




　大学の歴史を調べてみると、大学の起源は12世紀前後のイタリアまで遡ると言われています。初
期の大学は建物を持たなかったようで、学ぶ側（学生）と教える側（教員あるいは教師）がいれ
ば、それで大学でした。ですから、学生と教員が町を移れば、それは大学が町から出ていくことを
意味しました。施設の重要性が大きい現在の大学では考えられない事です。しかし、人が基本であ
るという点では、現代の大学も同じではないでしょうか。学生と教員、学生同士のつながりが、現
在の大学でも基盤の１つであると考えます。
　早稲田応用化学会の柱の１つは、「会員相互の親睦」です。学生時代を共に過ごした会員の卒業
後の交流の場として、応用化学会は重要な役割を担っています。しかし、本会の会員が幅広い世代
にわたっていること、そして本会が、卒業生、在校生、応用化学科教員から構成されていることを
考えますと、様々な交流もまた可能になります。早稲田応用化学会では、ここ数年新しいタイプの
活動を企画しています。これらは、いずれも「人と人をつなぐ」新しい方策とも捉えることができ
るものです。
　ここ数年、在校生を対象とした行事として、「先輩からのメッセージ」、「企業が求める人材像」
を開催しています。「先輩からのメッセージ」では、企業で活躍している若手卒業生に、ご自分の
言葉で企業人としての生活を話して頂いています。一方、「企業が求める人材像」では、幅広い年
代の卒業生にパネル形式で討論して頂き、ご自分の経験から、在校生諸君へ様々なアドバイスをし
て頂いています。参加している在校生は、講演会の後の懇親会でも熱心にお話を伺っています。研
究室のつながりを超えて、卒業生とのつながりを持てることは、在校生にとって大変貴重であると
考えています。
　2012年度の総会では、総会時に開催している講演会を新形式で実施致します。5名の応用化学科
教員が、それぞれ30分程度、最新の研究内容をご紹介します。現在の応用化学科の研究活動を知っ
て頂く機会としてだけでなく、卒業生と応用化学科教員のつながりを生む場となることを期待して
います。
　一方、卒業生の間のつながりを作ることは、非常に難しい問題です。最近、インターネットを利
用して人と人をつなぐ場として、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）が若い世代を
中心に浸透してきています。世界中に8億人のユーザーがいるFacebook、国内最大の会員数を誇る
mixiなどは、私たちの生活の中に確実に入り込んできています。実名登録であり、お互いが合意す
れば相互に連絡をとることができるSNSは、全国で活躍している卒業生同士をつなぐ新しいツール
となることが期待されます。早稲田応用化学会では、プロフェッショナルなユーザーが多いSNSで
あるLinkedInを使ったネットワークの構築に取り組み始めました。SNSの活用方法は今後さらに議
論していくことになりますが、ネットワーク構築に今から着手していくことで、将来様々な展開が
期待できます。
　これらの新しい取り組みにより、発展した早稲田応用化学会の姿が見えてくることを期待してい
ます。会員の皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。

人と人をつなぐために

早稲田大学　先進理工学部　応用化学科
主任教授　菅原義之　（新制33回）
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ご略歴

1928年（昭和 3年）5月7日生
1951年（昭和26年）
　3月 早稲田大学理工学部応用化学科卒業
　4月 株式会社小林コーセー入社
1979年（昭和54年）紺綬褒章受賞
1981年（昭和56年）
　3月 同社代表取締役社長に就任
1985年（昭和60年）薬事功労者厚生大臣表彰
1990年（平成 2年）
　5月 早稲田応用化学会会長に就任（～平成8年）
1991年（平成 3年）
　8月 社名を株式会社コーセーへ変更。
 代表取締役社長に就任
1992年（平成 4年）　 藍綬褒章受賞
1995年（平成 7年）
　11月　 財団法人コスメトロジー研究振興財団

理事長に就任
1996年（平成 8年）
　11月　 学校法人コーセー学園（東京ヘアメイ

ク専門学校）理事長に就任
1997年（平成 9年）
　3月 同社代表取締役会長に就任
　3月 早稲田大学理工学部工学博士
1998年（平成10年）　勲三等瑞宝章受賞
　11月 早稲田大学理事に就任（～平成18年）
1999年（平成11年）
　6月　 財団法人日本粧業会理事長に就任（～平成20年）
　7月　 国際ロータリー第2750地区ガバナーに

就任（～平成12年）
2001年（平成13年）
　フランス国家勲章レジオン・ドヌール勲章受賞
　7月 日本化粧品工業連合会会長に就任（～平成16年）
　7月 化粧品公正取引協議会会長に就任（～平成16年）
2007年（平成19年）
　3月 同社取締役相談役に就任
2010年（平成22年）
　3月 同社相談役に就任
2011年（平成23年）従五位に序される
2011年（平成23年）8月13日　逝去（83歳）

元会長 小林礼次郎氏を偲んで
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小林礼次郎氏を偲んで

　当会元会長、（株）コーセー相談役（元社長）
小林禮次郎氏は惜しくも83才の生涯を閉じられ
ました。昨年8月酷暑を避けご家族で軽井沢に
滞在中で、脳梗塞によるとのことでした。
　1990年から6年間当会会長としてお忙しい中
を学科の入学式、卒業式に出席、ご自身の経験
に基づく祝辞を学生に親しく話されておりまし
た。また大学は学外から数名を理事として招き
提言を求めていますが、1998年から8年、奥島、
白井両総長にわたって大学運営に尽力されまし
た。
　私は恩師武富先生が故人のご尊父と親しかっ
たこともあって大変長くご交誼をいただいてお
りました。とくにご尊父が私財を投じて設立さ
れた財団法人コスメトロジー研究振興財団（昨
秋公益財団法人へ移行）の役員として参加、ま
た大学退職後は同じくご尊父が設立した美容師
養成施設　学校法人コーセー学園東京ヘアメイ
ク専門学校（設立時はコーセー高等美容学校）
の校長として勤務しています。ご尊父逝去後は
故人が両法人の理事長をされておりましたの
で、私も身近に接する機会も多くなりました。
　故人は旧制高等学院からの進学、新制1回の
卒業です。戦後の学制改革で旧制最後のクラス
と同時卒業となり卒業論文指導に先生方も大変
苦労されたようです。旧制の学生は各先生の研
究室で、新制の学生は大部屋（故人の言葉で、
工業化学実験室のこと？）で実験、研究室には
入れず、停電、断水もあってままならず、設立
間もないご尊父の会社の一室に設けた実験台で
卒業研究することが多かったそうです。油脂と
なるエステル合成がテーマで、少量ではあった
が出来た時は嬉しかったと話す笑みが今でもま
ぶたに浮かんできます。これが後の化粧品開発
の第一人者となられた故人のスタートでした。
　ご尊父の会社設立は1946年終戦の翌年で故人
はその5年後に理系大卒第一号として入社され
たことになります。ご尊父は故人が在学中にも
何かと意見を求められていたそうで、逝去後相
次いで出された印刷物に故人は「自らを好んで
1.5代目」と称していたと記されています。し

かしかなり前のことですが私が故人の紹介に
「1.5代目」の言葉を使おうとしたところ、少々
厳しく注意されたことがありました。私にとっ
て先の「自らを好んで」という前句が気になる
わけで、ご本人はシャイな性格をお持ちではな
かったかと思っています。
　化粧品は学際的領域の商品で、また研究畑出
身の経営者としてその業績には国内外から数々
の叙勲、褒賞を得られています。1986年バルセ
ロナの国際会議では日本を代表した基調講演の
中でこれからの化粧品はただ美しく見せるだけ
ではなく、薬理学的効果を付与した商品開発が
研究者の責務であると述べられたそうです。こ
の話は帰国後いくつかの会合で触れられており
ました。当時古希に近い本学OBが東大で学位
を取得されたことが話題となりました。故人は
学位に年令制限はないとそれまでの研究をまと
められたのが学位論文「化粧品の素材開発とそ
の評価に関する研究」でした。論文審査は通常
3名位で担当しますが、6名、オール教室といっ
た対応でした。公聴会には開会に先立って学院
時代の友人でしょうか他学科の教員も激励に立
ち寄られました。
　故人との対話の中では私の最終講義の内容に
しばしば触れられました。あれは良かった、こ
れはどういうことかなど、またある時は私の休
学経験についてご自身も若い頃同じ病気をさ
れ、治療を含めて伺ったこともありました。ま
た時には今日は体調が良くないとの言葉も耳に
したこともありました。
　会社経営もご実弟からご長男へと順次移さ
れ、ご自身は相談役となってこれから人生を楽
しむという矢先の出来事でした。「確固たる信
念」「厳しさの中の心配り」「リーダーの身の引
き方」など教えを受けたことが多々ありまし
た。
　9月28日帝国ホテルで催されたお別れ会には
遺徳を偲んで3000名に近い方々が参列されまし
た。
　ご冥福を祈るのみです。合掌。

早稲田大学名誉教授　宇佐美昭次（新制5回）
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朋友　小林礼次郎君を悼む
太平化成株式会社代表取締役会長　百目鬼　清（新制1回）

　第13代早稲田応用化学会会長として、数々の
御功績を残された小林禮次郎君が平成23年8月
13日に急逝されました。あまりに突然の訃報に
関係者一同、愕然とし断腸の思いで一杯であり
ます。
　我々、新制一回の同期生は「新一会」と称し
折にふれての親睦会を長年続けてまいりまし
た。昨年の7月6日にも暑気払いを開き小林君も
元気に出席しておられました。ただその時に、
周囲の仲間に体調不良を訴えていたのが気には
なっておりましたが、年寄りの当り前の愚痴だ
と思い、皆聞き流しておりました。しかし、そ
の時が生前の小林君に接する最後の機会になろ
うとは、今もって信じられない思いでありま
す。全員80歳を超えた者同士の集まりですか
ら、お互いにいつが最後の対面になっても不思
議ではないのですが、やはり改めて人生無常の
観を深くいたしました。
　小林君は、新制一回の卒業生として多くの役
職に就かれました。理事として本学の経営にも
参画し、また周年事業では募金活動の先頭とな
り活躍されました。勿論、ご自身の化粧品会社
では、創業間もない御尊父の会社に、大卒第一
号の技術者として入社し、会社の発展に大いに
寄与し、その販売規模は広く海外にまで拡大さ
せました。一方、化粧品業界の発展にも多くの
貢献が認められ、我が国においては勲三等瑞宝
章を始め数々の褒章を受章し、またフランス政
府からは、レジオン・ドヌール勲章が贈られま
した。
　フランス大使館で行なわれた同勲章の授賞式
には、私も同窓のよしみでお招きいただきまし
た。大使館へ向かう道すがら、彼と出会った当
時の敗戦間もない大学の空気を思い起こし感慨
に浸っておりました。憲法が変わり、学制が変
わり、新旧様々な制度の変革に振り回される若
者達の混乱期で、そこには、私のような「陸

士」「海兵」の復員組などもいる実に独特な学
び舎でした。あの当時の敗戦国日本の大学生の
複雑な時代の記憶を共有できる貴重な友人であ
る小林君が、戦勝国であるフランスから栄えあ
る勲章を贈られる姿に接する感慨もひとしお
で、まさに同期の誉れでありました。
　小林君は、よく自らのことを「1.5代目」と
呼んでいました。勿論、㈱コーセーの創業者は
彼の父上ですが、とかく世間で言われる「二代
目」という言葉に含まれる蔑視的な響きを彼は
極端に嫌いました。それは、大学卒業後、危機
感に満ちた悲壮とも思える覚悟をもって創業間
もない家業に入られた彼の思いからすれば、
「二代目」には違いないが、イコール「苦労知
らずのボンボン」ではないぞという誇りがあっ
たのでしょう。実際、一介の町工場を今日の一
流化粧品メーカーに育て上げたのは、小林禮次
郎君ご自身ですし、自らを創業者と名乗っても
誰も文句を言わないはずです。そこを「1.5代
目」と謙遜するところが、彼の素晴らしいとこ
ろだと思います。
　長年彼と接して来て、私なりに彼の性格を判
断すると、とにかく我慢強くて謙虚で真面目な
ところであったと思います。また、シャイで寡
黙で几帳面な男でもありました。所謂浮いた噂
など、ただの一度も聞いたことがありません。
ゴルフの腕前は、我々「新一会」の仲間うちで
も随一でありました。
　会えば、酒を酌み交わしつつ、能弁でなくと
も、自然に昔話に花が咲く貴重な友人の一人
が、先に旅立たれました。淋しさの中、今は、
ただ小林禮次郎君のご冥福を祈るばかりです。
どうか安らかにお眠り下さい。

 合掌。



いる研究としては、お客さま研究、化粧品製剤
開発研究、製剤技術研究、有用性研究、安全性
研究、皮膚基礎研究、薬剤･素材開発研究、感
性･感覚研究、美容医療･美容機器研究、美容食
品研究、環境研究がある。以上のように対象と
する研究は多くのサイエンスにまたがった領域
を守備範囲としている。また化粧品業界は、成
熟産業と呼ばれているが、時代ニーズの変遷も
あり、まだまだチャレンジャブルな研究対象も
出現してきている。
　本論に入る前に、まず化粧品に活用されてい
る無機粉体の種類を図3にまとめた。この中の
代表的な無機紛体である酸化チタンを例にと
り、化粧品への応用を図4にまとめた。酸化チ
タンは、形状制御や複合化処理、表面処理をす
ることにより有色顔料、紫外線吸収剤、ホトク
ロミック材や光干渉材のような機能性粉末とし
ても化粧品に活用されている。

1．化粧品産業の現状
　化粧品領域におけるグローバル企業をシェア
の観点から5社挙げると、ロレアル、P&G、ユ
ニリーバ、エスティローダ、資生堂となってい
るが、この領域においては、技術的にも多くの
企業がお客様を美しくするために新規技術開発

を進めてきている。（図1）
　化粧品の種類、基本的な構成成分について概
要を示したが、いろいろな素材、原料をうまく
組み合わせ、熱力学的にも準安定系を構築する
ことでお客様に様々な剤型、機能、使用感触等
を提供している。（図2）
　現在、化粧品領域において研究対象となって

トピックス　第19回交流会・講演会
『粉がつくる化粧の力』　-青色の光が肌の青色を消す-

講師:（株）資生堂　化粧品研究開発・ソフト開発担当執行役員
木村 朝（新制25回）

（講演会概要）2011年10月1日、化粧品開発研究の第一線でご活躍されている(株)資生堂執行役員木村朝氏
を迎え首題で講演会を開催した。今回は、交流会講演会始まって以来初めてパーソナルケア業界から講師
をお迎えし、無機化学を主体とした領域の講演であった。無機化学や化粧品開発に関して専門外の我々に
も分かり易く、かつ、いろいろな産業分野にもヒントを与える示唆に富む話を拝聴出来た。特に精密な無機
粉体の表面設計や表面修飾技術、さらにその応用は興味深かく、質疑応答でも多くの質問が寄せられた。

図2．化粧品の種類と構成

図3．化粧品に使われる粉末原料

図1．2010年度グローバル企業のシェア

図4．酸化チタンの化粧品への応用
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上で被膜をつくる高分子と複合化することで耐
水性を確保し高い化粧持ち効果を付与した。し
かし、配合粉体を疎水化したため特殊な専用の
洗浄液を使用しなくては肌上の粉体を取り除く
ことができないという不便さも生じ、お客様の
使い勝手を良くするために新たな課題が顕在化
してきた。（図8）

　耐水性を有しかつ通常の洗浄行為でも落ちる
というトレードオフの関係にある課題を著者ら
は新規素材開発により解決した。具体的には、
粉末の疎水化処理剤として酸性・中性領域では
疎水性を示し、石鹸の洗浄条件であるアルカリ
性領域では親水性を示す刺激応答性高分子
（pH応答性高分子）に着目し、そのサンスクリ
ーン製剤への応用を企図した。（図9、10、11）

2．刺激応答性高分子を用いた高耐水性、高
洗浄性粉末の開発とサンスクリーンへの応用
　今までのサンスクリーンの歴史を簡単に振り
返ってみる。20年前には海水浴やプールでサン
スクリーンをつけて水に入るとすぐ流れ落ちた
こともあり、水で落ちないサンスクリーンの開
発が最初の目標となった。サンスクリーンへの
配合粉末表面を疎水化することで、この目標は
達成することができた。しかしサンスクリーン
使用後、落とすときは簡単に洗い流せる特性が
市場ニーズとして抽出され新たな目標となっ
た。また10年前はサンスクリーンを肌に塗ると
真っ白になることは許容されていたが、現在は
肌に塗っても透明でありかつ紫外線防御効果が
ある商品が求められるようになってきた。一
方、透明だと塗り残しが分からなく日焼けをし
てしまうという新たな課題も生じてきている。
簡単に振り返ってみたが、サンスクリーン開発
は市場のニーズと向き合いその解決に努力して
きた歴史ともいえる。
　前段で簡単に触れたが肌への塗布時の透明性
向上に関して紹介する。サンスクリーンには酸
化亜鉛や酸化チタン等の無機紛体や紫外線吸収
効果を有する有機の紫外線吸収剤が配合されて
いる。（図5）　

　著者らは、酸化亜鉛の結晶形を制御し花弁状
とすることで皮膚に塗布時の透明性を向上でき
ることを見出した。（図6、7）　最近はサンスク
リーンで顔を真っ白にした人を海や山であまり
見かけなくなったが時代のニーズに技術開発で
答えた一つの例と考えている。
　次に粉末表面疎水化処理に関する技術の進化
について最近の技術開発も含めて紹介する。サ
ンスクリーンの耐水性を向上させるためには酸
化亜鉛や酸化チタンを疎水性の長鎖脂肪酸や撥
水性のシリコーンなどで疎水化処理をし、皮膚

図5．化粧品の紫外線防御素材

図6．種々の酸化亜鉛の結晶形

図7．花弁状酸化亜鉛含有サンケア化粧品の透明性

図8．サンケア製品の洗浄性
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　精査な分子設計を進め最適化したAMPS/
MAUはpH7近傍でシャープな応答性を示した。
（図12、13）

　このAMPS/MAUで処理した酸化チタンを
pH6、pH10の緩衝液に分散させた結果を図14

に示した。
　AMPS/MAU処理酸化チタンはpH6の緩衝液
には分散せず、pH10の緩衝液には分散すると
いうpH応答挙動を示した。これらの粉末をサ
ンスクリーンに配合し、洗浄テストを行なった
結果を図15に示した。

　AMPS/MAU処理酸化チタンを配合したサン
スクリーンは従来の脂肪酸処理酸化チタンと比
較すると石鹸洗浄後にほとんど残存せず、優れ
た洗浄性を示した。
　このように新規高分子AMPS/MAUで処理し
た酸化チタンを配合したサンスクリーンは、設
計どおりに使用時の耐水性と使用後の優れた被
洗浄性を示し、これまでのサンスクリーンでは
困難であった耐水性と被洗浄性の両立を実現す
ることができた。

図9．pH応答性素材の設計

図10．pH応答性高分子の構造

図11．MAUホモポリマーのpH応答性

図12．pH応答性を最適化したAMPS/MAU

図13．AMPS/MAUのpH応答性

図14．AMPS/MAU処理酸化チタンのpH応答性

図15．AMPS/MAU処理酸化チタン配合サンスクリーンの洗浄性
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の反射が有利に起こるように設計した。（図19）
　さらに基盤粉末の被覆物の形状を制御するた
め、図20に示したように特定の無機微粒子およ
び錯形成剤の組み合わせにより、図21に示す板
状構造の硫酸バリウムを雲母チタン表面へ立っ
た状態で被覆する粉末素材を合成した。

3．表面形状を制御した粉末を使った若返り
メーキャップ化粧品
　一般に粉末の表面構造は、その光学特性、特
に光の反射特性に影響を与える。著者らは、基
板粉体の光学特性や物理特性と被覆物の形状や
性状を組み合わせることにより、特異な光学特
性を有する様々な粉体を開発し、種々の機能と
質感をもった化粧品原料として、ファンデーシ
ョン等のメーキャップ製品へ配合してきてい
る。例えば、干渉系雲母チタン（二酸化チタン
被覆雲母）を基板粉体とし、三次元の網目構造
を有する水酸化アルミニウムを被覆した粉体、
ファイバー状の酸化亜鉛を被覆した粉体、球状
の硫酸バリウムを被覆した粉体等を例示でき
る。それらをファンデーションへ配合すること
で、透明感と自然な仕上がり、透明感と化粧持
ち、透明感と立体感といった異なる機能を併せ
持つ化粧品を開発してきた。
　次に紹介する最近の研究例は、板状に形態制
御した硫酸バリウムを被覆した雲母チタンを調
整し、それをファンデーションに応用すること
で、角度依存的な光の反射特性の発現を企図し
たものである。具体的な目標は、肌にハリを演
出するファンデーション用の素材を合成し若返
りメーキャップ化粧品の開発である。
　化粧品産業にとってアンチエイジングは最も
重要な課題の一つであるが、日本人の顔を画像
処理により平均化しその経時変化イメージ化さ
せると図16のようになる。

　経年で皮膚の弾力性が低下し、皮下脂肪が多
くなる顔の側面は弛んでくる。（図17）
　外見も皮膚色の明度は経年で低下する。また
若い肌や美しい肌の反射スペクトルを観察する
と赤い色が強めに出るのが特徴である。（図18）
　これらの皮膚計測結果を考慮して、基盤の粉
末には雲母チタンを選び酸化チタン表面をコー
ティングする雲母の厚さを制御することで赤色

図17．顔面の経年での形態変化

図18．顔面皮膚の反射スペクトル

図19．雲母チタンの構造

図16．日本人の平均顔の経時変化イメージ

図20．雲母チタン表面の被覆
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歳以上も若く見えることがわかる。（図25）

4．青色の光が肌の青色を消す　-干渉光がフ
ァンデーションにもたらす機能-
　太田母斑や血管腫で悩む人は、全国でそれぞ
れ70万人、140万人と推定される。現在これら
の治療にはレーザーによる瘢痕の消去や植皮な
どが行われている。これまで著者らもこの問題
を化粧品から解決することを試み、二酸化チタ
ンやアルミニウムパウダーのような高隠蔽性粉
末を用いて、痣を出来る限り自然に隠す化粧品
を市場に提供してきた。しかし濃い痣を隠そう
とすればするほど厚づきとなり、しかも患部色
と化粧品に配合されている色材とが減法混色を
起こすため、くすんだ不自然な仕上がりになる
傾向にあった。　
　太田母斑は通常表皮にある色素細胞が真皮に
落ち込みそこで不規則にメラニンを生成するこ
とが原因である。もともとメラニン色素は褐色
であるが、真皮に存在する場合、メラニン顆粒
の粒子径や分布状態によってはレイリー散乱を
起こして青い色に見えることがある。この青色
がメラニン顆粒の褐色と混色されて太田母斑の
褐青色を生じるのである。
　著者らは干渉光のうち互いに補色の関係にあ
る光を混ぜ合わせると透明になる加法混色性に
着目し、痣の褐青色に対して補色の関係にある
黄色光を母斑に当てることを試みた。具体的に
は青色干渉色の二酸化チタン被覆雲母を母斑上

　この粉体は、設計通りに反射特性が角度依存
的に変化する特異な光学特性を有するものであ
った。本素材配合したファンデーションを塗布
し、仕上がりを従来品と比較をすると、配合品
は特にたるんだ部分のリフトアップ感や肌のは
り感の向上といった若返りに関する評価が高
く、従来のファンデーションでは成しえなかっ
た、若返ったように見える仕上がりの演出が可
能になった（図22）。

　さらにより客観的な数値による検証を行うた
めにハリ角度（q）を新たな指標として定義し
た。（図23）

　日本人の平均顔から年代ごとのハリ角度
（q）を求め、年齢とハリ角度（q）の関係を求
めた。（図24）実際にパネルを用い画像をとり
実年齢と開発したファンデーションを用いたと
きの見え方を比較すると実年齢より5歳から10

図21．複合粉体の電子顕微鏡写真

図22．複合粉体のファンデーションへの応用

図23．ハリ角度の定義

図24．ハリ角度の経年変化

図25．若返りメーキャップの効果
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に質疑応答がなされた。
Q1；化学の力を生かした研究開発事例として
興味深く拝聴した。化粧品は外からのアプロ
ーチと考えられるが、内面から改善すること
は考えられるか。ナノ化等により皮膚へ浸透
して薬剤の効果を発現するという考えは如何
か、安全性も含めてお考えを伺いたい。
A1；基本的に化粧品はそのターゲットを角層
から表皮までを対象としている。それ以上の
ことは医薬品のカテゴリーとなってしまう
が、薬剤の浸透性を高める方法やさらにより
効果的に機能させるために対象部位や対象細
胞へのターゲッティングの研究も行ってい
る。また内面からの改善という観点では資生
堂は、美容食品事業も行っており、化粧品と
の相乗効果を企図したIN & ON といったブ
ランドも有し、飲んでつけて美肌をつくる方
向性を提案している。
Q2；味噌の製造に従事しているので微生物に
関する質問をしたい。皮膚には多くの微生物
が存在するが人によってその個性も異なり、
味噌も仕込む人によって味が変化することを
経験している。ヒトの皮膚にも個性があるフ
ローラ（常在菌叢）があるが、それをどう維
持するのかまたどのようにコントロールすれ
ばよいかといった発想や研究はあるか伺いた
い。
A2；研究はあるがまだ明確でクリアーな結論
は出ていないと認識している。現在いろいろ
な研究機関や他社も含めて知見が蓄積しつつ
あり、その結果に期待したいと考えている。
また麹等も含め新たなシーズとなるかもしれ
ないので期待もしている。
Q3；マイカ（Mica,雲母）を表面処理している
事例をご紹介頂いたが、基盤としてのマイカ
を使う理由を教えてほしい。
A3；マイカは、屈折率が低いこと、薄片化し
やすいこと、比較的透明性が高いことという
特徴を有しているからその上に酸化チタン等
の構造をつくる支持体として使っている。最
近では、合成マイカ、シリカ、アルミナも使
われてきているが、主体はマイカであり車の
塗装にも活用されるパール顔料もそうであ
る。
Q4；JICAでタイに関係していたとき、タイの
女性が大変興味を持ち一緒に資生堂の鎌倉工
場を見学させてもらったことがあるが、東南
アジアに展開する場合のポイントは何か教え
てほしい。

に化粧（塗布）することによって、その黄色の
透過光を母斑に当てて、青色のレイリー散乱光
と混色させて無色化することを企図した。本品
を化粧した肌は、素顔に見られる太田母斑の青
味がほとんど隠蔽され、更にファンデーション
を重ね付けすることによって、青味は完全に隠
蔽されて見えなくなることが分かった。　　　
（図26、27） 

　個人情報保護の観点から実際に患者さんに応
用した効果写真は本稿では割愛したが、このフ
ァンデーションは大いに患者さんのQOL向上
に寄与し喜ばれたことが強く著者の印象に残っ
ており付記しておく。

5．結びに代えて
　その他にも無機粉体の化粧品への活用例とし
て、肌荒れに関与する酵素を吸着して阻害する
ことにより肌荒れを改善する機能粉体の開発、
メソポーラスシリカの機能性の応用等を研究し
て化粧品に活用してきている。
　本稿では無機化学、機能性紛体の開発に絞っ
て紹介したが、今後とも新たな技術を開発しお
客様に満足してもらえる商品を開発していきた
いと考えている。

質疑応答
質疑応答：講演終了後時間の制約はあったが、
教員・OB、学生から多くの挙手があり活発

図26．干渉光による加法混色

図27．二酸化チタン被覆雲母の設計
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はお客様に価値を伝えるコミュニケーション
が上手であると印象している。ブラインドで
商品を比較すると資生堂の商品が良く評価さ
れるがその価値を伝えきれていないと認識し
ている。化粧品の情報伝達に関する研究に力
を入れたいと考えている。欧米各メーカーは
Webも使いフレキシブルに情報を発信して
いる。ロレアルはM&Aでいろいろなブラン
ドを買収して大きくなったが、資生堂は、
140年の歴史や今まで蓄積してきている技術
資産等の強みを生かしていきたい。また
P&Gのコネクトアンドディベロップメント
のようによその力をうまく使うことも考えな
くてはならないと思っている。欧米人は睫毛
が上を向いていたり、顔も毛深かったりす
る。グローバルに勝負するには、それぞれの
地域で生理学的背景や文化的背景も考慮して
新しい価値を作っていかねばならないと考え
ている。今後とも大学や他の企業とも共同で
課題を解決していかねばならないと考えてい
るのでよろしくお願いしたい。

A4；この地域はやはり白くなりたいという要
望が強く美白化粧品の市場が大きい。しかし
あまり効果があり過ぎると医薬品のカテゴリ
ーとなってしまい、如何に緩和な効果とする
か難しい点でもある。あと抗老化化粧品のニ
ーズも高い。資生堂でもベトナムに工場を建
てたので、所得が増え購買意欲が上がってい
るアセアン諸国に向けてこれらの商品を提供
したいと考えている。
Q5；肌あれをトリートメントするファンデー
ションの例を紹介頂いたが、ファンデーショ
ンを塗布するだけで肌荒れを防ぐことが出来
るのか教えてほしい。
A5；ご紹介したファンデーションの例では実
際に肌荒れを改善することができる。ご紹介
した結果だけでなく、その後1000名以上のモ
ニターでの検証も行い肌荒れ改善を認めた。
基本的にはメーキャップ製品ではスキンケア
効果を標榜しないが、グリセリンを徐放し保
湿効果を有する素材も開発している。
Q6；自分も青色干渉パール剤を扱ったことが
あるが、どうも光沢が出過ぎてしまう印象を
持っている。どういう工夫が必要か教えてほ
しい。
A6；実際には表面修飾をして散乱光を増して
使っている。太田母斑への活用では、コント
ロールカラーに近い使い方もしているので思
い切って光沢を消さないで残しておくことも
重要と考えている。
Q7；表面処理の薄膜を210nmという制御する
のは難しいと考えるが何か工夫等があるのか
教えてほしい。また歩留りはどのくらいか教
えてほしい。
A7；通常にマイカを分散し4塩化チタン、硫酸
チタニウム等を加水分解することでマイカ表
面に薄膜を形成させている。膜厚の制御は干
渉色を観察しながら行っている。ただしマイ
カの粒度分布が広すぎるとそれにより粉体
個々の膜厚が変わるのでそれをコントロール
することは重要である。また歩留りは90%以
上で問題はない。
Q8；グローバルでは、ロレアル、P&G等の後
塵を拝しているが近い将来日本企業として
20%台のシェアを達成してもらいたい。それ
を目標としたときキーポイントや注意するこ
と等をお聞かせいただきたい。
A8；難しい問題である。技術が同質化してき
ている事実を踏まえる必要がある。またロレ
アル、P&G、ユニリーバ等の欧米メーカー

【講師略歴】
1977年　早稲田大学大学院応用化学専攻
　　　　修士課程修了（長谷川研究室）
1977年　株式会社資生堂入社
1998年　 東北大学応用化学専攻博士後期
　　　　課程修了（工学博士）
2007年　メーキャップ・ヘア製品開発研究　センター長
2010年　化粧品研究開発・ソフト開発担当　執行役員
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10月29日（土曜日）、第3回フォーラム『企業
が求める人材像』を開催しました。
今回はリーダーになるために学生時代にやっ
ておきたい事というテーマを企画しました。
現在、企業で活躍中の先輩および家庭と仕事
を両立させて活躍中の女性先輩をパネリストと
してお招きし、菅原義之応用化学科主任教授を
モデレーターとしたパネル討論を主体としたフ
ォーラムです。
毎年異なったテーマで実施しており、今年で
3年目を迎えます。応化会下井交流委員長のオ
リエンテーション、河村会長の挨拶の後にパネ
ル討論が開始され、多くの学生（70名）が参集
したフォーラムは、予定していた2時間を15分
ほど超過し終了しました。その後、63号館カフ
ェテリア馬車道に場所を移し、パネリストを囲
んで軽食を取りつつ討論・交流が続きました。

＜パネリスト＞
パネリストプロフィール（学部卒業年次順）
和田宏明氏　(株)ブリヂストン
1984年博士課程修了（加藤・黒田研）、早

稲田大学助手を経て1985年 (株)ブリヂスト
ンに入社。
入社後、約20年間、高純度炭化ケイ素の開
発、製造、販売活動に従事し、開発した前
駆体法に対して2007年度日本化学会技術賞
受賞。
2004年からは電子ペーパーの開発、事業化
活動に従事している。

臼田雅彦氏　昭和電工(株)
1988年修士課程修了（逢坂研）、同年昭和
電工株式会社入社、1995年よりスタンフォ
ード大学に2年間留学。帰国後ＭＯＣＶＤ
法による化合物半導体エピタキシャル成長
技術の確立と生産体制構築に従事。その後
生産課長、新規開発製品マーケティング、
次期中期経営計画策定等を経験。
本社技術戦略室を経て、2010年より先端電
池材料部　営業部長。

桜井宏子氏　DIC株式会社
1990年修士課程修了（佐藤研）、同年大日
本インキ（現DIC）株式会社入社、総合研

左から、菅原義之教授、山田兼士氏、桜井宏子氏、臼田雅彦氏、和田宏明氏、丸子洋一郎
氏、山田賀子氏、土屋憲司氏 

2011年10月29日（土）　15：00 -17：05　主催：早稲田応用化学会・交流委員会

フォーラム「企業が求める人材像」（2011）の開催報告
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究所で研究開発を担当。1998年産前産後休
暇および育児休暇取得。復帰後1999年より
光硬化性材料の開発、IT用部材の開発、
機能性素材開発など担当。

山田兼士氏　旭硝子株式会社
1991年修士課程修了（豊倉研）、同年旭硝
子株式会社入社、化学品開発研究所で無機
材料合成プロセス開発(シリカ、アルミナ、
LiB関連材料等)に従事。2002年中央研究所
化学でマイクロリアクターを利用した無機
材料合成プロセス開発、ガラス高品質化の
ための化学工学的開発支援に従事。2010年
より生産技術センターでガラス高品質化技
術開発を担当。

丸子洋一郎氏　信越化学工業株式会社
1996年修士課程修了（豊倉・平沢研）、同
年信越化学工業株式会社入社、信越石英
(株)石英技術研究所で石英ガラス物性研
究、表面処理技術に取り組む。新工場立ち
上げスタッフ、製造部技術スタッフを経て
2004年より(株)山形信越石英で工場品質統
括責任者として、テクニカルサービス、内
部品質システム構築維持管理、製造技術、
開発品業務に従事。

山田賀子氏　ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社
1996年修士課程修了(逢坂・本間研)、同年
日本電信電話株式会社入社、法人用情報通
信システム端末設計・工事、通信事業者向
け大規模通信機器の輸入代理店業務、人事
業務、オンラインストレージサービス開
発・運用業務、法人用情報システムの監
視・保守サービス業務を歴任。
2010年よりNTTグループのデーターセン
ターサービスの保守・運用を担当。

土屋憲司氏　トヨタ自動車株式会社
2001年修士課程修了（逢坂・本間研）、同
年トヨタ自動車株式会社入社、アイドリン
グストップ用リチウムイオン電池の開発、
プラグインハイブリッド車用リチウムイオ
ン電池の開発に従事し、2008年より電池・
FC生技部でハイブリッド車用リチウムイ

オン電池の開発に従事。

＜モデレーター　菅原　義之教授のプロフィール＞
1988年　理工学研究科博士後期課程修了
（工学博士）（加藤・黒田研）、早稲田大学
助手、MIT大学博士研究員、早稲田大学
専任講師、早稲田大学助教授、フランスモ
ンベリエ大学訪問研究員、早稲田大学理工
学部教授、フランスモンベリエ大学招聘教
授を経て、2010年より早稲田大学先進理工
学部応用化学科主任教授。

＜パネルデイスカッション＞

パネリストの「自己紹介」として「今までに
経験されたこと、上司との関係のエピソード」
を皮切りにパネル討論が始まりました。「リー
ダーシップとは」では、影響力、カリスマ性、
デシジョンメーキング、フォロアーシップ等の
キーワードが飛び交いパネリストの経験を踏ま
え議論となりました。
次に「企業内でのリーダーシップ」について
は、失敗を恐れないチャレンジングスピリッツ
の重要性、今までの延長線上でのビジネスが難
しくなってきている現状を踏まえ、オリジナリ
ティの重要性とその遺伝子を早稲田マンは持っ
ているはずだとの励ましも頂きました。さらに
積極性を評価し、失敗を許す新しい人事評価制
度の導入も始まってきている等、現在社会の現
実、ビジネス環境の変化についての具体例が示
されました。
「企業内での女性のリーダー」では、女性パ

ネリストからご自分の実際のご経験を話して頂
いたのと共に、各企業の実情に関して、ダイバ
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ーシティの重要性の観点や女性の仕事ぶりも交
えて職場では女性が男性と対等に扱われ活躍し
ている様子が示されました。次に学生諸君が
「身につけなくてはならないこと」として、
positive thinkingの重要性、コミュニケーショ
ン・プレゼン力・レポート作成能力が社会生活
では要求されることから学生時代に厳しく鍛え
ておいたことが大いに役に立っていること等の
伝言がありました。ダイバーシティが求められ
るグローバリゼーションの時代では議論し、提
案するためにもツールとしての英会話力の必要
性も強調されました。
最後に、発信する人になって下さい。自分な
りのリーダーシップとは何か再度考えて下さ
い。上司への感謝の念を感じています。後悔の
ない学生生活を送って下さい。技術者の仕事と
は困っている現場やお客様に知恵を使って助け
ることです。自分自身が複雑系になっていろい
ろなものを取り込みオリジナルなアウトプット
を出して下さい。現在の研究生活にドップリつ
かって下さい。等々パネリストの実際の経験に
基づく熱くかつ示唆に富むメッセージでパネル
討論を終了しました。 

＜総括＞
学生参加者の状況について、女性の参加者は
40%、他科・他専攻（生命医科学科含む）の学
生は17%、学部生は39%、大学院生は61%、博
士課程院生の参加もありましたが、やはり修士
１年生の参加が多く全体の50%を占めました。
参加した学生のアンケート（回収率90%）に

よると、未記入者1名を除く98%がフォーラム
の内容が参考となったという高い評価で興味を
持って貰えたテーマであったと考えられます。

「今後の学生生活を送るうえでの指針になっ
た。」「企業が求める人材、リーダーのイメージ
について理解が進んだ。」「企業生活の様々な分
野の話が聞けて参考になった。」「パネリストの
方々の体験に基づいた意見が多く印象に残っ
た。」等一人ひとりの学生にとっても今後の学
生生活を送っていく上でかなりインパクトを与
えたものと思われ、もっと多くの学生に参加し
てもらいたかった内容のあるフォーラムであっ
た。
また、「パネリストの方々の専門分野につい

てももう少し知りたかった。」、「一つの話題
（セクション）に対して話される方に偏りが見
られたのでいろいろな方の話をバランスよく聞
きたかった。」等の意見もあり、その後の各パ
ネリストとの懇親の場で十分解決できたことと
思います。お忙しい中フォーラムを盛り上げて
頂いたパネリストおよびモデレ－ターの皆様方
にはあらためて厚く御礼申し上げます。
（文責：交流委員会　井上凱夫、河野善行）

14



第四回フォーラム「先輩からのメッセージ２０１２」開催報告

早稲田応用化学会ホームページには「企業ガ
イダンス」掲載欄があり、現在約50社に参加い
ただいている。本年度も掲載企業にお願いした
ところ、日本を代表する化学系を中心とする42
社から賛同していただき、フォーラム「先輩か
らのメッセージ2012」に参加いただいた。
現在ビジネスの現場第一線で活躍中の身近な
世代の先輩がそれぞれの会社の特徴、ビジネス
モデル、講演者自身のビジネスライフの有り
様、キャリア開発の実態、求められる人材像な
どコンパクトにまとめ講演いただいた。企業か

らの参加者は講演者・先輩等80名以上、学生の
参加者は201名（前年比113%）で学部1，2年生
も多く参加して盛会となった。会場は4教室を
使用し、前半と後半の2部制にして各社2回講演
をしていただく方式をとり、参加学生が希望す
る講演を出来る限り聴講できるように配慮をし
た。また別教室では現在当キャンパスが力を入
れている「博士人材の育成」に関して、博士キ
ャリアセンターが取り組んでいる活動の概要を
高橋浩教授から企業参加者に紹介させていただ
いた。 
講演終了後は、先輩を囲んで懇親会を催し
た。主催者を代表して河村会長から参加企業へ
御礼の挨拶、教室を代表して菅原副会長（主任
教授）からの乾杯をかわきりに懇親を深めた。
学生達も多数参加して、フォーラムの延長とな
る質疑応答を含めて話が弾み、会場は熱気に溢
れてかつ談笑が絶えなかった。終了予定時刻に
なっても先輩を囲む学生の輪が後を絶たぬた
め、終了時刻を延長するほどの活況を呈してい
た。参加した多くの学生たちは、昼間のフォー
ラムそして夜の懇親会を通して、日常の勉学、
研究そして将来の進路決定への貴重なアドバイ
スを多数の先輩の方々から頂戴し、多くを学ぶ
ことができたものと確信している。下井交流委

員長の中締めによりプログラムを成功裏に終えた。
この企画に賛同、ご支援いただいた企業および熱意溢れるご講演と、懇親会場における後輩を思

いやる親身なアドバイスをしていただいた先輩の方々にはあらためて厚く御礼申し上げます。
 （文責　交流委員会　写真　広報委員会）

2012年1月14日（土）　主催：早稲田応用化学会・交流委員会

ショートトークの模様

懇親会の模様
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付記
Ⅰ．プログラム概要
（1） 日　　時 2012年1月14日(土)
（2） 会　　場 西早稲田キャンバス　52号館　101～104教室
（3） 内　　容 開催挨拶とオリエンテーション：12：35～12：55
 平林副会長、平沢教授、下井委員長
 講演会：13：00～15：45　【第一回】　15分/社
 講演会：16：00～18：45　【第二回】　15分/社
 特別講演：14：00～14：30、15：00～15：30 【202教室】
 懇親会　：18：50～21：00　【63号館1F・馬車道】
（4）対象学生 学部生、大学院生（修士、博士） 
（5）対象学科  応用化学科/専攻、化学・生命化学科/専攻、生命医化学科/専攻、ナノ理工学

専攻/生命理工学専攻等、（学部・研究科・学科・専攻を問わない。） 
（6） 主　　催 主催：早稲田応用化学会､運営：交流委員会

「先輩からのメッセージ2012」部屋割り・タイムスケジュール　【52号館】 
タイムスケジュール 101教室 102教室 103教室 104教室

12：25－12：55 オリエンテーション
（講演者向け）

司会（交流委員） 河野善行 井上凱夫 関谷紘一 長瀬穂積
13：00－13：15 住友化学（株） 明治グループ 三菱レイヨン （株） 旭化成（株）

13：15－13：30 日産化学工業（株）JX日鉱日石エネル
ギー （株） 大日本印刷（株） 三菱マテリアル

（株）

13：30－13：45 （株）日 立 製 作 
所 ニ チ レ キ （株） 生化学工業（株） オー・ジー（株）

13：45－14：00 （株）日立ハイテ
クノロジーズ

三菱化学（株） 昭和電工（株） 富士フイルム（株）

14：00－14：15 （株）クラレ 住友金属工業（株） 凸版印刷（株） （株）ADEKA

14：15－14：30 日本ペイント（株） 新日鐵化学（株） D I C （株） （株）ブリヂスト
ン

14：30－14：45 信越化学工業（株）電気化学工業（株） 三井化学（株） 長瀬産業（株）
14：45－15：00 トヨタ自動車（株） 東 　レ（株） 古河電気工業（株） コーセー（株）

15：00－15：15 日本パーカライジ
ング（株） 旭硝子（株） テルモ（株） （株）東芝

15：15－15：30 花王（株） 本田技研工業（株）(株）日立プラント
テクノロジー

15：30－15：45 JSR（株） 王子製紙（株） 千代田化工建設(株）
15：45－16：00 【　休　憩　】
司会（交流委員） 井上凱夫 河野善行 長瀬穂積 関谷紘一
16：00－16：15 住友化学（株） 明治グループ 三菱レイヨン （株） 旭化成（株）

16：15－16：30 日産化学工業（株）JX日鉱日石エネル
ギー （株） 大日本印刷（株） 三菱マテリアル

（株）

16：30－16：45 （株）日 立 製 作 
所 ニ チ レ キ （株） 生化学工業（株） オー・ジー（株）

16：45－17：00 （株）日立ハイテ
クノロジーズ

三菱化学（株） 昭和電工（株） 富士フイルム（株）
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17：00－17：15 （株）クラレ 住友金属工業（株） 凸版印刷（株） （株）ADEKA
17：15－17：30 日本ペイント（株） 新日鐵化学（株） D I C （株） （株ブリヂストン
17：30－17：45 信越化学工業（株）電気化学工業（株） 三井化学（株） 長瀬産業（株）
17：45－18：00 トヨタ自動車（株） 東 　レ（株） 古河電気工業（株） コーセー（株）

18：00－18：15 日本パーカライジ
ング（株） 旭硝子（株） テルモ（株） （株）東芝

18：15－18：30 花王（株） 本田技研工業（株）(株）日立プラント
テクノロジー

18：30－18：45 JSR（株） 王子製紙（株） 千代田化工建設(株）
特　別　講　演

14：00－14：30 202教室
【企業控室】

演題：『 博士キャリアセンター における博士・ポスドクの養
成実績について 』 講師　客員教授　高橋 浩15：00－15：30

Ⅱ．参加した学生
フォーラム参加学生の詳細（懇親会参加学生：119名）

博士 M2 M1 B4 B3 B2 B1 小計 前年 前年比
（%)

応化会学生会員 8 5 64 15 19 12 18 141 123 115
それ以外の学生 4 2 42 4 7 0 1 60 55 109

合計 12 7 106 19 26 12 19 201 178 113

Ⅲ．感想・アンケートを踏まえての総括
「先輩からのメッセージ2012」は運営上の課題（講演時間が短い、移動時間を考慮して欲しい
等）は若干指摘されたが学生、企業参加者の双方から高い評価が得られた。
講演内容については学生の全員が参考になったと回答し、企業参加者は86%が適当であったと回答

した。司会の交流委員からも講演内容は企業紹介、個人的色彩に偏らず中間的内容であったと報告さ
れている。開催時期については学生の71%が適当と回答し、企業参加者は94%が適当と回答した。
学生が挙げた良かった点として、「OB，OGからの講演なので自分の研究と仕事のつながりをイ

メージしやすかった。」「学部2年ですがモチベーションが高まった。」「応化の先輩から企業の内容、
1日の生活などを詳細に聞くことが出来、入社後の将来の生活が明確にイメージできた。」等の意見
が寄せられた。
また企業参加者の回答では、「学生の皆さんの関心が高く積極的に質問に来てくれ話し甲斐があ

った。」「他社聴講可能というのは他に例がなく学生の皆さんがどのようなことに興味を持っている
のか参考になった。」「参加者が多く、企業にとっても勉強になる会であった。」等の意見が複数寄
せられた。
応用化学科OB，OGを主体とした講演というのが学生、企業側双方が挙げた高い評価の要因であ

ったと考えられる。
なお、本フォーラム「先輩からのメッセージ」および「企業ガイダンス」に関するお問い合わせ
ならびにご要望等は下記メールで、交流委員会または応化会事務局宛てお願いいたします。
　　　メールアドレス：guidance@waseda-oukakai.gr.jp

〒169－8555　東京都新宿区大久保3－4－1
　　早稲田大学　先進理工学部応用化学科内　早稲田応用化学会　　事務局長　高橋　宏
　　TEL　03－3209－3211　　内線　5253
　　FAX　03－5286－3892
　　E-mail　oukakai@kurenai.waseda.jp　　　　URL　http://www.waseda-oukakai.gr.jp
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101教室 102教室 103教室 104教室

住友化学（株） 明治グループ（株） 三菱レーヨン（株） 旭化成（株）

日産化学工業（株） ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 大日本印刷（株） 三菱マテリアル（株）

（株）日立製作所 ニチレキ（株） 生化学工業（株） オー・ジー（株）

（株）日立ハイテクノロジーズ 三菱化学（株） 昭和電工（株） 富士フイルム（株）

（株）クラレ 住友金属工業（株） 凸版印刷（株） （株）ＡＤＥＫＡ

日本ペイント（株） 新日鐵化学（株） ＤＩＣ（株） （株）ブリヂストン
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信越化学工業（株） 電気化学工業（株） 三井化学（株） 長瀬産業（株）

トヨタ自動車（株） 東レ（株） 古河電気工業（株） コーセー（株）

日本パーカライジング（株） 旭硝子（株） テルモ（株） （株）東芝

花王（株） 本田技研工業（株） （株）日立プラントテクノロジー

ＪＳＲ（株） 王子製紙（株） 千代田化工建設（株）
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■ 第3回早桜会（早稲田応化会関西支部）　　
講演会&懇親会報告 

　2011年9月17日（土）、JR大阪駅近くの大阪
弥生会館にて早稲田大学栄誉フェロー竜田邦明
先生（早稲田大学名誉教授）をお招きして、平
成23年度の早桜会講演会を開催しました。当日
の参加者は35名で、卒業年度1957年から2009年
まで広い世代の会員が参加し、さらには中部支
部からの参加もあり、関西支部が正式に発足し
て以来、最も盛況かつ大変和やかな雰囲気の講
演会となりました。また、参加者の半数以上が
平成年度以降の卒業会員となったこともあり、
若さ一杯の講演会となりました。

　今回の演題
である「天然
生理活性物質
の全合成-知の
創出」では、
結晶構造の分
析からだけで
は知りえない、
真に生理活性

を示す構造部位に着目しながら、最小単位の原
料から化学合成された世界初となる天然生理活
性物質の全合成（94種）や、その中でも糖質を
原料に用いた天然物の全合成（60種）につい
て、さらにはその研究の過程で先生ご自身が独
自に見いだされた新規な有機合成反応につい
て、エピソードを交えながらわかりやすくご紹
介していただきました。

　また、講演冒頭では平成21年6月天皇皇后両
陛下の御前で本学理工系では初となる日本学士
院賞を受賞された際のエピソードをお聴きした
り、ノーベル賞の推薦書を回覧していただいた
り等、大変貴重な体験もすることができました。
　講演前半では、先生が開発された抗菌薬、制
ガン剤、抗糖尿病薬、酵素阻害薬、神経作用物
質等、数々の医薬品の創製、工業的な合成方法
に対して、研究のSTEPに沿ってお話をして頂
きました。具体的には、①全合成を前提とし
て、光学活性体であるグルコース、グルコサミ
ン等の糖質を不斉炭素源とした天然生理活性物
質の立体特異的合成法を開拓し、4大抗生物質
群（Aminoglycoside系、 β-Lactam系、
Macrolide系、Tetracycline系）を含む多様な
天然生理活性物質を全合成するまでの過程、②
合成物質に対する構造確定と共に、構造-活性
相関研究を行いながら、最小単位の活性部位を
特定していく過程、③特定した活性部位をコア
に、分子デザインを行い、数々の医薬品の創製
を行う過程という研究の流れに沿ってご紹介し
て頂きました。
また、講演後半では福沢諭吉先生の「学問の
すゝめ」、大隈重信先生の「早稲田大学教旨」
を手本にして、先生が学ばれた哲学を、工業社
会から知識社会へと変化していく時代の中で、
私達がどのように研究や仕事に取り組んでいか
なければならないのかを「知識を知恵に」と題
されて熱く語っていただきました。「世界を意
識して仕事をする」、「仕事は必ず完成する」、
「綺麗な仕事ではなく美しい仕事をする」等

関西支部（早桜会）活動報告

栄誉フェロー竜田邦明先生

講演会風景
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数々の叱咤激励の言葉を頂き、講演は約一時間
半でしたが、あっという間に過ぎてしまいまし
た。改めまして参加者一同、竜田先生に感謝い
たします。
　講演会終了後は、第2部として会場を移して、
竜田先生を囲んでの懇親会となりました。岡野
理事の司会のもと、井上会長の挨拶と乾杯の音
頭で始まり、しばらくはアルコールを飲み、歓
談しました。その後、司会の指名で竜田研究室
OB、指名された数名のスピーチ、新たに理事
に就任された澤村さんの挨拶等で会場は盛り上
がりました。竜田先生を囲んでの楽しい談笑の

■ 2011年度早桜会（早稲田応化会関西支部）
　第2回懇話会報告 

　2011年度早桜会第2回懇話会を12月3日（土）
15：00～17：00大阪中央電気倶楽部で開催しま
した。今回の講師は、住友化学株式会社の斎藤
幸一氏（83年卒）で、「ES細胞とiPS細胞：最
前線とその未来」と題して今話題の研究に関し
て講演いただきました。
　講師は、入社以来二十余年、一貫して化学物
質の安全性研究に携わっている企業研究者で、
まず、専門の安全性研究について、わかりやす
く資料を使って説明していただきました。特に

輪が会場に幾つもできていました。懇親会は中
野理事のエールで幕を閉じ大変有意義な一日と
なりました。 （脇田克也　記）

（当日の参加者）
津田實（昭32卒）、井上征四郎（昭37卒）、岩本
皓夫（昭42院卒）、市橋宏（昭42卒）、井上昭夫
（昭42卒）、田中航次（昭42卒）、辻秀興（昭42
卒）、中島正臣（昭42卒）、木内一壽（昭49卒）、
篠崎匡巳（昭55卒）、岡野泰則（昭58卒）、斎藤
幸一（昭58卒）、和田昭英（昭59卒）、上宮成之
（昭60卒）、齋藤広美（昭60）、脇田克也（昭61
卒）、中野哲也（昭62卒）、藤原淳（平2卒）、柘
植知彦（平3卒）、西村賢（平3卒）、濱田健一
（平6卒）、重元亮二（平7）、高島圭介（平10
卒）、犬飼隆之（平11卒）、小倉尚（平12卒）、
星野正大（平12卒）、澤村健一（平15卒）、古山
文穂（平17卒）、吉原秀輔（平17卒）、天野結城
（平18卒）、加藤真裕（平18卒）、福田知広（平
18卒）、渡辺綾（平18卒）、守屋享祐（平19卒）、
片岡泰裕（平21卒） 

最近では分子
生物学的手法
などの進展を
背景に、化学
物質の毒性や
薬効のメカニ
ズムが詳細に
明らかになり、
試験管などを
使った実験動物を使用しない新たな安全性評価
方法の開発が進んでいることを説明されまし
た。そのような背景下で、研究ツールとして培
養細胞が広く使用され、近年、ES細胞やiPS細

親睦会風景

集合写真

講師の斎藤幸一氏
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胞が注目されていることを報告されました。
　ES細胞とは受精卵の初期段階の胚から作製
された細胞で、無限に増殖する性質と、様々な
体の細胞に変化（分化）する性質を持つ万能細
胞です。ES細胞は1981年にマウスから、1998
年にヒトから初めて樹立されました。マウス
ES細胞の研究は、遺伝子欠損マウス（ノック
アウトマウス）の研究成果で、2007年のノーベ
ル医学生理学賞を受賞したことで有名です。一
方、ヒトES細胞は、再生医療などの応用を期

です。iPS細胞は、個々人の普通の分化細胞か
ら作製することから、倫理面や個体差の問題が
克服可能と考えられるため、特にヒトiPS細胞
の応用研究が脚光を浴びています。
　講師はES細胞とiPS細胞の樹立の歴史や違い
などを、発表された論文などの資料を使いなが
らわかりやすく解説され、今後のES細胞とiPS
細胞の可能性を、実際の国内外の研究事例をも
とに紹介されました。安全性研究への応用に関
しては、講師らが実際に国家プロジェクトなど
で実施した研究を、投稿論文をもとに解説して
いただきました。また、参加者の多くが興味の
ある再生医療応用に関しては、日本の国家プロ
ジェクトの事例、最先端の研究者の研究紹介と
今後の見通しなどを、講師の独自のネットワー
クを介した話題も交えてお話しされました。最

待され樹立当時から話題となりました。しか
し、ヒトES細胞研究の進展は、倫理的な問題
や技術的な問題などで必ずしも満足いくもので
はありませんでした。このES細胞のもつ問題
点の克服を可能にするかもしれないと考えられ
ているのが、最近話題のiPS細胞です。iPS細胞
は、2006年に京都大学の山中教授らにより報告
された万能細胞で、分化した皮膚などの細胞に
3～4種の遺伝子を導入することにより作製され
た、ES細胞にそっくりな性質も持つ人工細胞

後に再生医療の工学分野で最先端研究を進めて
いる、応化出身の東京女子医大岡野光夫教授の
細胞シート研究も紹介され、聴衆一同、大変有
意義な時間を過ごすことができました。
懇話会終了後は、居酒屋に席を移しての和やか
な雰囲気のもと、忘年会を開催しいつものよう
に盛り上がりました。 以上

当日の参加者
津田 實（57）　井上 征四郎（62）　岩本 皓夫
（67）　市橋 宏（67修）　田中 航次（67）　辻 秀
興（67）　篠崎 匡巳（80）　岡野 泰則（83）　
斎藤 幸一（83）　日野 純（84）　和田 昭英
（84）　齋藤 広美（85）　脇田 克也（86）　濱田 
健一（94）　數田 昭典（01）　澤村 健一（03） 
 （田中航次　記）

二次会風景

懇話会
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■会社概要
事業内容： 繊維、プラスチック・ケミカル、情

報通信材料・機器、炭素繊維複合材
料、環境・エンジニアリング事業、
ライフサイエンスその他

設　　立：1926年1月
資 本 金：1,479億円
従業員数：6,915名（単体・2011年3月末）
　　　　　37,936名（連結・2011年3月末）
売 上 高：1兆5,397億円（連結・2011年3期）
営業利益：1,001億円（連結・2011年3月期）
■先端材料で世界のトップ企業を目指す
東レは、ファッションから航空・宇宙まで、
先端材料で世界のトップ企業を目指す総合素材
メーカーです。「わたしたちは新しい価値の創
造を通じて社会に貢献します」を企業理念とし、
企業活動のあらゆる領域において “innovation”
すなわち「革新と創造」に挑戦し続けています。
■研究・技術開発こそ明日の東レを創る
東レは1926年の創立以来、「研究・技術開発

こそが明日の東レを創る」との信念に基づき、
基礎研究・基盤技術の強化を重要な経営課題と
し、研究・技術開発に継続的に注力し、新しい
技術の創造と技術領域の拡大を行ってきました。
世界規模での技術開発競争が一段と激化する
中で、ますます多様化、高度化する時代のニー
ズを迅速かつ的確に把握して、タイムリーに技
術・製品開発につなげていくことが企業存続・
発展の必須要件となっています。東レは、保有
する研究・技術開発の経営資源をフル活用する
とともに、異分野の技術者との積極的な交流
や、産学官との連携、海外企業との技術提携な
どの国際交流や協力を通じて、社内・国内にと
どまらず、新しい発想や融合・複合化を求め
て、活動の場を世界に広げ、国境やジャンルを
超えた産学官連携から、先端材料・先端技術を
創出しています。
現在東レでは、革新的な先端材料を継続的に
創出するために基礎研究体制を刷新し、先端材
料研究所に「新エネルギー材料」、「バイオベー
スポリマー」、「先端医療材料」、および「ポリ

マイカンパニー
東レ株式会社“Innovation by Chemistry”

マー基礎」の4つの研究ユニットを設置し、国
内3拠点、海外2拠点における研究拠点で有機的
に全社統一戦略のもと材料分野における基礎研
究を推進しています。また、融合領域における
基礎研究を担う先端融合研究所や、革新的な創
薬研究を担う医薬研究所、水環境問題の科学技
術的解決を目指す地球環境研究所など9つの研
究所や6つの技術センターを展開し、毎年約500
億円の研究・開発投資を実施しています。
このような充実した研究・開発体制におい
て、「高分子化学」、「有機合成化学」、「バイオ
テクノロジー」「ナノテクノロジー」の4つのコ
ア技術を軸に、新素材、ナノマテリアル、バイ
オ、ナノプロセスの技術イノベーションを起こ
し、成長分野である情報通信、自動車・航空
機、ライフサイエンス、環境・水・エネルギー
の4領域に向けて新しい価値の創造を行うこと
によって、社会への貢献に取り組んでいます。
■海外事業展開とグローバル戦略
東レは、日本を含む世界23カ国・地域に拠点
を置き、グローバルに事業を展開しています。
海外進出は1960年代の東南アジア地域を中心と
した現地生産のための進出に始まり、1980年代
以降は日・米・欧・アジア地域での一体的なビ
ジネス展開を実現するグローバルオペレーショ
ンを伸展させ、2000年代以降は独自の技術開発
に加え世界各国のリーディングカンパニーと提
携し先端材料を創出しています。今後も、各事
業においてボーダレスな事業展開を推進してい
きます。

2008年　海法秀　　上田浩臣
2009年　大西孝
2010年　岸川竜也　梅田浩明

2011年　日比野利保
他、計23名の応用化学
出身者が活躍しています。

東レが世界トップシェアを誇る「炭素繊維」
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所在地： 東京（本社）、茨城・千葉・愛知・大
阪・山口・福岡、海外（アメリカ・ド
イツ・シンガポール・中国・インド・
ブラジル 等）

社員数：12,782人（2011年3月/連結）
売上高：1兆3,976億円（2011年3月/連結）
主事業： 機能性樹脂、ウレタン、加工品、機能

化学品、石化/基礎化学品に関する製
造・販売・研究開発

１．	 会社概要
当社は、福岡県の三池炭鉱の石炭を用いた三
井鉱山によるコークス事業（1892年創業）から
発展させた化学事業をベースに事業拡大・海外
展開を行い、三井東圧化学と三井石油化学工業
との合併を経て、1997年（平成9年）10月1日に
設立されました。現在は「化学・革新・夢」を
キーワードに豊かな暮らしをグローバルに提供
するため、自動車、電子・情報、医療・健康、
農業、住宅・建築、包装、生活分野に向けて
“夢のあるものづくり” を行っています。

２．世界に貢献する事業展開
21世紀は、環境・エネルギーをはじめ、地球
にとって転換期となる「化学の時代」。当社は
化学メーカーとして、様々な分野に多種多様な
素材や技術を通して新たな価値を提供し、社会
や皆様の生活の向上に貢献しています。現在は
「経済」「環境」「社会」それぞれに軸足をおい
たバランスの良い経営を推進中です。その中
で、①景気変動を受け難い事業の拡大、②競争
優位事業のグローバル拡大、③将来のコア事業
創出、を掲げて戦略実行を進めています。
例えば、食料問題が深刻化することが予想さ
れる今後の世界に対して農薬・肥料事業を強化
することで貢献を進めたり、素材だけではなく
トータルにエネルギーを支えられるよう国内最
大のメガソーラー建設する「たはらソーラー・
ウインド共同事業」を進めるなど、新たなプロ
ジェクトに次々と取り組んでいます。また、生

三井化学株式会社
「化学」「革新」「夢」の三井化学

産拠点・事業拠
点のグローバル
展開を進めてい
る中で、事業の
本社機能をシン
ガポールに移転
したり、Ｒ＆Ｄ
拠点を海外にも
展開するなど、世界を舞台にしたスピード感の
ある事業体制を整えています。

３．「人材」に対する取り組み
以上のような事業展開を進めるにあたり、当
社は企業グループとしてどのように社員に対応
していくのかを「人材マネジメント方針」とし
て明確にしています。社員一人一人とその家族
の「幸福」、及び自己の潜在能力を自身で見出
し最大限に発揮していく「自己実現の追求」を
通して、「会社の持続的発展」につながること
を目指しています。そのため、国籍、出身国、
男女問わず能力を思う存分発揮し、キャリアア
ップを図れるよう、人事施策としても後押しを
しています。　
「人の三井」という言葉がありますが、当社
にとって最も大切な財産は「人材」です。今後
全社としてグローバル展開をさらに進め、世界
への貢献を目指すにあたり、多様な個性を持っ
た社員個々人の志、やりたいことを組織として
実現していける会社を、作っていきたいと考え
ています。世界に貢献する三井化学の「夢のあ
るものづくり」を今後も進めていきます。

過去10年に6名入社。現在、OB・OG計34名が
国内外で多分野にわたって活躍中です。
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今ここで頑張っています
私見：仕事の覚悟

三菱ガス化学株式会社　脱酸素剤技術センター　品質保証チーム
輿石（尾崎）祥子（新制48回）

入社して12年が経ちます。企業研究5年目で
化学物質過敏症の診断を受け、研究職をドロッ
プアウトした私のキャリアは、研究（2000年4
月～）⇒広報・IR（2004年12月～）⇒品質保
証（2011年5月～）と言うもので、転属と言うよ
りは転職に近いものです。もっとも、会社や業
界を俯瞰する部署で積んだ経験は私の財産であ
り、現業務でも大いに活用しています。

私の勤める三菱ガス化学㈱はやや保守的な社
風の中堅化学系メーカーですが、“女性が働き
やすい会社” として某就職支援サイトで紹介さ
れたことがあります。その根拠は女性従業員の
平均年齢。わが社では男女ともほぼ40歳で拮抗
しているのですが、これにはからくりがありま
す。それは、年齢層の高い未婚女性が多いと言
うこと。現実には、既婚や子持ち女性はまだま
だ少数派です。

私は、2008年にその少数派に属すようになっ
てから、周囲の女性従業員に “どうやったら育
児と仕事を両立できるの?” “子供がいても、そ
ういう働き方もできるんだと励みになる” など
と声をかけられるようになりました。声をかけ
てくる方には普段接点のない方も多く、それだ
け “仕事と育児” の問題への関心の高さ、不安
の大きさを感じました。
ちなみに “そういう働き方” と言われる私の

選択は、会社の中でも稀有だったようです。制
度ができて以来初の育児休業・短時間勤務制度
非利用者。第2子のときはさすがに育休を4ヶ月
ほど取得しましたが、復帰後の勤務も以前とあ
まり変わりません。もちろん、定時帰宅や突発
的な休みは増えましたが、残業・泊まり出張も
普通に対応、職場の宴会にも参加しています。
さすがに1次会止まりになりましたが。
このような勤務スタイルを選択するにあた
り、私は周囲に助言を仰ぐ中で、3つのことを
決めました。

壱:開き直ること
「幼児を抱えて仕事をするなら、開き直らな
いと自滅するよ」とは、第1子出産にあたり、
出産前後のプランの相談に乗ってくれた人事担
当者の言です。「仕事を続けるなら、そのこと
を子供に対して申し訳ないとは絶対に思わない
こと。」これは、昨秋亡くなった母がくれた言
葉。どちらも座右の銘としています。
弐:時間はお金で買うこと

当たり前のことですが1日は24時間、体はひ
とつしかないので、時間短縮のための投資は惜
しみません。食洗機、洗濯乾燥機、ルンバ、ネ
ットスーパー、ベビーシッター。駅徒歩6分の
距離に住みながら、駅近くに駐車場を借り（保
育園送迎用。12分/日の短縮）、会社最寄り駅に
は駐輪場&自転車（20分/日の短縮）。iPad2に
ポケットWi-Fi（これはまぁ、趣味も兼ねてい
ますが…）。「まともに働くなら、一人分の稼ぎ
は必要経費として消える。でも、一過性のこと
だから。」これは1年の1/3は出張をしている姉
の言葉です。
参:自分への評価は後輩のものと心すること

今、私が働きながら子育てをできるこの社会
は、諸先輩方（主に女性）の無念と執念を土台
にしています。そして、私も後進のためにしっ
かりとした道、多様な道を残していかなければ
なりません。私が子持ちの立場に甘えて、仕事
をおろそかにすれば、私への評価は後輩の道を
険しくすることにつながります。前述の人事担
当者ですが、こうも言っていました。「あなた
がやれば、後が続く」と。

とまぁ、それっぽいことを書き連ねました
が、実際のところ結構お気楽に過ごしておりま
す。それが一番の秘訣？ 仕事と育児の両立に
不安を抱いていらっしゃる方々、案ずるより産
むが易し、です。
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今ここで頑張っています
より良い本作りを目指して

株式会社 東京化学同人　編集部　村上貴子（新制48回）

私の勤務先である東京化学同人は、「マクマ
リー有機化学」「アトキンス物理化学」の訳本
や「化学大辞典」を発行している会社です。総
勢40名程度で、主に理学・工学・農学・薬学・
医学などの教科書や辞典類を発行しています。

私は応用生物化学研究室で2003年３月に博士
（工学）の学位取得後、約半年間、応用化学科
助手をさせていただいた後、2003年秋にこの会
社に就職しました。

入社以来、書籍編集を担当しています。著者
（多くは大学や研究所の先生）が書かれた原稿
を本にするまでが、主な仕事です（新聞・雑誌
編集とは異なり、私自身が出版物となる文章を
書く機会はありません）。今まで担当した本の
多くは、複数の先生が専門の箇所を執筆し、編
集委員が全体を統括する形式をとっています。

原稿が入ると、まず原稿の分量を概算し、編
集方針に関する問題（例：初学者向けなのに難
し過ぎる、他所と大幅に重複している、等）が
ないかどうかを確認します。問題が感じられる
場合には、編集委員の先生方に相談して指示を
仰ぎます。本格的に製作に取りかかる段階に至
れば、印刷所への指示を書き入れながら原稿を
読むことになります。多くの時間をかけることは
できませんが、新しい知識に出会える楽しい作
業とも言えます。この段階で疑問に思ったこと
（文章が理解できない、図表と文章が一致しない
等）はメモしておきます。ゲラが出来上がると
著者に校正、編集委員に査読をお願いし、その
際に疑問点もゲラに書き込んで質問します。そ
の後いくつかの段階を経て本が出来上がります。
本が出来上がるまでの間に、出版担当者は同じ
ページを4～5段階は目にすることになります。

以前に分子細胞生物学の本を担当したときの
ことです。学部1～2年生向きの本であるはずな
のに、全体的に難し過ぎて私自身が理解できま
せん。不安になり、意を決して上司に「私には
内容がよくわからないのですが、このまま本に
なって大丈夫ですか？」と尋ねました。上司か
らは「村上さんがわかる本にしてください」と
いう答えが返ってきました。
わかりやすく書いているつもりの先生方に、

「難しいのでわかりやすくしてください」とお
願いするのは気が引けます。多くの先生方は快
く応じてくださいますが、あれこれ聞き過ぎて
怒らせてしまったこともあります。また、書き
直してもらった文章がより難解になってしまう
こともあります。しつこく聞くのは気が重いの
ですが、そんな時には「村上さんがわかる本
に」を思い出して、疑問点はできるだけ解決し
ていただくようお願いしています。
「学位を取得したことが直接仕事に生かされ
ることはありますか？」と聞かれることがあり
ます。「直接」となると答えは「いいえ」です。
とても驚かれるのですが、これは全く悲観する
ことではなく、化学が関与・貢献する分野がと
ても広いことを意味していると思っています。

私はもともと気長に待つことができない性格
でした。大きな目標を思い描き、それに向かっ
て気長に研究を続けるということができません
でした。いつしか「手にとって見ることのでき
る、具体的な製品を作りたい」と思うようにな
りました。現在、この願望は十分満たされてい
ます。多くの本が、企画段階から2年程度で発
行されるためです。
もう一つ、仕事に望んでいたことがあります。
それは “製品の最初から最後までに関与するこ
と” です。現在、こちらの願いもほぼ満たされ
ています。入社して約9年、未だに自分で企画
をしたことがないため真の意味での「最初から」
とは言えませんが、執筆依頼から本としての完
成までを担当しています。多くの場合、装丁
（カバーデザイン）も担当者が行います。読者か
らの詳細な問い合わせにも担当者が応じます。

現在、私が入社して初めて担当した本の改訂
版を担当しています。初版刊行から７年以上経
ちますが、この間、教科書に選んで下さった先
生方が子細に目を通され、また、多くの学生の
方々がこの本で勉強されたことを想像すると、
大変ありがたく思います。それと同時に、著者
の次に多くの時間、各ページに目を通したであ
ろう者としての責任を感じます。一人前にはほ
ど遠いですが、この先もより良い本作りを目指
していきたいと思います。
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■受賞　（2011年9月〜2012年2月）

 応化会ホームページおよび「学会等における受賞の届」より抜粋

受賞名 受賞者

Most Excellent Paper
The 3rd International Workshop on Advanced 
Electrochemical Power Sources　

奈良　洋希（逢坂研　理工学研究所　次席研究
員）、三須　義竜、大瀧　光俊（逢坂研　Ｍ１）

日本化学会新領域研究グループ
「低次元無機－有機複合系の光化学」
サマーセミナー　in　鹿児島において
優秀ポスター賞

朝倉　裕介（黒田研　Ｍ２）

酵素工学研究会 酵素工学奨励賞 古屋　俊樹（木野研　助教）

第55回粘土化学討論会 優秀講演賞 朝倉　裕介（黒田研　Ｍ２）

磁気記録研究専門委員長賞 佐藤　亘（逢坂・本間・門間研　Ｍ２）

第１回ＣＳＪ化学フェスタ
優秀ポスター発表賞

奥山　匠（西出・小柳津研　Ｍ１）

第１回ＣＳＪ化学フェスタ
優秀ポスター発表賞

立平　英恵（西出・小柳津研　Ｍ１）

第１回ＣＳＪ化学フェスタ
優秀ポスター発表賞

皆川　馨（西出・小柳津研　Ｍ１）

第１回ＣＳＪ化学フェスタ
優秀ポスター発表賞

南　絵理菜（西出・小柳津研　Ｍ１）

第１回ＣＳＪ化学フェスタ
学生ポスター発表　優秀ポスター発表賞

山下　裕顕（黒田研　Ｍ２）

Best presentation award
The 4th International Workshop on Advanced 
Electorochemical Power Sources

春藤　千草（逢坂研　M2 ）

Best presentation award
The 4th International Workshop on Advanced 
Electorochemical Power Sources

松井　駿平（逢坂研　M1）

応化教室近況
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■新博士紹介　2011年度博士号（工学）授与　（平成24年3月）

申請者氏名 主査（敬称略） 論文題目（その訳）

イナバ　イクヨ
稲葉　郁代 桐村光太郎

骨および関節疾患関連細胞外マトリックス分子の遺伝子発現制御機構および結
合特性
（Genetic regulatory mechanism and binding characterization of extracellular 
matrix proteins related to the bone and joint disease）

ナカハラ  ケンタロウ
中原　謙太郎 西出宏之

Design and Fabrication of Organic Radical Battery with TEMPO-Bearing 
Polymethacrylate Cathode for a New Power Source
（新規電源創出のためのTEMPO側鎖ポリメタクリレート正極を用いた有機ラ
ジカル電池の設計と作製）

エムディ ザヴェッド ホッサイン カーン
MD. ZAVED HOSSAIN KHAN 逢坂哲彌

Characterization and Utilization of Monolayer-modified Indium Tin Oxide 
(ITO) electrode as a Potentiometric Biosensor
(電位差測定バイオセンサとしての単分子膜修飾酸化インジウムスズ(ITO)電極
の利用と特性評価)

カワハラ　カズフミ
河原　一文 黒田一幸

Synthesis of building blocks consisting of oligomeric silicates for preparation of 
silica-based hybrid materials
(シリカ系ハイブリッド材料作製のためのオリゴケイ酸塩からなるビルディング
ブロックの合成）

コバリ　マサノリ
小針　昌則 平沢　泉

Dynamic analysis of primary and secondary nucleation in cooling 
crystallization
(冷却晶析における一次核化および二次核化に関する動的解析)

サイ　ウォンソン
崔　源成 西出宏之

Synthesis of Electron-Acceptor Type Redox Polymers for High-Density 
Charge-Storage Nanocomposites
（電子受容型レドックスポリマーの合成と高密度電荷貯蔵ナノ複合体への展開）

シマダ　トモコ
島田　智子 黒田一幸

Study on the Formation Processes of Wormlike Micelles Derived from Peptide 
Amphiphiles
（ペプチド両親媒性分子の紐状ミセル形成過程に関する研究）

タカイ　アズサ
高井　あずさ 黒田一幸

Composition, Structure, and Morphology Control of Mesoporous and 
Nanostructured Metals
（メソポーラス金属および金属ナノ構造体の組成・構造・形態制御)

チョイ　ワンミン
崔　珖敏 黒田一幸

Preparation of Highly Controlled SiO2 Based Materials with Meso-scale 
Length by Combining Bottom-up Methods
（ボトムアップ法の組み合わせによるメソスケールシリカ構造体の調製）

ナメカワ　コウキ
滑川　亘希 酒井清孝

タンパク質吸着とポリビニルピロリドン溶出の抑制を両立させたポリスルホン
透析膜に関する研究
（Study on polysulfone dialysis membrane suppressing protein adsorption and 
poly(N-vinyl-2-pyrrolidone elution)

ヒラノ　アヤカ
平野　彩香 酒井清孝 物質移動型人工臓器の性能評価と最適化設計

（Evaluation and Optimum Design of Mass Transfer Type Artificial Organs）

ホンダ　ユウキ
本田　裕樹 桐村光太郎

Application of Fluorescent Protein-Based Indicators to Visual Analysis of 
Citric Acid Production by Aspergillus niger
（Aspergillus nigerによるクエン酸生産の視覚的解析への蛍光タンパク質イン
ジケータの応用）

ワカバヤシ　リュウタロウ
若林　隆太郎 黒田一幸 Synthesis of alkoxysilanes through selective cleavage of C－O bonds

（C－O結合の選択的切断を利用したアルコキシシラン類の合成）

タナカ　ケイスケ
田中　啓介 菊地英一

Selective oxidation of methane controlled by the nature of La-containing 
oxides
（La 系複合酸化物の特性を活かしたメタンの選択的酸化反応）

クニモト　マサヒロ
國本　雅宏 本間敬之

Theoretical Analysis of the Reaction Mechanism of Reducing Agents on Metal 
Surfaces in Electroless Deposition Processes
(無電解析出プロセスにおける金属表面上の還元剤反応機構に対する理論的解析)
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菊地英一先生　最終講義の報告

菊地英一先生は、本年１月にめでたく古希を
迎えられ、3月末日をもって早稲田大学を退職
されました。ご退職に伴う記念行事の一つとし
て、去る1月21日土曜日に最終講義、および懇
親会が開催されました。

菊地先生は、早稲田大学高等学院に入学後50
年余りを過ごしてこられました。また、1969年
に早稲田大学理工学部応用化学科の助手として
嘱任されて以来、43年の長きにわたって早稲田
大学の教員として研究・教育に打ち込んでこら
れました。その間、常に第一線の研究者として
燃料化学、触媒化学の発展に力を尽くされると
ともに、800名を超える多くの卒業生を社会に
送り出して来られました。

1月21日の最終講義「早稲田とともに半世紀
―燃料化学から触媒化学へ」は、西早稲田キャ
ンパス（旧称：大久保キャンパス）の中でも最
も新しい建物である63号館の201教室で開催さ
れました。

最終講義のご案内は、卒業生を中心にご案内
し、出席を呼びかけました。ご出欠をうかがう
ことはしませんでしたが、当日は300人の大教
室がほぼ満席となる出席者を得ることができま
した。まさに最終講義にふさわしく、研究室の
現役の学生から大先輩まで非常に幅広い年齢層
の聴衆が一同に集った大変に活気のある場とな
りました。

最終講義に先だって、菅原義之応用化学科主
任教授から、菊地先生が応用化学科の発展に力
を尽くされてきたことに対する感謝の意が述べ
られました。

講義の冒頭では、応用化学科の創始者である
小林久平先生からはじまり、山本研一先生、森
田義郎先生と続く燃料化学研究室が、当該分野
の創成と発展に力を尽くしてこられた歴史的経
緯が紹介されました。その中で早稲田の応用化
学における研究は伝統的に実学に根差したもの
であること、また諸先生方の御研究が、常に世
界的に最先端のものであったことをご紹介いた
だきました。
いよいよ菊地先生ご自身の御研究に内容は移
ります。学生時代に高圧のマイクロリアクター
を苦労されながら製作されたことからはじま
り、膜反応器の研究では、当時の学生とともに
多くの企業、大学の研究室と連携しながら、金
属Pd薄膜を多孔質セラミックス表面に無電解
メッキする手法を開発されたことなどを、楽し
いエピソードなども交えて話されました。続い
て、環境規制強化の流れに沿って、窒素酸化物
の除去触媒など環境触媒分野にも研究を展開さ
れたことなどを例示されつつ、「燃料化学研究
室」から「触媒化学研究室」へと看板を掛け替
えた経緯についてお話しされました。まさに、
研究の将来の方向性を見据え、見識を示された

満席の講義室最終講義の風景

早稲田大学　先進理工学部応用化学科　松方正彦教授（新制34回）
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出来事であったと思います。講義の最後には、
2000年代に入ってからも新しい研究に意欲的に
取り組まれ、酸化物の格子酸素を利用した触媒
反応に注力されてきたことが紹介されました。
これらの研究に携わった学生も数多く紹介さ
れました。卒業生は、懐かしく思い出すととも
に、先生のご指導のもと、学生時代に最先端の
研究活動に携わることができたことを改めて誇
り高く感じたことと思います。

最終講義に引き続いて、懇親会も開催されま
した。先生を囲んで次々と謝恩の輪が作られ、
大変に温かく、また活気のある会となりまし
た。厳しくも温かい先生のお人柄を表す光景で
あったと思います。先生の研究・教育両面での
偉大さに改めて感銘を受けた次第です。

最終講義と懇親会にご出席いただきました皆
様方のご協力とお力添えに、心より深く感謝申
し上げます。

菊地英一先生　御略歴
【学歴】
1964.3　早稲田大学理工学部応用化学科　卒業
1966.3　同大学大学院理工学研究科
 修士課程　修了
1969.3　同博士課程　修了、工学博士

【経歴】
1969.4　早稲田大学助手（理工学部）
1975.4　同　助教授
1980.4　同　教授
2012.3　定年退職
この間　1972～1973カナダアルバータ大学 
博士研究員

1992.9　理工学部応用化学科　主任
 （～1994.9）

1996.1～2004.12　国際触媒学会日本代表
2000.1～2002.12　ゼオライト学会会長
2002.1～2002.12　触媒学会会長
2006.5～2008.5 石油学会会長
2007.10～2011.9　世界石油会議日本国内委員会
 副会長、技術委員会委員長

【受賞（抜粋）】
（1） 触媒調製化学賞（1992）：「水素透過金属膜
とメンブレンリアクタへの展開」

（2） 触媒学会賞（1996）：「環境調和を目指した
エネルギー技術に関する触媒反応の研究」

（3） ICI Distinguished Lectureship Award
　 (1998) 
（4） 石油学会賞（1999）：「水素・合成ガス製造

用触媒および反応器に関する研究」
（5） 大隈記念学術褒賞（2010）：「エネルギーと

環境に関わる触媒化学の研究」

卒業生に囲まれて 懇親会での卒業生とのご歓談

30



酒井清孝教授の最終講義が、2012年1月17日、
早稲田大学西早稲田キャンパス内　57号館　
201教室で催された。

私は所用のため、午前中に酒井研究室を訪
れ、酒井先生に御挨拶したところ、「僕は緊張
しているから話しかけないようにね」とのこと
だった。日頃授業前の準備を周到にされる先生
だったが、この最終講義ヘの意気込みは並なら
ぬものであることを感じさせた。

12時頃にはOB･OGが続々と研究室に挨拶に
訪れた。50代から20代の幅広い年齢層である。
酒井研究室は、ベッドやシャワー、炊飯器が常
備され、研究と生活の場が一体化していた。ど
の面々も、青春時代を注ぎ込んだ場が、終焉を
迎えることに一抹の寂しさを禁じ得ない様子で
あった。
そして13時、300以上の席が満員となった大

教室の壇上に、心なしか緊張を隠しきれない面
持ちの酒井先生のお姿があった。司会の菅原義
之先生から御略歴の紹介の後、安藤広重の浮世
絵のスライドで講演が始まった。冒頭では、授
業におけるパワーポイントの導入や、衛星中継
による遠隔講義など、教育のデジタル化の取り
組みについて話された。そういえば、研究室の
中では便利で新しいIT技術をいち早く取り入
れるのは常に酒井先生だった。学生時代の私が
98系のパソコンの立ち上げに四苦八苦している
と、「君、Macintoshならそんな苦労はしないよ」
と酒井先生に笑われた。そしてようやくMacを

購入し、その操作性に感動していると、今度は
「君、まだそれインターネットに繋いでいない
の?」と笑われ、舌を巻いた20年近く前のこと
が思い出された。
「化学工学から見た医学」の話題で、いよい
よ酒井先生の本領が発揮される。動画に、巨大
なシルクハットをかぶった酒井先生のお姿が現
れたときは、誰もが呆気に取られたことだろ
う。（これが白髪白髭と妙にマッチするのだ。）

NHKの番組「ためしてガッテン」で人工腎臓
の実験を実演したVTRが映し出された。ナポ
レオンズとの掛け合いも絶妙だった。実直その
ものの御容貌からは想像が付きにくいが、この
ような相手の意表を突くユーモアは酒井先生の
大いに得意とするところである。「チャートは
チャーント取っておくようにね」「トナー交換
はスミかね?」など、表情を全く変えずに突然
発する「オヤジギャグ」に、学生時代は面食ら
うばかりであった。呆気にとられた顔を御覧に
なって「してやったり」と満面に笑みを浮かべ
るのが常であった。
このようにユニークな息抜き（他にも「日本
に野球を伝えたのは水戸の光圀公」との珍説も
飛び出した）を交えながらの講演で、医学と工
学の連携の難しさに触れられた。酒井先生が、
京都大学の吉田文武先生と双璧を成す、医用化
学工学のパイオニアであることは論を待つま
い。医学者と工学者の双方に「合従連衡」の重
要性を精力的に説かれた。酒井先生が医用工学

酒井清孝先生最終講義録
芝浦工業大学工学部応用化学科　准教授　吉見　靖男（新制40回）
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の研究に着手された時代は、医師と工学者の間
に今では考えられないほどの壁があった。医師
は化学工学と言う学問の存在を知らなかった
し、化学工学者には医療は全く別世界の話だっ
たそうだ。両者の理解を得るのに、まさに中国
戦国期の縦横家に匹敵する苦労をなさったに違
いない。そして今や、医用化学工学は化学工学
の中の一大専門分野である。医療技術の開発に
化学工学が不可欠であることは、誰もが知って
いる。医師と工学者の間の意思疎通も、さほど
の苦労は感じない。これは紛れもなく酒井先生
の作品の一つである。

終盤では、新しいことへの信念・失敗に挫け
ない逞しさ、挑戦する勇気、挑戦する持続力を
持てと、学生に熱いエールが送られた。新分野
を築かれた酒井先生ならではの重みであろう。
どの学生も神妙な面持ちで聞き入っていた。
「科学者は何時までも夢を追い求めていく　科
学者の仕事は夢を実現することである」との御
言葉もあった。私も、学生時代より随分と夢を
追ってきたが、それを実現する努力をどれだけ
してきたかと警策をいただいた気になった。

講演終了後は、出席した学生全員が起立して
「有り難うございました」と酒井先生に向けて
一斉に令を発するサプライズがあった。後で伺
って驚いたことだが、その一同の中に酒井先生
の御令嬢がいらしたそうだ。血は争えないと言
うべきか、意表をついたユーモアがお好きなと
ころは、御嬢様にきちんと受け継がれたよう
で、大変微笑ましい限りである。

最後に酒井清孝先生の長年にわたる業績をた
たえ、懇切丁寧な御指導に感謝するとともに、
御健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げたい。
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応用化学専攻では、大学院修士課程の学生が
修士論文の取りまとめを経て審査会を迎える2
月初旬に、各学生の研究成果を専攻全体として
討論する機会を設けている。本年度の修士論文
発 表 会 は、2012年2月9日(木)に63号館2階03、
04、05室を合体した広いスペースで、昨年度と
同じポスター形式にて行われた。学生の中には
既に多くの学会発表をこなし、ポスター賞受賞
や国際会議への参加経験を有する者もいるが、
本発表会では敢えて手持ちのマテリアルを持ち
込ませず、各自の修士論文を俯瞰して10～12枚
の新しいポスターに成果をまとめ直すことを学
生に求めた。発表会は午前と午後の2部に分け、
それぞれ前後半に1時間のコアタイムを設定し
て、合計98件の発表と質疑討論をこなした。

大学院では、所属研究室での活動が生活の中
心になり、各研究分野の関連学会における対外
的な研究発表の機会が頻繁にある一方で、学内
での研究討論の場は限られている。したがっ
て、研究室で同じ釜の飯を食った仲間とは互い
の研究内容を熟知した間柄になっても、隣の研
究室に進んだ友人の仕事には殆ど触れることが
ないまま修了するような勿体ないケースも多い
のでは、という問題意識が教員の間で高まり、
専攻としての一体感をより強めるべく、このよ
うな行事を執り行う動機となっている。学生に
とっては、かつて学部時代を講義・実験科目で
共にした同期の友人達が、大学院に進んでから
一体何を日々研究し学んできたのか、改めて新
鮮味と感慨をもって互いに深く論じ合う機会と
なっているように思われる。その趣旨を徹底す

るため、討論の時間をできるだけ長くとり、教
員・助手・学生を問わず意見交換した者がポス
ターの1枚目に記念の直筆サインを残すように
した。当日の写真がその雰囲気を伝えている通
り、教員や助手に対してだけでなく、学生同士
の討論がコアタイムを過ぎても活発に続けられ
た。閉会挨拶で菅原主任が指摘された通り、各
分野でここ1、2年の学問的進化を担ってきた研
究成果が一堂に会した迫力を、参加者全員が強
く実感した1日でもあった。

応用化学専攻として2008年度から口頭発表の
形で始まり、昨年度からポスター形式を採用し
て続いている本発表会が、大学院修了に際して
の意義ある行事として定着するよう、今後も工
夫を凝らしていきたいと考えている。

2011年度　応用化学専攻修士論文発表会
応用化学科　教授　小柳津　研一（新制40回）
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1. 研究内容
クエン酸はレモンやミカンなどの柑橘類の酸
味主成分で、食品や飲料の酸味料として利用さ
れ、工業的にもpH調整剤やキレート剤などとし
て幅広い用途を有する。世界的な生産量は年間
160万トンに及び、その全量が糸状菌Aspergillus 
niger（クロコウジカビ）によって発酵生産され
ている。筆者は、クエン酸生産糸状菌の相同的
な遺伝子組換えが可能な形質転換系（発表論文
1）や、蛍光タンパク質を利用した視覚的な遺伝
子発現解析系（発表論文2）の作製に成功して
いる。さらに、クエン酸の特異的検出を可能に
する新規な蛍光タンパク質インジケータを開発
した。当該インジケータを応用した視覚的解析
手法により新たな視点からクエン酸発酵現象を
捉え直すことが可能と考えている。
1–1 新規なクエン酸インジケータ蛍光タンパク質の開発
ある細菌由来タンパク質と蛍光タンパク質と
の融合タンパク質を作製することで、クエン酸
を特異的に認識し蛍光強度が変化するクエン酸
インジケータ蛍光タンパク質の開発に成功した
（図1（A））。精製した当該クエン酸インジケータ
蛍光タンパク質を用いて、in vitroにおいてクエ
ン酸濃度依存性や特異性を評価した。クエン酸
濃度依存的に蛍光強度が変化し、数µMから数
十mMの範囲で検出が可能であった（図1（B））。

1–2 細胞内クエン酸の検出と定量への応用
作製したクエン酸インジケータ蛍光タンパク
質の特異性について検討した。主要な代謝中間
産物であるピルビン酸とクエン酸回路上の有機
酸について評価し、クエン酸を極めて特異的に
認識することを明らかにした。以上のように、
クエン酸の特異的かつ微量定量が可能なことを
明らかにしたため、現在は実際にA. nigerの細
胞内におけるクエン酸濃度変化の検出に応用す
べく検討を続けている。
2. 今後の展開
従来のA. nigerによる発酵現象の解析では、

発酵液全体を１つの集団として捉える手法が採
用されてきた。これに対して、クエン酸の蓄積
や排出状況を個々の細胞レベルあるいはオルガ
ネラレベルで解析することでクエン酸生産に関
する新規かつ重要な知見が得られるはずであ
る。今後は、これまでに開発した視覚的解析手
法を適用し、クエン酸生産機構の解明に当該ク
エン酸インジケータ蛍光タンパク質を応用すべ
く構想中である。
3. 発表論文
1）Y. Honda, et al, Biosci. Biotechnol. Biochem., 
75, 1594‒1596（2011）．
2）Y. Honda, et al., J. Biosci. Bioeng., 113, 338‒
342（2012）；105, 55‒57（2007）．
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早稲田大学　先進理工学部　応用化学科　助手　本田裕樹（新制57回）



1. 研究内容
アルコキシシランという有機ケイ素化合物の
合成法を開発しています。アルコキシシランは
シリコーン原料、無機材料の表面改質（シラン
カップリング剤）、無機－有機ハイブリッド材
料の原料、檜山クロスカップリング反応の基質
などに利用され、電子・医療・建築などの幅広
い分野において有用な化合物です。
アルコキシシランの合成法としては、1845年
に見いだされたクロロシランとアルコールの反
応が一般に利用されます。しかし、この反応で
は副生成物として塩化水素が発生します。塩化
水素は安全・環境面の問題があるだけでなく、
原料のアルコールの分解による収率低下の原因
ともなります。そこで、塩化水素発生を伴わな
いアルコキシシラン合成法が長い間探究されて
きました。しかし、試薬の価格・安定性や副生
成物が問題となり、いずれもその利用は非常に
限定されておりました。
そこで筆者は従来法におけるアルコールに換
えて、非対称エーテルをLewis酸触媒存在下で
利用するアルコキシシランの新規合成法を開発
しました。Lewis酸触媒存在下で、クロロシラ
ンとMTBE（R1=tBu, R2=Me）やETBE（R1=tBu, 
R2=Et）を常温・常圧で反応させると、対応す
るアルコキシシランが高い収率で得られます。
MTBEやETBEはガソリンの添加剤として大規
模な利用実績があり、安価かつ安定な化合物で

す。本反応は汎用性も高く、副生成物（反応式
中のR1Cl）は容易に除去・回収可能です。
本研究は大学の枠を越え、東レ・ダウコーニ
ング株式会社との共同研究へと展開し、特許
（国内・国際）の共同出願も行いました。
本手法は、165年間にわたり利用されている

アルコキシシランの従来合成法に一石を投ずる
ものになると期待しております。
2. ドイツ留学～今後の方針
本学博士キャリアセンターの支援により、
2010年にはドイツの代表的な研究機関である
Fraunhofer研究機構ケイ酸塩研究所でインタ
ーンシップをさせて頂きました。周りがほぼ全
員ドイツ人という研究環境、海外での一人暮ら
し、大学よりも産業化を指向した研究の場を体
験できたことは非常に貴重な体験でした。ドイ
ツでの経験を経て、精神的に一回りも二回りも
「図太く」なれたことが何よりの収穫だったと
思っています。
私は2012年度よりJSR株式会社に入社いたし

ます。応用化学科で得た知識や経験を基盤と
し、世界中に浸透するような素材を開発するこ
とを目指します。
3. 発表論文・特許
Angew. Chem. Int. Ed. 50, 11708 （2011） 
（Highlighted in Synfacts 8, 86 （2012））； 特願
2010‒292639；PCT/JP2011/080569（国際特許出
願）；Angew. Chem. Int. Ed. 49, 5273 （2010）．

若手の頭脳
アルコキシシランの塩化水素発生を伴わない新規合成法の開発
 早稲田大学　各務記念材料技術研究所　助手　若林隆太郎　（新制57回）
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B2製法特許を国にもたらした佐藤教授が、ヘモグ
ロビン合成に関与する銅タンパク酵素の研究を彼
谷先輩と私に託した。彼谷氏が1年間私に当時最
先端のゲル電気泳動法などを教え千葉大の助教
授になり去られた後は、助手時代を含む5年半を
数名の後輩大学院生を指導しながら、実験から英
論文投稿まで実質的には一人で行い5報を著した
（この時から定年まで常に国際専門誌に目を通し続
け、研究の尾根を歩み続けた！）。
③シカゴ・ノースウエスタン大での業績
スレード教授の下で、ミュータンス菌のう蝕関

連酵素などの論文を3年半で8報著した（この分野
の研究の尾根を約2年間先陣を切って歩んだ！）。
④防衛医大での研究

34歳から定年の65歳まで、う蝕に関する研究を
教室の教官2名及び国内外の研究者と続け、国内
研究者一同で研究成果を2冊の著書に総括した
（多くの内外研究者達と競い助け合いながら、この
分野の尾根と山をほぼ走破し尽くした！）。
⑤防衛医大での教育

学校創設時から31年間化学担当主任教官とし
て、約2000名の学生（全員医師になり、現在その
約半数が軍医）に世界レベルの一般化学、有機
化学（英語）、化学実験を教えようと努めた。化
学では誰一人落第させなかった。私の定年前後5
年間は、医師国家試験で80の医大中一位で、ほぼ
全員合格が続き、防医大の奇跡と言われた。（全
国から実力のみで選ばれた学生達の完全公費・英
才教育に関与した！）。

尚、より懇切な記載が相馬広報委員長による当
会ホームページ　http://www.waseda-oukakai.
gr.jp/kaiinjouhou/jushou/mukasa_p.html）にあ
りますのでご覧ください。

以下に、私が長年望んでいた日本の教育改革の
案を記します。

１ 保育園から大学院までの教育関連総経費を国費
で賄い、全国民に世界トップレベルの教育の機会を

卒業生近況

平成23年11月3日に秋の叙勲者として発表され、
８日の午前に防衛省本部で伝達式、午後に皇居内
昭和殿春秋の間で拝謁式があった。当初、親戚や
卒業生等からの祝い事などがあったが、あまり実
感が湧かなかった。
しかし、早稲田大学の鎌田薫総長から御祝が届
き、同期生で既に平成21年度に中綬章を受章され
ていた木村茂行氏が新聞紙上で気付き、同じく同
期生で当会広報委員長の相馬威宣氏に伝えた事か
ら、下井将惟氏らが発起人となり叙勲祝賀会を開
いてくれた。その席で、総長の御祝のワイン（早
稲田の誇り）で乾杯すると一気に盛り上がり、同
期の仲間が我が事のように喜んでいたので、立派
なことであったのだと実感した。

以下に叙勲の対象となった私の研究・教育歴を
略記します。
①大学での世界レベル教育

早稲田大学での必修科目の授業では、留学帰り
で新進気鋭の教授・助教授が、バード大の有機
化学、ボストン大の物理化学、ＭＩＴの化学物
理、ニューヨーク大の化学工学など世界トップレ
ベルの英文テキストを用いた。お蔭で、科学知識
を英語で習得する基礎ができた（他大学でなくて
良かった！）。

我々同期のクラスは80名規模であったが、７名
の国立・私立大教授や多数の上記した木村氏のよ
うな国立研究所長・社長クラスの人材を輩出した
（教育も生徒の質もトップレベルであった！）。

武富発酵化学研究室での卒論研究「黒カビの
酸化剤による人工変異」では、高クエン酸産生菌
株を作り出し当時30歳で日本化学会進歩賞、平成
22年度に瑞宝中綬章を受けられた前早稲田理工学
部長の宇佐美昭次恩師から細菌・生化学研究の
基礎知識・技術を授けられた（早くも、この研究
分野の尾根に近づいた！）。
②大学院での自由な研究環境

東工大の天然物化学研究施設では、ビタミン

瑞寶中綬章を受章して
防衛医科大学校名誉教授　武笠英彦（新制13回）
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与える。
例えば、初等中等教育では、在学生1人当たり

現在の公費負担分程度の額（約6000ドル）、高等
教育も同程度の額を学校法人に渡す。全教育機関
への国の財政支出は現在の3～４％からOECD並
みの5%程度になる。

２　教育の高効率化と総経費縮減の両立を図る
ために、国公私立校を地域内などで対等に合併統
合し、能力・到達度別に50名～500名程度の大ク
ラスに編成し直す。教師当りの学生数を数倍～数
十倍にすることにより、国の支援のみでも余力ある

学校運営が可能となる。
３ 学校は、教科内容とその指導法が世界レベ
ルに達していることなど、魅力的な教師を採用し、
マス教育を任せる。また、上級生のチューター制
度なども設ける。学校はIT設備などの教育環境も
整え、互いに競い、大規模化を目指す。

４ 少くとも数学、科学、情報などの教育分野で
は英文テキストを用いる。

５ 医師・看護師養成教育などは大学院で行い、
農学なども含む生命科学領域でも世界をリードす
る国を目指す。

平成23年11月8日　皇居内昭和殿にて（左から６番目）
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卒業生近況
同門会

■宮崎研同門会の開催報告

宮崎研同門会、奥様も出席され和やかに歓談
宮崎研究室の同門会が、ようやく秋の風情が
ただ問い始めた10月1日、東京・霞が関の東海
大学交友会館で開催された。宮崎智雄先生が亡
くなられて8年余。久しぶりの同門会には、宮
崎先生の奥様（蕗苳様）、ご令息（黄石様）、同
門会の事務をお引き受け頂いている本間敬之教
授のご出席をいただき、遠方からの参加者など
OB20人と和やかに歓談した。会場は東京・千
代田区の霞が関ビルの35階。周囲に超高層ビル
が乱立したとはいえ、東京湾やベイブリッジを
眼下に臨み、東京タワーが間近に迫っているほ
か、横浜のランドマークタワーも遠望できる絶
好の立地条件。

開催前から参加者の会話が弾んだ。また、霞
が関ビルは、完成当時、日本一の高層ビルだっ

た理工学術院の51号館を凌き、日本一の高さと
なったわが国初の超高層ビル。これも縁といえ
そうだ。同門会は蕗苳様のご挨拶を受け、最古
参の井上征四郎先輩の開会のことば、同門会き
っての実力者（?）である大林秀仁先輩の乾杯
の音頭で始まり、あるものは奥様や黄石様にご
挨拶、別なOBは同期と旧交を温めたり、互い
に現状報告を交わしたりと、時間を忘れて楽し
んだ。会場の延長もと思ったのだが、土曜日の
霞が関、定刻を多少オーバーしたところで散会
のやむなきに至ったのがちょっと残念。

最後に、会場の設定や費用の精算など、幹事
として面倒な雑務を引き受けて頂いた芥川立夫
君、開催案内の発送や整理をして頂いた応化会
事務局のお二方に御礼を申し上げます。

 （文責=藤本暸一・新19回）
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卒業生近況
同期会

■武笠英彦氏の叙勲祝賀会

平成23年11月30日（火）午後６時、発起人の
ひとり下井将惟氏のお世話で東レ社員クラブに
て新制13回卒の同期有志による武笠英彦氏（防
衛医科大学校名誉教授）瑞寶中綬章叙勲祝賀会
が開かれた。事前にメールアドレスが判明して
いる49名に今回の叙勲を応用化学会HPに掲載
したことおよび日程・会場が決まり次第、叙勲
祝賀会を開催することをe-mailで連絡した。

当日の参加者は、20名（応用物理出身で理工
学部探水会の元会長近藤健三氏を含む）、24名
の欠席連絡（受章者には書面で提供）が確認で
きた。状況を受賞者に連絡したところ今回の叙
勲受章の対象となった以下①および②について

①教育における貢献（学校創設に尽力、31年
間の化学主任教官、約2,00０人の医学生に一般
化学・有機化学および化学実習を教えたこと）

②研究における貢献（63報の英文原著論文お
よび6報の邦文原著論文ならびに英文・邦文の
著書６冊）

パワーポイントを用いて内容を紹介したいと
の要望があり、プロジェクターが準備された。

今回の受章に際して、早稲田大学　鎌田　薫
総長から受章御祝として贈呈された「早稲田の
誇り」（赤、白）のワインで乾杯（総長の粋な
計らいに深謝！）した後、武笠英彦名誉教授に
よる講演が開始された。

しかし、講演内容のレジメではスライドが48
枚あり、充分に２時間を超えると想定されたた
め演者の了解を得て参加者は、適宜、アルコー
ルと料理を摂りながら、質問も自由に受け付け
るフランクなスタイルの講演を拝聴することと

した。
講演内容のエッセンスは、以下の通りです。
小学校から高校までの間に飼育したペットお

よびその間にペットの餌を自ら栽培していたこ
と、大学1年次には関東学生釣魚会連盟投げ釣
り大会で一躍2位となり、理工学部に魚釣りク
ラブ（探水会） の創部に協力したこと、早稲田
大学理工学部応用化学科では他大学と異なり、
当時、有機化学、物理化学、化学物理、化学工
学等の必修授業は、英文の教科書による講義で
あったことから　各学年で懸命に勉学に勤し
み、更に、卒業論文研究では恩師　宇佐美昭次
先生のクエン酸産生株の研究成果を全て教えて
いただいたうえに「黒カビの酸化剤による人工
変異株の研究」では酸化剤によっても遺伝子変
異株を得ることに成功した。このように大学時
代に受けた教育がその後の研究活動に極めて重
要で有益な影響を与えたと今でも実感として記
憶の中に残っているとのことでした。

東京工業大学大学院（1963〜1968年）では佐
藤教授の天然物有機化学研究室および佐藤・野
宗酵素化学研究室で「豚セルロプラスミン

（porcine ceruloplasmin）のサブユニット構造
に関する研究」に従事し、血清銅蛋白質セルロ
プラスミンは、ヘモグロビン合成に必要な３価
鉄をつくる酸化酵素で、血中には分子量の異な
る２形態で存在し、２本のサブユニット（ペプ
チド）から成り、可逆的に解離する条件を見出
すとともにその酵素活性中心の銅原子の状態を
推定できる実績を残した。 

米国ノースウエスタン大学微生物学教室
（1970〜1974）における博士研究員としての研
究ではH. D. Slade教授に師事し、虫歯細菌ミュ
ータンスグループaとbの抗原を各々単離し、鎌田 薫早稲田大学総長の御祝（早稲田の誇り）で乾杯

武笠英彦防衛医科大学校名誉教授の講演
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構造を明らかにするとともにグルカン合成酵素
複合体がミュータンス菌表面の特定部位に結合
し、砂糖から1,3-と1,6-結合のグルカンを合成す
ることによりミュータンス菌が平滑面に強固に
付着することを明らかにし、更に、グループa
とｄに共通な抗原の構造を明らかにした。

ノースウエスタン大学における研究以外の苦
労話として通常はPost.Doc.は2年契約であるた
め3、4年目の延長を申請するにはシカゴの
Immigration Officeに大学理事とH. D. Slade教
授の推薦状を携えて何度も交渉した結果、特別
許可を取得できたことを熱弁された。

1974年2月にH. D. Slade教授の推薦状を添え
て新たに化学教室を創設する防衛医科大学校に
送付、　4月に採用通知を受け取ったが、論文投
稿と学会発表があり、6月から初代化学教室の
教官として教鞭を開始した。その後、1981年ま
で初代主任助教授、2005年3月末日まで同校教
授として学生の指導のかたわら研究活動を続
け、Streptococcus mutansに関して①菌表層上
酵素の粘着性多糖合成過程（電子顕微鏡写真は
津守先生撮影）、②多糖合成酵素類の血清群に
よる相違、③8種の酵素の単離精製、④3種の酵
素の共同作用、⑤組み換え大腸菌産生ムタン合
成酵素の性質（ROY R. B. Russell教授との共
同研究）、⑥フルクタンの構造決定、⑦酵素活
性アミノ酸残基の推定、⑧高分岐グルカン合成
酵素のクローニング（国立感染症研　花田部長
との共同研究）を行い、また、分析法として①
一次SDS二次IEFの２Ｄゲル電気泳動分離・酵
素活性染色法および②13-Ｃスクロースを用い
るNMR酵素反応解析法を確立した。

防衛医科大学校時代の苦労話として着任時ご
ろから約８年間日本では遺伝子研究禁止とな
り、禁止とならなかった欧米に比べると日本の
遺伝子研究・医学・医療・農林業分野は2〜３
流国になってしまったことが悔やまれる由。

11月8日午後1時に皇居内昭和殿春秋の間にて
行われた受賞式について簡単に触れられた後、
講演終了、演者にはゆっくりとワイン、料理を
堪能していただき、集合写真を撮影し、参加者
全員の叙勲お祝いのメッセージを記した色紙を
同氏にお渡しした。

なお、武笠英彦氏からのお心遣いの品として
彼の実家にある50坪の畑で無農薬栽培された富
有柿1個と小松菜、京菜、水菜の混合種40mlと

栽培方法を記したメモならびに講演スライドが
参加者に配布されお開きとした。

その他、早稲田大学鎌田総長からのお祝い
品、スライドで示された賞状と勲章、叙勲をお
祝いするメッセージを記した色紙、およびお心
遣いの品並びに出席者全員の写真を紹介しま
す。

叙勲を祝う会の発起人（敬称略） 
国分可紀、木村茂行、堀井紀良、豊田常彦、

戸上貴司、峰岸敬一、重村義紀、相馬威宣、下
井将惟 

 （文と写真：広報委員会　相馬威宣）

鎌田 薫総長の粋な計らい

賞状と瑞寶中綬章

叙勲祝賀会色紙とサインする重村義紀

叙勲受章者からのお心遣いの品
富有柿と小松菜、京菜、水菜の種子 40ml

集合写真
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■応化38同期会（昭和38年卒業・新制13回）開催報告

2011年10月8日（土）17時からレストラン西
北の風（大隈記念タワー15F）に年齢70歳を超
えた同期27名の面々が集合しました。

50年近く前には紅顔の美青年と思われた面々
も、白髪も増え、髪も薄くなり、道で会っても
知らずにすれ違いそうに変わりましたが、会っ
て話すうちにみんな昔に返り、酒をくみかわし
ながら、和気藹藹と旧交を暖めました。

山口名誉教授の談話と近著の帯封

開宴前のリラックスした面々 

籏野名誉教授の話Y氏の術後の話T氏の近況報告

適当に酒が回った後、初参加のT氏の近況報
告、Y氏の前立腺手術後の排尿痛についての
話、その後レベルが上がって、籏野名誉教授の

原子力に関連する事柄については、集まった
同期生の中でも様々な考え方があると思われま
したが、各人それぞれが将来を心配している結
果で、同期生同志の忌憚のない意見交換の様子
は、好ましい風景でした。最後に山口名誉教授
の大学退職後、近々共著で出版予定の「新・有
機資源化学」の帯封に込められた薀蓄ある話を
勝手な質問を交えながら聞きました。

19時過ぎに、楽しい歓談の余韻を残し、次回
幹事（小林征三、北川孝彦、高氏久雄の各氏）
を決めてお開きとなりました。

なお、今回の開催に際し往復はがきによる同
期会開催案内の作成と発送に関して応用化学会

今関心の高い原子力関係の話とともにより詳し
いことが記されている特集記事を提供して頂き
ました。（応化会HPに掲載中）

事務局には多大のお手数をお掛けしたことに対
し感謝申しあげます。
（文責：幹事 湯沢 恩、高橋 浩. 写真撮影：相馬威宣）

参加者全員の集合写真
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■応化42同期会（昭和42年卒業・新制17回）開催報告

10月16日（日）に、新17回（昭和42年）卒業
の同期会が開催されました。当日は大学のホー
ムカミングデーで我々は45年目の対象卒業生で
した。その日に合わせて同期会を開催しようと
準備をしてきました。ところが、これまで全員
に声を掛けて同期会を開催したことはなく、住
所整備もされていないため、応化会の援助で開
催案内を発送していただきました。ありがとう
ございました。

当日は、午前のホームカミングデー行事に参
加した者、午後に応化会の用意した教室に来て
合流した者、会場の高田馬場駅前BIGBOX9階
の「粋なもん」に直接来た者と合計26名が集ま
りました。

「街で出会っても判らないなー」と名札を付
けてもらい、45年間を1分少々で自己紹介する
という2千万分の一の圧縮版で会を始めると、
薄い髪や白い髪がだんだん45年前に戻ってくる
という不思議な体験をしました。関東だけでな
く関西、中部、北陸からの遠来の友もあり和や
かで賑やかに時間が過ぎました。 

全員が前期（元気）高齢者となっているし
「また開こうよ」との声があり、幹事団として
はホットしています。また、集まりましょう。

参加者は、次の方でした。
石井利典、市橋宏、井上昭夫、植村政彦、大林秀
仁、小川太一郎、押田信昭、金子四郎、木寺洋
一、小山範征、坂野泰明、神力紘明、高橋志郎、
高畠忠男、高安正躬、田中晃弘、田中航次、辻秀
興、堤正之、経澤実、西海英夫、橋本雄介、藤本
隆之、松澤浩一郎、三島邦男、見並勝佳　以上26
名（下線は幹事団）

 （文責：幹事 見並　勝佳）

■応化36年卒（新11回）同期会報告 

今回、卒業以来50周年を迎えました。2011年11

月11日、会場はJXグループ六本木クラブ（小田
君の紹介）、存命者65名中、43名の多数の参加を
得た事は幹事一同感激の至りです。美味しい食
事と青森の銘酒（田酒）を賞味し談笑しました。

まさに老年パワーの活気溢れる会でした。欠
席者は22名（うち、体調不良者10名弱）、卒業
以来の物故者は17名。今年6月に前回の同期会
報の筆者である滝沢譲君が他界されたのは誠に
残念でした。

会の冒頭に、この2年間の逝去者への黙祷を
捧げ、引続き、卒業以来の物故者の御霊に宮崎
君より謡曲「誓願寺」が奉納されました。遠来
の参加者も米国から二村君、福岡県から川上
君、山口県から河村君が元気な顔を見せ、夫々
近況報告をして貰いました。また、我々の同期
会で活動している同好会―月1回の囲碁会「ウ
ロウロ会」、年2回のゴルフコンペ「わくわく
会」、「早稲田スポーツ（野球・ラクビー・サッ
カーなど）を応援する会」―それぞれの代表者
から親睦を深めている様子を報告してもらいま
した。会の締めには全員で肩を組み、恒例とな
った「都の西北」を歌い、2年後の再会を誓っ
て散会しました。

尚、同期会幹事、天瀬・岩井（義）・小田・
清宮・土井に今年から水瀬が加わりました。応
化会交流委員会と合わせて微力ながら世話役の
お手伝いをさせて頂きたいと思っています。そ
れではこれからみ、健康第一、継続は力なりで
行きましょう! 水瀬秀章　記

■新制第18回（昭和43年卒）応化同期会開催報告 
2011年11月26日（土）西早稲田（旧大久保）キ

ャンパス63号館レストラン馬車道で9年振りの同
期会を開催しました。JR新大久保駅周辺の韓流
店舗の賑わい、キャンパスに直結した地下鉄駅や
新校舎に驚きながら総勢46名が出席しました。

早稲田応用化学科　新11回卒　同期会　2011年11月11日

45年ぶりの集合写真
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司会 （保坂君）からの式次第紹介、幹事（竹
下）からの9年振りの開催になった経緯や同期
会への期待等の挨拶、乾杯（杉本君）に続い
て、応用化学会活動紹介（基盤委員会（中井
君）、交流委員会（関谷君）、評議委員（村岡
君））が行われ、応用化学会の運営基盤強化の
取組みや在学生への企業情報提供活動等、最近
の応用化学会の精力的な活動状況について報告
がありました。

ついで、各研究室単位での参加者全員の近況
報告、歓談へと続き、懐かしい面々と現在の健
康、趣味・娯楽、仕事、家族構成や今まさに享
受しつつある人生の黄金期をどのように悔いな
く、充実して過ごすか等々の情報交換を行い、
楽しい一時を過ごしました。17時過ぎに、幹事

（長島君）の閉会の辞でお開きになりました。
散会後各研究室等で三々五々二次会を持ち、

そこでも健康等に関する情報交換が熱心に行わ
れたようです。

後日参加者から感想を頂きましたので、その
一部を紹介します。

•  応化の仲間と懇談していると、学生時代の思
い出がよみがえってきた。 

•  一人ひとりの話しをもっとじっくり聞きたかった。
•  なかなか行く機会のない理工学部のキャンパ
スも本当に久しぶりで、楽しめた。 

•  色々な話や情報交換が出来て良かった。 
•  我らOBの大学への基礎的貢献は、稲門会、応
化会への会費納付及び大学OB活動へのボラン
ティアであり、同期会で顔を合わせて仲間意
識を強くしその延長上で大学や後輩達への思
いに繋がっていけばいいのではないかと思っ
ている。

•  我々の元気が続く限り、本会を継続出来れば
と願っている。

 等

末尾になりましたが、今回の開催にあたって
は応用化学会事務局高橋氏に大変お世話になり

ました。ここに厚く御礼申しあげます。
（注）次回は来年の卒業45年目のホームカミング
デー当日になります。今後は毎年開催しますので、
同期の皆さん全員の参加をお持ちしています。詳
細は各研究室の幹事からご連絡致します。 
（幹事：杉本、村岡、二見、品田、小久保、永田、関
谷、鶴岡、曽根、長島、金山、渡部、保坂、竹下）。

 （文責　竹下）

■「ウロウロ会」（応化36卒生囲碁会）の活動状況

新年囲碁会、忘年囲碁会、春秋のGO&GOLF
会と季節が巡るがままに、会を重ね遂に煩悩の
数を越えました。強くなりたいと言う煩悩もさ
ることながら、仲間の元気な顔を見ることも楽
しみとなっているのでしょう。多少の年齢の巾
はあっても、何のしがらみも無いのが何よりで
す。何故か「〜ちゃん」付けが増えた仲間と
各々の持ち点に応じて、和やかな内にも真摯な
対局が、六本木の某ビル「ウロウロの間」で、8
面程を挟んで繰り広げられます。碁悦同衆です。

○たのしみは年のはじめの囲碁会に
　　烏鷺のなかまといむれをるとき�（世古口　健）

そんな中にも時の流れが押し寄せ、昨年は有
力メンバーの1人、滝沢譲君を失いました。誠
に「棋風堂々」たる一言居士でした。もっとも
筆者の如き下手が論評できるものではありませ
ん。多目置かせた対局で、状況芳しくないとあ
っさり石を置くことがありました。ご冥福を祈
るのみです。

出身地を離れ、会社を離れてみると、自分で
外に出て行かないと会話したのはTV相手のみ
だった、と言うことになりかねない。娑婆の風早稲田応用化学科 新18回卒 同期会 2011年11月26日 63号館馬車道

ウロウロ会忘年会（平成23年12月16日　金曜日）
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に当たることが大事と思うので、颯爽と出かけ
ます。胸の裡で「戦績は二の次、参加する、参
加できることに意義あり」と唱えつつ。今日は
ウロウロ会と言って駅に向かう。愚妻の機嫌が
いい。認知症チェックに1人でキップを買って
電車で出かけられるか、なる設問がある。今や
ICカードのお蔭で楽なものですが。

♪勝って来るぞと張り切って
�　　　　　　　　誓って家を出たからにゃ

　勝ち越しせずに　帰らりょか
　瀕死の我が石見る度に　かけ目は要らない　
　眼が欲しい� �（岡野　毅）

日中韓の三国棋戦では日本勢の歩が悪く、五
輪の女子バレー、はては液晶TVのシェアの歩
みも似通って歯がゆい。悔しさつのって一駄句

○�三国碁　韓中盃（カンチュウハイ）に
　酔いきれず� （岡野　毅）�

東北大震災から一年、付随して起きた原発事
故、ことに放射能拡散には胸痛む所です。想定
外の津波と言うが、古文書に記録があったとの
こと。不足な想定は困ったものです。

○震災の　う（雨）年が去って　辰の年
� （岡野　毅）

碁では如何に相手の想定外の好手を見出すか
に勝機があるようです。辰年の新年を迎えて、
まだまだ強くなりたいと言う一首

○�辰の年　天にも昇る　勢いで　ウロの力を
我にもたらせ� （江崎　友康）

入学を秋にとか、大学制度が世界遺産など言
われないよう、変革して行って龍のように昇る
ことを願いつつ、碁を打ちます。

 以上
 2011.12.16　岡野　毅　記

■おかしい会（応化41年卒）の開催報告

2011年12月6日（火）、第16回卒業生の集まり
である「おかしい会」を開催しました。（注：
おかしい会=応化41年卒の会）

当初計画は4月初旬に、高尾山麓にある桜咲
く「うかい鳥山」で開催する計画でしたが、東
日本大震災の影響から開催を急遽中止していま
した。電力の安定供給が見えてきた秋口から再
度計画を練り直し、新宿駅近くの「入母屋」で
開催することになりましたが、参加者は25名で
住所判明会員64名（他に逝去者14名、住所不明
者4名）の凡そ4割が出席という盛況でした。

年甲斐もなくと言われそうですが、飲み放題
コースとしたこともあり、飲むほどに盛り上が
り会場内は賑やかムードに満たされ、瞬く間に
終わりの時間がきてしまいました。かなりのメ
ンバーが2次会に集まり、ここでも話し声が絶
えず、次回また元気な姿で集うことを全員で確
認して散会となりました。

尚、今回は卒業後45年目の節目の年であった
が、年々開催の都度に逝去者が判明してくる状
況・世代になり、幹事団としては誠に残念に思
っています。今回の特記事項としては、メンバ
ーの一人が住所不明となっているメンバーをイ
ンターネットで検索していたところ、とある会
社の役員に同姓同名者がおり、経歴もどうやら
早稲田大学理工学部応用化学科卒らしいと言う
ことを確認し、幹事に連絡をしてきてくれまし
た。恐る恐る電話をしてみましたところ、同期
のメンバーであることが判り、なんと卒業以来
始めて参加をしてくれたことです。
今回幹事：木村 武司 君、森　啓
（永久幹事：川村　剛 君、植木　彰 君）
集合写真：森　啓 

 （文責 ：　森　啓）対局風景

集合写真
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■ モルドバ独立20年祭・帰国報告ツアー」 in早稲田大学
　取材報告 広報委員会　相馬威宣（新制13回）

モルドバ復興支援協会
 http://www.interq.or.jp/white/mirage-k/
報告者：早稲田大学大学院教育学研究科
　　　　博士後期課程　川村容子（新制56回）

1. はじめに
早稲田応用化学会WEBサイトの「様々な分

野で活躍する卒業生」の一人として平沢　泉教
授のご推薦でモルドバ復興支援活動を 数回紹
介している川村容子氏（注１）が2011年9月10
日（土）『モルドバ独立20年祭・帰国報告ツア
ーin早稲田大学』と題して報告会を開催した。
本報告会は、モルドバ共和国独立20周年を節目
として同共和国と歴史的な関わりの深い早稲田
大学に感謝の意を表して、モルドバ復興支援協
会および早稲田大学平山郁夫記念ボランティア
協会（WAVOC, 2002年4月設立）（注２）との
共催で大隈記念講堂小講堂にて行なわれた。

初めに主催者側としてモルドバ復興支援協会
　事務局長　沓澤正明氏およびWAVOC事務
局長　外川　隆氏から挨拶があり、続いて、来

賓として2004年ルーマニア文化功労コマンドー
ル勲章を受章された著名なルーマニア文学者の
住谷春也先生からお言葉を頂戴した。なお、僭
越ですが、多忙な報告者からの要請により取材
する機会に恵まれた筆者がその概要を報告する
ことをご了解いただきたい。
２．報告の概要

今回、「チェルノブイ
リ原発事故25周年を機に
振り返るモルドバ共和国
の農村の子供たち」－カ
ザネシュティ村の子供デ
イケアセンターの現状と
将来展望－と題する川村
容子氏のメイン報告の中
で新しい活動、すなわ
ち、彼女の申し出によりモルドバ共和国内に設
立 された奨学金制度「さくらこ基金」の紹介
と協力支援要請、新たな支援グループとして参
加された学習院大学および学習院女子大学チー
ムの最近のモルドバ研修報告が追加された。ま
た、報告会の前後にボランティア精神のある平
和を願うアーティストたちによる演奏（アーテ
ィスト：モルドバ復興支援協会の武田有賀氏の
ピアノ演奏および作曲家で和太鼓奏者の井上英
樹氏を中心に第一線で活躍する若手邦楽演奏家
の山田路子氏（横笛）および椛沢かすみ氏（バ
イオリン）からなるNew Asian Orchestra『天
河』）の演奏が行われた。今回、報告者は、冒
頭、この教育支援活動に参加することになった
発端および早稲田大学とモルドバ共和国の関わ
りについて説明され、引き続きモルドバ共和国
の国情（文化、芸術、政治、経済等）について
ふれ、2005年2月から経験した子どもデイケア
センターの活動について詳しく説明された。
３．報告者がモルドバ共和国復興支援に関わった経緯

早稲田大学とモルドバ共和国との関わりは、
1970年代に始まる。本学は、モルドバ共和国の
公用語とされるルーマニア語（正しくはモルド
バ語；ルーマニア語の方言という解釈が一般

卒業生近況
様々な分野で活躍する卒業生

川村　容子さん（新制56回）

 沓澤正明氏　住谷春也先生

講演中の川村容子氏
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的。）の講座を1970年
代半ばより、先進的に
設置した。 

この講座で最初に
教鞭を執った（〜1990
年）のがモルドバ人野
村タチアナ女史であ
った。女史は日本にお
けるルーマニア語教育

の先駆者であっただけでなく、ロシア語教育に
おいても多くの功績を遺しました。日本を代表
するロシア関係の学者で女史からロシア語を学
んだ者も多い。2008年現在、大学機関でルーマ
ニア語講座を開講している大学は本学を含めて
3校にすぎないが、本学にて現在も尚、女史の
功績が遺されています。 

野村タチアナ女史の祖国への愛着は、本学ル
ーマニア語講座の教え子にも継承されました。
本学OBで、タチアナ女史の教え子であった根
田芳夫氏は、ソビエト崩壊とともに独立を果た
したにもかかわらずモルドバ共和国が貧困に喘
ぐ惨状を知る。根田氏は、モルドバ復興支援協
会（民間支援団体）の会員となり、2005年1月、
WAVOC（平山郁夫記念ボランティアセンタ
ー）内「ボランティアプロジェクトの種」とし
て「モルドバ共和国『子供デイケアセンター』
支援ボランティア」を立ち上げました。

この立ち上げには、氏の旧友で、現WAVOC
事務長（当時早稲田大学総務部員）外川　隆氏
の助力が深くかかわっています。 

自己紹介の中で報告者
は、応用化学科B3の2005年
2月、WAVOCの モ ルド バ
ボランティア募集の提示に
興味抱き、モルドバ教育支
援『子供デイケアセンター』
活動を開始し、同年11月に
WAVOCとモルドバ復興支
援協会との共催で早稲田大

学にて開催された報告会で司会を務めました。
このような経験を踏まえて学部時代に教職課

程を選択し、教育分野にも高い関心を持ってい
た報告者は、2006年5月教育支援のためにモル
ドバ共和国を初めて訪問した。モルドバ人の温
かさと彼らが誇り高く詠う詩の響きの美しさに
感動し、モルドバ共和国をもっと知りたい衝動

に駆られたとのことです。
ちょうど同じころ、日本における教職免許取

得のための教育実習で子供たちの「学びたい」
という一生懸命な様子に心打たれたこともあ
り、化学で身を立てることに未練を残しつつ
2006年3月、応用化学科を卒業後、情熱を以て
人を育てることに専念する決心をして2007年4
月早稲田大学教育学部教育学研究科専攻博士前
期課程に進学、小林敦子教授のご指導のもと毎
年モルドバ共和国を訪問して教育支援活動をつ
づけ、国際的な教育支援や人道支援について2
年間研鑽し、『モルドバ共和国における活動と
詩を通じた民族意識に関する研究』を修士論文
に纏めました。この研究論文とモルドバ共和国
へのボランティア活動が高く評価され、博士前
期課程で日本学生支援機構から貸与されていた
奨学金全額が返済免除になり、ルーマニアへの
留学を考えて大切に貯めておいた。モルドバ復
興支援活動への情熱は断ち切りがたく、2009年
4月同博士後期課程に進学したものの休学して
同年10月から2011年6月までルーマニアのヤシ

（IASI）にあるAlexandru Ioan Cuza大学文学部
へ聴講生として留学し、ルーマニア語とその文化
を学びました。
４．モルドバ共和国独立後の状況

旧ソビエト連邦崩壊と共に1991年8月27日に
独立をしたモルドバ共和国は、多民族国家で、 
人 口 は 360万人（2008年） で ル ー マ ニ ア 系 

（78%）、 ウ ク ラ イ ナ 系（8 ％）、 ロ シ ア 系
（6%）、その他（ガガウズ
人、ロマ人）から成る。公
用語は、モルドバ語（ルー
マニア語の方言という解釈
が一般的、76.5％）でその
他、ロシア語（11.2％）、ウ
クライナ語（5.5％）ガガウ
ズ語（４％）が使われてい
る。独立後の政治は、スネ

野村タチアナ先生

主催者挨拶
WAVOC事務長　外川　隆氏

デイケアーセンターの子供たちと

モルドバの位置
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グル大統領（91.12〜97.1、独立党、親ルーマニ
ア派）ルチンスキー大統領（97.1〜01.4、モル
ドバ自由党、ルーマニア及びロシアとバランス
をとった外交を推進）、ボローニン大統領

（01.4〜09.9、モルドバ共産党、親ロシア派）。
現在は大統領不在で、首都キシナウ市長は、自
由党と共産党との争いで自由党が勝利した。し
かし、実質的にロシアに主導権を握られた政治
と経済構造により高い利益を上げる企業は、国
有化され、貿易ルートは、ロシアが多くを掌握
し、自由競争が妨げられているなど不安定な状
況です。

モルドバ人にとってルーマニア語は、誇りで
あり、その響きの美しさが他言語を話す者をも
魅了すると自負することが多い。1989年8月31
日は公用語がルーマニア語とされた日でモルド
バ国民は、Limba Noastr （我らが言語）とい
う休日を設け祝賀している。 

因みに、国歌は、1994年に採用されたLimba 
Noastr （我らが言語）である。地理的には図
示されているようにルーマニアとウクライナに
挟まれた内陸国で、緯度としては北海道よりや
や北に位置し、思いっきり伸びをすると天と自
分がつながっている感覚になるような広大なモ
ルドバ平原が魅力である。 

同共和国は、1986年に隣国ウクライナのチェ
ルノブイリ原発事故で大きな被害を受け、現在
でも被爆の爪痕が残っている。すなわち、生ま
れながらに癌、知的障害、腎臓病などの基礎疾
患をもつ人に出会う。これはチェルノブイリや
旧ソ連時代の大規模農業の効率化のために過剰
に散布された残留農薬の影響とも考えられ、最

近では地下水汚
染 の 懸 念 が あ
り、水質検査の
必要性が浮上し
てきている。

産業は、広大
なモルドバ平野
における農業が
主体であり、秋には山のようにブドウが採れ、
モルダヴィアのワインの系譜につながる ワイ
ンが、名産品として造られワイン祭りが行われ
る。しかし、政府による立て直しは積極的には
行われず、物価は極めて高く、農村部では下水
道のインフラが整備されておらず、道路も舗装
されていない。

独立後、民主化への移行により、旧ソ連の統
制経済の枠組みの外に置かれることになったこ
とから、経済混乱に陥った。コルホーズは解体
され、農場や工場は建物を残し機材・人材はモ
スクワに引き上げられた。職を失った親の多く
は子どもをモルドバに残し、優秀な人材は、サ
ラリーの高い国外（言葉の関係等からロシア、
イタリア、カナダが多い）へ出稼ぎに行き、戻
ってこない状況が続いている。更に、その後も
政治家の汚職や利潤の独占等により国民の経済
は困窮し、欧州の中で最貧国の一つとなり、人
身取引の問題までも浮上しました。子供の75%
は、教育熱心な親戚あるいは隣人によって育て
られていて、その傾向は農村部で顕著である。

他方、アジア・アフリカとは異なり、モルド
バの特徴は高い教育水準で、モルドバを含む旧
ソ連圏諸国の識字率の高さは100%に近く、教
育制度は整備され、そのため、モルドバを含む
旧ソ連圏諸国の教育支援はアジア・アフリカで
一般的な寺子屋式の形態ではなく、駆け込み寺
の形態が望ましいと考えられています。特に農
村部において子どもが不登校になるケースが多
く、貧困による親の国外出稼ぎ（40％）が深く
関与している。すなわち、経済困窮状況下、教
育上、親の国外出稼ぎは、子どもたちに親の保
護を受けていないという精神的孤独、親の暴力
や離婚による精神的ショック、家事が忙しく、
沢山の宿題を教えてくれる人がいないので勉強
についていけず、落ちこぼれの子どもとなる。
しかし、どの親もできるだけ子供に教育を受け
させたいという気持ちが強いことも事実です。

カザネシュティ村と私 緑の絨毯

チェルノブイリ原発事故の被害

馬車
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５．カザネシュティ村「子供デイケアセンター」
について

現地からの要請により、1997年、神戸にモル
ドバ復興支援協会（代表；沓澤美喜）が設立さ
れました。その目的は、モルドバ共和国の精神
文化と経済を復興させることにあり、モルドバ
政府が実施したくても経済的事情から実現でき
ないような分野を支援することでした。 

具体的には、子
供の精神的ケア、
宿題のフォロー、
物質的援助を行う
ことにより子供た
ちを地域で守るこ
ととし、カザネシ
ュティ市長やカザ

ネシュティ学校長の要請を受け、モルドバの著
名な教育者セラフィマ・サワ教授とライサ・ブ
ラドゥツアヌ女史（ルチンスキー大統領首席補
佐官、モルドバ復興支援協会コーディネータ
ー）および今中由美子（モルドバ復興支援協会
派遣員） が発起人となり、現地の事情を熟知し
ている知識人が支援プロジェクトを立案し、そ
れをもとに協議を重ね、実現可能なものから順
次プロジェクトを立ち上げています。数多くの
実績の中、農業NGO「農婦の会」支援、トラ
クター寄贈、駆け込み寺タイプのカザネシュテ
ィ村「子供デイケアセンター」設立・運営が輝
かしい実績として挙げられます。 

カザネシュティ村『子供デイケアセンター』
設立の準備は、カザネシュティ小中学校からラ
イサ女史が教室、遊戯室、食堂、台所、食材倉
庫を無料で借用し、光熱費の負担（村役場か
ら）の手配をし、学校や村役場関係者と共同し
てプログラム内容を決定、子供たちの選抜、教
師、調理人などの現場人員の選定を行い、日本
側は、支援者を募り、チャリティーイベントを
開催するなどして資金を調達し、ようやく2004
年末に子ども25名、スタッフ6名（教師1名、調
理師3名、清掃員1名、保健師1名）で子供デイ
ケアセンターの運営が開始されました。ライサ
女史は、ガザネシュティ村を月に1回以上訪問
してセンター関係者や子供達から話を聞いて教
育を行い、モルドバ復興支援協会のメンバーも
日本国内で個人の寄付金やチャリティーイベン
ト（週1回のバザー開催など）を実施するなど

して活動資金を調達し、随時訪問（3週間/年）
し、学用品の支給や日本の文化（ひらがな、か
たかな、俳句、詩、歌、折り紙など）を教えて
います。

プロジェクトの1
日 は、11時30分 頃
から低学年生が放
課後順次センター
に参集し、宿題を
することから始ま
ります。生徒は解
らないところを先生に質問し、先生は、宿題を
チェックします。先生は最後に一人ひとりのノ
ートを丁寧に見てサインをします。13時から14
時までは昼食、休憩時間。14時30分から17時に
高学年生は宿題のフォロー、その他のアクティ
ビティ、例えば、モルドバの伝承文化である
詩、歌、ダンス、手芸（刺繍）などを教えてい
ます。夕方家に帰ります。

「このアクティビティで生徒から『日本語を
教えてほしい』といわれ、当初は『あ、い、
う、え、お』とかを教えました。帰りにイラス
トにローマ字で仮名を振ってある資料に興味を
示したのでそれを置いてきました。次の訪問
時、こちらがびっくりするくらい上達して流暢
な発音をし、現地の先生は大変な努力をしてい
ることが解りました。このように年に一度以上

（滞在期間1〜２週間）、何年か訪問を続けるう
ちに日本に対する愛着が深まったようで初回訪
問時とは比較にならないほど人懐っこさも増
し、親近感が芽生えてきたことを実感しまし
た。」と述べています。

更に、報告者は、モルドバの伝統的な食事の
説明、普段はなかなか見ることができない家畜

（家禽、豚）の賭殺を目のあたりにしたことで
興味深かったのか詳しく説明されました（豚は
ふつうクリスマスしか賭殺しないが、特別に見
せてくれた。ただし、写真はカットしました）。
また、講演中に流暢な？モルドバ語で詩を朗読
するなどモルドバ文化に並々ならぬ情熱をもっ
て支援活動を行っていることがその雰囲気から
感じられました。

ところで以上のように子供デイケアセンター
は運営されていますが、運営資金の都合で定員
を制限しているため、特に低学年の入所希望者
が多いにもかかわらず、空き待ちの人数が増え

子供デイケアーデンターの歓迎
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てきています。一方、高学年になると家事との
両立が難しくなり、家の手伝いのために辞めて
いく子どもが出てくる等の問題点が浮上してき
ています。

この対策としては運営資金を増額して定員を
増やし、低学年用、高学年用にクラス分けし、
生徒の関心に合致したアクティビティが行える
よう次の新しい施策を実施する必要があると述
べていました。
6．新たなプロジェクト
6-１　奨学金制度（さくらこ基金）の設立 

子供たちの学習意欲に感化され、モルドバ共
和国カザネシュティ村「子供デイケアセンタ
ー」で学習した子どもたちが義務教育終了後も
継続して高等教育が受けられるようにするため
の補助を目的として2009年9月23日に報告者の
申し出により本育英会が設立されました。

この原資は、前述の
とおり博士前期課程で
日本学生支援機構から
貸与され、全額返済免
除となった奨学金の一
部である。すなわち、
応用化学科を卒業後、情熱を以て人を育てるこ
とに専念する決心をし、2007年4月早稲田大学
教育学部教育学研究科専攻博士前期課程に進
学、小林敦子教授のご指導のもと国際的な教育
支援や人道支援について2年間研鑽し、この間
も毎年同共和国を訪問して調査を重ね、「モル
ドバ共和国における活動と詩を通じた民族意識
に関する研究」を修士論文に纏めた。この研究
論文とモルドバ共和国での『子供デイケアセン

ター』でのボランティア活動が高く評価され、
博士前期課程で日本学生支援機構から貸与され
ていた奨学金全額が返済免除になり、ルーマニ
アへの留学資金として大切に貯めておいた資金
の50%が充当されています。支援額が増えるほ
ど笑顔の子供の人数が増えるので「皆様の温か
いご支援をお待ちしています。」と報告者は呼
びかけていました。

なお、さくらこ基金の趣旨に賛同される方は
是非とも本育英会の設立目的、プロジェクト遂
行法、展望、支援の要請、問合せ先、支援金の
送付方法について記載した別紙pdf（注３）をご覧
いただき、ご支援賜りたくお願い申しあげます
6-2.　学習院大学および学習院女子大学の研修報
告（2011-09-03〜09-06） 

４日間の初めての研修旅行（日本語文化紹介
等のアクティビティ）から帰国されてすぐに大
隈小講堂に向かい研修の状況を報告されました
のでその様子を以下に画像でお届けします。

学習院大学の渡辺基郎君が帰国ほやほやで初
めての訪問時のルーマニア語話者とロシア語話
者についての体験談を披露してくれました。
「初めての訪問なので予め挨拶程度のルーマ

ニア語とロシア語を学んでいきました。ルーマ
ニア語話者（76.5％）とロシア語話者（16.7％）
がいることは知ってはいたのですが、顔だけで
はいずれの話者か区別できませんでした。お店
に買い物に行った時や道端であった人にルーマ
ニア語で『こんにちは（ブナ ズィウワ）』と挨
拶すると、笑顔で返してくれる人もいればよく
解からない様子で無視する人も沢山いました。

ある日、買い物に行った時、ルーマニア語で

研修の様子（1）

研修の様子（2）
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『こんにちは』と挨拶した
が、何の反応もしてくれな
い。でも商品を渡す時にロ
シア語で『どうぞ（パジャ
ールスタ）』といいました。
そのときこの方はルーマニ
ア語でなくロシア語を喋る
方だと解り、物を買った

後、ロシア語で『有難う、さようなら（スパスィー
バ、ダ スヴィダーニャ）』というと相手もすごく嬉し
そうな顔でダ スヴィダーニャと言ってくれました。」 
７．ボランティア精神のある平和を願うアーティ
ストたちによる演奏

ボランティア精神のある平和を願うアーティ
ストたちによる演奏（アーティスト：モルドバ
復興支援協会の武田有賀氏のピアノ演奏および
作曲家で和太鼓奏者の井上英樹氏を中心に第一
線で活躍する若手邦楽演奏家の山田路子氏（横
笛）および椛沢かすみ氏（バイオリン）からな
るNew Asian Orchestra『天河』）が行われた。
8.おわりに

報告者は、2006年5月に初めてモルドバ共和
国を訪問して以来現在まで少なくとも年1回以
上モルドバ共和国の教育支援と文化交流に献身
的（タメに生きる）な活動を続けています。 

今回の報告会を聴いた筆者は、東日本におけ
るモルドバ復興支援活動の認知をより高めるこ
とが大きな目的であったのではなかろうかとの
印象をもった。 

更に、新しいプロジェクトを立ち上げ、自身
のボランティア精神により得た資金を奨学金制

度（さくらこ基金）設立のために惜しみなく提
供した態度は、誠に立派で称賛される。 

ノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行創設
者のムハマド・ユヌス博士や東日本大震災で甚
大な被害を蒙った石巻市牡鹿地区の津波被災者
の自立のために交流支援を目的に「エコたわ
し」を編んで販売する活動：

ht tp : / /www.kahoku . c o . j p / spe/ spe_
sys1062/20120108_08.htm
や父親の遺産をもとにマイクロファンドで東チ
モールの女性たちに職を与えて地域の活性化を
図っている高橋由美子氏のようなボランティア
活動とはやや趣は異なるものの、規模は大きく
はないが、応用化学会給付奨学金制度に類似し
た奨学金給付制度を設立した背景には恵まれな
いモルドバの子供を一人でも笑顔にしたいとす
る母親のような報告者の気持ちが頭をもたげ、
子供達の温かさとモルドバ語の詩の響きに魅了
されたからではないだろうか。今後の発展を願
ってやまない。

以上のように報告会の状況を記しましたが、
紙面都合もあり十分にお伝えできない箇所が
多々あったと思いますので、この支援活動にご
興味がある方はこちら（注４）をご覧ください。 

現在、報告者は、大学院を退学してモルドバ
共和国の隣国、ルーマニア大使館に就職して2
年間仕事をする傍らモルドバの子供デイケアセ
ンターにおける教育支援と文化交流活動を継続
していることをお伝えします。

注1） http ://www.waseda-oukakai .gr . jp/sotsugyousei/
samazamanabunya/samazamanabunya-01.html 

注2）早稲田大学平山郁夫記念ボラン
ティアセンター（ＷＡＶＯＣ）は早
稲田大学の一機関として2002年4月に
設立されたボランティアセンターで
す。早稲田大学の「三大教旨」であ
る「学問の独立」、「学問の活用」、

「模範国民の造就」。そのうち後者2つ
を解釈した「大学としての社会貢
献」、「国際社会に貢献できる人材の
育成」を担うWAVOCでは、「社会と
大学をつなぐ」、「体験的に学ぶ機会
を広く提供する」、「学生が社会に貢
献することを応援する」という3つの
理念を掲げ事業を展開しています。
詳 し く は こ ち ら ⇒http://www.
waseda.jp/wavoc/about/
注３）別紙「さくらこ」基金について
http://www.waseda-oukakai.gr.jp/
sotsugyousei/samazamanabunya/
images/moldova/sakurako-fund.pdf  
注4） http://www.interq.or.jp/white/
mirage-k/MoldovaD201107.

武田有賀さん原画とピアノ演奏

天河の演奏（左から山田路子、井上英樹、糀沢かすみの各氏）
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■第58回理工展　2011（11月5日〜11月6日） 

今年、応用化学科学生委員会は高分子研究
室・西出教授に教えて頂いた「chem-is-try!」
をキャッチフレーズに、40人を超える応用化学
科学生委員の新1年生を迎え、例年同様屋台・
映像・実験班に分かれて第58回理工展に出展し
ました。

屋台班では「おしるこ」と「プチパンケー
キ」を販売しました。
プチパンケーキにはいちご、チョコ、メープ
ル、アップルシナモンの4種のトッピングを準
備しました。理工展当日は少し肌寒かったこと
もあり、温かいおしるこは来場者の冷えた体を
少しでも温めることができたのではないでしょ
うか（もちろんプチパンケーキも大変な人気で
した）。
また、屋台班の売り子は今年から復活した応
用化学科学生委員会のえんじ色のはっぴを身に
つけ販売しました。

さらに、今年はタイ洪水及びトルコ地震のた
めの募金活動も行い、屋台班における売上の一
部を在日タイ大使館と在日トルコ共和国大使館
に寄付致しました。

実験班では「芳香剤を作ろう」「ルミノール
反応」「燃料電池」の3つの実験を行いました。
会場は56号館5階の実験室ということで足が

遠のくお客さんもいるかと予想されましたが、
たくさんの来場者の方々が来てくださいまし
た。 
芳香剤の実験では作った芳香剤を持って帰る
ことができるということもあり、特に女性に人
気がありました。
想定していた来場者を超え、お持ち帰り用の
容器が無くなっても実験をしてくださる方がい
るほどの人気ぶりでした。 
燃料電池に関しては、当日の朝まで実験が成
功しないというハプニングもありましたが、な
んとか開場までに成功させることができまし
た。 
「ルミノール」はよくサスペンスドラマなど
で聞くということで、多くの方がいらっしゃい

学生部会活動近況

意外にみんなはっぴが似合う 今年の学生委員会の看板です！
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ました。
この実験は発光現象なので、小さなお子様達
だけでなく大人の皆さまからも大変人気があり
ました。 

1年生も積極的に実験内容の説明をしたり、
2，3年生の手伝いをしてくれたりとみんなで力
を合わせて会場を盛り上げていきました。

 

今年はいつも使用している54号館が改装工事
中ということで、映像班は実験班と同じ56号館
の実験室で出展しました。
また、今年から例年のポスター展示に加え、
応用化学科の各研究室に実際に研究室で使用し
ている物をお借りし、展示させて頂きました。
展示物があることによって、応用化学科に興
味を持って頂けているなと実感致しました。
さらに、1カ月前から撮影を行い、映像班の

各学年が作成した映像を組み合わせることによ

って面白い映像ができました。教授インタビュ
ーでは平沢先生と桐村先生にご協力を頂き、
NHKの「プロフェッショナル」のパロディー
映像を作製致しました。

燃料電池の実験中です！

芳香剤を作っています!
見学しているお母さんも楽しそうですね

芳
香
剤
を
作
ろ
う

燃
料
電
池
と
レ
モ
ン
電
池

ル
ミ
ノ
ー
ル
反
応

蛍光試料の展示

クロコウジカビ

桐村先生、平沢先生と今年の司会進行2人！
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今年の理工展は例年とは異なって学生委員会
として約70人での理工展開催でした。
人数が多い事で大いに盛り上がることができ
たと思います。< 理工展は応用化学科学生委員
会の新1年生にとって初めての大きな仕事でし
たが、新1年生も各自責任感をもって仕事をし
ている印象を受けました。
理工展を開催する事で、来場者の方々に応用
化学科を僅かながら知って頂けたこと、応用化
学科に興味を持って下さる方がいらっしゃった
ことはもちろん、学生委員会として一致団結し
て理工展を盛り上げる事ができたこと、さらに
学生自ら応用化学科を紹介する事によって、学
生自身応用化学科に対する印象の持ち方が変わ
ったことなど、得られた事がたくさんあると思
います。
また今回の理工展開催において応用化学科学
生委員会として新たに課題も増えました。来年
は、応用化学科現2年生が今年の反省点もふま
え、よりよい理工展の運営をしてくれると期待
しております。

最後に、理工展開催においてお力添えをいた
だいた応用化学科の教授陣、各研究室の方々、
さらにこのような場を設けて頂き、人的・経済
的な支援をして下さった河村 宏会長をはじめ
とする応用化学会のOB・OGの方々、高橋事務
局長、理工展に足を運んで下さった方々に深く
感謝申し上げます。
（文責；応用化学科3年 岩崎 莉沙、写真提
供；広報委員会（相馬広報委員長））
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　拝啓　陽春の候、会員の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素
は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　
　今年の定期総会の企画は盛り沢山です。若手も、中堅も含めたＯＢの皆さんが今ま
で聞きたかった応用化学科と共催で行う先進研究講演会「応用化学最前線－教員から
のメッセージ」、ポスター展示、そして、締めは懇親会です。特に先進研究講演会は
初めての試みで、今後も継続の予定です。

　会員の皆様とお会いできるのを心待ちにしております。　お申し込みは、今すぐに
本会報に同封の用紙を返送いただくか、あるいは応用化学会ホームページからお願い
します。（個人情報に変更のある方は同封の用紙をご使用下さい。）
 敬具

日時：2012年5月26日（土）　14時30分～20時30分
場所：理工学部西早稲田キャンパス（旧称「大久保キャンパス」※）
　　　※副都心線「西早稲田」駅は　キャンパスと直結しています。
受付：55号館N棟1階　大会議室前
詳細スケジュール：
14時30分～15時30分　定期総会（55号館N棟1階大会議室）
16時00分～18時30分　先進研究講演会（55号館N棟1階大会議室）
「応用化学最前線-教員からのメッセージ」
　　内容は　右ページを参照下さい。
18時30分～20時30分　ポスター展示、交流会（懇親会）
（63号館1階　カフェテリア馬車道）
　　懇親会費　3,000円（夫婦同伴の場合　5,000円）
事前申込：本会報に同封の用紙にご記入・返送用封筒にてご返送下さい。
　　　　　又、応用化学会ホームページからもお申し込みできます。

2012年度　早稲田応用化学会
定期総会、先進研究講演会、ポスター展示・交流会のご案内
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先進研究講演会

「応用化学最前線―教員からのメッセージ」
共催　早稲田大学　先進理工学部　応用化学科、

 早稲田応用化学会

趣旨
　応用化学科の教員は、２１世紀ＣＯＥプログラム「実践的ナノ化学教育拠点」や早
稲田大学グローバルＣＯＥプログラム「実践的化学知」教育研究拠点の中核になっ
て、実践的化学知を探求してきております、本講演会では、応用化学科の教員が、企
業の研究者・技術者や学生諸君に、自らの研究分野を紹介し、その先進性、先導性を
熱く語りかけます。合わせて、交流会の場をプラットフォームに、その研究分野のポ
スターを展示しながら、教員、社会人および学生との交流や懇談を深め、早稲田応用
化学科の研究に関する理解を深めていただくために企画したものです。

内容
応用化学　先進研究講演会
日時；2012年5月26日（土）16：00－18：30
会場；早稲田大学　西早稲田キャンパス　55号館　N棟　大会議室
講演会
16：00－16：30　　応用物理化学分野　本間敬之　教授
　　　　　　　　　「演題　固液界面反応制御とナノファブリケーション」
16：30－17：00　　触媒化学分野　関根　泰　教授
　　　　　　　　　「演題　非在来型触媒反応の学理と応用」
17：00－17：30　　高分子化学分野　小柳津研一　教授
　　　　　　　　　「演題　蓄電機能高分子の合成・物性化学」
17：30－18：00　　有機合成化学分野　細川誠二郎　准教授
　　　　　　　　　「演題　天然物合成の世界」
18：00－18：30　　無機化学分野　黒田一幸　教授
　　　　　　　　　「演題　無機合成化学の新展開」
交流会（懇親会）、ポスター展示
18：30－20：30　  （会場；63号館　1階　カフェテリア馬車道）
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■「早稲田応用化学会のビジョン」の配布
　昨年12月に会報秋号と共にお送り致しましたが、ご覧になられ
ましたでしょうか。
会員の皆さまに、今の応用化学会の意義、活動内容と今後の検討
課題を共有頂き、参画意欲を高め、魅力ある活動の場をつくるた
めのご意見等を頂くために小冊子に纏めました。是非皆さまのご
意見等をお待ちしております。お手元に届いていない方は　次ペ
ージの応用化学会事務局までお問い合わせ下さい。（ホームペー
ジの事務局問い合わせページからも可）

■2012年度版会員名簿のための個人情報確認のお願い
　現在、2013年前半に会員名簿を発行する予定で、基盤委員会で準備を始めております。
会員の皆さまには、
本会報に同封の「個人情報関係の確認」の内容を確認頂き、変更がある場合は、同封の返信用封筒
で返送下さい。皆さまから頂いた個人情報の内容が会員名簿に反映されます。
会員名簿の頒布希望は、本年11月発行予定の会報秋号にて行いますので、お待ち下さい。
今回は、名簿頒布価格代を事前に頂いてから　発送となります。
（2008年度版会員名簿も残部がありますので、ご入用の方は応化会事務局までお申込下さい。尚、
既にお受け取りの方は、お申込対象外となります）

■個人情報保護の基本方針と細則についての補足
　会員から文書による個人情報の利用停止の請求があった場合は、次の取扱いとします。
ご希望の場合は事務局に　その旨、郵便・ファックス・電子メールのいずれかでお申し出下さい。
1．会員名簿への掲載停止
会員名簿には、会員種別・卒業年次・卒業研究室名・氏名（旧姓を含む）・自宅住所・自宅電話番
号・勤務先名称・勤務先所属・勤務先電話番号が掲載されますが、会員種別・卒業年次・氏名以外
の全部または一部の掲載を停止出来ます。
2．他の会員への開示または提供の停止
他の会員からの照合に対して、名簿掲載内容以外の個人情報（電子メールアドレスが該当）の開示
または提供を停止出来ます。

■同期会開催を支援します
　久しく会っていない仲間（同期）と母校で会ってみませんか?　そんな皆さんの希望をかなえる
ことに、応用化学会も支援しています。
　2011年は、新13回、新16回、第17回、第18回、新22回各同期会を支援しました。具体的には、
　・応用化学会保有データにより、事務局で案内ハガキを印刷して投函（郵送料応化会負担）
　・西早稲田キャンパス構内であれば、懇親会場予約代行
　・応化会HPでの開催案内掲示

事務局からのお知らせ
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　（郵送料負担は、希望が多い場合は　初めて応化会支援を受ける場合を優先しています）
　その他、色々な相談にもお答えしていますので、一度　応用化学会事務局（下記参照）へご相談
下さい。
　尚、2012年度上期の開催の支援申込み締切は　2012年6月末となっています。

■応用化学会　会旗の貸出
　応化会の行事で使用しています会旗（縦1.2mx横1.8m）を皆さ
んの同期会、同門会、他応化会会員の集まりで飾りませんか。費
用は送料も含めて掛かりませんので、是非　ご活用下さい。
　貸出の詳細は、応化会ホームページ（「事務局」-「会旗の貸
出」）をご覧下さい。

■応用化学会会費納付に関連した便利な情報：
①「ゆうちょ銀行払込取扱票」による　ゆうちょ銀行ATMからの送金
ゆうちょ銀行ATMからの会費納付（送金）により　通常平日9時～16時の間しか手続き出来ない
「ゆうちょ銀行窓口」より、営業時間が拡大となります。
具体的には、個々の郵便局によりATMの営業時間が異なりますので、直接郵便局へご確認お願い
しますが、　平日　夕刻、土曜日、日曜日でもご利用頂ける可能性があります。
　応化会よりお送りしております「払込取扱票」は、ゆうちょ銀行ATM対応ともなっていますの
で、是非、ATMでお試し下さい。
一例）ATMの営業時間
	 平日	 9時～21時（左記例より終了時間が早い場合があり）
	 土曜日	 9時～17時（左記例より時間が短い或いは営業していない場合あり）
	 日曜日	 9時～17時（同上）
②「会費自動支払制度」への登録のお願い
　郵便局へ中々出向けないという方にお勧めなのが「会費自動支払制度」です。本制度の特徴は以
下の通りです。
　毎年4月18日（原則）に自動的に指定口座（事前登録）から引落となります。
但し、当該年度（1年分）の会費のみ引落可となります。
全国の都市銀行、主要な地方銀行・信託銀行および全国郵便局等の口座から自動支払が利用出来ま
す。詳細は応用化学会事務局までお問い合わせ下さい。
　本制度をご利用の場合は、年会費は年額2,850円となります。
　尚、手続きについては、事前登録等の時間を考慮する必要がありますので、事務局までお問い合
わせ下さい。　応化会ホームページからもお問い合わせ出来ます。
早稲田応用化学会　事務局：　ＴＥＬ　０３－３２０９－３２１１（内　５２５３）
　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０３－５２８６－３８９２
　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　oukakai@kurenai.waseda.jp
　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.waseda-oukakai.gr.jp/
　　　　　　　　　　　　　　（「応化会」で検索してください）
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逝去者リスト：	 	
氏名	 卒業回	 逝去（年月日）
種村　哲哉	 旧23	 2011年9月15日
佐藤　達朗	 旧24	 2010年11月13日
原　賢二	 旧25	 2012年1月6日
小池　守得	 旧27	 2011年8月14日
竹内　中也	 旧27	 2011年4月24日
志波　譲	 旧28	 2009年7月31日
服部　裕	 旧29	 2011年2月22日
安達　健次郎	 旧32	 2010年9月27日
高木　謙吉	 旧32	 2011年6月4日
西嶋　公信	 燃02	 2011年12月18日
飯島　貞一	 工11	 2011年8月5日
岡本　敦已	 新02	 2011年12月
森田　嘉男	 新03	 2010年10月11日
木内　毅	 新04	 2010年6月28日
廣瀬　泰雄	 新06	 2009年11月21日
隠岐　研一	 新09	 2011年12月23日
栗山　昌能	 新11	 2011年12月20日
立元　一彦	 新13	 2011年10月19日
保井　秀夫	 新13	 2010年6月30日
岡本　明生	 新14	 2011年9月24日
宮下　正	 新17	 2011年11月13日
太田　武敏	 新19	 2012年2月5日
樋口　和夫	 新22	 2011年10月17日
三浦　和久	 新41	 2011年8月



本号は、昨年の定期総会に元気なお姿をお見
せになり、懇親会では若い学生さんと親しく懇談
されていた小林礼次郎元会長の追悼号となりま
した。これは東北地方太平洋沖地震により起こっ
た大津波同様に予測できない忘れられない事実
となりました。

我々には、関東大震災（1923年9/1　11：58）、
実戦で使われた最初の核兵器である広島原爆
（1945年8/6、8：15）、長 崎 原 爆（1945年8/9、
11：02）、阪神淡路大震災（1995年1/17、5：47）
そして東日本大震災（2011年3/11、14：46）等、
核兵器以外では三つの大震災の発生時間は、決
して忘れられない歴史上の「とき」です。
さて、東日本大震災発生から1年が経過しよう

としています。昨年、3月11日、大隈講堂の竜田
邦明教授の最終講義の最中14：46に発生した千
年に一度の大震動を古希を過ぎて初めて経験し
ました。本年は、３月末日にご退官される酒井清
孝教授および菊地英一教授の最終講義が多数の
参加者を集めて滞りなく開催されましたのでその
報告を掲載させていただきました。両先生には半
世紀に亘る応用化学会の発展にご尽力賜り、誠
に有難うございました。厚く御礼申しあげます。

初めての経験といえば、また、新しい体験をし
ました。ひょんなことから愛知県のある洋らん生
産者からの誘いがあり、東京ドームで開催される
「第22回世界らん展日本大賞2012」（開催期間：
2/18から2/26までの9日間）のディスプレーの製
作と撤去をボランティアで手伝いをする機会に恵

まれました。このらん展には1994年の第4回大会
から連続して足を運び、何十万株の展示品を鑑
賞し、以降は気に入った洋らんを購入、栽培し
て咲く花を楽しんできました。しかし、日本最大
のらん展の展示物を製作・出展することは極めて
興味がありました。ディスプレーの製作は、業者
の展示物を積んだ大型トラックが東京ドームの
中に到着した2月15日8：00からスタートし、東北
被災地支援のため宮沢賢治を想いながら『北国
の春』と題する飾り付けを完了したのは、翌日の
21：10でした。各社のディスプレーの中には大型
クレーン車による飾り付けをしたところもあった
ようです。2月17日午後の審査では、『北国の春』
は、残念ながら最優秀賞獲得には至りませんでし
たが、トロフィー賞を受賞できました。期間中展
示されたディスプレーの撤去は、2月26日午後
18：10にはじまり、翌日の午前10：30に販売品の
残りを含め搬入された物品全てを大型トラックに
積み込み、こちらは特に感慨もなく作業を完了し
ました。翌日の筋肉痛はご想像の通りです。
このような新しい体験も貴重ですが、応用化学

会の歴史上の時として我々が期待したいのは応
用化学会会員がノーベル賞を受賞される日が小
生の生存中に訪れることです。この時を切に願い
つつボランティア活動を継続してまいりたいと思
っております。

以下に宮沢賢治の『雨ニモマケズ』を付記し
ます。

●2012年春号編集後記

（原文）｢雨ニモマケズ｣

雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
イツモシヅカニワラツテヰル
一日ニ玄米四合ト 
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジヨウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ陰ノ
小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ
東ニ病気ノコドモアレバ

行ツテ看病シテヤリ 
西ニツカレタ母アレバ
行ツテソノ稲ノ束ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ 
行ツテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクワヤソシヨウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ 
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ 
ミンナニデクノボウトヨバレ
ホメラレモセズ 
クニモサレズ
サウイフモノニ 
ワタシハ
ナリタイ 
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■今号の表紙絵
第一早稲田高等学院
　大正９年早稲田大学は専門学校令の「早稲田大学」
から帝国大学と同格の大学令に基く「早稲田大学」と
なり理工科は理工学部に改称された。又旧高等予科が
廃され３年制の高等学院が設置された。場所は今の戸
山キャンパスの記念会堂の位置で、ハーフ チンバー
の洒落た洋館建築だった。残念なことに昭和２０年の
空襲で焼失した。当時大学は学院３年、応用化学科３
年の６年制だった。

藪野　健（理工学術院表現工学科教授、日本藝術院会
員、財団法人　二紀会　副理事長）
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