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巻 頭 言 

会長就任にあたって 

棚 橋 純 一 

さる5月14日に開催されました平成10年度定期総会において，この度早稲田大学応用化学会の会長を 

拝命し，誠に身にあまる光栄と存じております。定期総会に引き続いて応用化学科創立80周年及び応用 

化学会創立75周年の記念式典が開催されました。会長就任直後の式典ではありましたが，皆様方のご協 

力で滞りなく終了することができましたこと，厚くお礼申し上げます。 

さて，会長就任の巻頭言で私がいきなり 「工学教育」 について触れさせていただくのは，日頃企業経 

営者という立場から，今一番必要なことは若手技術者の「工学教育」であるという感じを強く持ってい 

るからです。最近では，様々な産業分野で世界トップクラスと言っても差し支えないような最先端の技 

術が見うけられるようになりました。ところがそれらの分野で今一番問題になっているものがあります。 

それが「工学教育」 についてです。 

ここで言う 「工学教育」 とは，若手の技術者が，製造現場で直面する実際の諸問題を解決するための 

手順を示す教育のことです。大学などで行っている基礎研究と企業の研究所で行っている応用研究の間 

を結ぶためのフレームワークを学ぶものと考えるのが良いでしょう。たとえば，装置設計理論のように 

直接的な成果を得ることも可能です。また，将来解決すべき問題のための基礎研究を提案することも可 

能でしょう。更に，実際の企業化の事例を学ぶケーススタディを取り入れることなどもそのーつでしょ 

う。成功した事例を学ぶことはオリジナリティを分析することでもあり，重要なことであると考えてい 

ますが，失敗した事例からも多くのことを学び取れるでしょう。 

技術系大学における教育と共通する点も多くありますが，いわゆる 「教育」（理想的な教育）と微妙 

に異なると思っています。「教育」 とは，教育する側と受ける側でのキャッチボールの中で， お互いに 

切瑳琢磨することではないでしょうか。従って「教育」 の到達目標ははっきりとは定まっておらず，無 

限の発展を前提としています。 ここでいう 「工学教育」 は，理想の教育とは異なりますが，十分にその 

効果も成果も期待できると考えています。 

最近の停滞する経済を打破するためにも，新しいものを創造するために必要不可欠なものとして， 

「工学教育」 に基づく社員のスキルの向上は，我々企業の側から大学に望むところです。今， 日本の 

「工学教育」の転換期がきているような気がしてなりません。 

早稲田応用化学会の会員数は実に延べ6,000人を超え，化学のみならずあらゆる分野で活躍されてい 

るのは皆さんご承知だと思います。これら多数の卒業生は上で述べた 「工学教育」 にとってまさにかけ 

がいのない話題を提供していただけるのではないでしょうか。応用化学科の現在また将来にとっても大 

きな財産でしょう。21世紀に向い応用化学科と応用化学会が従来以ヒにお互いに良きパートナーとして 

益々発展いたしますように， これからも皆様方からの一層のご支援をお願いいたします。 

日本化学工業脚 取締役社長，日本無機薬品協会 副会長，（昭和46年応用化学科卒・新制21回） 

~ノ…~一…~~~~ ~~一．一／ー~ノー」ーノ~~ 
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学科創立80 周年並びに学会75周年記念行事 

平成10年5月14日（木），応用化学科創立80周 

年並びに応用化学会75周年の記念行事が，日本工 

業倶楽部大会場において盛大に挙行されました。 

本来は前9年が該当期でありましたが，この年 

は理工学部創立記念行事（10月10日）が開催され， 

これを考慮し，翌年平成10年度総会をかねて挙行 

となった訳であります。…期様なる行事を5年毎 

に開催するということは， ピッチの早そうな昨今 

の意識感覚から考えれば， もう5年経つのか？ち 

と早いのでは・・・10年毎では如何がなものかなとい 

う懸念もいたしましたが，はやり5年毎に催した 

方が結論的には同窓相互の紳の面においても至極 

＋になるということで，当記念会の盛大であった 

ことが何より立証されるところであり，会場内は 

150名余（正・100名余，学・25名余，外部10名余） 

の皆様で埋まりました。 

式典には，黒田庶務理事が司会のもと，小松原 

理事，応科・逢坂主任教授，棚橋会長の式辞等が 

行われたのち，今回の功労者表彰は元会長・小林 

檀次郎氏（新1)，伊藤右橘氏（新6）両名の授 

彰が行われました。 

来賓祝辞には，宇佐美理工学部長より挨拶があ 

りました。同氏は本会理事でもあり，引続き学部 

長職の任務を歴任して居られ，応化会員一同もこ 

の栄誉の一端を少なからず誇りとさせていただい 

ておりますが，何時も一変ない懇切深く惜しみな 

い祝福の言葉をいただきました。 

続いて記念講演会は，( コーセー・代表取締役 

会長・小林檀次郎氏，日経ェレクトロニクス副編 

集長・仲森智博氏（新34）の両氏に講師を務めて 

いただきました。両氏共一見対象的な講演であり 

ましたが焦点はやはり 「化学」 の粋域に辿りつく 

に外ならないものと痛感・認識・勉強・・・と程よい 

教訓を修得したものと思うところであります。 

さて，この後会場を2Fへ移行，祝賀懇親会が 

催されました。多忙を割いてご出席いただいた工 

研・大附委員長，機研・大泊所長，化学科・松本 

主任教授，慶慮・応化柘植主任教授，その他の方々。 

和気藷々の祝辞をいただき，応化内では会員代表 

で加藤忠蔵名誉教授の挨拶，そして，元総長・村 

井資長名誉教授の挨拶・乾杯で団楽のひとときを 

満喫いたしました。 

100余名の出席で会場は溢れ賑々しく笑顔の顔， 

顔，顔で埋まり，出会いのある毎に永遠に続いて 

いくことを約束しあいながら一層深い親睦の場を 

つくりあげることができました。 

以上の如く祝宴たけなわ盛会裡を極め，校歌の 

斉唱は定判の如く展開され，長谷川副会長の結び 

の挨拶がなされ午後8時散会となりました。 

式 次 第 

⑥記念式典】午後4 時15分～5時 

1．開会の辞 

司会 黒田一幸 

応用化学会 理事 小松原道彦 

2．学科創立80周年並びに学会75周年を記念して 

応用化学会 会長 棚橋純一 

3．功労者表彰 

小林橿次郎 殿 

伊藤 右橘 殿 

4．来賓祝辞 

早稲田大学理工学部長 宇佐美昭次 

5．応用化学科教室挨拶 

応用化学科 主任 逢坂哲弼 

6．閉会の辞 応用化学科 黒田一幸 

⑥記念講演会】午後5時～6時15分 

講師】小林檀次郎氏（( コーセー代表取締役会長） 

演題】化学工業の中の化粧品 

～科学技術の細分化と融合化の時代～ 

講師】仲森智博氏（日経ェレクトロニクス副編集長） 

演題】仮・コネクテッドフォーム 「21世紀に 

むけた家庭の情報化とニュービジネス」 

⑥祝賀会】午後6時30分～8時 

司会 黒田 一幸 

1．祝賀の挨拶 応用化学会副会長 長谷川吉弘 

2．来賓祝辞 拓殖慶慮義塾大学応化主任教授 

3．会員代表挨拶 加藤名誉教授 

4．乾杯 村井元総長 

5．校歌斉唱，ェール 

6．結びの挨拶 理事 小松原道彦 

エーノレ 
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式 辞 
会 長 棚 橋 純 一 

学科創立80 周年並びに 
学会創立75周年を記念して 

ただいまご紹介に預りました応用化学会の会長を仰せつかっている棚 

橋でございます。この式典に先立ちます応用化学会の総会で会長に選出 

されたばかりでございまして，いきなりこのような式典の挨拶をしろと 

いうことでいささか緊張しております。 

本日は応用化学科創立80周年，応用化学会創立75周年の式典のご案内 

申し上げたところ，ご来賓の宇佐美理工学部長はじめ皆様方には大変ご 

多忙の中，このように大勢お集まりいただきありがとうございました。 

応用化学科の創設は大正6年，1917年の9月，また一方，応用化学会 

は大正12年，1923年の5月に設立されております。厳密に申しますと応 

用化学科は創立されて80年と8 ケ月，応用化学会が丁度創立されて75年と言うことになります。この二つは約6年の 

隔たりがありますが，何時の頃からかこの両者は5年隔たりで一緒にお祝いすることになっておりまして，今回もそ 

の前例に倣い今日の式典の運びとなりました。（但し，通常総会と同時開催は，はじめて…） 

私は入学いたしましたのが昭和42年でございますから， 丁度応用化学科創立50周年の年でございます。確か私の入 

学する前年度に理工学部が現在の新大久保校舎に移転したばかりであり，校舎建物がコンクリートの壁面も真新しい 

色をしていたのを鮮明に思い出します。今ほど校舎も建て込んでおらず，明治通り沿いには広場があった記憶がござ 

います。 

しかも私の通っていた当時は，1970年安保反対闘争の真っ盛りでございまして，学生側のストライキ，学校側のロソ 

クアウトを含め，我々と同時代の学生はあまり勉強していないのではとご心配されるむきもあろうかと思われますが， 

我々は与えられた短い時間を極力有効に使い，効率的に勉強させていただきました。 

また，当時総長であられた，応用化学科ご出身の村井先生が，荒れ狂う学生を相手に終始毅然とした態度をお崩し 

にならなかったことに強い感銘を受けたのを今でもまざまざと思い出します。 

先ほどお話したように，校舎一つをとりましても，同じ応用化学科の出身でも，皆さん方がそれぞれに持っておら 

れるイメージはその時代時代によって変わってくると思います。同じように化学の分野につきましても，その範囲は 

どんどん広がりを見せ，未来技術の開発に不可欠な新素材の開発，バイォテクノロジー，更には環境保全の技術へと 

ますますの発展を見せている訳でございます。従って，応用化学科の内容につきましても随分時代を反映して変わっ 

てきているのではと思います。 

しかも早稲田の応用化学の研究の成果の多くは国内のみならず，広く海外へもその名声が知れ亘たるところとなっ 

ております。まさにグローバル化を実践している様子が我々にも知らされてまいります。学内の皆様の積極的な海外 

の学会への投稿， シンポジウムへの参加のみならず，かなりの数の卒業生が海外でご活躍されております。つい最近 

の一例を申し上げると，現在応用化学科の主任をしておられる逢坂教授の「Co-Ni-Fe系の高磁性材料」の研究成果 

がイギリスの 「NATURE」 誌に掲載されました。まさに早稲田大学の応用化学科の面目躍如と言ったところだと思 

います。 

現在日本経済は先行きの見通しがはなはだ不明瞭な，簡単に言ってしまえば，不況の真っ只中にあると思います。 

この不況脱出のーつの要因として，科学技術の向上による新製品の開発が挙げられると思います。その意味でも応用 

化学の成すべきことはまだまだ無尽蔵にあるとともに，その研究成果に大きな期待が掛けられると言っても過言では 
ないと思います。 

早稲田大学理工学部応用化学科の卒業生は実に延べ6,000人を超え，化学のみならずあらゆる分野に亙って活躍さ 

れております。これら多数の卒業生の力は早稲田大学応用化学科の大きな財産だと思います。新しい21世紀に向かい 

応用化学科と応用化学会が従来通り良きパートナーとしてますます発展いたしますように， これからも皆様方からの 

一層のご支援をお願いいたしまして， ご挨拶を締めくくらせていただきます。 

本日はおめでとうございました。 
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来賓挨拶ーー・ 

応化（創設80 周年）応化会（75 周年） 

理工学部長 宇佐美 昭次 

学科創立80 周年並びに 
学会創立75周年を記念して 

ご紹介いただきました1955年（昭和30年）卒業の 

宇佐美でございます。本日は職務上，理工学部長と 

しておめでたい席にお招きいただきましたので，理 

工学部を代表いたしましてまずお祝いの言葉を申し 

上げます。 

応用化学科は創立80周年ということでありますが， 

公式の記録によりますと1916年（大正5年）に予科 

が開設されたことにはじまっております。30年前の 

ことになりますが，大きな節目の年とし応用化学科 

創立50周年を企画しましたとき，教室の若手教員の 

―人としてお手伝い致しました。何時をもってスタートの年とするか，当時お元気でありました武富先 

生，山本先生から色々ご意見を伺いました。応用化学科本科の開設は翌年1917年ですが，大学は一般的 

に予科を開設した年から計算いたしますので，どうしても1 -2年のずれが生じてまいります。そこで 

応用化学会のスタートと合わせて5年シフトで共に祝おうということになりまして， 5年ごとの節目の 

年の計算がはじまったと記憶しております。 

理工学部，当初は理工科と称したわけですが，その誕生は1908年（明治41年）機械・電気の予科が開 

設されたことにはじまっております。予定された学科の末尾に応用化学の名も連ねておりましたが， 8

年遅れてスタートしたことになります。学部としては西暦年数の末尾に8 のつく年が節目になります。 

本年4月に90周年を迎えたわけでありますが，行事の多い年度初めを避けて昨年秋以来いくつかの記念 

行事を実施しております。この企画はあと10年で100周年という大きな節目の年が到来することを，内 

外にアピールする意図もあることをご理解いただければと願っております。 

理工科創設にあたって，財政，人材両面で行き詰まっていた大学を救っていただいたのが，竹内 明 

太郎氏でありました。この方は戦後政界で活躍した吉田茂氏の長兄で，小松製作所現コマツの創始者で 

もあります。大隈さんは同氏を「無名の英雄」 と称え続けたそうであります。 5年程前，皆様方のご援 

助でキャンパス明治通り沿いに完成しました55号館S棟2階，応化会事務所に隣接して竹内記念ラウン 

ジを設けましたのもその遺徳をたたえるためであります。 

ところで応用化学にとっての恩人はまず森村市左衛門氏がおられます。大学は理工科開設時の資金と 

して森村銀行から多額の融資を受け，また率先して大学の基金管理委員となって多額のご寄付を，また 
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理工科拡充のために応用化学科を開設する折には，主宰する森村豊明会より多額の寄付があり，これを 

もとに応用化学科の実験室が建てられたと伺っております。この建物は関東大震災で焼失いたしました 

が，再び森村豊明会より多額のご寄付があり再建されたのであります。これが現存する本部キャンパス 

内の6号館で，こうした経緯も教室の若い教員もご存知ない世代となりました。 7 -'8年程前になりま 

すが，若手教員をご案内したことを記憶しております。大隈さんは森村氏を「忘る可からざる人，人格 

の優れた私のーつ下の弟」 と称えたそうであります。そんなことで昨年秋に理工キャンパス西側に完成 

いたしました新研究棟に 「森村記念ラウンジ」 を設けさせていただきました。現在この研究棟におられ 

る方々のゼミ室として活用され，現在はラウンジの機能が欠けておりますが，近く着工する隣の62号館 

というコンクリートで囲まれた高圧実験棟を除却し，新しく2500m2 程の建物が1年半先に完成いたし 

ますと，竹内記念ラウンジと共に森村記念ラウンジもその機能がはたせることとなります。 

応用化学科にとってはもうお一人，小倉房蔵氏のご援助も忘れることは出来ません。 

理工学部は時代の背景に応じた学科の増設，名称変更，組織替えを重ねながら発展を続け現在は14学 

科と1コースから成り立っております。この間，先程のお3人以外にも先輩諸氏を含め数多くのご援助 

をいただき今日に至っているのであります。 

ご存知のとおり，わが国は科学技術創造立国を目指して1996年度から科学技術基本計画にもとづく事 

業が進められております。 先程触れました大久保キャンパス西側に完成いたしました新研究棟，近く着 

工する2 期工事これらはいずれもこの計画にもとづく補助金に負うところが多いのであります。完成後 

は研究の厳正な評価の実施，競争原理の導入など，大学に求められている制度改革も多々あります。 

またいわゆる18才人口の減少という少子化にともなう受験生の減少は，大学の財政そのものに大きな 

影響を与えております。理工学部としても入試制度の改革を実施し，減少に歯止めをかけ，むしろ増加 

させるべく努力をしております。 

終りに日頃の卒業生の皆様のご厚情，ご支援に対し心からお礼申し上げると共に，今後共ご提言を賜 

りますようお願い申し上げ， ご挨拶とさせていただきます。 

本日はおめでとうございます。 

-5 一 
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「化学工業の中の化粧品」 
一科学技術の細分化と融合化の時代― 

脚コーセー代表取締役会長 小 

只今ご紹介いただきました小林です。本日は表彰状を 

いただきまして有難うございました。 

私は化粧品メーカーの代表者のほかに，コスメトロジー 

研究振興財団という財団法人の理事長も務めております。 

このコスメトロジー，いわゆる化粧品学は非常に学際的 

な分野であり，学問，技術，情報等を融合して成り立っ 

ています。日ごろからそのような視点に立っております 

ので，21世紀は科学技術の融合化の時代になるのではな 

いかと考えております。本日は化粧品を例にとりながら， 

融合化についてお話させていただきたいと思います。 

私のおります化粧品産業は，医薬品や食品と同じよう 

に消費者に近いところにある産業ということができます。 

消費者に近い産業を川下に例えるなら，重化学工業や石 

油化学工業は川上産業ということができます。そして中 

間には香料，界面活性剤，高分子，染料などファインケ 

ミカルと呼ばれる産業があります。（図1) 

私どもは，そのような川上産業の皆さんが開発した素 

材を活用させていただいて製品を作っているわけです。 

つまり，化学技術の進歩によって川上の分野では技術の 

細分化と専門化が進み，川下産業ではそれを応用し，融 

合することによって新しい製品開発を行っていると言う 

ことができるのではないかと思います。 

また，独自の研究で新しい原料を開発するケースも多 

いのですが，最近では図2 に示すように企業の研究部門 

が医学や薬学，理工系，生物関係の大学や公的機関の研 

究所等と研究ネットワークを組んで，商品に直結するよ 

図1
化粧品を取り巻く産業 

素村産業 

軽化学産業 

（フアインケミカルズ） 

消費財産業 

林 檀次郎 

囲コーセー代表取締役会長 

財団法人コスメトロジー研究振興財団 理事長 

元応用化学会会長 

（昭和26年応用化学科卒業・新制1回） 

うな研究を実施することが増えてきています。そして， 

時にはファッションとか心理学など人文系関係ともネッ 

トワークを組む研究活動も行われています。 

このような現象も，融合的な研究開発ということがで 

きるのではないでしょうか。 

新しく開発された素材が，いかに化粧品に有効的に利 

用され，画期的な商品につながったかという例を2 -3

紹介しましょう。 

まず男性の皆さんがお使い 

になる整髪料のヘアリキッド 

ですが， これはポリオキシプ 

ロピレングリコールという素 

材が開発されてはじめてでき 

た商品です。これ以前は整髪 

料といえばほとんどがポマー 

ドでした。今では懐かしい感 

じのする商品ですが，昔はひ 

まし油と木蝋を原料として作っ 

たため，洗っても落ちない， 

匂いも悪い，枕を汚すなど不 
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図2 産・官・学研究連携ネットワーク事例 
買、 

、 

【生理作用評価研究】 

大学医療機関 
公的医療機関 

~ 
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大学医学系 

大学薬学系 

【心理・感覚評価研究】 

大学社会文化系 

国立医薬品食品衛生研究所 

化粧品メ カ 
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公的研究機関 

エ業技術院 

工業技術研究所 

【素材開発研究】× 
I 【業界共通課題研究】 

快な面を多く持っていました。 汚すこともなくなるというので人気となり，発売後1 ケ 

そんな市場に昭和37年，ポマードの不快感を払拭する 月半で50万本も売れるというヒット商品になりました。 

液状のヘアリキッドが登場してきて，たちまちのうちに また， この商品は日本経済新聞社が主催する1993年度の 

整髪料の主流となってしまいました。さらに最近ではポ 日経優秀製品・サービス賞の最優秀賞をいただきました。 

リビニルピロリ ドンが開発されて，非常にウェット感の 

ある整髪が可能なウォータージェルが，若い人たちを中 もうひとつ，研究ネットワークの成果によって新しい 

心に人気が高まっています。これも高分子研究の成果と 化粧品が誕生した事例を紹介しましょう。 

いうことができるでしょう。 洋の東西を問わず，女性には肌の色を白くしたいとい 

う願望があるようです。化粧品にとっても一番の夢は美 

図3はフォンブリンMCと呼ばれる物質の化学式です。 白であり，昔から色を白くするための化粧品がいろいろ 

イタリアの会社が開発したフッ素系の油剤ですが， この と発売されてきました。現在でも開発の重要なテーマの 

物質の一番の特徴は搬水性と搬油性を持つことです。つ ひとつで，ある製薬会社と大学の医学部，そして私ども 

まり水にも油にも混じらないで安定しているという特異 との共同研究によってコウジ酸という新しい素材を使っ 

な性質を持っております。 た美白化粧品を製品化しました。 

これを化粧品に応用するために， フォンブリンHCの 昔から味噌や醤油などの製造に携わっている人たちの 

中に無水ケイ酸を分散させてゲルを形成させるというア 間で，コウジを扱っていると手が白くなると言われてい 

イディアを利用し，口紅の上に塗ると非常に強固な膜を ました。ある製薬会社がこのことに着目し，コウジから 

形成し，口紅を落ちにくくするという商品を作りました。 コウジ酸を分離して，神戸大学の皮膚科との共同研究で 

この商品を使うとコーヒカップやタバコのフィルターに 実際に美白効果があるかどうかを6 '---7 年かけて確認し 

口紅がつかなくなるし，電車の中で男性のワイシャッを ました。そして，実際の効果が確認されたことから，化 

粧品の原料として厚生省の許可も取得し，私どもの研究 
図3 フォブリンMC の化学構造 

所で化粧品として製品化する研究を行いました。 

FOMBLINE HC 日焼けして肌が黒くなるのはメラニン色素が増加する 

からですが，メラニンはチロシナーゼという酵素によっ 

CF3
て作られます。チロシンがドパ， ドパキノン， さらには 

ドパクロムとなり最終的にメラニンになります。 そして 

CF3 (O-CF-CF2)n-(O-CF2) 0 CF3 コウジ酸はチロシナーゼの働きを抑制するとともに， ド 

パクロム以降の反応を抑制する働きをもっています。 
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昨年の3月，工学博士の学位をいただいた折に，私が 

最年長者ということでお礼のご挨拶をさせていただいた 

のですが，その中で，化粧品というのは非常に学際的な 

分野であり，理工学だけでなく人間科学的な研究と融合 

することによって良い製品ができるという趣旨のことを 

述べました。 

このことが翌日の朝日新聞タ刊の『ことば抄』 という 

欄でとりあげられました。「人間科学と理工学の融合で 

新たな可能性が 」 というタイトルで，本文には「従 

来の理工系の科学や物理学，薬学，または医学だけのア 

プローチではなかなかできなかった，人間科学の分野と 

理工学との融合によって，非常に大きな成果が得られる 

はずです。（中略）これらの各分野における研究成果の 

融合が促進されることで，21世紀には人にやさしいサイ 

エンスとして，人間の真の豊かさを生み出して，健康と 

ふれあいの社会を作り，地球環境を守っていく人類の知 

恵に寄与できるものと考えております」 と私の述べた言 

葉が紹介されました。 

これを読んだ東海大学の高辻正基教授から，さっそく 

「我が意を得たり」 というお手紙を頂戴いたしました。 

高辻教授は文理シナジー学会を主宰されていらっしゃ 

る方で， シナジーとは単なる融合ではなく共同的に働い 

てその相乗効果によって新しいコンセプトを生み出すこ 

とであり，文理の統合は従来の専門的学問の否定ではな 

く，それぞれの専門家が既成の枠組みに閉じこもらず， 

異なる分野と交流することによって，新しい学問の可能 

性を探ろう，ということを提唱されています。この文理 

シナジー学会の主張と私の言ったこととが一緒だったと 

いうことで，お手紙をいただくことになったわけです。 

人間科学と理工学の融合の事例として，最近話題になっ 

ているアロマコロジーのお話をご紹介します。 

アロマテラピーと呼ばれる芳香療 

法は古代ェジプトの頃から実用化さ 図4

れ，民間療法として広く普及してき cNVの変ィ 

ました。日本にも香道と呼ばれるも 

のがあり，精神の安定，鎮静，清浄 

化などに効果があるとされています。 

最近になって， このような香りと 

人間の生理的・心理的効果が現代科 

学の尺度で確かめられるようになっ 

たことから， アロマコロジーという 

概念が急速に広まりつつあります。 

この背景には現代の生活環境が都 

市化し，時代の変化が早くなり，テ 

クノストレス等で精神の不安が増大 

しているため，自然回帰の欲求や今 

まで無かったような刺激に対する欲 

図4

C NVの変化 

求が強くなっているためと言われています。森林浴ブー 

ムもその一端で，匂いの刺激による精神の安らぎと高揚 

を目的とした商品作り，快適環境作り等に利用されてい 

ます。 

さらに，最近では香りの免疫機能に与える影響等も注 

目されつつあります。ラベンダーの香りには鎮静効果， 

ジャスミンの香りには覚抑効果があると言われすが，C

NVと呼ばれる脳波を測定することによって科学的にも 

確認することができるようになりました。 

CNVとは前頭葉から出る特別な脳波の一種で，『期待 

派』 とも言います。例えば，赤信号で止められている時 

に 「早く青にならないかな」 と待っていると，前頭葉が 

盛んに活動し始めますが，その時出る脳波のことをCN

Vと言います。 

CNVは1964年に報告された方法ですが， ジャスミン 

の匂いを喚いだ時には増加し， ラベンダーの匂いでは減 

少するので，伝承的に言われてきたラベンダーの鎮静効 

果，ジャスミンの覚睡効果が生理学的にも確認されたこ 

とになります。 

以上のように異なる分野の融合化によって新しい成果 

が生まれつつありますが，学問の融合を唱える方は確実 

に増えてきているようです。 

昨年の4月のことですが，新幹線のグリーン車におい 

てある 『ウェッジ』 という雑誌に 「地球学の世紀――自 

然・人文・社会科学を融合した新たなる知の体系構築に 

向けて」 と題する原稿が掲載されてりました。筆者は三 

菱化学生命科学研究所・生体分子工学研究室室長に柳川 

弘志氏です。原稿の内容は「46億年前に誕生した地球は 

現在ェポックメーキングな激変期を迎えており，新しい 

システムの中での安定した人間圏とは何か,の考察が求 

ジャスミンの香りを喚いだ時 

覚 醒 

十 
ント口ー 

lがなか・ 

+ 
沈 静 

ー ジャスミン 

I
一 

50

40

30

20

0
 

0
 

0
 

0
 

I
 

l
 

●／] 

-30

-40

-50

（ま） 

冊
」
「
胤
S
本
怪
羅
叫
ン
z
。
 

8



世h.Irリ‘‘世ILII’リ“I''II.'I"h'II'II'Irリ‘‘世II''I"h'II’り司川LIl’り‘d川LIrリ“I川LII’リ“I''lL"’リ‘d''lL'rリ‘'p’り‘'I''h'I●’り司”h'Irり司’'h川’リ“I川LII’リ― 

められている。そのためには従来の自然科学，人文科学， 

社会科学を融合した新しい学問体系，つまり地球学の構 

築こそが急がれるべきだろう」 というものです。 

もうひとつ，今年の1月の読売新聞に「文系・理系の 

区別は古い」 という記事が載っておりました。この中で， 

文系と理系に人間を分けるのは日本だけで通用する考え 

方で世界には全く通用しない，そもそも文系と理系を分 

けたのは明治時代，と紹介されています。しかし最近で 

は，学部間の壁をできるだく低くして科目選択の自由度 

を大きくしたり，文理融合学部を設けたりする大学も増 

えてきている，と書かれています。 

以上のように，化粧品産業では産学官が一致協力した 

研究ネットワークによる研究開発ばかりでなく，従来の 

理工系，文科系等の分野にとらわれず様々な学問分野が 

融合することによって今までにない新しい成果が期待さ 

れる時代を迎えつつあります。またこれは化粧品だけで 

なく，あらゆる分野で同じことが言えるのではないかと 

思っております。 

最後のまとめとなりますが，私は融合の元祖は早稲田 

の理工学部ではないかと考えております。設立当初は理 

工科といっていましたが，その後ほとんどの私立大学も 

理工学部という名称を採用するようになりました。 

理工学部の名前の由来は，私なりに理科と工科を融合 

した発想からではないかと考え，『早稲田百年史』 を紐 

解いておりましたら，次のような文章がありました。 

★理工科という名称を採用したのは我が国では学苑を以 

て噛矢（こうし）とするが， これに関しては，高木純一 

が語っている如く， 

理科と工科を並称したという解釈もあると思うんですが， 

われわれはそうは解釈しないんです。工科をやるにはい 

つも理科によって基礎をやらねばならぬという精神から 

その名称がつけられたと思っているわけです。 

（「理工学部の現在と将来」早稲田学報 第六九四号／ 

昭和四十三年九月発行 一三頁） 

という理解が有力であることを記録しておきたい。 

明治41年に理工科を作ったのは当時の総長，大隈重信 

でしたが，何か記述が残っていないかと，百年史を見て 

おりましたら，やはり次のような言葉がありました。 

★本大学の新希望（抜粋） 大隈総長 

近世科学の進歩は凡ての他の精神的文明と密接の関係を 

有して，却って其を刺激し発達せしむるといふ有様であ 

る。例へば心理学に於ける実験，人間の脳細胞の働，脳 

神経の働，凡ての高尚な精神科学も実験上から其大部分 

を説明し得られるまでに発達してるる。形而上の学問も 

形而下の学問によって説明され得るやうになって来た。 

物質的文明の勢力は驚くべきものである。 

然し物質的文明は単に物質的文明としてのみ存在の価値 

を持ってるるものではないのである。社会は常に物心両 

面の発達が両両相侯って完全なる発達を遂げて行く。然 

も双方とも別個のものではない，相助け合って全体とし 

て活動して行くものである。 

（中略） 

更に科学の発達が世界の平和に密接の関係を持ってカる。 

例えば，瓦斯爆発の発明は直ちに飛行機の完成を促がし 

て，其れが成功する暁には飛行機から自由に爆弾を投ず 

ることも出来る。其他従来の科学を応用した兵備は新し 

い科学の前に屈従しなければならぬ。 

そこで必然の勢いとして各国は何等かの仲裁裁判によっ 

て戦争を廃止しなければならなくなる。 

ここに至ると科学は単に科学として止まらない。直ちに 

人道の問題と大なる関係を保って来るのである。もしこ 

の真理に違反して戦争をしやうといふ国家がありとした 

らば，其国は数世紀間世界に対して持ち得た信用を失墜 

して了はねばならぬ。 

世界は其貴重なる平和を撹乱するものとして凡ての信用 

を其国から奪いとらなければならぬ。科学の進歩は斯く 

の如き怖るべき戦争を世界の上から消滅させてしまうの 

である。何としても，科学の研究は一国の文明の誇りと 

して，他の凡ての学問と並立さして発達せしめなければ 

ならぬのだ。 

（早稲田学報 第一九一号／明治四十四年一月発行より） 

文中で科学の進歩と精神的文明とは密接な関係がある 

と，やや文理融合論的な話とともに，心理学等によって 

人間の脳細胞の働きがだいぶ説明し得るまでに発達した 

と述べていますが， これは多分フロイトのことであろう 

と想像いたします。 

その後に，ガス爆発の発明が飛行機の完成を促し，飛 

行機から爆弾を落とすようになるし，そうなると大変な 

戦争になるから戦争は廃止しなければならない，と言っ 

ています。あたかも現在の核抑止力による平和の維持ま 

で見通していたかのような先見性ですが， この文章が早 

稲田学報に載ったのは明治44年のことです。日露戦争が 

終わってまだ6年しか経っていない時にこのような文章 

を発表するのですから，さすがは大隈総長という気もい 

たします。 

もし， この方が昭和に生きていたら太平洋戦争は無かっ 

たでしょうし，あるいは今生きていたらどうだろうと考 

えてしまいますが，大隈総長の先見の明に驚かされるば 

かりです。 本日は早稲田大学の応用化学科の80周年と 

いうことでありますので，大隈総長の先見の明に敬意を 

表して私の話を終わりたいと思います。 

9
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「技術のためのビジネス？ 
ビジネスのための技術？ ] 

日経ェレクトロニクス 副編集長 仲 森 智 博 

本日は，「技術とビジネス」 というテーマでお話しさ 

せていただきます。 

どうも日本の景気が悪い。一方で，米国は調子がいい。 

日本が製造業を中心にどうも調子が悪くなってきている， 

反対に米国が復調している，と感じ始めたのはバブルの 

末期，1990年代初頭のことだったと思います。当時は 

まだバブル時代の名残りがあり， 日本は非常にすばらし 

い国で特に製造業は非常に強い。米国に負けるわけがな 

いという気持ちがありました。ところが何年かたって， 

今日の状況を迎えているわけです。なぜなのか。どうし 

てこうなってしまったのか，ということを考えてみたい 

と思います。 

私は 「日経ェレクトロニクス」 という雑誌の編集に従 

事しております。したがって， これからお話する内容は 

ほとんどェレクトロニクス関係の話になります。ただ， 

化学出身の方にも無関係な話ではありません。いま製造 

業で起きているさまざまな問題は，重工業を中心とした 

工業化社会から情報化社会への，大きな移り変わりに伴 

う問題といえます。情報化は，狭くとらえればェレクト 

ロニクス業界の問題ですが，実際は社会全体を覆う大き 

な変革の輪として捉えられるのではないでしょうか。 

たとえば，化学分野の先生方が多く材料の研究をして 

おられる。 それらの一部は，ェレクトロニクス産業を支 

える大きな力になっています。では，先ほどお話のあっ 

た化粧品などはどうなのか。情報化と関係あるのかと思 

われるかもしれませんが，実は情報化社会という新しい 

社会が訪れるということは，人々のライフスタイルが変 

わる，ということでもあります。化粧品でも何でも， こ 

うした変化をとらえて作り出し，売らなければならない。 

こうした意味において，情報化社会への変革は多く人々， 

メーカにさまざまな影響を与えるのだと思います。 

さて，それではなぜ日本がだめになったのかという話 

題にもどりたいと思います。 

「売家と唐様で書く三代目」。江戸時代の川柳らしい 

のですが，結局はこういうことなのかなと思っています。 

ハーノぐードの先生が書かれた本だと思うんですが，なぜ 

日本の調子が悪くなってきたかを調べるために来日し， 

日経ェレクトロニクス副編集長 

（昭和59年応用化学科卒業・新制34回） 

NECの本社を訪ねた。三田にある非常に大きなすばら 

しいビルです。あのビルに入った時に，あ， これで日本 

のェレクトロニクスは駄目になると思った， ということ 

が書いてありました。かつてェコノミックアニマルと言 

われた日本人が，非常に洗練されて，文化的には非常に 

アクティブになった。一方で肝心な心を忘れてきたのか 

な，ということを最近感じています。 

もっと噛み砕いて言うと， こういうことです。すぐれ 

た技術，製品を開発すれば必ず売れるんだ，必ず儲かる 

んだ，必ず世の人から認めてもらえる。確かにこういう 

時代はあったと思います。それは，「こんなものも欲し 

い，あんなものも欲しい」 と，ユーザが機能や技術に対 

して飢餓感を持っていた時代の話しです。ただし，いま 

は違う。すぐれた技術，製品を開発しても，必ずしも利 

益や名誉には結びつかない。ここのところをよく覚えて 

おかないと，大きな落とし穴にはまるのではないかとい 

うことです。 

雑誌の編集をやっておりますと，米国からさまざまな 

ニュースが入って来ます。それらをみていると，小さな 

技術や製品のアドバンテージを最大でいくらの利益に結 

びつけることができるのか，というところに彼らは重き 

を置いているようです。それに対して日本メーカは，非 

常にすばらしい技術は持っているのに，それを大きな利 

益に結び付けることができてないように感じます。 

これまでは，いかに優れた製品を開発するかというこ 

とが大きなテーマでした。そうすれば，必ず利益に結び 

10 - 
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ついた時代はこれでよかったのだと思います。しかしこ 

れからは，技術，製品をいかに利益に結びつけるかとい 

うことが重要になってくるのではないかと思います。 

そのための方策は何かということで， 3つ挙げててみ 

ました。産業構造の把握，市場動向の把握，そしてトレ 

ンド／時代観の把握です。大きな枠組でいうと， ビジネ 

スモデルの構築ということになると思います。 

まずは，産業構造がどう変わっているかということを 

みてみましょう。 ここでは 「デファクト・スタンダード」 

というキーワードを挙げてみました。ェレクトロニクス 

業界ではよく使われる言葉ですが，いわゆる業界標準で 

す。たとえば， マイクロプロセサといえばIntel 」 とみ 

んなが思うようになれば，それがデファクト・スタンダー 

ドです。そうなると，誰もがそれを買う。一・人勝ちの構 

図が出来上がります。この結果，その一人になれなかっ 

た人たち，メーカー，あるいは製品というのはふるわれ 

ていく。こういうことは，多分昔からあったのでしょう。 

ただ，近年それが非常に顕著になってきたといえます。 

多くの製品はS字カーブをたどって普及していきます。 

ある製品が登場する。少しずつ普及をはじめて，ある時 

期非常に爆発的に普及します。そして飽和する，という 

過程をたどります。この三つの過程で，産業構造は変わ 

ります（図1). 

まず，初期は垂直型。総合企業をイメージしていただ 

けばよいと思います。部品の製造から組み立て，販売， 

すべてをーつのメーカーがやる。こういう構造が急成長 

時代に入ると，分業体制に変わってきます。このフェー 

ズで急速に非常に技術や市場規模が拡大していくわけで 

すが，やがてそれが成熟していくと初期に近い形に戻っ 

ていく。こういった過程をたどっていくと考えています。 

典型例としてオーディオ・ステレオを思い浮かべてい 

図1

Q)9

主な製品 
の位置 

成長のS字カーフ 

，ーィーー～A 社の臓品 

サービス 「 F り 鵬1
製造 ~~
基幹部品a~ 鵬~
基幹“品b~I、‘r 一 瞬難I
墓幹奮品c晦糾磐島雪I I

「水平型」の楓造に転換 

ただきたいと思います。初期のステレオば，プレーヤか 

らスピーカまですべてがセットになっていました。これ 

を，あるメーカが作っている。それが，普及期になると， 

バラバラになってくる。プレーヤーは〇〇社 スピーカー 

は××社といった専業メーカが現れてきます。それがだ 

んだん成熟していくと，最終的には 「ミニコンポ」 のよ 

うなオール・イン・ワンの世界に帰ってくる。 

コンピュータ業界はここ数年の間，急成長期に現れる 

分業体制のフェーズにありました。米国では，マイクロ 

プロセサ， ソフトウェアなどの専業メーカが急速に業績 

を伸ばし，パソコンの急速な進歩を支えたのです。一方， 

多くの日本メーカは，初期型，つまり垂直統合型の企業 

構想を持っており，水平型の産業構造に馴染めなかった。 

これが原因で， コンピュータの分野では， 日本メーカー 

が米国メーカに大きく水を開けられたのではないかと思っ 

ています。 

水平構造についてもう少し詳しく説明します。コンピュー 

タの分野をもう少し細分化してみると，デバイス，ハー 

ドウェア，Os，アプリケーション・ソフトの四つに分 

けられます。たとえば，A社が優れたOsを作り，それ 

がデファク ト・スタンダードになる。 すると，ハードウ 

エア・メーカやアプリケーション・ソフト・メーカは， 

そのOsを使うことを前提として製品を作るようになり 

ます。そうなれば，A社以外のメーカはだんだん生きて 

いけなくなる。各分野でもっとも優れた製品を作るメー 

カだけが生き延び， 2 番手， 3 番手は落ちていく。この 

ような構造では，デファクト・スタンダードを握るとい 

うことが，メーカにとって非常に大切なことになります。 

実例をお見せしたいと思います。パソコンの業界でデ 

ファクト・スタンダードを勝ち得た代表的なメーカとし 

て，Microsoft社 と Intel社を挙げてみましょう。両社 

ともここ数年，数十％の成長を維 

持し， しかも売り上げの20-30% 

が利益となっています。たとえば 

Intel社でみ ますと，1997 年の利 

益は約70億米ドルですから， 1

兆円近い。それが売り上げではな 

く利益です。 

基幹昌品a

基幹昌品b

基幹部品c

，ーど／ー～A 社の馴品 

の進んだ水平型‘ 

事業分野の整理・統合へ 

アナログ 
AV横器 

一左 競合するメーカはどうなっ 

ているかというと，Intel社 の製 

品と互換性のあるマイクロプロセ 

サを作っているメーカは，1996年， 

1997年と赤字を計上しています。 

売り上げも一進一退です。このよ 

うに，明暗が非常にハッキリ出て 

います。 

こうした高収入の源，デファク 

ト・スタンダードを握っているメー 
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カは，水平構造から生まれてきています。こうした水平 

構造は，その分野の市場が成熟してくると，やがては垂 

直統合の構造に戻っていく。ただ，そのときに，どのメー 

カでも垂直統合の構造に移行できるのかといえば，そう 

ではない。水平構造で，ある分野のデファクトスタンダー 

ドを握り得たメーカが，その強みを生かして多角化し， 

やがて総合メーカに姿を変えていくのです。ですから， 

この水平構造，普及が非常に急速に進んでいる時期にデ 

ファクト・スタンダードを取れるかどうかが，そこから 

先に向けて非常に重要な役割を果たします。 

なぜそうなるか。分業体制をとる水平構造では，たと 

えば，基板製造，回路形成，部品製造，回路設計などを 

すべて，違うメーカがやっている。それぞれ強いメーカ 

が選ばれる。それが，技術の進歩によって，製品が小型 

化し， コストが低減していく過程で，どんどんひとつの 

ものになっていく。基板と回路は不可分のものとなり， 

多くの部品はーつの部品に統合されていく （図2 )。そ 

の過程で，どこかの分野で圧倒的な強味を持っているメー 

カが，他の部分を吸収していくわけです。 

これまでお話してきたのは，産業構造の上でのデファ 

クト・スタンダードということですが，実は，同じよう 

なことが，商品トレンドの中でも見えてきているという 

のが現代の特徴ではないかと思います。こうした現象を 

私は「多様化の果ての均質化」 と呼んでいます。たとえ 

ば，若い人をターゲットにして，非常に多種多様なもの 

が売られています。にもかかわらず，女子高生はみんな 

同じようなルーズソックスをはいている。みんな同じよ 

うに携帯電話を持ち，同じことをして遊ぶ。何でこんな 

に色々なものがあるのに，みんな同じものを選ぶのでしょ 

うか。 

昔は，非常に選択肢が狭かった。手軽な娯楽といえば 

テレビを見ること。そして，テレビを買おうと思えば， 

限られた機種しかなかった。それがいまは，非常に多く 

の娯楽があり，そのなかからテレビを選んだとしても， 

非常に多くの機種があるわけです。現代人は忙しいです 

から，これらひとつひとつを吟味して，あるいは関連す 

図3 輩 

. 
コト モノの選択肢 

鷲 

=> 

図2 部品の統合化が進む 

回略設計 

部品製造 

回略形成 

基板興造 

ドコ】ユh

只 ◇一 
インダクタ，コンデンサ， 
抵抗を内蔵した回路基板 

る雑誌を熟読して，ひとつひとつを評価して選択する時 

間はありません。やりたいこと，欲しいものという選択 

肢はどんどん広がる。しかし，すべてについて，知識や 

評価する能力を身に付けることはできない。「私はこれ 

に関しては非常にこだわってます」， というものはいく 

つかあるのかもしれませんが，多くのものに対しては， 

かえって無関心になっていきます（図3 )0

その結果どういうことが起きるかと言いますと，たと 

えば女性がデパートに行って， どのバッグを買おうかな 

と迷っている。実際迷ってしまうわけです。どれがいい 

のかさっぱりわからない。それで，友人に聞いてみると， 

これがいいとか言う。テレビでもこういうのを紹介して 

いる。雑誌でも，例えば有名な女優さんがこれを持って 

いる。そういう知識によって， このカバンを選ぶわけで 

す。実は， こちらにあるような情報は，マスメディアの 

情報ですから，多くの人たちに同じ情報が伝わっている。 

結果，みんな同じカバンを持っているという状況が発生 

する， ということです。 

ですから， ものがあふれているということは，選択肢 

を広げているいるようで，実は選択肢を狭めているので 

' 

4 
コト・モノの退択肢 
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はないかということです。これが一種のデファクト・ス 

タンダード，選ばれたものはみんなに持ってもらえるけ 

れども，選ばれてないものはちっとも売れない，という 

状況に結びついているのではないかと思います。 

同じようなことは，実は人間関係にも起きているので 

はないか。交遊範囲について聞いたアンケート結果によ 

れば，若い人ほど交遊の範囲を広げたいと思っている。 

実際，若い人たちはプリクラ帳みたいなものをもってい 

て，私には100人，200人の友だちがいると言うわけです。 

交友範囲を広げれば，それだけ個々のコミュニケーショ 

ンは細いものになっていきます。コミュニケーション機 

器の発達が，こうした現象を助長しているのかもしれま 

せん。こうした傾向が強まれば， ものに対するこだわり 

をなくすのと同じような傾向が起きているのではないで 

しょうか。製品だけではなく，人がふるわれるというこ 

とにつながっていくのではないかと思います。 

この話と直接因果関係があるのかどうかはかわからな 

いのですが，総務庁統計局の調査によれば オィルショッ 

クを境に貧富の差が広がる傾向が進んでいます。人も， 

勝ち組と負け組に分かれてきているのではないかと思え 

るのです。 

このような背景を踏まえて，次にデファクト・スタン 

ダード，いわゆる勝ち組に入るためにはどうしたらいい 

のか，選ばれる側に立つには何が必要か，というお話を 

したいと思います。このことは，先に述べたビジネスモ 

デルの構築にかかってきます。 

ビジネスモデルには， さまざまなパターンがあるので 

すが，そのなかで，いま， トレンドとなりつつあるモデ 

ルを紹介したいと思います。それは，ユーザにとっての 

初期投資を削減してまずは体験させ，体験したらもう手 

放せないという状況を作ってしまうモデルです。それか 

らゆっくり利益を確保ていくわけです。 

たとえば， プリンタ。 あるプリンタ・メーカの方にう 

かがったのですが，「本音を言えば， プリンタはタダで 

どんどんあげてもいい。あれば使うんだから，カートリッ 

ジ代で十分もうかる」 というのです。機器の値段を下げ 

て， ランニングコストで投資を回収していこう， という 

ビジネス・モデルです。 

PHSも，秋葉原へ行くとタダで配っています。もらっ 

てしまえば，つい使う。使い始めると手放せなくなる。 

PHSの事業者は，機器代で損をしても，加入料や通話 

料で，投資を回収できるのです。 

実は， こういうビジネスモデルの原形をたどると，か 

なり歴史の古いものであることがわかります。たとえば 

富山の置き薬。富山の置き薬というビジネスモデルは， 

ユーザの初期投資を軽減して普及させ，その上でランニ 

ングコストでお金を回収していく。PHSなどとまった 

く同じモデルを使っています。 

もうーつ， 近注目を浴びたビジネスモデルがありま 

す。映像配信サービスの一種なのですが，まず，ディズ 

ニー映画が入った光ディスクを非常に安く一般消費者に 

売ってしまう。消費者はどうするかというと， 1回見る 

たびにお金を払うわけです。安いからついつい買って， 

手元にあれば見たくなるわけです。一度見ると二度見た 

くなる。そのたびにお金を徴収していく，というやり方 

です。従来の同種のサービスだと，たとえば10回見るこ 

とを想定して，10回分のお金を 初に徴収してしまいま 

す。だから，ディスク1枚が数千円といった値段になる。 

ユーザは，買ったら本当に何度も見るだろうか，などと 

考え，決断をにぶらせてしまう。だけど，とりあえず50

0円でいいよ，と言われると買ってしまって，ついつい 

見てしまう。 

これは米国で考え出された例ですが，よく考えてみる 

と，富山の置き薬と何も変わらないのだということがわ 

かります。ではなぜ， こうした古いビジネス・モデルが 

トレンドになっているのかということを次に説明したい 

と思います。 

ビジネスモデルを構築する上で重要なのは，世の中の 

大きな動きを把握することでしょう。いま，エレクトロ 

ニクスの技術進歩を引き金として，大きな変化が起ころ 

うとしています。この変化が，富山の置き薬の復権と密 

接に関わっているのです。 

この変化を一言でいうと， ソフト化，デジタル化とな 

ります。そう言ってしまえばとても簡単なことのように 

思いがちですが，その本質を理解することは簡単なこと 

ではありません。ェレクトロニクスの専門家にとっても 

なかなか答えの見えない問題なのですが，私なりに解釈 

をしてみました。 

まず， ソフトと牛乳を比較しながら， ソフトとは何か 

を考えてみます。牛乳は，それ単体ではなく，必ず容器 

に入っています。ですから， コップに入っている牛乳で 

あれば， コップ＋牛乳という形になるわけです。ソフト 

ウェアもこれによく似ている。やはりソフトの入れ物と 

いうのがあって，そこにデータが書き込まれている。デー 

タはそれ単体では存在し得ないのです。この点で両者は 

似ているのですが，違いもあります。牛乳は，瓶に入っ 

ている牛乳をコップに移し替えると，異物が混入して味 

が落ちてしまうかもしれない，水で薄まってしまうかも 

しれない，あるいは瓶に微量残って量が減ってしまうか 

もしれない。ところが，ディジタル・データから成るソ 

フトは，どのような容器に入れ替えても全く劣化しない 

のです。 

では， ソフト化，ディジタル化は何を引き起こすのか 

ということを考えてみましょう。まず，牛乳を例にとっ 

てその流通形態を考えます（図4 )。牛乳工場から牛乳 

を瓶に詰めて， トラックで小売店へ運びます。この小売 

13



I川LIrリ“世ll．“特 ''p'II司’'h'IrII司’'h'Irリ‘d''h'Irり‘'I川LII’リ‘d川LII’リ‘d川LII’リ‘d''lI'II’リ‘‘世ILII''h'II’り‘'I''h'II’リ‘d''h'Irリ‘d川LII’リI

店が毎朝牛乳を配達してくれる。あるいはコンビニで牛 

乳を買う。 

それと全く同じアナロジで現在のソフトは流通してい 

ます。光ディスクなどに記録した映像，音楽，ゲームな 

どのソフトをつくるメーカがある。それが，例えばレコー 

ド会社，あるいは本屋さんなどの小売店に運ぶ。ユーザ 

はその店に行って，形になったソフトウェアを買い，家 

に持って帰って再生する。 

先に述べましたように，ディジタルデータで記録した 

ソフトには，移し替えても全く劣化しないという特徴が 

あります。これを利用すれば， こうした流通形態を全く 

変えてしまうということができます。メーカが，家庭に 

直接データを送ってしまえばいいじゃないか， というこ 

とが起きるわけです。通信，記録メディア，データ圧縮 

などの技術がこれを可能にしていきます。 

こうした技術が進歩していけば，映画を電話線を通し 

て非常に簡単に送ることができるようになるかもしれな 

い。そのデータを記録するハード・ディスク装置のよう 

な記録メディアが非常に安くなってくる。ウォークマン 

の大きさぐらいの装置に，映画が10本入ってしまうかも 

しれない。 

これが実現できれば，通信網を通じて常に新しい映画 

が送られてくる。家庭には常に 新の映画が10本，20本 

ある。それを，見る時にお金を払う。そういうシステム 

ができてくる。それは，先ほど言った富山の置き薬に非 

常に近いビジネススタイルになってくるのではないかと 

思います。 

ソフトと牛乳は似ている，という話を先にしました。 

しかし， ソフトでは富山の置き薬型ビジネスモデルが成 

立して，牛乳ではできない。これが牛乳とソフトの決定 

的な違いです。牛乳に限らず一般的な工業製品は，大体 

複製するのに非常に大きなコストがかかります。さらに， 

単位重量当たりの価格は低い。長期保存もできません。 

図4

\

r釜二中聞垂白白 
Iプー 牛乳 

こういうものは，家庭に， タダでいいから置いておいて， 

ということはできないわけです。薬がなぜそういうこと 

ができたかというと，複製のコストは非常に高い。けれ 

ども牛乳と違って，単位重量当たりの価値が非常に高い。 

これは何を意味しているかというと，流通コストを非常 

に安くできる。ものの値段に対して流通コストが非常に 

安くので，10人に配っても，100人，1000人に配っても 

あまり流通コストが変わらない。それなら配ってしまえ， 

ということができるわけです。なおかつ，長期保存がで 

きる。価値は高いけれども重量は小さいですから，家庭 

に置いてもあまり邪魔にならない。ですから，薬は置き 

薬というビジネススタイルがとれる。でも，同じことを 

牛乳ですることは困難なのです。 

では， ソフトはどうなのでしょうか。 ゲーム・ソフト， 

映画のソフト，音楽のソフト・‘・。こういうものは，複製 

をつくるのが非常に楽である。元のデータがあれば，非 

常に安くそれを複製することができます。重量分の価値 

が非常に大きい。データそのものには重さはありません。 

電線を伝わって行くわけですから，全く重さはないし， 

非常に流通コストが低い。そして，いくら長く保存して 

もかまわない。こういうものは，薬以上に，富山の薬売 

りスタイルにマッチするものである， ということがおわ 

かりいただけると思います。 

こうした技術進歩，そしてビジネス・モデルの普及に 

よって， これから家庭の情報化が急速に進んでいくこと 

になるでしょう。それは，具体的にはどのようなことか 

というと，ホテルの部屋を考えていただければいいと思 

います。ホテルの部屋の冷蔵庫にはジュースやビールが 

備えてあって，それを勝手に飲める。外に出なくてもす 

ぐ飲める。代金は 後に精算すればいい。そういう体系 

をとっている。その冷蔵庫が，データを入れる冷蔵庫で 

す。様々な，音楽や映画やゲームなどの冷蔵庫。そうい 

うものをタダで家庭に配る。それは常に新鮮なものを入 

れてある。それは，使うごとにお金を払えばいい。 

、 実は，ホテルにあるような冷蔵庫の中には，何本 

I かのビールとジュースしか入らないかもしれないlナ 

れども，家庭に置かれる冷蔵庫の中には，例えば10

0本の映画を入れてもいい。コンビニ1店分の食料， 

飲料に相当するデータがそこに保存されている。そ 

ういう時代が，そんなに遠からず来るのではないか 

と思っています。この結果何が起こるかというと， 

） 流通革命です。ソフトの物流，小売に関わっている 

流通分野をェレクトロニクスが大きく変革していく。 

そして結局，その部分で生まれる新たな資金は， さ 

まざまな形で新しく生まれる産業にコストとして支 

払われるとことではないか。そして， ここがひとつ 

の大きなビジネスの芽となっていくのではないかと 

思っています。 

一1
1
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…ー会場風景‘・ー叫・ー 

式典会場 

左前・逢坂副会長 

（学科主任教授） 

司会の黒田庶務理事 

左より 

棚橋会長 

長谷川副会長 

逢坂副会長 

来賓・左より 

宇佐美理工学部長 

松本化学科主任教授 

加藤名誉教授 

柘植慶慮応化主任教授 
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表彰状授与の 

小林元会長 

出席諸氏 

表彰状授与の 

伊藤前会長 
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来賓の柘植慶慮義塾大学・応化主任教授 

中 会員代表加藤名誉教授 

11 1, 
乾杯ノ 村井元総長 

団桑．ク 

交流ひろば 
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応化会関西支部一早桜会 開催される 

去る3月27日，大阪・梅田のホテルグランヴィ 島 雄 （昭和32・新7回，島コンサルティングサー 

ア（旧大阪ターミナルホテル）において応化会関 小谷野猪之助（昭和35・新10回，姫路工業大学 

西支部＝二早桜会（さおうかい）が開催されました。 市橋 宏 （昭和42・新17回，住友化学） 

今年は3月末に京都で開催された日本化学会に 辻 英興 （昭和42・新17回，日本ェヌエスシ 

日程を合わせ，例年より2 ケ月早い早桜会となり 長谷川吉弘 （昭和45・新20回，ハリマ化成） 

ました。学科主任の逢坂教授を始め，化学会に参 久保田 実 （昭和50・新23回，大阪有機化学 

加された先生方がご出席下さり盛会でした。 藤井 進一 （昭和52・新27回，三菱商事） 

当会の発足・運営に尽力され，毎年出席されて 石川 昌平 （昭和55・新30回，大日本インキf

いた鎮目達雄先輩（昭和11年卒，元応化会会長， 志磨憲一郎 （昭和55・新30回，神戸アドテソ 

元早桜会会長，大阪有機化学工業開会長）は病気 大柳 満之 （昭和58・新33回，龍谷大学） 

療養中のためご欠席でしたが，その後（4月7日） 脇田 克也 （昭和61・新36回，松下冷機） 

急逝されました。心よりご冥福をお祈り致します。 坂本 哲郎 （昭和62・新37回，日本石油） 

近畿地区に在住又は勤務する応化会員で構成す 永瀬 道臣 （昭和62・新37回，旭硝子） 

る関西支部には約二百人の会員がいますが，転勤 丸山洋一郎 （平成1・新39回，大阪市立大学 

による出入りが頻繁で，支部事務局でもその動き 浅井 弘紀 （平成2・新40回，松下電器） 

を把握しきれないのが現状です。 関西に転勤・転 中川 弘也 （平成2・新40回，住友化学） 

居される際には是非ご一報下さい。歓迎します。 藤原 淳 （平成2・新40回，住友化学） 

来年も5月末から6月初頃に開催いたしますの 丸山 朝子 （平成3・新41回） 

で多数のご参加をお待ちします。 瀬崎 崇生 （平成5・新43回，ハリマ化成） 

なお今回の参加者は次の通りです。 

逢坂 哲弥 教授・学科主任 関西支部長・長谷川吉弘 

竜田 邦明 教授 

菊地 英一 教授 関西支部事務局

西出 宏之 教授 〒541-0046 大阪市中央区平野町4 - 2 -18

黒田 一幸 教授 ハリマ化成株式会社 内 

清水 功雄 教授 担当】秘書 津田 

（敬称略） （学部卒業年・勤務先） TEL 06-201-2460

岡見 正一 （昭和14・「日19回） FAX 06-227-1030

御所 秀夫 （昭和17・工経6回） E-MAIL tsuda-k@harima.co.jp

中村 敏夫 （昭和18・旧24回） 

吉田 緩 （昭和21・燃2回， リグナイト） 

池田 毅 （昭和30・新5回） 

三輪 慎治 （昭和30・新5 回，内外ェンジニアリング） 

岡崎 寛一 （昭和32・新7回，大京化学） 

（昭和32・新7回，島コンサルティングサービス） 

（昭和35・新10回，姫路工業大学） 

（昭和42・新17回，住友化学） 

（昭和42・新17回，日本ェヌエスシー） 

（昭和45・新20回，ハリマ化成） 

（昭和50・新23回，大阪有機化学） 

（昭和52・新27回，三菱商事） 

（昭和55・新30回，大日本インキ化学） 

（昭和55・新30回，神戸アドテック） 

（昭和58・新33回，龍谷大学） 

（昭和61・新36回，松下冷機） 

（昭和62・新37回，日本石油） 

（昭和62・新37回，旭硝子） 

（平成1・新39回，大阪市立大学） 

（平成2・新40回，松下電器） 

（平成2・新40回，住友化学） 

（平成2・新40回，住友化学） 

（平成3・新41回） 

（平成5・新43回，ハリマ化成） 

関西支部長・長谷川吉弘 記 
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廃棄物処理プロジェクトの最前線 

戸 叶 浩 敬 

1． はじめに 棄物からのRDF量が年間約30,000トン程度と 

私が当該地域の 「廃棄物処理センター計画」 に 見込まれた。 

係わって足かけ4年目となる。この計画は当該地 ・上記搬入見込みの廃棄物量を基に，中間処理施 

区コンビナート各社の可燃性産業廃棄物と，近隣 設計画の検討実施 

一市二町の一般廃棄物をそれぞれの自治体で固形 （平成8年度） 

燃料（RDF: Refuse Derived Fuel）化したもの ・各社搬出希望の産廃についてヒアリングを実施 

を「中間処理センター」 に持ち込み焼却処理し， し，センターでの処理能否につき，成分，物性， 

その廃熱により蒸気を回収し更に発電すると言う 形状等を確認し，センターでの受入基準作成 

国内で初めてのプロジェクトとして，国や県から ・搬入希望各社に対し，新事業体への出資見込み 

の強い支援を受けて推進している0 をヒアリングし，産廃処理コストの試算実施 

本格的な取り進めに先立ち，平成6年度のNE ・メーカー数社から検討見積を徴収し，最適な処 

D0の 「環境調和型ェネルギーコミュニティー事 理設備の仕様検討 

業調査」 としての補助を得て，約6 ケ月間掛けて ・事業性の検討実施し，出資目標額を設定 

事業化計画の企察調査を実施した。調査検討内容 ・排ガス中のダイオキシン濃度は，西欧並の0.1

の大きさに比べ調査期間6 ケ月はやや短く，事前 ng/Nm3を達成目標と設定し，設備仕様を検討 

の準備不足も有って調査結果には不満足な部分も した。 

残り，以後の事業化推進業務を取り進める段階で ・県によりセンター立地場所の候補地内定 

少なからず効率低下を来す原因となったと思われ ・県，一市二町が9年度分の予算化を決定 

る。この事業調査結果を基に，平成7年にコンビ （平成9年度） 

ナート企業が事業化計画推進プロジェクトを発足 ・住民に共同再資源化センター計画を正しく理解 

させ計画の具体化検討を開始すると共に，国，県， してもらう為，地元自治体を中心にして住民説 

地元一市二町に於いても同様に推進支援体制が整 明，広報誌や新聞折り込みによる広報活動実施 

備され，平成9年の共同事業体設立を目標に活動 ・事業性検討のために最新前提に基づくメーカー 

が進められた。 見積徴収 

・厚生省のガイドラインも公表され， メーカーに 

2．事業化取進め経緯 対してもダイオキシン濃度0.1 ng/Nm3を保証 

（平成7年度） 値とした。 

・コンビナート企業に対しセンターでの産廃共同 ・事業体設立に向けて，企業の可燃性産廃搬入予 

処理に関するアンケート調査を実施し，年間 定量と出資予定金額の調査実施 

30,000トンを越える可燃性産廃が搬入される見 ・センター計画の推進・反対が地元自治体の町長 

通しが得られた。 選挙の争点のーつとなり激しい選挙戦が繰り広 

・一市二町のごみ処理基本計画に基づき，一般廃 げられたが，小差で推進派が勝利 

三菱化学株式会社 鹿島事業所 環境安全部次長 ・反対派の一部から計画の白紙撤回を強く求め反 

（昭和40年応用化学科卒・新制15回） 対期成同盟が出来，近隣二県の同種反対同盟と 

三菱化学株式会社 鹿島事業所 環境安全部次長 

（昭和40年応用化学科卒・新制15回） 
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手を組み活動を開始 し，挙げ句の果てに不要物が廃棄物として簡単に 

・年度末を間近に控え苦渋の選択により，計画を 処理処分されていた。そして今，気がついて見る 

6 ケ月凍結し，その間更に住民の説得に当たる 

との県方針が示され，やむなくこれに従う事に の有害物群が新たに認知され始めつつある。 

なった。 さあ，再びこれら難敵に取り組まねばならない。 

何故ならば，これら難敵のほとんど全ては化学技 

3．廃棄物処理の必要悪 術の進歩に伴って発生したものであり，このまま 

‘廃棄物の不法投棄’‘廃棄物焼却場からダィオ 手をこまねいていると，近い将来地球上のあらゆ 

キシン発生’‘焼却場周辺土壌からダィオキシン る生物に悪影響を持たらすものとして，今や社会 

検出’‘廃棄物埋立場からの有害排水漏洩’‘環境 問題化している。 

ホルモン物質によるメス化’等々，廃棄物処理に 

係わる忌まわしい情報が社会を混乱させている。 4，最強の毒物ダイオキシン 

地域の廃棄物処理計画に取り組んでいる関係上， 今， ダィオキシンと一言でいわれているものは， 

この種の情報には敏感に反応してしまい，その都 言うまでもなくポリ塩化ジベンゾパラジオキシン 

度一気一憂している。 (PCDD）と，ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF) 

物資不足に端ぎながら育った我々世代から見る であり，どちらも平面分子構造をもつ芳香属有機 

と，現代は衣食住の全てに亘って，余りにも賛沢 塩素化合物で，いずれも類似の性質，毒性をもつ 

な物余り状態と言わざるを得ない。その上皮肉な （図1参照）。塩素数と置換位置によりPCDD で 

ことに，この様な物の豊かな多消費社会を汗水流 75種，PCDFで135種，合計210種の異性体の存在 

して作り上げて来たのも，他でも 

ない我々世代であった。不十分な 図一1 ダイオキシン類の化学構造 

原料と設備で％オーダーの不純物 （a） 。 

を許容する日常製品を必死に造っ ロ／る、／o、乙ミ、2 日パ 1~2

鱗鷲筑-cブ-cJニ告 7P\0/g3 7廻H2き 
老朽化した生産設備からの各種有 

害物がppm オーダーの公害とし PcDDs （ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン） PcDFs （ポリ塩化ジベンゾフラン） 

て生活者を脅かす程になっていっ 

た。国， 自治体による各種規制強 表一1 （参考）ダイオキシン類に関する国際毒性等価係数 

化と産・学による排ガス，排水等 

に関する公害防止技術の開発努力 PcDD異性体 I一TEF値 PcDF異性体 I~TEF値 

により急速に環境改善が計られた。 

その後，二度のオイルショックに 

見舞われ，潤沢に見えた原料・製 

品が改めて「地球上で限りある大 

切なもの」 との再認識が深まり， 

国を上げて省資源・省ェネルギー 

化が強力に推進された。最早，汎 

用製品を薄利多売する時代では無 

く，高品質・高付加価値製品が強 

く求められる時代となり，あらゆ 

る分野で目を見張るような新製品 

が相次いで開発され市場に溢れ出 

(a) 

cx

図―1 ダイオキシン類の化学構造 

(b) 

C与 
PCDDS （ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン） PCDF. （ポリ塩化ジベンゾフラン） 

表―1 （参考）ダイオキシン類に関する国際毒性等価係数 

PCDD異性体 1-TEF値 PCDF異性体 1-TEF値 

2,3,7,8- T4CDD 1 2,3,7,8- T4CDF 0.1

1,2,3,7,8- P5CDD 0.5 1,2,3,7,8- P5CDF 0.05

2,3,4,7,8- P5CDF 0.5

1,2,3,4,7,8- 1-I6CDD 0.1 1,2,3,4,7,8- H6CDF 0.1

1,2,3,6,7,8- JJ6CDD a1 1,2,3,6,7,8- HGCDF 0.1

1,2,3,7,8,9- 1-I6CDD 0.1 1,2,3,7,8,9- H6CDF 0.1

2,3,4,6,7,8- H6CDF 0.1

1,2,3,4,6,7,8- H7CDD 0.01 1,2,3,4,6,7,8- H7CDF 0.01

1,2,3,4,7,8,9- H7CDF 0.01

08CIDD 0.001 08CDF 0.001

その他のPCDD 0 その他のPCIDF 0

1-TEF: International Toxicity Equivalency Factor
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が考えられる。これら異性体の内，2, 3, 7, 8ーテ 

トラ塩化ジベンゾパラジオキシン（TCDD）の毒 

性が最も強く，2, 3, 7, 8位が全て塩素で置換され 

たPCDDとPCDFの塩素置換異性体（それぞれ 

7種と10種）は，上記のTCDD と類似の毒性， 

生化学反応性を示すことから，これらを制御対象 

のダイオキシンとして取り扱われている。 

ダイオキシンの毒性を把握するために， これら 

異性体に対して通常ダイオキシン類に関する国際 

毒性等価係数（表1参照）が定められており，こ 

れにより2,3,7,8-TCDDとの相対的な毒性の強 

さを換算する方法がとられている。この等価係数 

と17種の異性体含有濃度を乗じて合計した値を2, 

3,7, 8-TCDD毒性等価量（TEQ）として， ダイ 

オキシンの毒性を総合的に評価される。 

ところで，地球上のダイオキシン汚染の状況を， 

海底や湖底の堆積土の分析により歴史的年次変化 

を検証した結果によると，欧州のバルチック海， 

北米の五大湖，日本の琵琶湖，淀川沖に於いては， 

年代に多少のずれはあるものの，1950年代から 

1980年代にかけてダイオキシン濃度が4 -8倍に 

急増し，その後はわずかに減少又は横這い状況が 

示されており， こうした傾向は塩素の産業への利 

用拡大と合致すると言われている。 

従来， ダイオキシンの発生源 

について，火山や森林火災等の 

自然由来説，石炭や木材燃焼由 

来説が強調されがちであったが， 

それらを大きく上回って，有機 

塩素化合物を含む薬剤や製品使 

用，それらを含む廃棄物の無秩 

序な焼却，金属精錬工程の燃焼 

等に伴い新たに発生蓄積してい 

ることが明らかになって来てい 

る。 

5．廃棄物処理とダイオキシン 

汚染 

ダイオキシン発生源の筆頭は， 

一般廃棄物（生活ごみ）の焼却 

場と言われている（表2参照） 

が，その発生原因 ①塩素含有 

物等の無秩序焼却 ②設備対応 

不十分による不完全燃焼 ③排 

ガスや灰の処理方法不適切から考えると，全国各 

地で不完全燃焼の黒煙を上げている中小の産廃焼 

却施設も局地的には無視できない発生源となって 

いるはずである。 

日本人には古来，一度台風にでも見舞われれば 

周囲の全ての物を洗い流してくれるとの考え方が 

ある。しかし， ダイオキシンは自然界では不滅の 

化合物であり，発生したダイオキシンは地球上で 

濃縮され，やがて人間の体内に蓄積されることに 

なる。この悪の循環濃縮を止めるには，当然発生 

源対策が急務である。 

まず第一にすべき事は，市民レベルでの廃棄物 

の徹底した分別である。物が溢れ返っている時代， 

あまりにも簡単に物がポイ捨てされている。都会 

のごみ集積所に出されるごみを観察すると，ホー 

ムレスならずとも手を伸ばしたくなる品物が無造 

作に捨てられている。又， ごみの分別に際して材 

質・成分の表示が無いことが最大のネックであっ 

たが，国の指導のもと業界も改善に取り組み出し 

ている。一刻も早い完全表示が望まれる。この経 

済低迷期を逆手にとって，貴重な資源をもっと大 

切に有効に利用する方法を，生活者から行政レベ 

ルまでが衆知を集めて考えるべき時である。 この 

際， ごね得や無責任行為は徹底排除すべきである。 

表―2 発生源別ダイオキシン発生量（g-TEQノ年） 

発 生 源 ~ 排出量 備
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〇原則として全連続炉とする。 

施設運営 

表―3

適正負荷 

新設のごみ焼却炉に係る対策 

・ごみ質の均一化，適正負荷運転 

る生活安全総合研究事業の 

今年度予算総額が16億7百 

万円に決まったとの厚生省 
―連続運転の長期化 発表記事が載っていた。こ 
一定期測定の励行 ・年一回のダイオキシン類排出濃度定期測定 

れは昨年度の同種研究事業 

受入れT十分な容量のごみピソト ‘自動ごみクレーンの設置 費の5倍以上であり，国の 

供給設備 ＝前処理装置，供給装置の設置 本格的な取り組みの結果を 

期待したい。 

―燃焼設備 燃焼温度 ・850で以上（900で以上の維持が望ましい） 

滞留時間 ・2秒以上 

ーCo濃度 ・30 ppm以下（0212％換算値の4時間平均値） γ値の4時間平均値） 

―安定燃焼 ・100 ppmを超えるCO 濃度瞬時値のピーク 度瞬時値のピーク 廃棄物処理の現場にあっ 

を極力発生させない て，高い理想をもって現実 

連続監視 ・温度計，CO 連続分析計，( 2 連続分析計の設 )2 連続分析計の設 の課題に取り組んでいるが， 
置と監視 

情報の混乱による相互不信 

ガス冷却一廃熱回収ボイラ・燃焼室をボイラ水管壁で構成 毒成 や各種団体の経済上のェゴ 

設 備 ・ボイラ伝熱面上のダスト堆積を抑制 I積を抑制 等により，あまりにも無用 

・ボイラ出口排ガス温度の低温化 I温化 な多くの時間と金を費やし 
・排ガスのボイラ通過時間の短縮化 ）短縮化 

ている。一刻も早くより好 

一排 ガ ス 集じん器 ・集じん器入口排ガス温度を低温化（200。C未満） 一低温イヒ（200CC未満） ましい改善を実現し・ 日々 

処理設備 一吸着除去法 ・粉末活性炭の吹き込み 蓄積増加する有害物質に歯 

・活性炭系吸着塔の設置 止めを掛けねばならない。 

―分解除去法 ーシン類の分解 ・酸化触媒等によるダイオキシン類の分解 この目に見えない有害化学 

物質の増加蓄積は現代社会 

第二に，廃棄物の焼却処理であるが，現在目標 の大量消費を前提とした経済システムや社会シス 

としているリサイクル社会が確立する迄の間，あ テムにあると思う。その意味で，私達は物の生産 

ふれ出る廃棄物を狭い日本の中で安全に処理して と消費を新たな視点から見直し，たとえ痛みは伴っ 

いく方法として，避けられない方法と思う。その ても今，改善のための第一歩を踏み出さねばなら 

為には，全ての施設を国が法制化した焼却施設の ない。 まだ残された時間のある内に。 

ガイドライン（表3 参照）に合致したものとする 

べく，違反者には厳罰で当たる覚悟が必要である。 参考文献 

特に人目のつかない山間や離島の僻地での無責任 1）厚生省ごみ処理に係るダイオキシン削減対策 

な行為は絶対許せない。 廃棄物の焼却処理により 検討会「ごみ処理に係るダイオキシン類発生 

発生する大量の熱を有効利用することで燃料資源 防止等ガイドライン」 

の節約にもつながり，又最終処分する灰も大幅に ーダイオキシン類削減プログラムー（1997) 

減量できる。 2）酒井伸一「ゴミと化学物質」岩波新書（1998) 

第三に， ダイオキシンの発生と防止方法に関し 

て，有機塩素と無機塩素の影響差等も含めて，現 

実に即した正しいメカニズムの解明が是非必要で 

ある。 ng/Nm3のオーダーでの確度の高いメカニ 

ズムの解明には， ダイオキシンの分析の困難さも 

含め多くの金と時間が必要になると思われるが， 

一刻も早い対応が望まれる。折からの新聞情報に 

よると， ダイオキシンを含む環境ホルモンに関す 

の大量消費を前提とした経済システムや社会シス 

テムにあると思う。その意味で，私達は物の生産 

と消費を新たな視点から見直し，たとえ痛みは伴っ 

ても今，改善のための第一歩を踏み出さねばなら 

ない。 まだ残された時間のある内に。 
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化学プロセスにおける脱色技術 

岡 広 史 

皆さんのご活躍されている業界で「品質」 とは 飽和結合などの発色団を処理することを言います。 

何を意味しますか。私の勤める花王株式会社では， もちろん我々は，着色の原因となる工程において， 

香・化粧品・洗剤といった家庭品を主に製造して 触媒や操作条件を最適化し着色を抑える努力をし 

おり，私は，その素材である界面活性剤，油脂誘 ますが，元々着色しやすい物質を扱うことが多く， 

導体等の製造プロセスを開発するセクションに所 なかなか満足のいくレベルには到達しません。そ 

属している関係上，「品質」 とは素材の色や匂い こでやむを得ず脱色工程を製造プロセスに組み込 

を指す場合が大半です。「高品質」 とは無色，無 むことになります。 

臭に近いことを言います。例えば，ある界面活性 脱色技術を大まかに分類すると以下の様になり 

剤が製造時に濃い褐色に着色したとするとそれを ます。 

配合して得られるシャンプーや食器洗剤なども茶 

色や褐色が強く出た色合いになってしまい，商品 化学的手法 酸化法 

の機能自体には問題なくとも，茶褐色系統の色が 還元法 

酸・アルカJ 処理法 好きな人は別ですが大抵の消費者は手にとってく 

れません。色素を使用したりボトルの色を変えて 物理化学的手法 吸着・吸収法 

も限界があります。匂いについても同様です0 こ 凝集法 

のように素材の品質は，それを配合して得られる イオン交換樹脂法 

商品の価値を左右しますから，我々は，無色，無 逆浸透膜法 

臭に近い素材を提供すべく日夜努力しているので 生物学的手法 活性汚泥法 

あります。 脱色菌 

さて，今回は紙面の関係上，脱色（一淡色化） 光化学的手去一~紫外線照射法 

の技術に絞り，世の中で一般的に実施されている ~ 光触媒法 

もの，最近話題となっているものなどについてま 

とめてみました。尚，当方，企業の技術者にして とめてみました。尚，当方，企業の技術者にして 2．代表的な従来の脱色技術 

は恐ろしく知識が浅薄であり経験が乏しいが故の， は恐ろしく知識が浅薄であり経験が乏しいが故の， (1） 酸化法 

多少の誤記，偏見についてはご容赦願います。 多少の誤記，偏見についてはご容赦願います。 酸化剤を用いて発色団である不飽和結合を飽和 

または開環させることで脱色する方法で化学的手 

1．脱色操作とは 法の主流です。その中でも最もポピュラーな方法 

素材の着色は，その製造工程，例えば反応，蒸 は，次亜塩素酸ナトリウム，過酸化水素を添加す 

留といった工程において，熱や酸，アルカリ等の る方法です。前者は後者に比べ酸化還元電位が高 

影響を受け，着色物質が副生（大抵の場合ごく微 く脱色力は強いのですが生体に対する安全性で問 

量）するために起こります。従って脱色操作とは， 題となる塩化物の生成懸念や匂いの劣化が起こり 

着色物質を除去するか，分解するか， もしくは不 やすく，今後は使用を見直していくものと思われ 

ます。一方，後者の分解物は酸素と水であり安全 
花王株式会社 素材‘プロセス研究所 主任研究員 花王株式会社 素材・プロセス研究所 主任研究員 

性は高いのですが，脱色効果を発揮するにはアル 

昭和60年応用化学科卒業（新35) 昭和60年応用化学科卒業（新35） カリ性下に調整しHOO の発生を促進させなけ 

昭和62年大学院修士課程終了 昭和62年大学院修士課程終了 ればならず，通常，苛性ソーダなどによりpH 調 
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整を行うために無機塩が残留することになります。 

次亜塩素酸ナトリウム，過酸化水素ともに熱 光 

空気，重金属などに極めて不安定であり，冷暗所 

に貯蔵するなどの注意が必要です。 

更に酸化法では，最近廃水処理の分野を中心に 

高い関心が示されているオゾン処理があります。 

オゾンが発色団を選択的に攻撃するため脱色効率 

が高いのが特徴です。しかもオゾンの分解物は酸 

素であり安全で，処理後に無機塩濃度が増加する 

ことが無く，空気または酸素と電力があれば，現 

場で容易に必要量が得られ，貯蔵や運搬の必要が 

無いと言った長所があります。ただし，発生コス 

ト，設備コストが高く，排オゾン処理が必要なた 

め現時点ではコスト的には他法に比べ不利なよう 

です（活性炭吸着法よりはやや有利という話もあ 

ります）。今後，発生装置の改良やオゾンとの接 

触効率の向上といった技術開発に期待がかかって 

います。 

酸化法は大抵，処理後に酸化剤が残存すると匂 

いの劣化がおこるので，処理条件（温度，pH, 

処理時間等）を最適化するか，還元剤を用いて酸 

化剤が系内に残存しないようにします。 

(2） 還元法 

着色物質のなかには酸化法で処理効果が上がら 

ないものや還元処理しておいた方が着色物質へと 

変化しなくなる着色前駆体もあります。そのよう 

なものには還元剤を用います。代表的な還元剤は 

ナトリウムボロハイ ドライ ドですが，高価なこと 

や水素ガスが発生するなどの短所があります。先 

述した過酸化水素法やオゾン法などもガス（酸素） 

を発生しますが，ガス発生は，泡立ち等によりポ 

ンプでの液送が困難になったり処理装置のベント 

ラインから泡の流出が起こるなどトラブルが発生 

しやすく，いつも我々エンジニアの頭を悩ませま 

す。 

(3） 吸着・吸収法 

第3物質に着色物質を吸着・吸収させて系外へ 

除去する方法で，活性炭や活性白土による処理は 

油脂，脂肪酸の脱色や糖系廃液の脱色等様々な方 

面で実績があります。化学的手法と異なり，副生 

物の生成や塩類の残留はほとんど無いことや非水 

系の被処理物にも使用できることが長所ですが， 

大抵は着色物質を吸着した第3物質と被処理物を 

分離するための漁過工程がセットでついてきます。 

漁過操作を加えることは設備の数が増加するほか 

に歩留まりの低下やサイクルタイムの増加，更に 

は産業廃棄物（憶過ケーク）の排出といった様に 

コストアップの原因となります。そこで排水処理 

等の大量処理や医薬品・食品等の少量・他品種処 

理の場合は，繊維状や粒状の活性炭を用いて固定 

床方式での操作が多く用いられています。しかし， 

一般の粉炭に比べ脱色の効率は劣る様です。 

3．これからの脱色技術 

特許の提出件数からみて，今後盛んになってく 

ると予想される脱色法は，光を用いた方法ではな 

いかと思われます。光を利用した脱色自体は，江 

戸時代に麻や木綿を川の水に浸して河原に広げ， 

日光を当てて漂白していたと言うぐらいですから 

新しく発見された現象ではありませんが，①クリー 

ンで無尽蔵な太陽光線が利用できる，②廃棄物を 

出さない，③光ェネルギー以外のエネルギーをあ 

まり必要としないといった点で地球に優しい時代 

にマッチした技術ということで関心が高まってき 

たものと思われます。様々な化学素材やその製造 

中間体に太陽光や紫外線ランプの光を照射するだ 

けで脱色する例は数多く見受けられます。 

近年，その光脱色をより効果的に実施できる方 

法として光触媒を用いた技術が注目されています。 

光触媒反応とは，半導体に特定波長の光を照射 

することによってその表面で酸化・還元反応がお 

こり有機物を分解する反応で，脱色のみならず， 

脱臭，殺菌，有機汚染物質の分解等にも利用出来 

るために環境ビジネスの目玉として各企業が活発 

に技術開発を行っており，最近出された光脱色に 

関する特許の大半は光触媒関係です。ただ，現在 

のところ，紫外線での効果は顕著なものの，太陽 

光の大半を占める可視光ではまだ十分な効果が得 

られていないことや光の照射効率が低いことなど 

からコストがかかるため化学プロセスにはほとん 

ど実用化されていないものと思われます。 

最後に，化学的手法もそうですが，化学変化を 

伴う手法は，生体に悪影響を及ぼす物質が副生し 

ないとも限りませんので，生体への安全性テスト 

を行う必要があります。特に，オゾン法や光触媒 

法といった新しい手法は過去の実績がほとんど無 

いことからこの点には十分な検討が必要と思いま 

す。 
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L新博士誕ー一生~ 

論文題目 

Selective Catalytic Reduction of

Nitric Oxide with Methane on

Bifunctional Zeolite Catalysts

メタン還元剤を用いたー酸化窒素の選 

択的還元反応～機能複合化による高活 

性触媒設計に関する検討～ 

小 倉 賢 

平成5年3月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7月3月 博七前期課程修了 

平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

平成10年4月 日本学術振興会特 

別研究員 

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。本研究を展開 

するにあたり，常に熱心な御指導をいただいた菊地英一教授，黒田一幸教授，松方正彦助教授をはじめ，応用化学科 

諸先生方のご指導の賜と厚く御礼申し上げます。また，幾多のお世話になりました先輩諸兄，研究室の皆様，学内の 
職員の方々，ならびに学会場にて熱心に討論をしていただいた同輩の皆様に心より感謝いたします。 

本論文は自動車ェンジンだけでなく発電用ガスタービンエンジンなどから排出される窒素酸化物を高効率で除去す 

るために必要な触媒の開発に関して，反応機構に基づいた活性点の選択的配列による設計を行うことを目的としたも 
のです。環境触媒には， これまでの触媒プロセスとは異なり非常に広範な作動条件下での3つの大きな重要課題（高 

活性・高選択性・長期耐久性）があります。その課題克服策は一朝一タで生まれてくるものではなく，一つーつの触 

媒機能を明らかにし，それらを複合化してゆくことにより高活性かっ高選択的な触媒作用が得られることを実証して 

参りました。しかしながら，耐久性に関しては実用レベルからはまだほど遠いものであり，また現時点では未処理排 

出のディーゼルェンジン排ガスの規制が厳しくなることが決定されており，今後この研究分野の更なる発展が望まれ 
ております。 

現在も菊地教授，松方助教授のもと，日本学術振興会特別研究員として研究を続けております。学位の取得を通過 

点としてこれからより一層の研錯を積む所存です。今後ともご指導ご鞭推のほどをよろしくお願い申し上げます。 

論文題目 

Temperature-Responsive Hydrogels

with Polymer Graft Structures

for Modulated Drug Release

（グラフト高分子構造を有する温度応 

答性ハイドロゲルによる薬物放出制 

御） 

金 子 祐 三 

平成5年3月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7年3月 博士前期課程修了 

平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

平成10年4 月 三菱化学囲総合研 

究所研究員 

この度，早稲田大学から博士（工学）の学位を授かり，身に余る光栄と感謝しております。本研究の遂行にあたり 
終始懇切丁寧なる御指導を頂きました酒井清孝教授，ならびに東京女子医科大学医用工学研究施設岡野光夫教授，桜 

井靖久教授に深く感謝致します。また，学位審査の労をお取り下さいました平田彰教授，豊倉賢教授ならびに平沢泉 
教授に心より御礼申し上げます。 

近年，副作用を低減し，薬物を効果的に生体に投与するドラッグデリバリーシステム（DIDS）の開発が強く望ま 

れております。本論文は，薬物放出制御マトリックスとして温度応答性ハイドロゲルを開発し，生体の必要とされる 

標的部位のみで温度変化により薬物を放出させる，新しい薬物治療の可能性を追究したものです。グラフト鎖を有す 

る新規な分子構築ゲルを作製し，ハイドロゲルの膨潤・収縮速度を従来型の網目構造のゲルと比較して数千倍に加速 

させました。自由末端を有するグラフト鎖が温度に応答して素速く凝集し， これがゲルの網目構造全体の収縮変化を 

加速させる，従来とは異なる新しいゲルの収縮メカニズムを創製しました。この素速いゲルの収縮変化と同期させて， 

ゲルに内包した薬物を一気に放出させ標的部位への薬物の集積性を高める，新規な薬物投与法を研究し，その成果を 
学位論文にまとめました。 

現在，私は三菱化学囲総合研究所にて，引き続きDDS，界面科学の研究を行っております。学位取得を研究者の 

第一歩として一層の研鎖を積む所存でありますので，今後とも皆様の御指導・ご鞭鍵を賜りますよう，よろしくお願 
い申し上げます。 
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論文題目 

Molecular Design of Organic

Thin Films for Chemical Sensors

and Electroluminescence Devices

（機能性有機薄膜の分子設計と化学セ 

ンサおよび電界発光素子への応用） 

駒 場 慎 一 

平成5年3月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7年3月 修士前期課程修了 

平成8年4月 日本学術振興会 

特別研究員 

平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

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。本研究の遂行に 

あたり，終始懇切なるご指導を戴きました逢坂哲禰教授,西出宏之教授，黒田一幸教授，本間敬之助教授，そして多 

くのご助言を賜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。また，お世話になりまし 

た物理化学研究室の皆様に厚く御礼申し上げます。 

本論文は，電気化学的な手法による有機薄膜形成の的確な分子設計のもとに発現する新しい機能を生かして，化学 

センサ，電界発光（エレクトロルミネッセンス「EL）素子へ応用する研究のまとめであります。電解重合高分子の 

合成プロセスに関する基礎的検討をベースに，複数のステップを併用する新しいプロセスを研究しました。そのプロ 

セスにより作製される有機薄膜を用いた化学センサにより，各種陽イオン，尿素， クレアチニン， グルコースの迅速 

で高感度な検出を可能としました。さらに，電解重合万共役高分子を用いたEL 素子の作製へと適用分野を開拓し， 

高輝度，長寿命な面状発光素子を作製することができました。 

私はこの四月より，岩手大学工学部応用分子化学科の助手として熊谷直昭教授のもとで，電気化学に関する研究と 

教育に尽力しております。学位取得を研究者の第一歩として，一層の研錯を積む所存でございますので，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あげます。 

論文題目 

Preparation of Nitride Ceramics

from Precursors Possessing

Metal-Nitrogen Bonds by Pyrolys
is and Their Pyrolysis Processes
金属一窒素結合を有する前駆体からの窒化 

物セラミックスの合成とその熱分解過程 

小 山 誠 一 

平成5年3月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7年3月 博士前期課程修了 

平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

平成10年4月 日産化学工業株式 

会社入社 

このたび，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しております。本研究を展開す 

るにあたり懇切に御指導していただいた黒田一幸教助，逢坂哲蒲教助，並びに幾多の面で御指導，御助言いただいた 

菅原義之助教助に心よりお礼申し上げます。また教育学部小川誠講師をはじめとする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，金属 窒素結合を有する化合物（前駆体）の熱分解によるセラミックの新たな合成法について検討した 

ものです。前駆体中の有機量を調節することで有機溶媒に可溶かつ高いセラミック収率を示す前駆体を得ることがで 

きました。また，その熱分解の機構を提案しました。実用化に向けてはまだまだ数多くの解決しなければならない問 

題があります。が，セラミック成型体の製造技術の開発は強く望まれており， この様なテーマは今後さらに重要性を 

増すものと思われます。 

現在私は，日産化学工業株式会社でシリカゾル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，一層努力して行きたいと考えておりますので，今後も皆様方の御指導，御鞭鍵を賜りますようお願い申し上げ 

ます。最後に学生の皆さん，化学を楽しく学びましょう。 
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論文題目 

Synthesis, Structure, and Reactivity
of Novel Heterometallic Complexes
Bearing 11 5-Cyclopentadienyl
Ancillary Ligands
n叱シクロペンタジエニル配位子を持 
つ新規ヘテロ金属錯体の合成，構造お 
よび反応性 

中 島 隆 行 

平成5年3 月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7年3月 博士前期課程修了 

平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

平成10年4月 理化学研究所基礎 

科学特別研究員 

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。これもひとえ 

に清水功雄教授，故佐藤匡教授，山本明夫客員教授，松本和子教授をはじめ応用化学科ならびに化学科諸先生の御指 

導の賜と深く御礼申し上げます。また，修士課程時代に御指導いただきました理化学研究所若槻康雄主任研究員には 

厚く御礼申し上げます。また，幾多の方面で大変お世話になりました諸先輩方，研究室の皆様には深く感謝致します。 

本論文は，金属ヒドリド錯体に他の有機金属錯体を共存させて，光または熱反応させることにより新規なヘテロ金 

属錯体が得られるという汎用性の高い合成法を見出し，さらに錯体の反応性について研究したものです。その中で， 

トリメチルホスフィンの炭素ーリン結合の活性化反応などヘテロ複該錯体特有の反応を見出すことができました。こ 

れらの結果は今後のヘテロ金属錯体の研究に多いに役立つものであると思われます。 

現在私は，理化学研究所基礎科学特別研究員として，有機金属クラスターの研究を行っております。学位取得を研 

究者の第一歩とし，一層の研鎖を積んでいきたいと考えておりますので，今後とも皆様方の御指導，御鞭鍵を賜りま 

すようよろしく申し上げます。 

論文題目 

Artificial Red Cells and Their

Oxygen-Coordination Dynamics

人工赤血球とその酸素配位動力学 

川 合 宣 行 

平成5年3月 応用化学科卒業 

（新43回） 

平成7年3月 博士前期課程修了 

平成10年4月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程修了 

平成10年4 月 三菱製紙株式会社 

総合研究所研究員 

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しております。本研究を展開する 

にあたり常に熱心に指導していただいた土田英俊教授，西出宏之教授，武岡真司助教授，多大なる御助言を賜りまし 

た酒井清孝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 

ました先輩諸兄，職員の方々，研究室の皆様に心より感謝致します。 

本論文は，実用化が近づいた人工赤血球について，その構造と酸素配位動態の相関を明らかにすることを目的とし 

たものです。種々の人工赤血球の合成法をまとめるとともに，金属ポルフィリンの光励起を利用した酸素濃度の時間 

分解測定法を確立し，酸素運搬体（人工赤血球）評価に重要な酸素配位動力学パラメータを整理することができまし 

た。酸素運搬体の分子設計とその合成，酸素配位能の物理化学測定，酸素輸液の溶液物性測定，医療サイドと協同の 

生体投与試験及びその評価と，人工赤血球研究に関わる多くの領域を学ぶことができ，自分にとって非常に大きな収 

穫を得ることができたと実感しております。 

現在私は，三菱製紙株式会社総合研究所において，電子写真・銀塩感光技術を用いた電子デバイス開発に関する研 

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，いっそうの研錯を積む所存であります。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 

湿式成膜法による高機能軟磁性膜の作 

製と磁気デバイスへの応用 

Development of Highly Functional

Soft Magnetic Thin Films by

Wet Process and Application to

Magnetic Devices

高 井 まどか 

平成2年3月 応用化学科卒業 
（新40回） 

平成2年4月～3年7月囲東芝勤務 
平成7年3月 早稲田大学大学院 

理工学研究科博士 
前期課程修了 

平成8年4月 本学理工学部助手 
平成10年3月 工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 
程修了 

平成10年4月 電子技術総合研究 
所材料科学部特別 
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しております。本研究を遂行する 
にあたり，逢坂哲蒲教授に懇切なるご指導賜りましたことを深く感謝致します。また，本論文の審査にあたり，有益 
なるご助言を下さいました，同応用化学科の黒田一幸教授，菅原義之助教授，理工学総合研究所の法橋滋郎客員教授， 
ならびに応用化学科の諸先生方に深く御礼申し上げます。 
高密度磁気記録の実現に向けて新規な磁気ヘッド材料の開発を，水溶液からの金属析出，めっき法を用いて行いま 

した。この手法は，物性出現のために目的とされる金属以外の微量成分を添加します。それを添加剤と呼びますが， 
ここでは硫黄系の添加剤がめっき膜の磁気特性に大きく依存することを見出しました。そして，そのような添加剤を 
含まないめっき液からの成膜を用いて，薄膜軟磁性材料として最高の飽和磁東密度の値を有するBs=2ユT のCoNi
Fe 合金膜を開発しました。この材料は，高い飽和磁東密度を有することから，次世代の記録ヘッド材料や，小型化 
する磁気デバイスへの応用に大いに期待されます。この研究の成果はNature 誌に掲載され，さらに，次世代の磁気 
記録ヘッド材料として，日本電気囲でデバイス特性の評価もして頂けました。基礎研究が応用につながったこのよう 
な研究に携わり，充実した研究成果があげられたことに対して関係した皆様に感謝しております。 
現在私は，電子技術総合研究所で科学技術特別研究員として，半導体金属界面の電気特性制御の研究に従事してお 

ります。電気化学と薄膜形成とを結びつけた広い意味で同様の研究であり，新たな分野へ電気化学を展開すべく努力 
しております。今後とも諸先生，諸先輩方の一層のご指導，御鞭推を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

論文題目 

酸素輸液とその体組織ハ、の 

酸素運搬力の評価 

(Pork Sun Ick) 

朴 展 翼 

平成6年2 月 

平成7年4月 

平成10年3月 

漢陽大学大学院 

（韓国）工業化学 

科修士過程終了 

早稲田大学大学院 

理工学研究科博士 

後期課程 入学 

工学博士（早稲田 

大学）博士後期課 

程終了 

この度，早稲田大学から，博士（工学）の学位を戴くことが出来ましたことは，誠に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まして，終始懇切なる御指導と御鞭達を賜りました早稲田大学土田英俊教授，西出宏之教授， 

武岡真司助教授の各先生に心より御礼を申し上げます。御審査を賜りました酒井清孝教授，また，医学面で多くの御 

指導と御協力を頂きました慶慮義塾大学医学部・呼吸器科外科教授小林紘一先生に心から感謝致します。お世話にな 

りました高分子研究室の皆様方にも厚く御礼申し上げる次第です。 

研究内容は，高濃度ヒトヘモグロビンをリン脂質二分子層膜で被覆した小胞体の表面を，ポリオキシエチレンなど 

で修飾し溶液の粘度や凝集の制御可能を明らかにしたこと，また，詳細物性値を解析すると共に，酸素輸液の効果に 

ついて動物試験の結果（ラットの90％交換輸血試験，ハムスターの微小循環動態観測，出血ショック状態のウサギへ 

の投与回復試験から体内組織への酸素運搬力）を評価した成果をまとめた内容であります。 

現在私はPost-doctoral researcher と Lて, University of Pennsylvania, Medical Center, Department of

Biochemistry & Biophysics, (Prof.T.Yonetani) のもとで置換ヘモグロビンの酸素化挙動について研究してお 

ります。学位取得後の研究者の第一歩としての研鎖を，更に一層推進する所存ですので，今後も変りなく早稲田応用 

化学会の皆様方の御指導，御鞭達を賜わりますよう御願い申し上げます。 
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職場だよ り 
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1．はじめに 

円安，アジア経済の減速とそれに伴う国内不況 

の波を受けて，国内の産業全体が低迷傾向にある 

なか，当社もグローバル展開の進捗とともに世界 

経済の影響を避けることはできず，業績の回復に 

奮闘をしている状況です。 

さて，今回は三菱化学グループの会社概要及び 

応化会員の近況を報告させていただきます。 

2．会社概要 

三菱化学株式会社は1994年10月に三菱化成・三 

菱油化の合併により誕生した世界第8 位の売上高 

を有する総合化学会社である。石油化学の原料と 

なるエチレンから情報電子材料，医薬まで事業の 

幅も非常に多岐にわたっているため弊社ではカン 

パニー（Co）制をとりそれぞれ特徴のある事業運 

三菱化学株式会社 

営を行っている。化成品Co は主にエチレン（ET

Y)， プロピレン（PPY)， スチレン（St）などの 

各種モノマー類を取扱っている。樹脂Co はポリ 

エチ（PE）・ポリプロ（PP）等のポリオレフィン 

(P0）樹脂，スチレン樹脂（PS)，塩ビ樹脂（PVC) 

関連事業であるが， この分野では国内各社と合弁 

会社を作りグローバル化に対応している。P0 樹 

脂＝＝日本ポリケム（東燃化学）,ABS 樹脂ニ＝テク 

ノポリマー（JSR), PS =エー・アンド・エム 

スチレン（旭化成）。合繊原料Co はテレフタル酸 

等の合繊原料とPET樹脂，水溶性高分子などを， 

機能化学品Coでは中間原料となる1,4ブタンジオー 

ルやェリスリ トール（エリスリ）， リチウム電池 

用電解液，機能性樹脂，ェンプラ，イオン交換樹 

脂（JER）等を，医薬Co では循環器系，中枢神経 

系，アレルギー関係を中心とした新薬及び免疫診 

横浜総合研究所 
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断システムや診断薬を，情報電子Coではオフセッ （2） 横浜総合研究所（18名） 

ト印刷用PS版，複写・プリンターの感光体やト 三菱化学の将来を担う研究開発の中核拠点とし 

ナーなどの材料，各種記憶材料（CD-R, MO， て基礎化学品から有機ファイン，高機能材料，情 

HDなど），半導体用のフォトレジスト（フォトレ 報電子，バイオまで幅広い研究活動を積極的に展 

ジ）やEL薬品，炭素アグリCo ではコークス・ 開している。分析物性研では佐々木豊（61M宮崎 

電極などの炭素製品，肥料，農薬を，機能資材 研）がレーザー分光分析技術に取組み，理化研で 

Coでは炭素繊維を中心とした複合材料やビル橋 は飯田陽介（03 M清水研）がメソポーラス材料の 

脚補強材料，建築材料，PS フィルムなどの包装 工業触媒への応用を試み，東野泰子（03 M長谷川 

材料などを取り扱っている。 研）が触媒の研究に従事（現在産休中）している。 

三菱化学は東京に本社を置き，研究開発拠点と 医薬基盤研では由上智子（59M宇佐美研）が医薬 

して横浜と筑波に研究所が，各事業所にも技術開 品の探索研究に取り組んでいる。材料工学研では 

発センター（C）がある。生産拠点として黒崎， 平原聡（04 M加藤・黒田研）が高機能性活性炭の 

四日市，直江津，水島，坂出，鹿島，筑波の7事 開発を，井昭宏（60M新田研）は活性炭の製造検 

業所，販売拠点として全国に支社，支店を有して 討と用途開発を担当しており（9/1付け黒崎技開 

いる。海外にも現地法人・支店があり，多くの関 C)，福島裕司（04 M西出研）は機能性ウレタン材 

連会社とともに海外展開の拠点となっている。 料の開発を，竹内久雄（59 M宮崎研）は計算科学 

国内にも400社以上の関連会社が各分野で多彩 の応用と新規機能材料の探索を行っている。機能 

な活動を行っており確固たる地位を築いている。 化学研では田川徹（50D篠原研）が所長としてIE

R，機能性樹脂などの研究開発を統括し，金子祐 

3．応化会員の近況 三（10D酒井研）が界面技術を応用した研究に取 

現在87名の応化会員が在籍し，国内外各方面で り組んでいる。計算研では中村振一郎（55 M宮崎 

多様な事業推進のために活躍している。 研）がGLとして量子科学計算を用いた分子及び 

d） 本社地区（12名） 材料の設計に活躍中である。画像研では長谷川和 

樹脂Coでは長瀬穂積（48M城塚研）がP0関係 美（52M佐藤研）が昇華感熱記録材料の研究に取 

の事業企画を担当している。合繊原料Co では広 り組み，近禅（03 M土田研）はLSI用フォトレジ 

郡亮一（47M森田研）が企画管理部長として事業 の開発検討を担当している。光電研の大篭祐二 

の統括を行っており，田原博志（58 M篠原研）は （51M藤井研）はGL として表示デバイス用の新 

テレフタル酸等の生産管理・QA などをみている。 規機能色素の探索を，山田昌宏（58 M佐藤研）も 

機能化学品Co では五十嵐了（47 M篠原研）がグ GLとしてインクジェット用色素開発に，安達昌 

ループマネージャー（GM）として機能性樹脂の 文（62 M宮崎研）は分子軌道法を用いた機能性色 

事業化推進を担当し，魔瀬友和（05 M佐藤研）は 素の研究に挑戦している。石川智子（06M清水研） 

エリスリの事業戦略と食品関連RD を，高橋浩 はトナーの研究開発に携わっている。光情報研で 

(47M土田研）は機能性モノマー・ポリマーの企 は植松卓也（63土田研中）が光ディスク（DVD）の 

画開発を担当している。医薬Co では野津山潔（5 開発を行っている。 

8土田研中）が医薬製造技術の開発推進を，坂田鉄 （3） 筑波研究所（2名） 

弥（59宮崎研）が医薬品販促のための調査・紹介 横浜と並んで研究開発の拠点であり， 4 つの研 

業務を担当している。情電Co では井上俊雄（47 究室からなり約300名が働いている。市川修治 

M吉田研）がGMとしてHD事業の統括を行って （63 D佐藤研）は合成研でGL として医農薬中間 

おり，彼谷政雄（50 M平田研）がEL薬品事業の 体の合成研究を担当し，山崎正典（04 M西出研） 

推進に遭進している。機能資材Co では中村員彦 はエリスリを素材とした潜熱蓄熱材の開発に没頭 

(49 D東研）が複合系建材の材料設計と市場開発 している。 

を担当している。岩間啓一（51 M藤井研）は技術 ④ 鹿島事業所（6名） 

部で全社の設備投資等を取り仕切っている。 石油化学原料，樹脂などの主要な製造拠点の1

つであると同時に医薬及びPS版などの高機能商 
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品の生産拠点でもあり，医薬品の開発研究も行っ 

ている。戸叶浩敬（40藤井研）は環境安全部次長 

として産業廃棄物再資源化に取り組み，鷲見富士 

雄（50藤井研）は化成品製造部でGMとしてETY

等の基幹原料の製造を担当し，山本健二（61 M平 

田研）は樹脂製造部でPP樹脂の製造を統括して 

いる。生産技術Cでは小野友敬（DiM菊池研）が 

メラミンのプロセス開発を，渡辺雅之（02菊池研） 

がェチルベンゼン・St 等の製造技術開発を行っ 

ている。鵜浦博之（58M佐藤研）は医薬開発研究 

所で医薬原体の工業的製造プロセスの検討に従事 

している。 

(5） 筑波事業所（1名） 

PS, PVC等を原料としたシートや化合物半導 

体の製造及び研究を行っている。魔井達也（DiM

長谷川研）はフィルム技術開発CにてPET フィ 

ルムの技術開発を担当している。 

(6） 四日市事業所（11名） 

各種石油化学製品，樹脂製品や高機能商品を生 

産している。併せて，石化製品，樹脂，機能化学 

品等の製造関連のRDを行っている。化成品技術 

開発Cでは浜名良三（56 M森田・菊池研）が芳香 

族製品のプロセス開発・合理化研究に取り組んで 

おり，保坂浩親（62 M菊池研）がアクリル酸製造 

酸化反応プロセス開発・海外支援を担当している。 

樹脂技術開発Cで上原弓人（50 M篠原研）がGM

としてメタロセン触媒工業化に（9/1付け樹脂Co), 

鳥生秀一（07 M西出研）もメタロセンPP 触媒の 

開発に取組中である。高分子技術開発Cでは佐藤 

昇（01M菊池研）がPET の研究開発を，浅田利雄 

(01M西田研）が高分子開発を担当し，高柳健二 

郎（03 M土田研）がP0 系熱可塑性ェラストマー 

の開発に従事している。機能化学品技術開発Cで 

伊藤喜一（52M森田研）がGMとして吸水性樹脂 

の基礎・開発研究を行っている。製造2 部では技 

術Grで百瀬正吾（61M城塚研）がPET 製造プロ 

セスの技術検討に，末永光一（OiM西出研）はPET

Grのチームリーダーとしてフィルム・シート用 

PET・PBT樹脂の製造を掌握している。製造4

部では技術Grで中里隆一（56M森田・菊池研） 

が新規ケミカルの事業化検討を行っている。 

(7） 水島事業所（5名） 

ETY・PPY 等を中間原料とした各種誘導品プ 

ラントを有し，また，記憶媒体をはじめとする機 

能商品も大きな柱である。山村英夫（51M鈴木研） 

は品質保証部でGMとして全体のQA・ISO 等の 

品質保証に取組み，技術開発Cでは村瀬和夫（46

M城塚研）がプロマネとしてプロセス設計を推進 

筑波研究所 
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し，品川英也（61M佐藤研）はPVC の重合工程検 資材事業部で一般用PVC フィルムの営業と技術 

討を，鷹戸健一郎（62 M酒井研）は塩ビ・ETY・ の統括を担当している。名古屋開発研究所では柴 

芳香族プラントのフォローを行っている。佐久間 多和夫（50M高橋研）がGL として各種ポリマー 

毅（63M逢坂研）はHD部で主に顧客との技術窓 成型材料の開発を指導しており，有江英二（48 M

口として活躍している。 東研）もGLとして農業用及び一般用フィルムの 

⑧ 坂出事業所（1名） 研究開発及び研究管理を担当し，田代健（63 M酒 

瀬戸大橋の快に位置し， コークス製造が主であ 井研）も農業用フィルムの研究開発に張り切って 

るが，炭素繊維等の生産開発も行っている。下原 いる。k）三菱化学ェンジニアリングでは重田隆 

隆行（49M宮崎研）は環境安全のGM として事業 義（43M吉田研）が取締役九州支社長として支社 

所全体の環境対策，安全対策などに取組んでいる。 全体の運営を，また飯塚俊一（39石川研）が品質 

(9） 黒崎事業所（1名） 保証の責任者として活躍している。1）三菱化学 

コークス，農薬，肥料，合成繊維原料，機能性 産資では岡本明生（39森田研）が常務・企画管理 

樹脂など製造する我が国でも屈指の総合化学工場 部長として各種産業資材の企画管理を関係を担当 

であり，技術開発Cでは田中克知（08 M佐藤研） し，出口自治夫（52M土田研）は商品研次長とし 

がフォトレジの開発研究に従事している。 て床暖房・給水・給湯システム開発に取り組んで 

⑩ 国内の関連会社（あいうえお順，26名） いる。m）油化シェルエポキシでは堤正之（42城 

a）大阪化成社では岡野毅（36大坪研）が社長と 塚研）が取締役四日市工場長としてェポキシ樹脂 

して経営を担っている。b）化成オプトニクスで の生産を統括し，新村多加也（03 M長谷川研）は 

は三ヒ知樹（48長谷川研）が蛍光体製品の品質保 開発研究所で缶塗料用のエポキシ樹脂の研究開発 

証を担当し，石川文矢（54 M豊倉研）が高性能蛍 に勤しんでいる。n）菱陽ケミカルでは岩谷和俊 

光体の製造技術の確立に取り組んでいる。C）川 （40大坪研）が取締役として樹脂の改質， コンノぐ 

崎化成では西村彰夫（41佐藤研＊）が取締役研究所 ウンド事業を担当している。0）ローヌプーラン 

長として技術開発を指揮している。d）ダイアリ 油化アグロでは外島徳重（63佐藤研つが新規農薬 

サーチ・マーテックでは大竹正之（40村井研＊）が の探索・合成に活躍している。 

長年の触媒研究の経験を生かし調査事業に活躍し 旧） 海 外（4名） 

ている。e）ダイアホイルヘキスト社では佐藤嘉 池内晴彦（37大坪研）はMitsubishi Chemical

記（57M土田研）が中研でCLとしてPET フィル Infonics 社（シンガポール）の社長としてCD-R

ムの改良・開発に取組んでいる。f）テクノポリ を中心とした記憶メディアの製造を行っており， 

マーでは友野博美（49M森田研）がGLとしてAB 米国では平山栄助（47 M鈴木研）がVerbatim 社 

S樹脂の製造を統括している。g）日本ポリケム の副社長として記憶材料などを中心とした事業の 

では，田中雅人（62 M佐藤研）が水島の技術開発 建直しに奔走している。麻島健一（52 M大坪研） 

CにおいてPE・PP の製品開発・製造検討に奮 はVirginia 工場でトナーの商品開発に携わって 

闘しており，宮坂誠（1DM西出研）は包装材料研 おり，鈴木克典（03M城塚研）はUSE〇社で米国 

でPP フィルムの開発検討に頑張っている。h） における蛍光体製造に活躍している。 

福島警備保障では恵美怜（39石川研）が常務を勤 

めている。i）三菱ェンジニアリングプラスチッ 4．おわりに 

ク社では保谷敬夫（44篠原研）が企画開発室部長 弊社は総合化学会社として国際競争力を高め， 

として自動車用ェンプラの市場開発に取り組み， かっ安定した収益を確保するため機能商品の比重 

技術Cでは中野博（6DM菊池研）がポリカの技術・ を上げ，石油化学の面ではさらなる提携により国 

材料開発を担当し，大村淳一郎（02城塚研）がPB 際的に通用する企業となる努力を続けております。 

T樹脂の開発と技サに頑張っている。i）三菱化学 今後，新しい応化会メンバーを迎え進取の精神に 

MKVでは吉野栄二（38吉田研）が本社知的財産 基づいた事業展開をしていきたいと思います。 

部長として研究成果等の知的財産の管理に目を光 （＊他大学または他学科大学院修了者） 

らせている。佐藤晶英（55M豊倉研）は本社産業 （文責】機能化学研・田川徹 SOD篠原研） 
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>会員のひろば～~~~～×～Nロ1フ～~～× 

Co2による地球温暖化論 

平 野 静 夫 

r cc2による地球温暖化論」が世界中に普及してきて，日本では法律を作ってC02の発生を制限しよ 

うとしているC この地球温暖化論は全くのカラ嘘であることを，私はかねてより主張している。物理化 

学の分かる人ならば私の言うことを理解されるものと期待して説明しよう。今まではこの問題は気象学 

者が主役となっていたので理屈が誤っていた。 

温 室 効 果 

太陽から発した赤外光線は，空気層を通り温室 

のガラス層を素通りして温室内の地物に照射する。 

地物は赤外線ェネルギーを吸収して温度が上がる。 

この温められた地物に接触している空気が加熱さ 

れて上昇する。これが接触加熱である。この温め 

られた地物は，その温度に相当する赤外光線を放 

出する。この2 次放出赤外線は直進し他の地物に 

照射して加熱する。地物に水分が付着しているの 

で，地物の温度が上昇すると水分を蒸発する。水 

分は水蒸気となって上昇し，上所の冷気に逢って 

コンデンスして水になる。このとき気化熱を放出 

するので温室内は温かくなる。 

地球温暖化論では，赤外線で温められた地物が 

（昭和8年応用化学科卒業・旧制13回） 

会費払込みのお願い
平成10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年分までを」 

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 

2 次的赤外線を発し， その光線が空気中のC02

と衝突して発熱するので温室となると説いている 

のが特徴である。衝突し発熱する材料はC02 の 

ほかI120 S02, N02, CH4などのガス体であると 

主張し，これを温室効果ガスと名付けている。し 

かし，これが誤りである。一般に赤外光線（電磁 

波）はガス体を素通りするのであって衝突発熱な 

どしないのだ。 

この温暖化論は証明する実測値が何もないのが 

特徴である。真実か否かを実験してもらいたいも 

のだ。温室にC02 を多く入れて赤外線に曝らせ 

ば温度が上がれば温暖化論は正しいし，更に人類 

は新ェネルギー発見ということになる筈だ。私は 

実験しなくても結果は分かっている。皆さんいか 

がかナ。 

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，本会の発展・向 

上に懸け会員皆様のご協力を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 
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会員だより 

自分史を執筆して気がついたことに 「卒論で選んだ 

テーマが，実社会に出て，どのように発芽し実を結んだ 

かを，肝心の温床である大学当局，あるいは指導教授と 

どのような関わりを持ったか」があることに気がついた。 

小生は，「ノぐラフィンの塩素化重合による不凍潤滑油 

の製造」をテーマに選んだが，指導教授の不在，しかし， 

卒業して満鉄に赴任，撫順のオイルセール工場で， この 

卒論を生かして「特殊潤滑油」 の製造に成功した。しか 

し,一切大学とは連絡をとっていない。60年前の昔話に 

なったが，まだ日本にシリコン油の入る前の昔のこと・・・ 

大学の先生方はこのような卒業生のあったことはご存知 

ないでしょう…。 興津 精ニ（昭和10年卒・旧巧回） 

足腰が弱まり，昨今，歩行困難で今年の祝賀会は欠席 

しましたが，満88歳～米寿を向かえました。体調そのも 

のは良好，孫達と3世帯同居生活の楽しい日々を過ごし 

ております。 志村 智夫（昭和10年卒・旧15回） 

昭和10・応化卒の4名，毎月銀座の木村屋にて昼食会 

を続けております。当初は多数集まりましたが，現在は 

斯く如くで，いつまで続くか， あと2 '-'3 年が勝負で 

しょう・・・。小生・相変らず水墨画を続けて展覧会も何と 

か続けております。皆様によろしく。 

山科 義彦（昭和10年卒・旧巧回） 

応用化学会が発足して75年になるという。歴代会長は 

既に14代になるが，私共の当時は初代会長・小林久平先 

生であったから思えば随分古い事になる。それにしても 

応用化学科の躍進も目を見張るほどの発展を痛感する。 

益々の栄光を祈って止まない。 

中岡 敏雄（昭和12年卒・旧17回） 

ぎ会昌大より 
毎回応用化学会誌をご送付賜り感謝いたしておりま 

す。拝見する度に往時の学生時代を想い起こし懐かしく 

思います。今年90歳となりましたが，未だ元気で余生を 

送っております。応用化学会の益々のご発展を祈ってお 

ります。 河野 和夫（昭和7年卒・旧12回） 

先般，関西早応会に出席し，現役の諸先生にお会いす 

る機会があり喜んでおります。有機合成化学の大家の諸 

先生が多勢居られることを知り非常に頼もしく思い，今 

後の早稲田応用化学会の発展が期待できることうれしく 

喜んでおります。 岡見 正一（昭和14年卒・旧19回） 

まだ元気で生きています。 早期胃癌で胃を2/3程切除してから満2年が経ちまし 

鹿島 次郎（昭和8年卒・旧13回） た。C.T.エコー，血液等の検査の結果癌の転移は全く 

早稲田大学名誉教授 ないと言われ安心して今後の‘‘心”の勉強会を続けてゆ 

けます。 

自分史を執筆して気がついたことに 「卒論で選んだ 池袋で“太郎村研究所”を開いてビーイングサロンの 

ーマが，実社会に出て，どのように発芽し実を結んだ 会で皆様とご一緒に心の勉強を張り切ってやっていま 

を，肝心の温床である大学当局，あるいは指導教授と す。お暇の出来ます方は是非とも私にご連絡下さい。 

のような関わりを持ったカ引があることに気がついた。 小阪直太郎（昭和15年卒・旧20回） 

今まで余りに丈夫すぎたせいか， このところ白内障手 

術や座骨神経痛，16年ぶりの狭心症再発など故障続発で 

入退院を繰り返し往年の元気を失いましたが，何とか取 

り戻すべく努力中です。どうやら回復しつつあります 

が，体力の衰えを実感しています。という訳で祝賀式典 

は欠席を余儀なくいたしました。 

木下 巌（昭和16年卒・旧22回） 

花量浴い 社桃っっじ なおみずき10. 4 新宿功日賀町 

かきおお あか 

垣蔽う 紅っっじ 垣蔽う 紅っっじ また青葉中 10. 4，新宿功日賀町 

こんもりと 範首葡 蕗に洛い 10. 3 市ケ谷土手 

右良越えて 芳桑の愛詳殿に 10. 3 亀ノ子・八幡 

菱雀ゃ 社糧，くちなし 客の主手10. 3 亀ノ子・八幡 

（俳旬5題） 斉藤 実（昭和17年卒・旧23回） 

あお ばなか 

また青葉中 

卒業以来，脚鐘が測化学埼玉工場にて酵母による化学 

物質の研究開発の論文を発表し危険品化学物質の安全管 

理に努めてきました。今は，家にて孫たちの世話にあけ 

くれて居る次第です。清水 一朗（昭和19年卒・旧25回） 
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舌癌再発の危倶を紛らわせに始めた油絵が多くなり， 80周年，75周年，本当におめでとうございます。わが 

置場が無くなって参りました。人から奨められ油絵個展 新一会も47年を閲し諸兄と共に記念の年を祝うことが出 

をすることにして， この8月3日～4 日に催しました。 来ることは誠に嬉しいことです。数少ない出会いの機会 

西山 尚男（昭和21年卒・旧27回） により，わが人生が送られてきたことを有難く感じる年 

になりました。特に復員後の混乱の中から進むべき途を 

まだまだ元気で，国内や東南アジアを飛び廻っており 開いて呉れたのは学院と応化でありました。深い感謝と 

ます。 太田 節三（昭和22年卒・旧28回） 共に応化の隆盛を心から祈念する次第です。 

水野 高光（昭和26年卒・新1回） 

工事現場の交通整理ガードマンとして3年余働かせて コスモ石油囲・参与 

いただいてます。 金谷 謙介（昭和22年卒・旧28回） 

創立（学科80周年・学会75周年）おめでとうございま 

早大・応イヒ80周年お目出度うございます。今後も優秀 す。最近，とかく問題となっている早稲田の現状は残念 

なる後輩の出現を期待しております。 ですが時には刺激があってこそマンネリ化を防ぐため， 

田中 鋼ニ（昭和22年卒・旧28回） そして絶えざる進歩のトリガーになることを心がけたく 

思います。記念会は他事所用と重なり欠席，残念でした 

阪神大震災・・・幸い，私共の被害は軽微でしたが，すべ が， ご健勝を祈念します。 

ての被災者の方が元の生活にお戻りになれますよう皆様 大杉 俊彦（昭和27年卒・新2回） 

のご理解を心からお願いいたしております。 ワィ・ェス・ケー囲・顧問 

川口 史郎（昭和24年卒・旧30回） 

セライ ト・コーポレーション・アドバイザー 私もお蔭様で元気でおり主す,、記合今にはやはり所田 

創立80周年記念祝賀おめでとうございます。今回は是 

非出席をと思っておりましたが，予定外の所用で上京で 

きなくなり残念至極に存じます。益々のご発展を心より 

祈念いたします。先日は永らく関西支部早桜会会長をつ 

とめられた鎮目氏のご逝去，痛恨のことでした。ご葬儀 

で大饗先生，加藤先生他早桜会の先輩の方々にお会いし 

ました。小生は昨年定年退職後，後期半年間「分析化 

学」の講義を担当していますが，あとは無職です。意外 

に雑用に追われるま、無意に過ごす日が多く嘆いており 

ます。 川手 昭平（昭和26年卒・旧32回） 

関西大学工学部応用化学科教授 

身障者のため東京へは行けません。東京は変ったこと 

でしょうね。もう10数年も行ってません。 

大森 裕（昭和23年卒・燃4回） 

相変らず米国製消火装置の導入に携わっています。規 

制緩和が当方には思うように進まず，UL・FM 認定が 

通用しないので，国内基準に適合させるためのモデル 

チェンジにプロビデンス社の研究開発部に出向いて接渉 

を続けています。先方も協力的で逐次解決しつ、ありま 

すが，円安傾向顕著の昨今，国産品との競合が問題で 

す。 犬塚 克己（昭和18年卒・工7回） 

さくま商事囲 技術顧問 

記念会は所用で欠席しましたが，田中甫先生にはお会 

いしたかった・・・。どうぞよろしくお伝え下さい。 

甲斐 久勝（昭和24年卒・工13回） 

私もお蔭様で元気でおります。記念会にはやはり所用 

で欠席しましたが，毎々ご通知を頂きありがとうござい 

ます。 山田 文昭（昭和29年大修・大2回） 

工学院大学専門学校応用化学科・講師 

昭和62年3月に大昭和製紙を退職し，下記にて現役で 

頑張っております。軍身赴任11年目になります。 

小川 譲（昭和27年卒・新2回） 

日新化学研究所・顧問 

勤めもやめ，趣味（テニス，碁，グランドゴルフ，絵 

画）とともに生きています。 

長谷川六郎（昭和27年卒・新3回） 

退職して2年近くになり，週1-'2 回英語のレッスン 

に行く他，大したこともしていないのに毎日がわさわさ 

と忙しく，写真の整理などやりたいことに手がつきませ 

ん。 吉沢 忠一（昭和28年卒・新3回） 

創立（学科80周年・学会75周年）おめでとうございま 

す。今年も長野県佐久市で単身赴任で頑張っています。 

東京へ行くことも月1 '--'2 回ありますが時間がなく急い 

で戻ること毎々です。今年で67歳，良くも長くに亘り続 

くと，自分の体に感謝しています。私の会社・サクマ製 

菓も応化卒の小林君も3年前に入り，後継者としても育 

てる所存です。皆様には呉々もご健康で頑張って下さい 

では又。 飯島 義男（昭和31年大修・大4 回） 

サクマ製菓閥・研究開発部長 

応化会の益々のご発展をお祈りします。小林商工囲を 

経営してから20年が経過，東奔西走の業務に追われてお 
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ります。 小林 茂夫（昭和29年卒・新4回） 会問題等を反省する昨今です。終りに応化の諸氏の健康 

小林商工囲・代表取締役 と幸わせを心から祈ります。 

伊藤 諦（昭和32年卒・新7回） 

創立（撚男離）記念祝賀I おめでとうございます。 

何しろ少し遠いので欠席させていただきましたが，永い 

歴史のある学科の4年間を自分も席をおいて学ぶことが 

できたことをあらためて深く感謝しております。今後の 

益々のご発展をお祈りいたします。 

池田 毅（昭和30年卒・新5回） 

皮革製造の技術参与として現役時代の継続の仕事をし 

ております。皆様のご活躍とご健勝を祈念いたします。 

今泉 徹（昭和32年卒・新7回） 

脚ニッピ大阪支店 技術参与 

ことし3月から 「島コンサルティングサービス」 とし 

閑中忙有・窮々自適で過ごしております。 てコンサルティングをしています。 

宮島 完（昭和30年卒・新5回） 島 雄（昭和32年卒・新7回） 

囲スクリュー・社長 

現役引退からはや4年，ノンビリと岬巡りドライヴを 

楽しんでいます。そろそろ外国へも足を伸ばそうかナと 

思いはじめてます。 乾 雄成（昭和31年卒・新6回） 

3月末で40年のサラリーマン生活を自主廃業，新鮮な 

生活スタート！！ 木村 粉延（昭和33年卒・新8回） 

共立脚 業務部・防災サービス担当部長 

昨年6月（旧）十篠板紙囲を退職，現在助古紙再生促 

前橋工科大学で化学を教え，産官学のまとめ役・交流 進センターに勤務しております。古紙余剰問題2000年か 

センター長をやらされ，毎日張り切っております。 らの紙製溶器企業の法規制などで多忙な日々を送ってお 

広瀬 泰雄（昭和31年卒・新6回） りますが，今までの経験が生かされる仕事なのでやり甲 

前橋工科大学交流センター長・教授 斐があります。今後共どうぞよろしくおねがいいたしま 

す。学科創立80周年，学会75周年，心からお祝い申しあ 

本当に長い間ごぶさたしております。同期応化会には げます。 高柳 晴夫（昭和33年卒・新8回） 

毎年出ていますが，学会へはいつも欠席ばかり。19年振 側古紙再生促進センター 専務理事 

りに関西から戻り当地に住みついてもう13年目になりま 

す。今も出身の三菱電線工業に関連した下請のゴムの仕 

事をしています。今のところ健康。皆様のご健勝を祈り 

ます。 柳瀬 昇（昭和31年卒・新6回） 

ユタカ装備( ・代表取締役社長 

昨年より毎日が日曜日になりました。今年は世田谷区 

の園芸教室へ通っております。 

米山 洋（昭和30年卒・新6回） 

内外価格差是正・現利緩和・競事原理の導入等，都市 

ガス業界あげて構造改革に取りくんでいます。我々地方 

の中小都市ガス事業者にとっても厳しい時代になりま 

す。幸いにも当社（大多喜ガス）は，恵まれたビジネス 

環境にさ、えられ， これら諸問題の解決に挑戦中です。 

大谷 員夫（昭和32年卒・新7回） 

大多喜ガス囲 社長 

伝統ある我が応化のお祝いに参加できず誠に残念でし 

たが，学窓を出て40年以上を経過して多くの素晴らしい 

方々に接して我が人生において大きな宝の様なものを得 

ることができました。日本の戦後の高度成長の先兵とし 

て数々のコンビナートで化学工場を建設・運転を続けて 

きた自分を振り返り自負もあり郷愁も難ると共に，一方 

では大量生産，大量消費，更には環境破壊のもたらす社 

今年の総会をもちまして応用化学会の副会長役職を退 

任させていただきました。理事～庶務理事～副会長と約 

10年間務めさせていただきましたが，その間大学の諸先 

生，会の役員，会員の皆様に大変お世話になり心より御 

礼申し上げます。今後も早稲田応用化学会の益々の発展 

を祈念いたします。 柳津 亘（昭和33年卒・新8回） 

日本石油化学囲 常務取締役化学品事業本部長 

80周年・75周年おめでとうございます。今年の総会日 

は日程が企たず欠席いたしましたが，化学屋の一人とし 

て，塩化ビニル・ビニリデンの生産中止を子孫のために 

実現しなければと考えております。ハロゲンはそろそろ 

化学分野から退役させ，金属塩として眠らせておくべき 

です。 相川 直昭（昭和34年卒・新9回） 

高吸水性高分子をベースとした人工粉雪の技術と，屋 

内人工雪ゲレンデ事業を売るベンチャー企業に身を投じ 

て7年目です。今年の秋には株式公開すべく頑張ってお 

ります。皆々様から暖い激励のお言葉や応援，ェンジェ 

ル的なご支援を頂き，厚く御礼申し上げます。 

名手 孝之（昭和34年卒・新9回） 

脚スノーヴァ 常務取締役 

(11月号へっづく） 
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会 務 報 告 

平成10年度第1回新・旧合同役員会 会報7月号発行遅延のおわび

日 時 平成10年5月14日（木）午後2時～3時 本報発行については，編集諸般の事情も重なり 

会 場 日本工業倶楽部 3F会議室 お届けがはるかにおくれご迷惑をおかけし誠に申 

出席者 27名 しわけなく厚くお詫び申し上げます。 事務局 

議 案 1．平成9年度事業報告の件 

1）庶務，2）会計，3）編集 会員名簿（1998年版）発行について（お詫び）

2．平成10年度事業計画及び予算案に関 9年7月号にて発行の時期を本年5月中旬頃と 

する件 お知らせいたしましたが，採算面で時期的におく 

1）庶務，2）会計，3）編集 れ，重ね皆様へご迷惑をおかけいたしております 

3．本年度総会議案に関する件 が，今1-2 ケ月くらいお待ち願いたく，お詫び 

4．その他（報告事項） かた併せお知らせ申し上げます。 

1）役員の任期満了に伴う，平成10・ 

11年度役員改選の件 お知らせ

2）辞任役員感謝状贈呈の件 FAX の設置について

3）応化創立（学科80周年・学会75周 事務局に共同利用ですがFAX が設置されまし 

年）記念祝賀式典開催の件 た。番号は，03-5286-3892 です。 

以上，出席者全員異義なく諒承した。 どうぞお気軽にご利用下さい。 

平成10年度定期総会

日 時 平成10年5月14日（木）午後3時30分～4時 

会 場 日本工業倶楽部 2F会場 

出席者 153名（ご招待・外部・正会員～懇親会 

の出席者含一128名，学生会員25名） 

司 会 黒田庶務理事 

議 案 1．平成9年度事業報告承認の件 

2，平成9年度収支決算報告承認の件 

〔監査報告〕 

3．平成10年度事業計画並びに予算案承 

認の件 

4．その他（報告事項） 

1）役員の任期満了に伴う，平成10・ 

11年度役員改選の件 

（平成10・11年度役員名簿一覧参照） 

2）辞任役員への感謝状贈呈の件 

3）創立（学科80周年・学会75周年） 

記念祝賀式典開催の件 

以上，審議の結果，満場一致で承認可決。 

創立（学科80周年・学会75周年記念祝賀式典開催

創立記念式典特集ご参照 

郵便番号について

2月から指定された使用新番号の，理工学部専 

用番号は，169-8555 です。 

どうぞよろしくおねがいします。 

柳 
ご 逝 去

飯島 義郎殿（旧制18回・名誉教授） 

平成9年8月22日 

井上 三雄殿（旧制27回）平成9年10月1日 

宇野津順平殿（旧制13回）平成9年10月10日 

長谷川四子男殿（新制2回）平成9年12月3 日 

竹内 孝殿 （~日制21回）平成10年4月27日 

柏木 希介殿（旧制31回）平成10年4月29日 

町野 泰雄殿（新制1回）平成10年5月15日 
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（平成9年度） 会 計 報 告

賃 借 対 照 表 （平成10年3月31日現在） 

借 方 貸 方 

摘 要 金 額 摘 要 金 額 

現 金 -20,242円 運 営 資 金 6,670,000円 
郵 便 振 替 2,183,920 基 金 1,890,000
銀行普通預金（利息） 290,204 名簿刊行積立金 1,050,000
銀 行 普 通 預 金 3,104,179 前納会費預り金 5,582,725
貸 付 信 託 700,000 所 得 税 預 り 金 26,530
銀 行 定 期 預 金 12,938,185 次 期 繰 越 金 3,976,991

19,196,246 19,196,246

収 支 決 算 表 （自 平成9年4月1日 至 平成10年3月31日） 

収 入 支 出 

摘 要 金 額 摘 要 金 額 

前 期 繰 越 金 &096,768円 

簿
 

生
 

成
 

会
 

費
費
費
費
費
費
費
費
費
金
 

会
名
集
学
集
支
用
事
雑
繰
 

報
作
会
部
金
部
品
務
 

越
 

4,528,704円 
正有志会員会費 7,272,000 128,223
学 生会 員 会 費 1,216,500 911,338
寄 付 金 10,000 482,278
利 息 32 144
広 告 代 
雑 収 入 

,088
0

2,440,000

,890
100,315

36,441
運 営 資 金 取 崩 0 3,745,176

13,000

3,976,991

14,067,356 14,067,356

平 成10年度予算 

収 入 支 出 

摘 要 金 額 9年度実績 摘 要 金 額 9年度実績 

前 期 繰 越 金 3,976,991円 3,096,768円 

簿
 

生
査
 

成
 

会
絡
 

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

 

会

名

集

学

調

集

支

用

事

雑

予

 

報

作

会

部

連

金

部

品

務

 

備
 

5,000,000円 4,528,704円 
正有志会員会費 7,200,000 7,272,000 4,200,000 128,223
学 生 会 員 会 費 1,200,000 1,216,500 900,000 911,338
寄 付 金 0 10,000 450,000 482,278
利 息 30,000 32,088 50,000 0
広 告 代 
雑 収 入 

2,200,000
1,000,000

0
2,440,000

150,000

100,000
144,890

100,315
運 営 資 金 取 崩 0 0 60,000 36,441

4,200,000 3,745,176

30,000 13,000
466,991 3,976,991

15,606,991 14,067,356 15,606,991 14,067,356
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平成10・11年度 役 員 名 簿 
（〇印は新任） 

＜理 事＞ （理事～学内） 旧30 遠山俊二郎 新21 安斉 秀行 新37 小林健一郎 

役 付 新5 宇佐美昭次 燃5 白崎 正彦 ノノ22 赤田 正典 ノノ38 長島 広光 

（会 長） ノノ7 豊倉 賢 ~日31 有田 士朗 ノノノノ 川島 親史 ノノノノ 吉田 亮 

新21 〇棚橋 純一 ノノ8 平田 彰 燃6 赤林 宏 ノノノノ 重原 淳孝 ノノ39 塩田 晃 

大ノノ 土田 英俊 旧32 ノノ23 小野崎正樹 ノノノノ 笹目由紀子 

（副会長） 教員 〇竜田 邦明 ノノノノ 光井 武夫 ノノノノ 中村 泰雄 ノノ40 則武 智 

新19 逢坂 哲禰 新14 菊地 英一 燃7 藤田 耕平 ノノ24 熊谷 俊弥 ノノ ノノ 

ノノ20 "15 酒井 清孝 工13 岡本三郎助 ノノノノ 高久浩一郎 ノノ41 大類 研 

ノノ20 西出 宏之 新1 〇羽白 昌平 ノノ25 里見 知英 ノノノノ 土屋 勝則 

（監 事） ノノ33 菅原 義之 ノ'2 古平 通雄 ノノノノ 根岸 直樹 "42 久保 利行 

~日26 清水 常一 ノノ34 〇松方 正彦 ノノ3 木邑 隆保 ノノノノ 薮本 周郎 ノノノノ 各務 成存 

新2 〇本田 尚士 松本 俊雄 ノノ26 尾上 薫 ノノ43

役付 5名 ノノ4 橋本 幸雄 ノノノノ 斎藤 哲次 ノノノノ 中島 隆行 

役付理事 役付理事6名 ノノ5 川島 利夫 ノノ27 上野 潤二 ノノ44 穐山 徹 

（庶 務） 理事 22名 ノノノノ 佐藤 一男 ノノノノ 笠井 正紀 ノノノノ 太田 英史 

新17 〇大林 秀仁 理事計 33名 ノノ6 津富 正孝 ノノノノ 香田 章 ノノ45 〇下嶋 敦 

ノノ24 黒田 一一幸 ノノ7 斎藤 儒範 ノノ28 菅沼 紀之 ノノ ノノ 〇腐本 祥子 

＜評議員＞ ノノノ／ 寺内 淑晃 ノノノノ 都築 一郎 ノノ46 〇五十嵐崇訓 

（編 集） （学 外） ノノ8 大矢 英男 ノノ29 石原 一彦 ノノノノ 〇岡山 純子 

新19 藤本 瞭一 旧13 鹿島 次郎 ノノ9 大久保則良 ノノノノ 岩田 利枝 

教員 清水 功雄 ノノ15 堀米 耕平 ノノノノ 超 錫来 ノノ ノノ 松田 宏雄 評議員120名 

新26 平沢 泉 ノノ19 尾立 維恒 ノノ10 野元 成晃 ノノ30 黒田 和彦 

"20 京都 純義 ノノ11 中西 克夫 ノノノノ 保坂 幸尚 

（会 計） ノノ21 鴛測 晴樹 ノノノノ 松山 喜昭 ノノ31 野口 栄 （編集委員） 

新33 桐村光太郎 ノノ22 小場 豊次 ノノ12 ノノノノ 米山 昌宏 岡新19 藤本 瞭一 

吉島 寧 佐々木健二 ノノ32 中尾 愛子 教 員 清水 功雄 

（理事～学外） ノノ23 種村 哲哉 ノノ13 国分 可紀 ノノノノ 菅藤 純平 副新26 平沢 泉 

新8 小松原道彦 ノ'24 阿久津兼二 "14 石上 尚希 ノノノノ 若杉 厚 ノノ2 本田 尚士 

小森田藤夫 ノノ10 二瓶 公志 ノノノノ 大ノノ 土本 暗二 ノノ33 溝口 徳実 ノノ17 大林 秀仁 

ノノ15 〇亀井 邦明 工7 犬塚 克己 新15 斉木 篤 ノノノノ 村木 孝昭 ノノ19 逢坂 哲蒲 

ノノ ノノ 〇坪井 彦忠 ~日25 太田 昭 大16 荒川 秀夫 ノノク 渡沼 幸弘 "20 西出 宏之 

ノノ17 〇三田 宗雄 高野 良孝 新ノノ 岡崎 陽夫 ノノ34 出石 忠彦 ノノノノ 長谷川吉弘 

ノノ18 竹下 哲生 ノノ27 田中 甫 ノノ17 高橋 志郎 ノノノノ 前田 和哉 ノノ24 黒田 一幸 

ノノノノ 〇保坂 幸宏 ノノ ノノ ノノ18 田中 和明 ノノノノ 町野 彰 ノノ27 峰島三千男 

ノノ19 〇渋谷 敬一 燃2 福士 三郎 ノノノノ 伴野 丞計 ノノ35 伊東 存枚 ノノ35 粛藤 広美 

”ノノ 鈴木 雅行 旧28 阿保 栄司 "19 得能 通亮 ノノノノ 榎本 康宏 ノノ39 笹目由紀子 

ノノ22 里見 多一 ノノノノ 大原 定夫 ノノノノ 坂田 信彦 ノノノノ 田中 雅人 (12名） 

ノノ27 〇峰島三千男 燃3 手嶋 精一 ノノ20 新井 泰裕 "36 臼田 雅彦 

"31 〇藤城 光一 ', 4 小林 貞次 ノノノノ 佐藤 裕幹 ノノノノ 辻浦 久子 

高宮 信夫 篠崎 開 ノノ37 小笠原啓一 
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編 集 後 記 

今回は，学科創立80周年／応用化学会75周年の 元会長からもお話いただいたように，科学技術と 

記念式典特集として編集いたしました。集まり散 他分野との融合が，ますます重要となる時代を迎 

じた約80年の年代の幅をもつ会員を有すること えています。 

は，応化会にとっては何よりの財産であると改め 応化会報も，化学という共通のベースを持った 

て実感いたしました。 会員同志が，専門知識としての化学だけでなく， 

昨今，新聞の一面やTVニュース， スポーッ紙 様々な話題を自由な立場で話し合える 「サロン」 

／女性週刊誌の見出しにいたるまで，化学物質名 としての役割を担っていけたらと思っておりま 

や構造式が大きな活字で頻繁に登場しています。 す。 

世間を騒がす毒物混入事件やオウム事件だけでな 後になりましたが，記念式典の記事の編纂を 

く，未来に向けた普遍的な課題である環境問題 一手に弓は受けてくださった事務局の園分さんに 

や，エネルギー，食糧問題等においても，化学は 深く感謝いたします。 

常に問題解決の鍵であると言えるでしょう。小林 （粛藤広美） 

役 員 

（会長） 

棚 橋 純 一 

（副会長） 

逢 坂 

長谷川 

（粛藤広美） 
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