，カメラマンの配置，中継車 

やヘリによる生中継の手配，アナウンサーの仕込 

み， タクシーやオートバイの配車，果ては弁当や 

宿の手配までやった。朝はおはよう！ナイスディ 

枠の内，関西テレビ出しの放送分を送出。午前10

時，放送が終われば，その日の取材状況のチェッ 

ク。回線満杯の携帯電話を使い、ナイスディの取 

材班10班の現在位置をつかむだけで2, 3時間は 

かかる。位置を確認後，すでに出発しているオー 

トバイに現地へ向かわせ素材回収をする。すべて 

の素材を大阪で編集する余裕はなく，素材を何と 

かして羽田行き最終便に間に合わせないといけな 

い。眠ることのできない夜が何日も続いた。 

第2週目，小生はカメラマンを連れて現場に入っ 

た。 ふつうテレビカメラは現地でもっともインパ 

クトのあるものを撮影し編集され放送している。 

だがこの現場は私のテレビ取材常識を越えた。右 

を見ても左を見ても激しい惨状の現場は，何を撮 

影してもすべてが驚きの映像となる。住宅地全体 

が瓦喋の山，オフィス街はどのビルも傾き倒壊し， 

食べ物もトイレもない避難所には人があふれ，市 

民はみな肉親の安否を尋ね歩く。ふと我に返った 

とき涙が出そうになる。だがその涙を映像にする 

のが自分の仕事。殺気だっている避難所で「おま 

えらなんかに人の涙なんか本当に理解できるんか 

い？」 と言われたとき，それはそれはつらかった。 

第3週目，ねらいを持って取材に行くことにな 
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る。ある家族にスポットを当てる。地震発生の2

日後被災地の避難所で誕生日を迎え，温かいご飯 

を食べたい，お風呂に入りたいと訴えた小学6年 

の女の子の話だ。地震発生から10日も経つとただ 

現場の惨状を見たまま取材放送するわけには行か 

なくなる。 それぞれの人の思いを伝えるべく，被 

災した人個々の事情に入り込んで被災者の思いを 

伝えなければならない。 「被災者の思い」 と言え 

ば聞こえはいいが，それはすなわち被災者のプラ 

イバシーに入り込むわけで， この仕事も大変つら 

い。ただでさえ不便で不安な暮らしを余儀なくさ 

れているひとつの家族に，東京からきた我々取材 

班が入り込み丸一日密着する。ふつうどんな人で 

も 「勘弁してくれ，取材なんかにつきあっている 

余裕なんかないんだ」 というものだ。私はいつも 

こう口説く。「あなたにとって大変迷惑であるこ 

とはよく分かります。だがあなたの言葉が表情が， 

全国の人々の心に被災者の気持ちを訴えるんです。 

テレビ局の人間がマイクを持ってリポートをしゃ 

べってもあなた方の気持ちを伝えることはできな 

い。あなただからできるんです。」 

取材の合い間に東海林のり子元リポーターと・・一。 

そっとしておいて上げればいいのにとよく言わ 

れる。私だってそう思う。自分は被災していない 

のだから彼らの気持ちなんてわかりっこない。 

「あなただから語れる」 とはく自分の口先に疑問 

を感じることもある。でもこの言葉を信じるのが 

仕事だ。伝えるのがマスコミの役目だと信じる。 

なるべくご迷惑になることの少ないように努めつ 

つある母子に密着取材をしたつもりだ。それでも 

思うに地元の人に迷惑をかけたに違いない。ニユー 

ス取材はやればやるだけ人にいやな思いをさせる 

ことが多々ある。だがそんなニュースにこそみん 

なに分かってもらわなければならない要素を含ん 

でいる。そう私は信じている。皆さんはどう思う 

だろうか。 

今年はあまりに事件災害が多い。普段ならワイ 

ドショーは事件や動物もの，芸能スキャンダルな 

どを扱っているところだろう。小生も去年までは 

「美智子さま，雅子さま」担当だった。ワイドショー 

はニュース番組に比べ，視聴者の興味本位の項目 

を扱っている。スポーッ誌や女性誌に扱われてい 

る内容と大変似ている。興味本位であるところに 

嫌悪感を感じている人がかなりいるんだろうなと 

思う。確かに以前は「人の葬式につっこんで，こ 

れぞワイドショー」 と思わざるを得ない時代があっ 

た。 

近年，プライバシー保護が盛んに言われるよう 

になり少なくともワイドショーネタの信憲性は格 

段に高くなった。誤報やとばし記事はそくプライ 

バシー侵害につながるからだ。芸能ネタの場合い 

ろいろな芸能界裏事情が存在するようで見ている 

人には裏事情のはっきり分からないことが多い分 

だけ信悪性に欠けるようにみえるだろう。だがこ 

と，今年のビッグニュースである地震災害、地下 

鉄サリン事件の扱い方は普段以上にデリケートだ。 

ニュースを見せる上での演出には凝っても，その 

ニュースソースがとばし記事にはならないよう普 

段に増して十分に信憲性を確認する。 

そして信憲性をはっきり見せるために必要なの 

が当事者インタビューだ。人はテレビの前ではな 

かなかしゃべってくれない。だがドキュメンタリー 

を作る上では絶対に欠かせないものだ。真理を語 

るにはこれが欠かせないのだ。 

ワイドショーは事件事故リポートと涙や笑いの 

ドキュメンタリーの寄せあわせ。 今や，ェンター 

テイメント情報，芸能スキャンダルから政治，福 

祉ネタまで，ニュースとは違った人々，主に女性 

層の興味関心から切り込んだニュースショーとなっ 

た。ワイドショーは30年以上の歴史を経た。初期 

のスタジオトークショー時代， ニュースフイルム 

が登場し事件を伝え始めた時代， ハンディのVT

Rカメラが登場し現場にリポーターが入り始めた 

時代，そして人工衛星を使ってどんな僻地遠隔地 

でも生中継ができるようになった今の時代。テレ 

ビの進歩とともにワイドショーも常に激しい変貌 

を遂げ続けている。時代は変わり，世相が変わり， 

興味が変わり，ニュースも変わりワイドショーも 

変わる。 

自分もテレビとともに変わっていくのだろうか。 

私はまだ職歴3年，テレビの仕事を始めたばかり 

である。 
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山本明夫教授 紫綬褒賞授賞 

山本明夫教授が平成7年春の叙勲において紫綬褒賞を授賞されました。山本教授の専門分野は有機金 

属化学であり，長年にわたる有機遷移金属錯体に関する研究（窒素錯体の合成，ダブルカルボニル化反 

応の開発等）が，日本及び世界の化学の発展に重要な貢献をはたしたことが認められ今回の受賞となり 

ました。山本教授は現在日本化学会の会長として，日本の化学の新たなる展開に全力を尽くされていま 

す。今回の受賞を心からお祝い申し上げるとともに，今後のさらなるご活躍を期待致します。 

文責：平沢 泉（応化教授） 

金森敏幸博士（新33) 1995年度日本膜学会研究奨励賞受賞 

金森敏幸博士（現在通商産業省工業技術院物質工学工業技術研究所主任研究官）が，日本膜学会第17
年会において，研究奨励賞を受賞しました。本賞は満40才未満であって，膜学研究において卓抜な業績 

を上げ，受賞対象となる研究が学術論文誌に掲載された日本膜学会会員に与えられるものです。タイト 
ルは「1本の中空糸膜の膜内部および周囲の物質移動現象測定法の開発およびそれを用いた血液透析膜 

の溶質透過性の検討ならびに層流物質移動に関する基礎的検討」で，同博士の博士課程における研究で 

す。同博士は光ファイバーを用いて，中空糸型透析膜における溶質拡散速度を測定する方法を改良し， 

また該法を用いて中空糸の周囲の流動状態と溶質拡散速度の関係を明らかにしました。同博Lの受賞を 

心からお祝い申し上げるとともに，同門であることを大いに誇りに感じます。 

原本浩隆君（新44）化学工学会第27回秋季大会若手の会ポスターセッション特別賞受賞 

原本浩隆君（応用化学科修士課程2年生：酒井研究室）が，化学工学会第27回秋季大会若手の会ポス 

ターセッション特別賞を受賞しました。本賞は化学工学会東海支部の企画，「私の卒業研究」（卒論・修 
論を中心とした研究発表） と題したポスターセソションで，ポスターの質および研究内容に優れた若手 

研究者に与えられる賞です。 演題は「パーフルオロオクチルブロマイドを用いた人工鯛」 で，酸素溶解 

度の高い液体とガス透過膜を用いて，海水から酸素を効率よく回収する画期的な技術の発表です。同君 

の受賞を心からお祝いするとともに，今後の更なる活躍を期待します。 

金子祐三君（新43）第5回池谷力ンファレンスTriangle Research Collaboration Aw日rd受賞 

金子裕三君（応用化学科博士課程1年生 酒井研究室）が第5回池谷カンファレンスTriangle Rese
arch Collaboration Awardを受賞しました。本賞は生体工学分野における人工材料の発展に寄与した 

研究を行った若手の研究者に与えられる賞です。演題は「Temperature Responsive Swelling-Deswellー 
ing Kinetics of Poly (N-isopropylacrylamide) Grafted Hydrogels」 です。体温変化に対応した薬 

物放出の自律制御を目的として，新しいネットワーク構造を有するゲルを作製し，新規なゲル動態機能 

を得ることに成功しました。この研究内容はイギリスの科学雑誌Nature (Vol. 374, 240-242, 1995）に 

掲載されました。同君の受賞を心からお祝いするとともに，今後の更なる発展に期待します。 

青柳里果君（新45）米国人工内臓学会（ASAIO) Fellowship Award受賞 

青柳里果君（応用化学科修士課程1年生：酒井研究室）が，米国人工内臓学会（ASAJ0 ）第41回年 
会でASAJO Fellowship Awardを受賞しました。本賞は人上臓器に関する優れた研究を行った若手研 

究者に与えられる賞で，本学在学生の受賞は初めてです。演題は 「Development of A Novel Endoto
xin Sensor with Intermittent Injection of Limulus Reagent for Continuous Monitoring of Dialy
sate Fluid」で，透析液中の発熱誘因物質を信頼性高くモニタリングする新しいセンサー技術の発表で 

す。タイムリーな研究で，口頭発表でも聴衆から大きな評価を得ました。同君の受賞を心からお祝いす 

るとともに，今後の更なる活躍を願ってやみません。 以h，文責：吉見靖男（新40）応化助手 
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高齢にて思うように外出できませんので，会報がたの 

しみです。ご一同様，健康第一に…。 

宍倉 幸ー 有志会員 

私の卒業（昭4）クラスも竹内君と2人のみで，他の 

諸君は他界してしまいました。私が最若年ですが88歳に 

なり，糖尿病でしばらく入院して恢復しましたが目下静 

養中といったところです。散歩を少し宛しています。 

秋山 桂一（昭和4年卒・旧9回） 

昨年，多くの方々から「米寿」のお祝いをして頂き， 

感謝しております。 神原 周（昭和5年卒（旧10回） 

1月17日の阪神大震災で小生ギックリ腰で就床中，又 

家内は骨折で昨年11月より入院・・・で，随分と厳しい「米 

寿」のプレゼントでした。しかし被害は軽微で現在家内 

は退院，小生も快癒，元気を出して頑張っています。 

木村 五郎（昭和6年卒・旧11回） 

毎回会報をお送り下さり，読む度に往時の学生時代を 中岡 敏雄（昭和12年・旧17回） 

思い出し懐かしく存じます。 クラスメートも大部減り淋 

しい思いです。幸い私は元気で日々を送っております。 7種類の薬を服用，常時酸素吸入をして生かされてお 

皆さんのご健勝を祈っております。 ります。いさ、かウンザリ感。総会にご出席の皆様のご 

河野 和夫（昭和7年卒・旧12回） 健勝を祈ります。 春日井佐太郎（昭和13年卒・旧18回） 

吉田 忠（昭和10年卒・旧15回） 

昭和11年度卒業生は「一々会」 として年1回5月には 

旅行をいたしておりますが，今年は箱根湯本で会合を催 

しますので残念ながら日・時が重なり総会・懇親会を欠 

席…。応用化学会の益々のご発展を祈ります。 

芦野 泉（昭和11年・旧16回） 

同年卒業者28名，現在9名生残り。戦後毎年5月にク 

ラス会連綿として50回を越えんとしています。今年は箱 

根・河鹿苑に参集，亡き夫を偲び参集される夫人を合せ 

何人の会になりますか，限りなく楽しみにしております。 

米津 新松（昭和11年卒・旧16回） 

ヘイワオートサービス囲 取締役 

相憎学会にて当日「総会」 は大阪へ参り残念乍ら欠席 

で親しい方々にお目にか、れず残念です。私共の17回生 

も今では少くなりましたが，八十路に達すれば致し方な 

し。若い方々のご活躍を祈り，科学の進歩を見守ります。 

中岡 敏雄（昭和12年・旧17回） 

小生，今年で86歳。まだ生きております。 目下，身体不調にて弱っております。80歳を越えて体 

鹿島 次郎（昭和8年卒・旧13回） のアチコチに欠陥を生じてしまい，一層体調に気をつけ 

早稲田大学名誉教授 たいと思います。皆様のご健康を祈ります。 

入江 卓（昭和14年卒・旧19回） 

下記理論，応用教えて下さい・・、 

オプト・バイオリアクターによる生物括向型生産シ 

テム。 青木愉次郎（昭和9年卒・旧14回） 

青木化学研究所所長 

今年の総会も出席できず残念です。体力は年々減退し 

ますので無理はできなくなりましたが，来年は是非出席 

できるようにいたします。 なるべく重くならないように 

心がけてみます…。 堀米 耕平（昭和10年卒・旧15回） 

教室及び同窓諸兄の増々のご発展誠に嬉しく存じてお 

ります。小生，老化愈々進行，何かと不自由ですが，何 

とか無事に消光しております。 

老齢となり咽喉部に頑強なポリープ発生，毎日を悪戦 

苦闘しております。当分は如何なる会合にも参加できな 

い・・‘。ご寛恕を請う次第です。不悪。 

…つぎつぎに過ぎにしひとを思うさえ 

はるけくなりぬ我のよわいは・・・ 

大島 舜（昭和14年卒・旧19回） 

ご案内を頂きお礼申し上げます。最近両足・膝関節が 

老化して歩行が少なからず困難となり，今回の総会は欠 

席いたします。応用化学会のご発展をお祈りします。 

岡見 正ー（昭和14年卒・旧19回） 
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少々何事も苦労を覚える年並になったものだとおもい 

ます。 橋爪 惟公（昭和14年卒・旧19回） 

最近体調が優れず専ら自宅で静養しております。80歳 

近くなるのだから止むを得ない事とあきらめております 

が，とにかく無理がきかず残念です。 

原田 俊ー（昭和14年卒・旧19回） 

10年前より 「超越眼想」， 5年前より 「ェニアグラム」 

の勉強を始め， 4年前より 「元極学気功」 と三種類の学 

問を勉強しています。目的は私の心を存在（形而上哲学 

での存在）と同じレベルに浄化できるか？との勉強で， 

多分死ぬまで続くと思っています。とても楽しいことで， 

「日々是好日」の至福の毎日です。 

小阪直太郎（昭和15年卒・旧20回） 

小生，本年10月満の傘寿を迎えます。座右の銘として 

次の句を日々味わっています。 

「心身秩序在気功 生命幹在生甲斐」 

板倉 昇（昭和15年卒・旧20回） 

東日卿 非常勤取締役 

応化の皆様お元気ですか。1月17日A. M5:46どんど 

んと上下のゆさぶりに目を醒まされ，暗がりの中で隣の 

妻を起こして玄関へ，生まれて初めて体験したM・G7. 2。 

町内の8割の家屋倒壊。近くだけでも11人の方々が下敷 

きとなって死去されました。私たちは無事でした。皆様 

のご健康を祈ります。 

春海 浩（昭和18年卒・旧24回） 

退職後すでに巧年になり，当時と世の中はずいぶん変 

りました。お蔭様で元気に過ごしております。 

鈴木 康夫（昭和20年卒・旧26回） 

阪神大震災に遭遇，はかり知れない思いを重ねました。 

西 創平（昭和20年卒・旧26回） 

'91年から趣味で始めた油画が出品すると必ず受賞す 

るか入選するようになり，やっと描くものに自信を持て 

るようになりました。 

西山 尚男（昭和21年卒・旧27回） 

東日卿 非常勤取締役 神戸異人館のガードマンとして6年9 ケ月働かさせて 

頂きました。1月の地震被害で全員退職。現在は伊丹の 

病人の世話をしたり，日常生活の雑用が多くて，毎日 警備会社のガードマンとして働かさせて頂いています。 

忙しく暮らしております。 金谷 謙介（昭和22年卒・旧28回） 

小野 隆（昭和16年卒・旧21回） 

新宿区シルバー人材センター理事はもう10年やってい 

ます。近くの新宿区障害者福祉センターには1日おきに 

16-'20時まで手伝いに行き益々元気。皆さんに宜しくお 

伝え下さい。 竹内 孝（昭和16年卒・旧21回） 

新宿シルバー人材センター理事 

前立腺手術の後遺症に悩まされ歩行不自由で，階段の 

昇降等介添を必要とします…。 

荒川 友充（昭和16年卒・旧22回） 

毎年業会の定時総会の日と合致し，応化の総会へ出席 

できず残念！。皆様の益々のご発展をお祈りいたします。 

橋本彦太郎（昭和22年卒・旧28回） 

橋本彦太郎事務所 自営 

阪神大震災に遭遇…，マンションに引越しましたが， 

直下型地震とは怖いものです。 

飯田 寿祥（昭和23年卒・旧29回） 

荒川 友充（昭和16年卒・旧22回） 有料老人ホーム「神戸ゆうゆうの里」の生活も，約4

年半経ちました。幸い大地震にも被害軽微でした。Celita

胆石摘出手術のため昨年入院，現在平常生活に慣らす （けいそう土）の市場調査などで，元の勤務先，Celita

ため静養中，順次調子良好に向かっています。 Corp.（元Marville) を手伝っています。 

太田 隆治（昭和17年卒・旧23回） 川口 史郎（昭和24年卒・旧30回） 

近況に代りて，俳句を。 

ビル越えて 失撃に流る 暮の釜 （H7, 3
めぐ き さくらなみみず かぜ む 

廻り来た 桜並湖 風も和ぎ （H7, 4, 3

舜いかかる愛発災 昆L 我 

H7, 3 2 飯田橋） 

4, 3 飯田橋 

ボート測） 

(H7, 4, 6 神楽坂） 

斉藤 実（昭和17年卒・旧23回） 

昨年末12月23日同期・三橋弘君急逝。藤本・田中・三 

橋と去られて，6研鈴木晴男先生の旧32回生は小生のみ 

となった…。悪者だけが残されている感あり。 

安達健次郎（昭和26年卒・旧32回） 

コンサルタント 

外国文献抄録や校閲の仕事を続けております。 

阿久津兼三（昭和18年卒・旧24回） （今回はスペースがなく申し訳ございませんが次号（11

月号）とさせていただきます。） 
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平成7年度定期総会 

平成7年5月19日（金） 

於：リーガロイヤルホテル早稲田 

（サファイアルーム） 

出席者 68名（予定82名） 

定期総会（午後5 】00- 5 】30) 

開 会 司会 黒田庶務理事 

会長挨拶 会長 小林橿次郎 

議案審議 

(1）平成6年度事業報告の件（黒田庶務理事） 

(2）平成6年度決算承認の件（西出会計理事） 

監査報告】小坂直太郎・兼松貞雄両監事 

(3） 平成7年度事業計画並びに予算困承認の件 

以上，審議の結果，満場一致で承認可決した。 

閉会の辞 会長 小林檀次郎 

定 期 総 会（前述のとおり） 

役 員 会 

（平成7年度第1回役員会） 

日 時 平成7年5月19日岡 

会 場 リーガロイヤルホテル早稲田 

（エメラルドルーム） 

出席者 23名 

議 案 1．平成6年度事業報告 

1）庶務関係 

講演会（午後5 】30- 6 】30) 

（司会）黒田庶務理事 

講師】平林浩介氏（昭和35年卒・新10回） 

大日本印刷欄ミクロ製品事業部 

常務取締役 

演題】印刷先端技術によるエレクトロニクス関 

連部品ー超高精細製品一について 

懇親会（午後6 】30- 8 】30) 

於】同所 （ダイアモンドルーム） 

（司会）黒田庶務理事 

挨拶 副会長 百目 

学内近況報告 ノノ （学科 

乾杯 名誉会員 岩 

団業 

校歌斉唱 

閉会の辞 副会長 柳洋 

会 務 報 告 

副会長 百目鬼 清 

ノノ （学科主任）酒井清孝 

名誉会員 岩城謙太郎 

一旦 

2）会計関係（承認・監査報告） 

3）編集関係 

2．平成7年度事業計画並びに予算案承 

認の件 

1）庶務関係 

2）会計関係 

3）編集関係 

3．総会の承認諮問に関する件 

4．その他（報告事項） 
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（平成6年度） 会 計 報 告
賃 借 対 照 表 

（平成7年3月31日現在） 

借 方 貸 方 
摘 要 金 額 摘 要 金 額 

現 金 73,977円 運 営 資 金 7,670,000円 
郵 便 振 替 724,952 基 金 1,890,000
銀 行普通預金 265,764 名簿刊行積立金 1,050,000
銀 行普通預金 412,514 前納会費預り金 3,663,475
貸 付 信 託 700,000 所得税預り金 23,070
銀 行定期預金 13,737,786 次 期 繰 越 金 1,618,448

15,914,993 15,914,993

収 支 決 算 表 
（自平成6年4月1日 至平成7年3月31日） 

収 入 支 出 
摘 要 金 額 摘 要 金 額 

前 期 繰 越 金 
正・有志会員会費 
学生会員会費 
寄 付 金 
利 息 
広 告 代 
雑 収 入 
運営資金取崩 

3,502,800円 
7,805,500
1,061,000

76,000
187,586

2,260,000
1,742,779

0

生
査
 

会
絡
 

会
集
学
調
集
支
用
事
雑
繰
 

費
費
費
費
費
費
費
費
費
金
 

報
会
部
連
金
部
品
務
 

越
 

9,045,805円 
761,657
105,539
43,310

289,200
100,618

57,005
4,610,612

3,471
1,618,448

16,635,665 16,635,665

平成7 年度予算 

収 入 支 出 
摘 要 金 額 6年度実績 摘 要 金 額 6年度実績 

前 期 繰 越 金 1,618,448円 3,502,800円 

生
査
 

会
絡
 

会
名
集
学
調
集
支
用
事
雑
予
 

費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
 

報
簿
会
部
連
金
部
品
務
 

備
 

4,900,000円 4,890,445円 
正・有志会員会費 8,100,000 7,805,500 0 4,155,360
学生会員会費 1,050,000 1,061,000 750,000 761,657
寄 付 金 
利 息 

0
180,000

76,000
187,586

450,000
40,000

105,539
43,310

広 告 代 
雑 収 入 

0
850,000

2,260,000
1,742,779

150,000
100,000

289,200
100,618

運営資金取崩 0 0 60,000 57,005
4,700,000 4,610,612
10,000 3,471
638,448 1,618,448

11,798,448 16,635,665 11,798,448 16,635,665

ご 逝 去 （事務局へご通告があったもの） 

三橋 弘殿（旧制32回）平成6年12月23日 

中山総一郎殿（旧制19回）平成7年1月13日 

梅敷 光次殿（旧制28回）平成7月2月7日 

野村 尭殿（工経2回）平成7年1月25日 

武田 貞栄殿（旧制15回）平成7年3月13日 

児島 正徳殿（旧制19回）平成7年4月3日 

昭二殿（旧制32回）平成2年頃 

千尋殿（工経5回）平成6年8月23日 

侃殿（旧制21回）平成6年9月25日 

一郎殿（旧制25回）平成6年10月20日 

芳之殿（新制2回）平成6年11月24日 

邦夫殿（新制16回）平成6年12月4日 

中
 
原
 

田
 
切
 
田
 

田
 
藤
 
南

増

押

村
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編 集 後 記 

1月の阪神大震災，一連のオーム教事件，急激 の政策に裏付けられた自信もあるのでしょうが・ 

な超円高など，国の内外で日本のセキュリティに 目的意識がしっかりしており，物おじせず議論に 

かかわる大きな変動を経験している。これが 近 加わるのはまぶしい位です。地域の勢いを感じま 

感じる素直な印象です。この真因に対する考察が す。アジアに限らず，これからは「たくましい技 

できる立場にはありませんが応分の責任を果たさ 術者」が求められている時代といえましょう。視 

ねばならない事は確かです。 野と経験の広さ，柔軟性の維持が切り口のーつと 

欧米を中心とした経済の先行きに不透明感があ 考えています。 

る一方，アジア経済は元気一杯です。日本企業の 本号では17名の新博士誕生の紹介があります。 

アジアシフトは大きな潮流になっています。私事 これだけの数は記憶にありません。理工学離れが 

で恐縮ですが，ここ2年間の海外出張の割合はア いわれる中，着実な研鎖を積んでいる応化会の皆 

ジア】米国：欧州が6:3:1となりました。アジ 様の成果の一端が現れているものと敬意を表しま 

アシフトの卑近な一例です。 す。「会員の広場」 にも4件の記事を頂きました。 

アジア出張で特に印象深いのは若い技術者が伸 このフォラムもぜひ引続き有効にご利用頂きます 

び伸びと力を発揮していることです。各国／地域 よう。 （大林 秀仁） 

役員 

（会長） 

小 林 檀次郎 

（副会長） 
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