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清水先生のメモリアルグラフィティ



　応用化学科・応用化学専攻では、本年３月に157名の学部生と85名の修士課程の学生を無事に送
り出すことができました。４月には150名余りの学部新入生を新たに迎えます。教員にとって、一
年の中でもっとも寂しくもあり、また嬉しくもある季節です。この会報が御手許に届くころには、
校歌３番の一節「集り散じて人は変われど仰ぐは同じき理想の光」の通り、キャンパスは春の陽射
しと新入生によって眩しく色づいていることでしょう。
　さて、この一年を振り返りますと、まずは昨年10月に有機合成化学部門の教授、清水功雄先生を
失ったことは痛恨の極みであったことを申し上げなければなりません。清水先生は昨年９月まで研
究室でご指導にあたられていたことを思い返しましても、いまだに信じられない思いです。
　また、会員の皆様ご存知のとおり、マスコミやインターネット上で多くのご批判を頂戴した試練
の年でもありました。
　この一方で、喜ばしいニュースが数多くあったことをご報告します。第一に山本明夫先生（新制
４回卒、早稲田大学理工総合研究所名誉研究員）が平成26年度文化功労者に選定されました。山本
先生は1990年に本学の客員教授に嘱任され、応化の学生の研究指導に当たられました。また、現役
の教員では、黒田一幸先生が平成26年度第67回日本化学会賞を受賞されました。さらには、菅原義
之先生が同日本化学会化学教育賞を、本間敬之先生が平成27年度電気化学会学術賞を受賞されまし
た。故清水功雄先生には、平成26年度触媒学会功績賞が贈られています。2014年度には、この他に
も応化の教員・学生は数多くの受賞をしていますので、学科のHPをご覧いただきたいと思います。
　これら数々の受賞は、学生の皆さんが教員の指導に応えて研究成果を挙げてきたことと、教員が
その研究成果を通じて継続的に学術・学会の発展に高いレベルで貢献してきたことの証左に他なり
ません。
　様々な出来事のあった2014年度でしたが、学科創設100周年も近づいてきました。改めて申し上
げるまでもなく、応用化学科では、「役立つ化学、役立てる化学」の実践を通じて、研究人材、技
術人材を輩出しつ、学問の発展に貢献すべく、前を向いて努力を続けてまいります。引き続き、会
員諸氏のご指導ご鞭撻をお願いいたします。

新しい年に寄せて

早稲田大学先進理工学部応用化学科
教授（主任）　松方　正彦（新制34回）
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ご略歴
（生年月日）
1952年9月28日生
（学歴）
1975年3月　	 	東京工業大学工学部化学工学科卒業
1980年3月　	 	東京工業大学大学院理工学研究科	

化学工学専攻博士課程修了（工学博士）
（職歴）
1980年4月　	 	東京工業大学工学部化学工学科・	

助手
1985年4月　	 	早稲田大学理工学部応用化学科・	

専任講師
1987年4月　	 同　上・助教授
1992年4月　	 同　上・教授
2007年4月　	 	早稲田大学理工学術院	
　　　　　　先進理工学部	応用化学科・教授
　　　　　　（組織の改変による変更）

2014年10月30日　ご逝去（62歳）

上記期間中：
1993年－1994年　	オックスフォード大学ダイソン

ペリンズ有機化学研究所（英
国）客員研究員

2001年－2006年　	新エネルギー産業技術総合開発
機構（NEDO）技術参与および
プログラムマネージャー

（受賞）
1986年　日本化学会進歩賞
	 	 	 	 	｢高活性π–アリルパラジウム中間体の	

創製とその触媒的有機合成への展開｣

	 （以上）

清水 功雄先生を偲んで
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　「現代の錬金術：有機合成化学」。これは、清
水先生が早稲田に赴任されて間もない頃、早稲
田ウィークリーの新任教員紹介の欄で書かれた
エッセイのタイトルです。学生食堂で何気なく
読んでいた早稲田ウィークリーの記事から、私
の目に飛び込んできたこの文字に大きく魅かれ
たのは、学部二年生の頃でした。さらにその中
に書かれていた、有機合成の力強さと創造性に
さらに強く魅かれ、四年時の研究室配属では迷
うことなく、清水先生のもとで研究することを
選びました。
　私が清水研に入った当時、清水先生はまだ三
十代半ば過ぎでしたが、既にパラジウム触媒を
用いた有機合成反応開発分野における、トップ
ランナー研究者のお一人でした。一方、東工大
から早稲田に赴任されたことを契機に、新たに
生命と有機化合物の関わりを明らかにしていく
ことを目標の一つに掲げられ、生理活性物質の
合成に関する研究テーマが新しくスタートして
いました。研究室も三年目で、学生数も少な
かったのですが、パラジウム触媒を用いた小員
環の還元反応、パラジウム触媒による不斉反応
やフッ素化反応の開発、さらに開発した反応を
基盤とするテルペン、ステロイド、アルカロイ
ド等の生理活性天然物合成など、数多くの研究
テーマが非常に活発に展開されていました。研
究報告会では、常に先生からの厳しい質問やコ
メントが飛んできます。黒板の前で、数時間立
ちつくしながら、先生の質問と格闘することも
よくある風景の一つでした。その中で、工業化
学を支える有用な反応とその意義に関するいく
つものお話は、今でも心に強く残っています。
また、カタログに掲載されている試薬の値段に
ついて、「どうしてその値段なのかよく考える
ように」、ということもよく言われました。当
然、価格の比較を意味している訳ではありませ
ん。この言葉には、いろいろな意味が含まれて
いますが、この根本の考えは、清水先生が最後
まで大切にされていたものの一つだと思いま

す。同時に、現代版の錬金術を行う上での、今
でも重要な切り口の一つです。
　私が先生に大変感謝していることの一つに、
様々な研究に触れる機会を数多く頂戴したこと
があります。多くの研究者を大学に招かれ、講
演会をとても活発に開催されていたことは勿論
ですが、それ以外に毎年開催される研究室のセ
ミナー合宿でも、常に外部から講師の先生方を
お招きして、最先端の研究をじっくり拝聴する
機会を設けてくださいました。当然、その後は
夜通しでの懇親会が開催され、講師の先生方と
より密に、研究も含めて懇親させて頂くことが
できました。今でも合宿セミナーでお会いした
先生方と、とても懇意にさせて頂いておりま
す。また残念ながら実現はしませんでしたが、
修士の学生であった私に、当時としては珍し
く、積極的に海外で研究することも勧めて下さ
いました。実際には修士二年時に、理化学研究
所で天然物合成に関する研究を行なう、非常に
貴重な機会を頂きました。その後、早稲田に戻
り博士課程に進学しましたが、理研での研究機
会は、その後の自身の研究生活に大きく影響し
ています。
　清水先生は、よく机に向かって大きな身体を
小さくしながら、合成を終えた化合物や合成中
の化合物の構造式を、ステンシルテンプレート
を使い丁寧に書かれていらっしゃいました。一
つ一つの研究テーマに対する愛着や思いを、先
生のお姿から素直に感じることができました。
また、実験室にいらして研究の進捗について確
認された後、「こんな反応いかないかな～。
ねぇ。」と同意を求めるような一言われて、居
室に戻られることがしばしばありました。その
後「こんな反 応」は、アメリカ化 学 会 誌
（JACS）に掲載されることがよくあり、我々は
大いに猛省しました。しかし先生は全く気にも
かけずに、その後も次から次へと自由な発想
で、私達を果てない魅惑的な錬金術の世界に引
き込んでくださいました。最近、清水研の同窓

清水功雄先生を偲んで
東京農工大学大学院　教授　長澤 和夫（新制38回）
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会でお会いした際にも、多岐に渡る研究分野の
先生方との共同研究が進行していることを、楽
しそうにお話しされていました。清水先生の、
垣根のない親しみやすいお人柄と、尽きること
のない研究への興味、情熱、発想を、最後まで
強く感じました。
　早稲田ウィークリーの記事から始まり、これ

までに先生から沢山の教えを頂きました。私た
ち清水研の卒業生は、その教えをしっかりと心
に刻み、これからも夢ある錬金術を、世界に強
く発信していきたいと思います。
　清水功雄先生のご冥福を心よりお祈りいたし
ます。

　理工展での研究発表の指導を清水先生にお願
いしたのは1988年、筆者が学部３年の夏休み前
のことです。応化会の学生部会は毎年各研究室
にお願いして、授業の空いている時間や夏休み
を利用して研究を行い、それをまとめて秋の理
工展（早稲田祭に併設）で発表することにして
いました。清水先生に研究指導のご相談をする
と「香料の構成物質の骨格の炭素をケイ素に置
き換えた物質を作って匂いを比べてみるという
のはどう？ハナリシスだよ、ハナリシス。（鼻
でアナリシスをするという清水先生の造語）」
とテンポの良いお返事をいただきました。それ
から２～３か月の間、放課後清水研にお邪魔し
て、今考えるとかなり怪しい（？）新規物質の
合成に励みました。結果として、匂いは元の香
料を上回るものではありませんでしたが、ケイ
素を含有する匂い物質を得ることができまし
た。それ以上に収穫だったことは、その研究を
通じて清水先生の斬新な発想とのびのびした研
究室の雰囲気に触れられたことであり、清水研
を卒業研究の研究室として選ぶきっかけとなっ
たことです。
　筆者が清水研修士１年の時、有機金属化学が
ご専門の山本明夫先生が、東工大の定年退官後
に早稲田大学の専任客員教授（寄付講座）とし
て着任されました。清水先生は立ち上げ時の山
本研究室をサポートしながら、清水研と山本研
は毎週のゼミやゼミ合宿などで親交を深めまし
た。清水先生の得意技ともいえるべきことだと
思いますが、いろいろな人を巻き込みながら研

究や趣味を広げてゆくというスタンスがありま
す。そのおかげでわれわれ研究室のメンバーも
早稲田学内に止まらない人的交流をはじめ、
様々な体験をすることができました。たとえば
毎年５大学セミナーとして東工大・農工大・埼
玉大・横浜国大・早稲田大の有機系研究室が集
まって、ゼミとソフトボール大会で交流を深め
たり、有機金属若手の会（全国規模の合宿形式
の夏の学校）では幹事をつとめ、早稲田の名を
全国に知らしめました。（あらゆる意味で当時
の参加者には忘れがたい思い出となったようで
す。）また慶応大学の有機合成研究室とも毎年
ゼミをおこなって交流を深めており、この間に
出会った他大学の友人たちとは社会に出てもど
こかで必ず遭遇し、そのたびに旧交を深めてい
ます。
　清水先生の気さくなお人柄は研究室に入ると
すぐにわかります。研究に関して熱心なのはも
ちろんですが、それ以外のプライベートなこと
についてもしばしばお話しされます。たとえ
ば、ご子息の学校でバスケットボール部のコー
チをやっていることや、新しいファミコンの
ゲームソフトを買うのに前夜から池袋のカメラ
屋に並んだことなどです。研究が上手くゆかな
くて悩んでいるときにそんな話をされると生真
面目な学生にとっては、「こっちは一生懸命に
やっているのに」とムッとすることもあったかも
しれませんが、そんな開けっぴろげなところが
すべて清水先生の良さなのだと思い出されます。
　清水先生は一昨年頃から体調を崩されてい

清水功雄先生を偲んで
東京理科大学理学部第二部化学科　准教授　佐竹 彰治（新制40回）
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て、研究に集中できなかったと伺っています。
その間周囲の先生から援助していただいたこと
と思いますが、清水先生も20年程前に応化の有
機系の大変な時期を中心になって支えられてい
たことを思い出します。当時、応用化学科には
有機化学系として佐藤研究室と清水研究室があ
りましたが、佐藤匡先生が体調を崩され病気療
養のため清水先生が佐藤研の学生も指導してい
た時期があります。持ち前の明るさで多くの学生

を激励しながら卒業・修了させていかれました。
　清水先生が体調を崩されてから、応用化学科
の細川先生や清水研の岡本先生が残された学生
たちの指導にご尽力されました。清水研卒業生
の一人として、これまでご尽力いただいた先生
方皆様に感謝申し上げます。私も清水研の卒業
生として社会で活躍することで恩返しさせてい
ただきたく思います。
　清水先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

　65号館２階の廊下で逆光の中、のそり、と大
きな人影がゆらいだ気がした。背広の上にテニ
ス用のウィンドジャケットを羽織ったその人物
に、「宇佐美先生のお部屋は３階ですか?」と声
をかけられた。筆者は宇佐美研所属だったの
で、ご案内しましょう、と306室へお連れした。
1985年の４月中旬、筆者が博士後期課程に進学
した年のことで、清水功雄先生とその時初めて
お会いした。
　遡って３月頃、有機合成化学部門の学生達
が、４月に凄い若手の先生が専任講師として着
任する、その人物は必ず近いうちに学会で賞を
取る、と噂していた。そのような前評判を聞け
ば、冷徹な青白き秀才を思い描くではないか。
しかし、想像とは全く異なり、清水先生はにこ
やかな暖かい人柄の先生であった。「有機合成
化学は炭素原子１個ずつでも連結して目標とな
る化合物を正確に創りあげていく、それを実践
する化学です」と楽しそうに説明される姿は実
に魅力的であった。そして、前評判通り、翌年
（1986年）春に日本化学会進歩賞を受賞された。
　当時の応用化学科の若手教員はお二人で、無
機化学の黒田先生（1984年助教授）と有機化学
の清水先生。中堅教員として、逢坂先生（86年
教授）と西出先生（87年教授）が応用化学科を
牽引されていた時期である。黒田先生と清水先
生が隔年交替で１年生の担任を務める状況が５
～６年続くことになった。（平沢先生の着任は

まだ先である。）春の１年生オリエンテーショ
ン（軽井沢）や秋の応化展を担当した学生達、
応化会学生部会委員などは清水先生との交流の
機会が必然的に多くなった。積極的な学生達が
清水研を希望し、研究室の核となって優れた研
究成果を挙げた（追悼文執筆者各位の記述を参
照）。
　1987年に助教授、1992年に教授に昇任された
頃は、「合成にパラジウムが出てこないと燃え
ないんだよね」と言っておられた。東工大の恩
師である辻二郎先生の研究と一線を画す内容を
探索されていたようでもあった。1990年に山本
明夫先生が専任客員教授（日本ゼオン寄付講
座）として着任されると、有機金属化学を接点
とし清水研と山本研で緊密な連携を保ちながら
研究が進んだ。一方、1996年に佐藤匡先生が急
逝され、有機合成化学部門のもう一方の研究室
は竜田邦明先生が主宰された。現在は細川先生
に引き継がれている。
　講義や講演も極めて魅力的だった。学生達の
話では、ある年度の有機化学ではノートなど見
ずに黒板にチョークを走らせ、次々と化合物の
構造式を書きながら、その章の説明を終わった
という。このような話には尾ひれがつき、伝説
となる。別の年の（我々が受けた）講義でも
McMurryの教科書は一度も開きませんでした。
それどころか、清水先生はチョークしか持って
来ませんでした。

清水功雄先生との29年間
応用化学科　教授　桐村 光太郎（新制33回）
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　年譜に付記すれば、2004年９月から２年間、
応用化学科の主任を務められた。理工学部から
理工学術院体制への改編など種々の問題に直面
した時期である。また、学会関連では、日本化
学会関東支部幹事や化学教育部会委員をはじめ
種々の役職をこなされた。NEDOの役職も８年
間務められた。13Cの有機合成化学、生体への
影響評価など研究室で手掛ける研究内容も拡張
されていった。
　筆者が応用化学科主任となり半年した頃
（2013年春）、体調のことをお知らせいただい
た。楽観してはいなかったが、2014年９月の清
水研OB会の無事終了を聞いていただけに、突
然のご逝去の知らせにただ茫然となった。その
直後に、山本先生の文化功労者受賞、辻先生の
2014	Tetrahedron	Prize	受賞の知らせがあり、
運命の不思議な巡り合わせを感じた。自身のこ

とより他の方々の幸せを願う清水先生は、もち
ろん喜んでおられるはずだ。
　1999年の「化学と工業」１月号に筆者が小文
を寄せたとき、きちんとそれを読んでいてくだ
さり、「良い文章でしたね」。そのあと褒め言葉
として「僕の追悼文も宜しくね」とおっしゃっ
た。だから、今、筆者はこの文章を書いてい
る。本号の編集後記に、本文で割愛した内容を
少しだけ付け加えておく。
　遺影の清水先生は、生前と同じように微笑ん
でおられる。思い出も数々で、それらは色褪せ
ない。清水先生と初めてお会いしてから今年で
30年。ご逝去までの29年間のご厚誼とご厚情に
深く感謝しています。
　さようなら、清水功雄先生。さらば、清水研
究室。
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　清水先生と初めてお会いしたのは，1985年３
月のことでした。佐藤研に配属された私たち新
４年生の中から３名が清水研へ改めて配属とな
り，同年４月より正式に清水研が発足しまし
た。初めは実験室の整備，いざ実験を始める
と，何せ４年生３人だけの研究室，先生のご負
担は大きなものだったと想像しております。
　当時の清水研は56号館４Fの工業化学実験室
の一角にあり，出入り口が２カ所ありました。
私がM１の時に，B４生が「先生，機嫌いいか
なあ？」とつぶやくと，「いいよ～」と先生の
声が…普段使っていなかったドアから，先生が
満面の笑みを浮かべながら入ってこられたので
す。誰もそんな状況は予想しておらず，先生を
含めて実験室は大爆笑となりました。先生の明
るい，温厚なお人柄が如実に表れた瞬間で，清

水研はいつでも暖かい研究室でした。
　卒業生が気軽に旧交を深めてもらいたい，と
の先生の強い思いから「朋友会」と称して毎年
のように同窓会を開催してきました。前回は昨
年９月末に，先生の一日早い誕生会を兼ねまし
た。体調の優れない中でも先生はご希望通り出
席され，先生のご家族，多数の卒業生が出席，
学生のポスター発表も盛り上がり，楽しい会と
なりました。
　そんな朋友会の約１か月後，先生の訃報が届
きました。何も恩返しもできぬまま，先生をお
見送りすることになってしまいました。この原
稿を書いていても悲しみがこみあげ，本当につ
らいです。
　清水先生，どうぞ安らかにお眠り下さい。	
合掌。

　私は1998年に博士課程を修了するまでの６年
間と，2004年から2007年まで助手として在籍し
た３年間の併せて９年間を清水先生のご指導の
下，多くの事を学ぶ機会に恵まれました。清水
先生に最初にお会いしたのは，学部２年生の
「有機化学Ⅲ」の授業と思いますが，先生の授
業は板書・説明が早かった記憶があります。ス
テロイド骨格をササッと板書して，次の瞬間に
はその一部を変換して何か説明する。こちらは
ノートに書き写すのに必死でしたが，授業中の
先生は非常に楽しそうで，清水研究室を選択す
る大きな要因になりました。
　1993年に清水研究室に卒業研究配属された当
時は，現在も諸大学で活躍されている先輩たち
が数多く在籍され，研究活動が活発に行われて
いました。そのような環境で研究生活の第一歩
を踏み出せたことは私にとって貴重な財産と

なっています。
　また，清水先生は他の大学や企業の方との交
流を目的にセミナーなどを昔から数多く企画さ
れており，そのおかげで人的交流を通じた共同
研究の重要性を肌で感じることができました。
先生が企画された一つにファインケミカルズ合
成触媒研究会（C＆FC）があり，現在２年に
一度アジア各国で国際会議を開くまでに発展し
ています。私が赴任した奈良女子大学近くで
2011年にC＆FCが行われたので現地スタッフ
として，お手伝いをさせて頂きました。その際
に清水先生にお会いしたのが最後になってしま
い，今思うと本当に残念でなりません。これか
らも清水先生の教えを胸に，清水研究室の卒業
生として日々精進していきたいと思います。先
生のご冥福を心よりお祈り致します。

清水先生を偲んで
JX日鉱日石エネルギー株式会社　中央研究所　相田 冬樹（新制36回）

清水功雄先生を偲んで
奈良女子大学自然科学系化学領域　准教授　中島 隆行（新制43回）
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　私が清水先生の研究室の門を叩いたのは今か
ら約10年ほど前でした。その当時の私は大学で
の教育・研究に将来携わりたいと考え、博士課
程に進学したいと思っていました。しかし、
「四年生でそんな思慮の浅いことを言うもの
じゃない。もう少しよく考えなさい」とお叱り
になるかもしれないと不安でした。覚悟を決め
た数日後、先生のお部屋に伺いました。一通り
話し終えての先生のお返事は「うん、いいよ。」
と意外なほどにあっさりしたもので、拍子抜け
してしまったことを記憶しております。
　清水先生には学生時代、そして助手として採
用していただいた計７年間、公私ともに大変お
世話になりました。清水先生にはディスカッ
ションやセミナーの中で研究の進め方や知識だ

けではなく、研究者としてどのように振舞うべ
きかという姿勢・哲学についても教えていただ
きました。これは私の研究者としての原点に
なっているものです。また大学院生の頃から国
際学会にも多く連れて行っていただきました。
研究以外のことでは、奥様も交えてオペラ鑑賞
に連れて行っていただいたことも良い思い出で
す。
　温厚でユーモアに富み、皆に気さくに話しか
けて下さる一方で、セミナーなどでは熱のこ
もった指導をされていた清水先生。そのお声や
ご様子を時折思い出し、寂寞の感を禁じ得ませ
ん。これからも清水先生から受けた薫陶を胸に
研究に邁進していきたいと思っています。清水
先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

清水 功雄先生との思い出
東京大学大学院薬学系研究科　CREST特任研究員　末木 俊輔（新56回）

清水先生と65号館403号室にて
（2012年3月30日撮影）
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　清水功雄先生は大腸がんと診断され、闘病の
甲斐なく平成26年10月30日にご逝去されまし
た。ご葬儀の日から半年以上が過ぎ、先生のお
元気な頃のお姿を思い出しながら、改めて、悲
しみを新たにしている次第です。
　生物学・薬理学出身の私が清水先生のもとで
研究助手・助手・講師として研究に携わり７年
間が経ちました。有機合成化学と生物学の融合
に積極的であった清水先生は、共同研究ではな
く、研究室内に生物学のスタッフを置くという
スタイルをとってくださいました。ケミカルバ
イオロジーという考えが日本で知られ始めたこ
ろでしたので、時代の最先端をいっていたと
言っても過言ではありません。

　ご病気が発覚しても、努めて欠勤せずに教
育・講義・研究を遂行するように心がけておら
れました。亡くなる２日前まで科研費の申請書
類に関して、病室でディスカッションしたこと
は忘れられません。
　研究も途中であり、無念だったと思います。
清水先生の研究テーマのひとつであった「有機
合成化学の医療への応用」のお考えをしっかり
と受け継ぎ、さらなる発展を期すことが私たち
の使命であり、先生への恩返しだと考えており
ます。どうぞ天国から私たちにエールをくださ
い。
　今一度ここに、先生のご冥福を心からお祈り
申し上げます。

清水 功雄先生を偲んで
理工総研次席研究員　岡本 真由美
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　学部３年（2013年）の２月、有機合成化学を
学びたいという想いを胸に、私は清水研究室の
一員となりました。「自分の合成ターゲットで
ある化合物を完成させるのがゴール」有機合成
を専門とする私たちはそう考えがちでしたが、
研究発表の際、先生は決まって私たちに「君は
この研究を何のためにやっているの？」と問い
かけました。配属当初は先生の質問の意図も分
からず戸惑うばかりでしたが、次第に自分の研
究の意義を明確にすることの大切さに気付くよ
うになりました。現代社会において、自分の研
究が社会にどのように役に立つのかを常に考
え、周囲に伝えていくサイエンスコミュニケー
ションは必須であり、その重要性を清水先生は
教えてくださいました。
　また、研究指導以外の場においても学生との
親睦を深めようとしてくださる心優しい一面が

思い出されます。今でも印象に残っているの
は、写真のように４年の２月、先生のご自宅に
てバーベキューをしたことです。奥様、息子さ
んご夫婦、お孫さんに囲まれ、普段は私たち学
生に厳しい指導をされている先生も、この時ば
かりは「おじいちゃんの顔」であり、私たちも
心温まる思いでした。
　清水先生は体調が芳しくない中でも、病気が
治ったのではないかと錯覚するほどのエネル
ギッシュさで教壇に立ち、学生をご指導してお
られました。化学に対し真摯に向き合い、その
熱い想いを最後まで学生に伝えようと尽力され
ていた清水先生のご指導のもと研究活動に従事
できたことは、私の誇りです。
　清水先生のご冥福を心よりお祈り申し上げま
す。

清水先生を偲んで
早稲田大学先進理工学研究科　生命理工学専攻　桑原 朋子（新制64回）



　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、好評の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」を更に発展させるため、現在調整しております。
　内容につきましては、別途ご連絡申し上げますので楽しみにお待ち下さい。
　締めの懇親会も例年通り開催させて頂きます。大いに盛り上がって頂きたいと思い
ます。
　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、今すぐ本会報に同封の用紙をご返送いただくか、あるいは応用化学
会ホームページからお願い致します。（個人情報に変更のある方は同封の用紙をご使
用ください）
	 敬具

日時：2015年５月30日（土）　13時～19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。
　　　
詳細スケジュール：
　　13時00分～14時15分　定期総会（57号館201教室）
　　14時30分～17時45分　先進研究講演会（同上）
　　18時00分～19時30分　交流会（懇親会）（63号館１階）
　　　　　　　　　　　　懇親会費　3,000円（夫婦同伴の場合　5,000円）

2015年度　早稲田応用化学会
定期総会、先進研究講演会、交流会のご案内

11



12

（講演会概要）
現在化学会社の経営者としてまたデンカ生研

㈱社長としてご活躍中の前田哲郎氏を迎え、
2014年12月６日首題で講演会を開催した。魚森
交流委員長の司会のもと、三浦応用化学会会長
の挨拶、講師紹介の後、教員・OB・一般58名、
学生28名、合計86名（受付ベース）の聴衆を対
象に講演が始まった。ワクチン、予防薬関連ビ
ジネスの経営第一線でご活躍中の演者から、現
在最も関心の持たれているキーワードの一つで
ある「健康長寿、健康寿命」に係る最新知見も
含め、専門外の我々にも分かり易く、かつ今後
の方向性も含め示唆に富むお話を拝聴すること
が出来た。パネルディスカッションでは学生か
らのストレートな発言にも真剣にかつ大変丁寧
に時にはユーモアを交えて対応頂いた。シニア
OBはもとよりビジネスの最前線にいる若手
OB、またこれから社会に出ていく学生諸君に
も大変有意義な講演会となったと確信する。

はじめに
電気化学工業㈱は早稲田大学と関連が深い。

現在の社内取締役の過半数は早稲田大学出身者
でありその半分は理工学部出身者である。過去
３代社長も早稲田大学出身者であった。また第
８代社長の故水野敏行氏は現在の水野奨学金の
設立に寄与している。

本小文では、電気化学工業㈱のグループ企業
であるデンカ生研の「健康で豊かな生活を目指
す事業」関連の話題を提供したい。

１．デンカグループ、デンカ生研の紹介
電気化学工業㈱の事業領域は、エラストマ
ー・機能樹脂、インフラ・無機材料、電子・先

端プロダクツ、生活・環境プロダクツの４部門
で構成されている。４部門の概要およびその歴
史を図1.図2.に示した。

図1．DENKA4つの部門

図2．DENKA4つの部門の歴史

1950年に東京芝浦電気の関連企業として設立
され1979年電気化学工業㈱のグループ企業とな
ったデンカ生研㈱は生活・環境プロダクツ領域
の中心企業として事業の一翼を担っている。
デンカ生研㈱の事業は、臨床検査薬事業が

２/３、ワクチン事業が１/３で構成されてい

トピックス　第28回交流会・講演会
『健康寿命を延ばす秘訣は治療から予防へ』予防は健康長寿
（Smart�Life）への先行投資！�−化学会社の健康産業への挑戦−

講師：前田　哲郎（1977年早稲田大学大学院理工学研究科修了、新25回生、多田研）
電気化学工業株式会社取締役、兼デンカ生研株式会社代表取締役社長
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る。ワクチンとしては、インフルエンザHAワ
クチン等、臨床検査薬としては、各種感染症疾
患検査薬、生活習慣病検査薬、POCT（迅速検
査キット）製品（インフルエンザ、ノロウイル
ス、RSウイルス等の迅速検査キット）が主要
製品である。また国内では有数の細菌・ウイル
スのライブラリも保有している。売上高はすべ
ての領域で右肩上がりに推移している。過去10
年で売上高は2.2倍となり、迅速診断キットは
2.8倍、海外売上は3.4倍と伸張している。リン
クして研究員は、2.2倍、研究費は、3.4倍と投
資を増やし、R&Dに特化させている。

2013年実績では、インフルエンザ迅速診断キ
ット（クイックナビFLU）は33%のシェアを有
している。（図３）

図3．臨床検査薬事業

開発受託・OEM型の海外展開も推進し、世
界最大の臨床検査学会であるAACCの会場で
Abbott社から年間ベストサプライヤー賞も受
賞している。

2．臨床検査と検査試薬事業の紹介
簡単に臨床検査と検査試薬事業について解説
する。一般に健康診断等で良く経験しておられ
る方も多いと思うが、現在では採血された検体
はその後自動検査システムでほぼオートマティ
ックに各種パラメータが測定される。

図4．臨床検査の現場（採血）

図5．臨床検査の現場（自動検査システム）

臨床検査の国内市場規模は約5000億円と言わ
れており体外診断薬が多くの割合を占めてい
る。同じく世界市場規模は約６兆円である。今
後人口が多く成長が望める中国市場には大いに
期待している。

図6．臨床検査の国内市場規模
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図9．国民医療費増による医療財政圧迫

国家財政における医療費の抑制が喫緊の課題
の一つとされている。そのためには病気になっ
てから治療にお金をかけるのでなく予防の重要
性が認識する必要がある。厚生労働省から「健
康 寿 命」を延ばす取り組み（Smart	Life	
Project）が発信されている。

図10．国の医療費抑制施策

日々予防のためのSmart	Check（各種パラメ
ータの測定）が必要であるし、生活習慣病に高
額な治療費を掛けるよりワクチン投与等の予
防・健康管理分野への投資シフトが重要である
と認識する必要がある。

図7．臨床検査の世界市場規模

3．医療施策のトレンドと予防について
現在日本では、高齢化に伴う国民医療費の増

加が大きな問題となっている。（図８）また医
療費の増加による医療財政の圧迫が大きな問題
となっていることや健康保険組合の経常収支が
悪化していることは連日報道されている。（図９）

図8．高齢化に伴う国民医療費の増加
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図13．リポ蛋白サブクラスの定義

超悪玉コレステロール（sd	LDL）の検体か
らの単離、分析、定量方法を確立し、日本や米
国で疫学的臨床研究を実施した。

結果を図14.15.16.17.18.に示した。

図14．吹田study結果

図15．冠動脈性心疾患患者のsd LDL-C濃度

図11．予防は健康寿命への先行投資

4．�超悪玉コレステロールと生活習慣病の
リスクマーカー（small�dense�LDL）

予防に係る具体例の一つとして、生活習慣病
と深く関わるコレステロール検査の最新情報に
ついて紹介する。リポ蛋白に関しては、HDL
（善玉）、LDL（悪玉）といった情報や、最近で
はその健診基準値が見直され緩和されたという
情報が話題になっている。

最近、生活習慣病のリスクマーカーとして超
悪 玉コレステロールsmall	dense	LDL（sd	
LDL）が注目されてきている。リポ蛋白をサイ
ズや密度でさらに幾つかのサブクラスに細分化
したLDLの中の特定のサブクラスの一つがsd	
LDLである。

図12．リポ蛋白の大きさと密度
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これらの結果よりsd	LDLは冠動脈疾患のよ
り強力なリスクファクターと考えられること、
２型糖尿病やメタボリックシンドロームでは通
常サイズのLDLは増加せずsd	LDLが特異的に
増加すること、家族性複合型高脂血症の診断に
おいて、現行の診断基準に比べsd	LDL量は診
断効率が高いこと等が分かって来た。

5．インフルエンザワクチンの予防効果
次に予防に係る具体例の一つとして、インフ
ルエンザとワクチンに関する話題を紹介する。
インフルエンザウイルスの増殖機構を図19に、
またインフルエンザウイルスの構造と種類（A
型）を図20にまとめた。

図19．インフルエンザウイルスの増殖機構

図20．インフルエンザウイルスの構造と種類（A型）

図16．2型糖尿病患者のsd LDL-C濃度

図17．メタボ患者のsd LDL-C濃度

図18．家族性複合型高脂血症患者の診断マーカー
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図22． 高齢者施設におけるワクチン接種と
インフルエンザ流行（新潟県）

6．医療のトレンドと新たなビジネスチャンス
最後に、今後の医療トレンドについて論じて
みたい。今後の方向性としては規制緩和と相ま
って医療保険市場が流動化すると考えられる。
既に進歩の速い医療機器は医薬品と別々の条項
で規制されることとなる。臨床検査のIT化の
流れも加速されると考えられる。臨床検査の世
界でもダウンサイジングが進行中であり、それ
に伴い、大学病院や検査センターで、専門の検
査技師の手で行われている臨床検査が、開業医
や調剤薬局での街角検査に、さらにはウェアラ
ブル端末を用いて、自宅で自分の健康管理を自
分で行う時代が目の前に来ていると考えられ
る。

図23．自由市場の拡大への期待

パンデミックインフルエンザの恐ろしさは良
く知られているが、2009年の流行時の妊婦のワ
クチン接種との関係が報告されている（図21）
インフルエンザワクチンの有用性が明確に数

字に表れている。

図21．2009年パンデミックインフルエンザのインパクト

インフルエンザは合併症も重篤になり易くそ
れへの対応も重要であることが報告されてい
る。具体的には、スペインインフルエンザのパ
ンデミック時細菌性肺炎での死亡が約98%にも
上ったこと、インフルエンザと肺炎球菌重複感
染で肺炎の組織ダメージは重篤化することが動
物実験で確かめられている。インフルエンザワ
クチンと肺炎球菌ワクチンを同時に接種すると
効果があることも報告されている。特に高齢者
ではインフルエンザワクチンの接種率が60%を
下回ると施設内流行が起こりやすい傾向にあ
る。（図22）エビデンスとして予防の重要性を
良く理解することが出来る。
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図24．臨床検査のダウンサイジング

罹ってしまった病気の治療に専念するより
も、病気に罹るリスクを予測し、回避する努力
に投資する方が幸せな老後が送れると認識する
必要がある。入院でない通院でない、健常者の
為のスマートチェックが新たなビジネスとして
台頭してくることは間違いないと考えている。

図25．健康長寿ビジネス
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<パネルディスカッション概要>
前回の交流講演会で初めて実施したパネルデ
ィスカッションは好評であったので今回も「前
田先輩を囲んで」と称する双方向のパネルディ
スカッションを学生が中心となり企画し実施し
た。ファシリテーターはM１山岸弘大君が務
め、学生代表としてM１桜井沙織君、M１加藤
幸清君、M１大庭悠輝君が登壇し自己紹介の
後、演者の前田先輩を囲んでパネルディスカッ
ションが始まった。
（学生）；まずこの業界に係る質問をさせて頂
きたい。講演を聞いて予防市場において海外展
開を考える際は、新興国よりも先進国への進出
のイメージがあるが、特有の障壁などはあるの
か。
（前田先輩）；先程の質疑応答でも述べたが、
我々はハイエンドニッチを目指している。技術
で差別化することが戦略である。当然先々、中
国や東南アジアへの進出も考えているが、違う
技術のプラットフォームを使うつもりである。
今はハイエンドでボリュームゾーンへは備えて
いる段階である。そこそこの感度（シンボリッ
クにpH試験紙と称されていた）での戦いはし
ない。また規制に関して、確かに先進国のレギ
ュレーションはガチガチである。しかしチャイ
ナリスクが議論されているように、我々は透明
性の高い世界の方が正々堂々と仕事が出来て好
ましいと考えている。FDAでは試薬の世界に
も規制を掛けてきているが、先の分からないと
ころより安心して仕事ができる。
（学生）；日本は医療費の実質負担が低いため、
予防より治療が盛んだと思うのだが、制度面で
の世界との違い、ビジネスのやりにくさはどこ
にあるのか。
（前田先輩）；講演では街角検診で少し触れた
が、日本では処方箋が無くて検査が可能なの
は、尿検査（血糖、タンパク、妊娠）だけであ
る。一方アメリカでは規制緩和が進んでおり、
ドラッグストアでHIVの自己診断キット、父子
DNA鑑定キット、薬物検査キット、母乳中の
アルコール濃度の検査キット等を購入できる。
日本では規制が多いし、遅れていると考えてい
る。日本では医師会も反対の立場である。日本

質疑応答
講演終了後時間の制約があったが、４つの質

疑応答がなされた。	
Q1；認知症が増加していると思うが、検査薬
等に関しては如何か。
A1；デンカ生研では癌が次のターゲットと考
えており認知症に関する検討はしていない。認
知症の蓄積タンパクの検出なら抗原抗体反応で
出来ると考えるが、マーカーに関しては検討し
ていない。
追加発言：糖尿病ではアルツハイマー発症や癌
のリスクが高まることが報告されている。
Q2；small	dense	LDLの測定法は汎用化して
いるのか。
A2；日本では進んでいないが、米国FDAは申
請予定であり、中国CFDAでも近々認可が取れ
そうである。	日本でも健康ドッグでは一部採
用されている。
Q3；講演も明快で、会社の方針も大変明快と
感じた。２点質問したい。ワクチン作成時に迅
速化の観点から遺伝子組み換え技術の使用の可
能性について、もう一点は診断薬開発で、簡便
な試薬で今後期待できるボリュームゾーンを狙
うことに関してはどのように考えているか。
A3；組織培養法で作成すると６ヵ月でワクチ
ンをつくることができる。パンデミック時は迅
速な対応が求められることとなるので厚生労働
省を中心に研究は進行していると認識してい
る。２点目の質問に関しては、デンカ生研では
現在、利益率を重要視している。すなわちボリ
ュームゾーンというよりハイエンドを狙ってい
る。しかしボリュームゾーンに関しても安価で
感度が悪い試験薬でなくもう少し工夫をして安
い仕組みを創りたいと考えている。
Q4；ビジネスモデルに関して質問したい。医
療関連（病院や検査機関）からのアプローチか
ら考えるのか、それともメーカーからの流れな
のかどちらなのか。
A4；現在印象的なのは、流通業界からメーカ
ーへのアプローチがあるということだ。コンビ
ニも狙っており上手くコラボ出来たら良いと考
えている。
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しデータを飛ばし、家庭で医者より医療が受け
られる時代が必ず来る。アメリカでは動きつつ
あるし、日本でもそうなる。但し、アプリは付
属であり、診断が主役である。私は心配してい
ない。
*「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保に関する法律」
（学生）；日本での進行具合はまだまだの感が
強いか。
（前田先輩）；いろいろと始めようとしている。
あの膨大な医療費を何とかしなくてはならな
い。私は楽観している。
（学生）；予防キットは簡便さが売りになると
思うが、安いものや年代別のキット等のアプロ
ーチはあるか。
（前田先輩）；考えたことがない。現在は岩盤
規制をクリアーすることに集中している。
OTCとして認知を得る。その先の話である。
（学生）；将来的にはテストマーケッティング
等を生協でやって下さい。（笑い）
（学生）；次に前田先輩ご自身に係ることを話
題としたい。健康産業の責任者であるので当然
健康には気を使っておられますよね。人間ドッ
グでパラメータのプレッシャーもあるのではな
いでしょうか。（笑い）　
（前田先輩）；当然チェックは必要である。ジ
ムにも30年来通っている。明日も行く。今でも
2000mは泳ぐ。健康管理には気を使っておりワ
クチンも打っている。昼食は230円のサンドイ
ッチだけにしている。
（学生）；仕事では何を意識してやっています
か。
（前田先輩）；社員の声を一番意識している。
また次に何が来るか先見性が必要である。外に
出て多くの人の話を聞くことにしている。ジョ
ブスもアイスホッケーを例に取り、パックがあ
るところでなくパックが行くところに行くと言
っている。今のマーケットでなく次のマーケッ
トを定めることが必要であり、トップに求めら
れるところである。　
（学生）；情報はどのようにとるのか。
（前田先輩）；知らない人の懐に飛び込むこと
である。厚顔無恥にやる。後ろ向きになっては

はOTCの世界で自由マーケットとはほど遠い
状況である。
（学生）；個人向けの販売の場合に、ブランデ
ィング手法はどのようなものになるのか。
（前田先輩）；現在日本では検査薬は前述した
例外以外は厳しく管理されている。流通も許可
制で、厳しい世界である。コマーシャルもやっ
てはいけない、MRや学会でのランチョンセミ
ナー等ミニコミでマーケッティングをする必要
がある。OTCで扱えるようになると全くブラ
ンディングは変わっていく。
（学生）；最近の話題では、富士フイルムが抗
エボラ薬で注目をされた、フィルム・カメラか
ら化粧品医薬品へと進出している。法人（B	to	
B）から個人へ（B	to	C）などの変化は売り方
の違いはあるのか。
（前田先輩）；B	to	Cには全く違う手を使う必
要があると考えている。しかしB	to	Bでは顧客
が固定される等の有利なこともある。B	to	Cが
美味しいかというとそうでもないとの認識も持
っている。
（学生）；大学という場（学生）を考えて予防
ということを質問させて頂きたい。予防は費用
対効果が見えづらいので、購買意欲をどのよう
に増やしていくのか。
（前田先輩）；講演でも話したが、年をとると
指数関数的に上昇する医療コストを下げること
は喫緊の課題である。予防がマストであるとい
う認識を共有しなければならない。その為に必
要なことは、教育が一番大切と考えている。学
生には教育が必要であり、社会では社員への指
導が大切と考えている。皆さんは良く勉強して
下さい。（笑い）
（学生）；スマホは大学では生活の一部となっ
ている。予防と結びつけるアプリの開発には他
業界との連携が必要なはずだが、閉鎖的なイメ
ージのある医療業界ならではのボトルネックは
あるのか。
（前田先輩）；法規制があり動きにくいことは
事実である。薬事法*ではバリデーションが必
要であり、ソフトウェアも規制がありフレキシ
ブルには変えられない。しかし将来的にはアプ
リ開発と相まって健康パラメータをデジタル化
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（学生）；日本を背負って、世界で戦いたい。
自己実現したい。最後のセッションは学生がし
どろもどろとなったが、前田先輩にはいろいろ
と丁寧にお答え頂き大変ありがとうございまし
た。

【講師略歴】
1977年　早稲田大学大学院理工学研究科応用化学専攻修了
1977年　電気化学工業株式会社入社
2000年　同　研究開発部長
2006年　同　取締役　電子材料事業本部長
2010年　同　代表取締役兼専務執行役員　
　　　　　　中央研究所長、デンカ生研㈱　取締役
2011年　同　代表取締役兼副社長執行役員
2013年　同　取締役、兼デンカ生研㈱代表取締役社長

付記）会報は白黒印刷の為に図表は判別しづらい箇所
もあると思います。詳細をご覧になりたい方は、早稲
田応用化学会HP資料庫にアクセス下さい。

ダメである。貪欲に、自分の敷居を低くするこ
とを普段から意識している。
（学生）；最後に何か学生に向けて質問をお願
いする。
（前田先輩）；採用面接もするが、いつもあな
たは企業に何を求めるかと聞いている。安定し
た生活、収入、スペシャリストになること、ジ
ェネラリストとして経営に関与すること、また
自己実現、あなた方は何を求めるか。
（学生）；自分は野望をさほど持っていない。
安定した生活、年を取ったとき子供と幸せに暮
らしたい。
（学生）；安定した生活、収入も良い車も欲し
い。また入社した会社をより大きくしたい。
（学生）；女性であるがスケールの大きな仕事
をしたい。また幸せな家庭も作りたい。



　2014年10月18日、第６回フォーラム「企業が求め
る人材像」を開催しました。

	 今年で６回目になっ
た「企業が求める人材
像」は、企業でまたご
家庭と仕事を両立させ
てご活躍中のOB、OG
の皆さんをお招きし、

菅原義之応用化学科教授をモデレータとしてパネル
討論を行うフォーラムです。今回は、「企業におけ
るキャリアアップ」と題し、現在の企業の実際を先
輩の皆様が経験された様々なキャリアの観点から語
っていただくことを目的として企画されました。
　応化会柴田交流委員会委員長による本フォーラム
開催の経緯と目的の説明に続き、応化会下井副会長
から挨拶があり、パネル討論が開始されました。応
用化学科44名、さらに教授、OB、OG	21名の皆様
に参集頂き進められたフォーラムでは、各パネリス
トから体験に基づく意見や貴重なアドバイスが提示
され、示唆に富む興味深い内容となりました。

　フォーラム終了後は、56号館理工カフェテリアに
場所を移し、井上（凱）委員司会のもと、三浦会長
の開宴挨拶、松方主任教授ご挨拶、乾杯の後、軽食
をとりつつ、パネリストを囲んでさらになごやかに
かつ熱心に歓談が進みました。そして桐村教授によ
る閉宴の挨拶に続き、学生交流会山岸委員長の一本
締めでお開きとなりました。

<パネリストのプロフィール>

溝口徳実氏　持田製薬（株）
1983年応用化学科卒業（土田研）、持田製薬株
式会社入社、薬事室に配属、医薬品等の申請
業務を担当。その後医薬開発部、薬事部、法
務部、企業倫理推進室、薬事室と転属され医
薬品開発業務、薬事規制業務、研究倫理委員
会・治験倫理審査委員会事務局、企業倫理や
コンプライアンス推進業務・情報セキュリテ
ィ体制強化、薬事規制業務を経験。現在は信
頼性保証室で、薬事規制業務を継続。

楢原英夫氏　住友化学（株）
　1990年理工学研究科応用化学専攻修了（豊
倉研）、住友化学（株）入社、大分工場配属、
新製品導入、既存プロセス合理化担当。その
後工業化技術研究所、工業化技術研究所、生
産技術室でケミカルプロセス開発、新規石油
化学プロセス、また工場の安定操業、新規事
業担当も経験され現在は、工業化技術研究所、
千葉プロセスグループ、グループマネージャ
ーとして新規石油化学プロセス開発に従事。

₂₀₁₄年₁₀月₁₈日 ︵土︶ ₁₄ ： ₃₀⊖₁₇ ： ₀₀､ ₅₇号館₂₀₂教室 主催：早稲田応用化学会･交流委員会

第6回　フォーラム「企業が求める人材像」
−企業におけるキャリアアップ−
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遠藤文子氏　東燃ゼネラル石油（株）
2002年理工学研究科応用化学専攻修了（菊
地・松方研）、東燃ゼネラル石油（株）入
社、川崎工場製油技術部製油技術課配属。そ
の後システム技術課、供給本部供給計画部を
経 験 後、2009年ExxonMobil	Asia	Pacific	Pte.
Ltd,SingaporeでManufacturing	Coordinator、
Process	Section	Supervisorを経験後、東燃ゼ
ネラル石油　和歌山工場技術部生産管理課長、
和歌山工場製油部ビジネスチームリーダーを
歴任。現在EMGマーケッティング合同会社潤
滑油本部潤滑油企画調整部長。

木場祥介氏　産業革新機構
2005年理工学研究科ナノ理工学専攻修了（黒
田研）、豊田通商（株）入社、化学品・合樹部
に配属、	その後トヨタ自動車（株）第二材料
技術部出向、豊田通商（株）帰任　電材・機
能材部で新規事業の立ち上げを経験、電子材
料/合樹事業開発部（二部の兼任）では機能性
素材のグローバル展開、ベンチャー投資、JV
設立交渉も経験。一方2010年には東京農工大
学大学院生物システム応用科学府で博士（工
学）号も取得。2012年豊田通商（株）退職の後、
株式会社産業革新機構入社、現在戦略投資グ
ループヴァイスプレジデント。

野澤あい氏　三菱レイヨン（株）

2008年理工学研究科応用化学専攻修了（木野・
桐村研）、三菱レイヨン（株）入社、横浜研究
所バイオケミカルス研究グループ配属。本社
　研究開発統括部を経験。2010年バイオデバ
イス研究グループに異動現在に至る。

<モデレータのプロフィール>

菅原義之教授
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博士研究員、早稲田大学専任講師、早稲
田大学助教授、早稲田大学理工学部教授。そ
の間フランスモンペリエ大学訪問研究員、フ
ランスモンペリエ大学招聘教授を歴任。
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<パネル討論概要>
　先ずパネリストよりキャリアアップの意味や捉え
方の説明がありました。その後アイスブレークとし
て自己紹介を兼ねて、入社動機、異動の経緯、入社
前と現状の差異等について紹介されました。
　次に理系のくくりでのジェネラリスト、スペシャ
リストのキャリアパスや入社後のジョブローテーシ
ョンの実例やご自身の経験例を紹介頂きました。ま
たそれぞれの仕事やキャリアを積む上での問題発見
能力や開発能力の重要性をパネリストが経験した実
例とともに紹介されました。その他キャリアアップ
に必要なスキルとして、プレゼン能力、英語力、ま
たグローバルに活躍する為には宗教や日本の歴史に
関しても知識として必要であることが経験とともに
紹介されました。またコミュニケーション能力は不
可欠で、社内外でのネットワークを構築し、活用し
ていく重要性も指摘されました。この観点からも社
会に出てからも応化会活動に参加し、研究室のOB
会に出席する有用性にも言及されました。またキャ
リアアップの為には、入社後も会社が用意するカフ
ェテリア制度等もありますが自己啓発や勉強を続け
る必要性、すなわち学生期間だけでなく一生勉強を
続けることの必要性が指摘されました。
　更に現在は、女性の働きやすさを大手企業は配慮
しており、女性管理職比率や目標値が設定されてい
る様子も紹介されました。産休、育休制度も格段に
整備されてきており、女性が働きやすい環境は整え
られて来ている様子が紹介されました。その他関連
して介護休暇や男性の育休制度の充実も紹介されま
した。
　討論を締めくくる最後としてパネリストより「キ
ャリアアップを達成する為の心構え」についてアド
バイスを頂きました。具体的には、失敗を恐れない
でやってみる、チャンスを逃さない、将来の自分を
想像することやゴールのイメージを持つ、アンテナ
を張る、何でも興味を持つ、ネットワークを広げる
等について経験を踏まえた分かりやすいお話を紹介
頂きました。

<総括>
　フォーラムの運営についてアンケートでは、開催
時間は80%が適当であり、講演内容は89%が参考に
なったと回答頂きました。パネリストの構成に関し
ても94%が適当であると回答頂きました。また今後
取り上げて欲しいテーマとしては、リーダーシップ、
ターニングポイント、研究開発、グローバル化、キ
ャリアアップ等が挙げられました。今回特に印象に
残こった点、良かった点としては、「ジェネラリス
トとスペシャリストの説明」、「英語の必要性」、「女
性の活躍の話が聞けて良かった」、「様々な年代、分
野でのキャリアの異なった経験者の話が参考になっ
た」、「企業に実際就職したときの具体的な話が参考
になった」、「キャリアアップの具体的内容」、「学生
のうちにやっておくこと（プレゼン、文章作成、宗
教、歴史）」等の回答を頂きました。また改善すべ
き点としては、「会場が寒かった」、「一方通行な議論、
各スパン後の質問タイムが必要」、「まだ先のことで
実感できない」、「海外経験者の話が聞きたかった」、
「スペシャリストの具体的な話を聞きたかった」、「学
生が少ない、授業でのPRが必要」、「パワーポイン
トをもっと活用するとよい」等の意見も頂き、今後
の参考にしたいと思います。
　ご尽力いただいたパネリストの皆様方、フォーラ
ムを協賛し運営に協力頂いた応用化学科学生交流委
員の皆様にはあらためて厚く御礼を申し上げます。
	 以上
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■�応用化学会中部支部（早化会）第11回交流講演
　会報告書

去る2014年10月23日（木）に名古屋ダイヤビ
ル245室で、第11回中部支部交流講演を開催し
ました。

講師には、大阪大学大学院基礎工学研究科の
岡野泰則教授を迎え講演をして頂きました。

演題：�『移動速度論温故知新』−基礎から応用そ
して半導体からiPS細胞まで−

講師：	岡野泰則教授　大阪大
学大学院基礎工学研究
科教授

略歴：	1983年早稲田大学理工
学部応用化学科卒業。

　　　	静岡大学助教授および
教授を歴任し、2010/4
より現職。

要旨
最初に、講師の早稲田大学卒業以来の経歴や

留学先であったカナダ・ビクトリア大学での研
究生活の紹介があり、続いて大阪大学及び大学
院基礎工学研究科の組織、設立理念および教員
や学生数並びに国内大学の財政規模や評価ラン
クなどについて説明の後演題の講演に入りまし
た。以下に講演の要旨を記します。

◦移動速度論は、コンピュータ性能の向上に伴
いシミュレーションによる研究が盛んに行わ
れており、現在では工学的に重要な分野とな
っている。特に講師は、長年 “流体の運動方
程式（ナビエ・ストークスの式）の数値解
析” に取り組んでおり、静岡大学と大阪大学
に於けるその多彩な研究活動が紹介され、現
在は移動速度論に立脚した、“ミクロからマ

クロまで” および “ソフトマテリアルから半
導体まで” の領域を統一的に扱う新しい化学
工学の構築に取り組んでおられる。

◦ノーベル賞に輝いたイノベーションである、
青色発光ダイオードGaNのMOCVD製造法
（有機金属気層成長法）の大型化やiPS細胞の
シャーレサイズの増殖から実用レベルの工業
化へのスケールアップには、移動速度論に基
づく工学的なアプローチが必要不可欠なこと
を強調された。

◦講師が早稲田の学生時代から取り組んでき
た、マランゴニ対流について、①その発生原
理と落下塔を利用した微小重力環境下での実
証実験の結果、②半導体材料の結晶成長に適
用されているチョクラルスキー法の坩堝内溶
融液の流れの観察結果、③重力が影響し坩堝
内溶融液に高温と低温の流れが混じり均一な
結晶の成長を妨げている事、および④JAXA
と共に取り組んできた宇宙ステーション内で
の微小重力環境を利用したInGaSbの結晶化
テストが、今年やっと実施され、そのテスト
装置の紹介と得られたサンプルの結晶均一性
に改善が見られる事等について、その詳細な
内容の説明がなされた。	更に、宇宙ステー
ションでの結晶化テストの2つ目のサンプル
が近々入手されるので、テストの成果が早晩
明確になると述べられた。

講演は、高度な専門的内容のものでしたが、
講師は実験の映像やシミュレーション画像を使
いながら理解しやすく講演して頂き、受講者に
とって興味の尽きない講演でありました。

中部支部（早化会）活動報告
（応化会ホームページより）
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懇親会
講演会に引き続いて行われた懇談会は、三島

副支部長の乾杯の音頭のあと、岡野氏が静岡大
学教授時代に支部会へ参加して居られた経緯も
あり、氏を中心に演題以外の新しい研究などに
もおよぶ和気あいあいの懇談となりました。最
後に全員写真を撮り散会となりました。

参加者（敬称略）

＜参加者－敬称略＞
講師：岡野泰則	新33回（S58）
近藤昌浩	 新9回（S34）、佐野正道	 新13回
（S38）、三島邦男	新17回（S42）、堤　正之	
新17回（S42）、白川	浩	新18回（S43）、
後藤栄三	新19回（S44）、須藤雅夫	新22回
（S47）、谷口	 至	 新22回（S47）、	 木内一壽	
新24回（S49）、	山崎隆史	新25回（S50）、
服部雅幸	 新32（S57）、西川通則	 新36回
（S61）、上宮成之	新35（S60）、鈴木克典	新
39回（H1）、大高康裕	新41回（H3）
以上16名。

	 文責：堤　正之

スナップ写真

挨拶する後藤支部長

懇親会風景

講演風景：1

集合写真

講演風景：2
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■�早稲田応用化学会関西支部（早桜会）�
　第6回講演会報告

　早桜会第６回講演会を９月27日（土）、大阪
弥生会館（大阪・梅田）で開催しました。今回
の講師は、大阪府立大学の前田泰昭先生（新14
回）で、現在も地域連携研究機構特任教授とし
てご活躍されています。先生は、長年JICAの
政策アドバイザーとしてベトナムで環境問題に
取り組まれ、2013年、その功績によりベトナム

環境省から表彰を受け、ベトナム国家大学から
「Distinguished	Professor」の称号を贈られま
した。今回は、そのベトナムでの業績につきま
して、「バイオディーゼル燃料の上流から下流
まで」と題して、お話をいただきました。
　地球温暖化を防ぐという、大きな目的に沿っ
て、なぜベトナムで？といったところから、本
当に役に立つ研究とはどういったものであるの
かをとても興味深く拝聴させて項きました。
　お話は、地球温暖化防止のための方法につい
て、エネルギーの生産からその消費までのすべ
てのサイクルを自国で行うことが重要であると
いうことから始まり、先生がベトナムという、
私たちのあまり知らない国でなぜこの取り組み
を始めたかのお話と続き、再生エネルギーに関
する具体的な研究のお話と続きました。

関西支部（早桜会）活動報告
（応化会ホームページより）

講師の前田大阪府立大学特任教授

講演会の様子

集合写真
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　バイオディーゼルの原料となる植物の植林を
行う場所、植物の種類の選定、いかにして、そ
の植林を成功させるのかについては、先生の幅
広い見識が伺えるところでした。また、植林の
欠かせない土の状態については、その汚染程度
が重要であり、実は大阪の神崎川が意外と汚染
されているという事実はショッキングなお話で
した。
　また、先生はバイオディーゼルを製造する上
で重要なグリセリンとメタノールを混合する方
法で、これらの混合液にアセトン混合するとい
う、非常に簡単な方法にて、これまでの方法に
比べて画期的な方法を編み出しました。一見、
簡単にも見える方法ですが、この方法が今まで
開発されていなかったことに驚きを覚えるとと
もに、なんでも行ってみることの重要性を改め
て感じました。
　講演会終了後は会場を移して、前田先生を囲
んでの懇親会となりました。現在、日本に留学
されているベトナムの学生を交えながら、いろ
いろなお話を伺い、また、司会の中野理事の指
名でのスピーチに会場は盛り上がりました。前
田先生を囲んでの談笑の輪が続き、和やかなう
ちに時が過ぎお開きとなりました。

　先生は１年の１/３以上をベトナムでの研究
に当てられており、70歳を過ぎましても今まで
以上にエネルギッシュにご活躍されている様子
を伺い、我々、現役の世代も、先生のその元気
と若さに負けていられない気持ちになりまし
た。先生にはいつまでもそのエネルギッシュな
まま、これからもがんばって頂きたく思いまし
た。

懇話会出席者（23名）
津田	實（新７回）、井上	征四郎（新12回）、
下井	将惟（新13回）、前田	泰昭（新14回）、
岩本	皓夫（新15回）、市橋	宏（新17回）、
田中	航次（新17回）、辻	秀興（新17回）、
倉持	誠（新21回）、斎藤	幸一（新33回）、
和田	昭英（新34回）、古川	直樹（新36回）、
脇田	克也（新36回）、中野	哲也（新37回）、
西峯	健一（新47回）、髙島	圭介（新48回）、
荒井	直樹（新50回）、數田	昭典（新51回）、
澤村	健一（新53回）、鈴木	康之（新54回）、
寺村	達也（新55回）、Luu	Duc	Phuong、
Do	Tuan	Anh、Nguyen	Le	An（ベトナム
国家大学学生）

	 （髙島	記）

懇親会風景
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■会社概要
所 在 地：東京都千代田区（本社）
設　　立：1947年６月
資 本 金：3,840百万円
従業員数：639名（連結/2014年３月期）
売 上 高：296億円（連結/2014年３月期）
事業内容：	複合糖質を中心とした医療用医薬品

および医療機器等の製造・販売

■「糖質科学で未来を創る」
生化学工業は、糖質科学を専門分野とする研

究開発型の製薬企業です。糖質科学のパイオニ
アとして、複合糖質の構成成分であるグリコサ
ミノグリカンの特性を活かした独創的な医薬品
の創製に取り組み、世界の人々の健康で心豊か
な生活に貢献することを目指しています。

■生化学工業の3つの強み
当社には、３つの特色があります。
1．糖質科学を専門分野とする製薬企業

創業から70年近くにわたり糖質科学に焦点を
合わせて研究開発を推進しています。糖質科学
とは最近では一般的に知られるようになってき
たヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸などの複
合糖質を研究する分野です。この分野は、医薬
品としての市場規模が大きくないため、大手製
薬企業が参入しにくい領域ともいえます。ニッ
チな領域において、長年培った数多くの知見や
ノウハウを有することが競争力になっていま
す。
2．研究開発・製造に特化したビジネスモデル

当社は、医薬品の販売部門を持たず、それぞ
れの製品領域で強みを持つ製薬企業等と販売提
携契約を締結し、製品を国内外へ供給していま
す。これにより、多くの経営資源を研究開発や
製造に集中的に投じることが可能となり、スリ
ムな組織体制を維持しています。全従業員の３
分の１が研究開発要員であることに加え、売上
高の20%以上を研究開発費に投入していること
も、研究開発を重視する当社の姿勢の表れで
す。

3．高品質な製品を生み出す高い技術力
当社は、世界で初めてコンドロイチン硫酸の工業

生産に成功し、抽出及び高純度精製に関する高い技
術を有しています。この技術を活かして開発したヒ
アルロン酸を主成分とする関節機能改善剤「アルツ」
は、発売以来大きな副作用もなく、累計３億３千万
本以上の使用実績を重ねています。

■世界初 ヒアルロン酸から生まれた医薬品
「アルツ」は、関節液にヒアルロン酸が含ま
れていることに着目して開発した、世界初のヒ
アルロン酸を主成分とする関節機能改善剤で
す。中高年層に多い「変形性ひざ関節症」等の
症状改善に寄与する「アルツ」は、日本国内は
もとよりアメリカ、中国など数多くの国々の医
療機関から広く信頼を得ており、ヒアルロン酸
注射剤として世界で最も多くの使用実績を有し
ています。現在、世界最大の医薬品市場である
アメリカにおいて、2001年に発売した複数回投
与の「スパルツ」（「アルツ」の米国製品名）に
加え、2012年に投入した単回投与の「ジェル･
ワン」の２製品の拡販
に注力し、市場シェア
拡大を図ることを重点
課題としています。

■生化学工業10年ビジョンと中期経営計画
当社は、2009年３月に「生化学工業10年ビジ
ョン」を策定し、得意分野である糖質科学に研
究開発の焦点を合わせて、『グローバル・カテ
ゴリー・ファーマ』として発展することを目指
しています。2012年４月からは、第２ステップ
として、「ACT	for	the	 future　～未来に向け
て、今、行動する～」をスローガンとした４ヵ
年の中期経営計画をスタートさせ、ビジョン達
成に向けて、研究・開発・生産・販売の各重点
戦略に対して積極的な投資を行い、成果の芽を
出すことに取り組んでいます。今後も高品質な
医薬品を供給し、グローバルな医療ニーズに貢
献できる唯一無二の企業となるべく挑戦してい
きます。

マイカンパニー
生化学工業株式会社　～高品質な医薬品を提供し、国内外の医療に貢献～
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■会社概要
事業内容：�ガスの製造・供給および販売、ガス機器

の製作・販売およびこれに関連する建設工
事、ガス工事、エネルギーサービス、電力

創　　業：明治18年10月１日
資 本 金：1,418億円
従業員数：8,002名（’14.	3）
売 上 高：２兆1121億1700万円（’14.	3連結）
■経営理念と卒業生活躍の場
　東京ガスグループはご家庭に都市ガスをお届
けする会社との認識の方が多いかもしれませ
ん。ですがお客様はご家庭から業務用ビル、工
場や発電所まで幅広く、業務内容も原料調達か
らガス製造、導管維持管理、営業、企画、研究
開発など多岐にわたっています。現在は『天然
ガスを中心とした「エネルギー・フロンティア
企業グループ」として、「快適な暮らしづくり」
と「環境に優しい都市づくり」に貢献し、お客
さま、株主の皆さま、社会から常に信頼を得て
発展し続けていく』を経営理念に掲げ、LNGを
核としたバリューチェーンを展開しています。
○原料調達・輸送から都市ガス製造
　都市ガスの主原料となるLNGは海外の天然
ガスを液化して船で輸入しています。LNGは
東京湾内を取り囲む根岸・袖ヶ浦・扇島の三工
場で気化して都市ガスとし、導管により各お客
様へお届けしています。近年は、北米シェール
ガス開発を含む海外での資源開発や自社管理船
によるLNG輸送にも進出し、柔軟で競争力の
ある原料調達に努めるとともに、北関東の潜在
需要開拓推進のため、日立に新たなLNG基地
を建設中です。
○発展する導管網
　都市ガスをお届けする弊社導管の総延長は約
61,000kmにもおよび、現在も延伸中です。設
備は高い耐震性を備え（予防）、万が一の震災
時には速やかにガス供給を停止し（緊急）、震
災後は速やかにガス供給を再開する（復旧）、
という３つの取組みで災害に強く安全かつ安定
的なガス供給を実現しています。

○未来を担う技術開発と新規事業展開
　世界に先駆けて家庭用燃料電池エネファーム
を市場導入し、現在も一層の普及促進にむけて
改良開発を継続しています。他にも再生可能エ
ネルギーや水素利用の技術開発、スマートエネ
ルギーネットワークの推進など、低炭素社会に
向けた都市ガス利用の可能性を広げる技術開発
を積極的に推進しています。
　またグループ会社である東京ガスエンジニア
リングソリューションズによるエネルギーサービ
ス・エンジニアリング事業をはじめ、発電事業、
電力小売事業、特定電気事業など、新しいエネ
ルギー事業分野へ果敢にチャレンジしています。

米国での資源開発 家庭用燃料電池「エネファーム」
■職場風土や各種サポート制度
　社内には、安全・安心・信頼を守り続けてき
た高いモラル意識と、新しいことに果敢に挑戦
するチャレンジ精神の両面があるように感じま
す。応化卒業生はもとより社員全体が仕事に対
して真面目で誠実である上、アイディアやユー
モアに富んだ人が多く、職場内の風通しは非常
に良いと感じています。
　また留学制度や人材公募制度など、社員への
啓発プログラムも充実しており、実際に応化の
卒業生でもこうした制度を活用してMBAや博
士号を取得したり、自ら新しい業務に飛び込み
活躍している方などもおられます。
　今や東京ガスグループは一つのエネルギーだ
けに留まらず、また国内のみに留まらず、世界
を舞台に活躍する総合エネルギー事業を展開し
ています。応化卒業生もこうした様々な事業で
各自の能力を発揮しながら日々頑張っています。

マイカンパニー
東京ガス　～総合エネルギー事業を進化させ、グローバル展開も加速する～

現在、27名の応用化学科卒業生が活躍しております。
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応化教室近況

	 	 	応用化学科　黒田一幸教授が第67回日本化学
会賞を受賞されました。

　先進理工学部応用化学科の黒田一幸教授は、
このたび『メソポーラスシリカ類の創製と展開』
という題目で、平成26年度第67回日本化学会賞
を受賞されました。
　なお、表彰式は、第95春季年会	会期中の３
月28日（金）に日本大学理工学部船橋キャンパ
スにて執り行われる予定です。

	 	 	応用化学科　菅原義之教授が第39回化学教育
賞を受賞されました。

　先進理工学部応用化学科の菅原義之教授は、

このたび『化学の普及に資する仕組みの構築と
国際化学オリンピックへの貢献』という題目
で、平成26年度第39回化学教育賞を受賞されま
した。
　なお、表彰式は、第95春季年会会期中の３月
28日（金）に日本大学理工学部船橋キャンパス
にて執り行われる予定です。

	 	 	逢坂哲彌教授が早稲田大学リサーチアワード
（大型研究プロジェクト推進）を受賞されました。

研究課題名：	系統安定化用蓄電池システムの劣
化診断基盤技術の開発

受賞　（2014年８月～2015年3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
公益社団法人日本化学会　平成26年度第67回日本化学会賞 黒田　一幸	 教授
公益社団法人日本化学会　平成26年度第39回化学教育賞 菅原　義之	 教授
早稲田大学リサーチアワード　大型プロジェクト推進 逢坂　哲彌	 教授　
The	10th	SPSJ	International	Polymer	Conference（IPC2014）
Young	Scientist	Poster	Award 高橋　諒介　修士	 ２年（西出・小柳津研）
日本セラミックス協会第27回秋季シンポジウム、
特定セッション「元素ブロック：作製と高分子化戦略」
セッション奨励賞

齋藤　祥平　修士	 １年（黒田・下嶋・和田研）

化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 山崎　悠平　修士	 １年（野田研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 川端　孝祐　修士	 １年（野田研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 岸田　有里　修士	 １年（野田研）
触媒学会　優秀講演賞 杉浦　圭　修士	 １年（関根研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 梅田　隆太	 ４年（平沢・小堀研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 長尾　英志	 ４年（平沢・小堀研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 巻田　舞子	 ４年（平沢・小堀研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞特別賞 丹地　真理　修士	 １年（松方研）
化学工学会関東支部　化学工学会新潟大会2014学生賞奨励賞 石黒　創之介　修士	 １年（松方研）
第４回CSJ化学フェスタ2014　優秀ポスター発表賞 小西　敏博　修士	 １年（西出・小柳津研）
第４回CSJ化学フェスタ2014　優秀ポスター発表賞 片桐　龍　修士	 １年（西出・小柳津研）
第４回CSJ化学フェスタ2014　優秀ポスター発表賞 村田　智映　修士	 １年（西出・小柳津研）
日本化学会　第４回CSJ化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 斎藤　友貴　修士	 ２年（黒田・下嶋・和田研）
日本化学会　第４回CSJ化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 松野　能成　修士	 ２年（黒田・下嶋・和田研）
日本化学会　第４回CSJ化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 松本　拓準　修士	 ２年（黒田・下嶋・和田研）
日本化学会　第４回CSJ化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 吉川　昌　修士	 ２年（黒田・下嶋・和田研）
10th	 International	Conference	 on	Electrochemical	Micro	&	Nano	
System	Technologies
Distinguished	Poster	Award

ヴォダルツ　ジギー　博士	 １年（本間研）

第30回日本セラミックス協会関東支部研究発表会　奨励賞 前田　聡志　修士	 １年（菅原研）
日本セラミックス協会第27回秋季シンポジウム・セッションNo.06　
若手優秀ポスター発表賞 永田　皓也　修士	 １年（黒田・下嶋・和田研）
日本ゾル–ゲル学会第12回討論会　ベストポスター賞 廣岡　奈緒子　修士	１年（黒田・下嶋・和田研）
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■中曽根荘三奨学金の設立について
応用化学科教授  西出宏之（新制20回）

　中曽根荘三（なかそねしょうぞう）先輩は、
1946年早稲田大学理工学部卒業、大学院文部省
特別研究生として「高分子の関わる界面化学」
の研究に従事された後、千代田化工建設株式会
社、日商岩井株式会社(現・双日株式会社)で部
長、役員などを務められました。一方、本学で
は創立百周年記念募金委員、理工「六花会」幹
事などとして各種事業に多大なるご協力を頂く
とともに、1957年には早稲田大学高研会の設立
に初代会長として関わられ、現在も名誉会長と
してご尽力いただいています。

　このたび、「高分子の関わる界面化学」分野
の研究発展に貢献しようという強い志をもつ先
進理工学研究科の大学院生を支援することを目
的として、中曽根先輩より、1000万円のご寄付
を賜りました。中曽根先輩のご厚志に報いるた
め、ここに中曽根荘三奨学金を新設し、先進理
工学研究科修士課程、博士後期課程、一貫制博
士課程に在学する学生で、高分子の関わる界面
化学について研究成果を挙げたものに年40万円
を授与することとしました。2014年度は１名
（先進理工学専攻LD３加藤遼君）を選考し、奨
学金の授与を決定しました。
	 以上
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■新博士紹介　2014年度博士号（工学）授与　（平成27年3月）

申請者氏名　 主査（敬称略） 論文題目（その訳）

アサクラ　ユウスケ
朝倉　裕介 黒田　一幸

Precise	Synthesis	of	Crystalline	Nanostructured	Materials	 from	Layered	Silicates	
by	Using	Interlayer	Modifi	cations
（層状ケイ酸塩の層間修飾を用いた結晶性ナノ構造材料の精密合成）

オオシマ　カズマサ
大島　一真 関根　泰

低温メタン転換のための触媒への電場印加効果
（Electric	 field	 effects	 on	 catalytic	 reactions	 for	 low	 temperature	methane	
conversion）

コヌキ　カナメ
小貫　要 平沢　泉

選択的晶析法に基づく医薬化合物を生産するプロセス開発
（Process	Development	 for	Producing	Pharmaceutical	Compounds	Based	 on	
Selective	Crystallization）

スギウラ　ユキヒロ
杉浦　行寛 関根　泰

芳香族炭化水素からの水素製造におけるNi担持ペロブスカイト型酸化物触媒の活
性、耐酸化性、および構造に関する研究
（Catalytic	activity,	oxidation	resistance,	and	structure	of	perovskite-supported	Ni	
catalysts	for	hydrogen	production	from	aromatic	hydrocarbon）

スズカ　ミチオ
鈴鹿　理生 西出　宏之

Charge-Transport	 Process	 of	 Organic	 Redox-Active	 Molecules	 and	 Their	
Application	to	a	Highly	Effi		cient	and	Charge-Storable	Dye-Sensitized	Solar	Cell
（有機レドックス分子の電荷移動過程と蓄電能もつ色素増感太陽電池への応用）

ムカイ　ダイキ
向井　大揮　 関根　泰

担持金属触媒における金属-担体相互作用と第二金属添加効果
（Metal-support	interaction	and	eff	ect	of	second	metal	addition	in	supported	metal	
catalyst）

リュウ　グン
劉　軍 逢坂　哲彌

Carbon-coated	Li2S	as	high	performance	cathode	for	lithium	ion	battery
（リチウムイオン電池の高性能正極材料としてのカーボン被覆硫化リチウムの作
製）

v
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　2014年度修士論文発表会（2015年１月28日）での
皆さんからの声の一部を紹介します。アンケート
（無記名）：①修士論文発表会について、②大学院で
の研究活動や研究生活について、③研究成果や実験
データに対する思い、④指導の先生に一言。

　①：友人達の２年間の努力を見る機会があって大
変有意義でした。／いつもは研究室内の人としか話
をしないが、他の研究内容を通してそれぞれの研究
室の様子が知れてよかった。／分野の違う方とたく
さんディスカッションでき、有意義でした。／皆さ
ん、いろいろな研究をしていて、とてもためになり
ました。／異なる分野でも理解できるように説明で
きる友人に驚いた。自分の研究を理解しているから
こそ簡潔に説明できるのだと感じた。／他分野の人
に研究内容を説明する難しさを感じた。／他の研究
室の教授とお話ができてとても面白かったです。も
っとそんな機会があるといいと思いました。特に博
士課程で。／他分野の教授の方に教えを請うことが
出来る機会を、このような終盤のみでなく定期的に
開催していただきたいと思いました。／教授ってや
っぱりすごいなーと思いました。考察の種をたくさ
んいただけたので、これからもっと詰めていこうと
思います。／修士論文発表会の連絡が非常に遅すぎ
ると感じました。／連絡をもう少し早くして下さ
い。／連絡が遅い。／発表スペースが広く取られて
おり、良かったと思います。／教授２人、助手１人
などという決まりは必要なのでしょうか。チェック
が甘いんじゃないかと感じました。／自分の研究成
果を認めてくれる方が多かったので、有意義な時間
でした。
　②：もう少し考えて研究すれば良かったとやや反
省しています。／大変恵まれた環境で有意義な２年
間を過ごすことができました。／つらいときもあっ
たが、修士論文発表ができて研究生活が充実できて
いたと感じた。／２年間、全力で研究に打ち込むこ
とが出来た。この環境にとても感謝しています。／
苦しい戦いだったが、発表会の際の黒田教授の労い

の一言で全てが報われた気がした。／国際学会で同
じ分野の方とディスカッションでき、大きな励みに
なりました。もう少し、応化の他の学生や先生とも
ディスカッションしたかったです。／研究室で過ご
した２年間は、今までの人生の中でも非常に濃密な
ものでした。／忙しかったが、充実していたと感じ
ます。／最も成長できた２年間でした。一つのこと
を極め自信を持って発表できた経験は、一生の宝物
になると思います。いい大学生活でした。／よく遊
び、よく学びました。／かなり自由に研究させてい
ただきました。友人のテーマを通して幅広い考え方
に触れられたのも良かった。／とても充実した２年
間になりました。社会人になっても研究室でのこと
を忘れず社会貢献したいと思います。
　③：自分の中で納得して終われた部分も、もう少
しつめていきたかった部分もありました。特に、
M１期間での実験がうまくいかなかったのが心残り
です。／研究背景には興味を持ってくれるが、デー
タや考察を見るとほとんどの人が「難しい」と言わ
れ議論できないので悲しい。／データの見せ方が重
要であることを学びました。／研究成果の一部が特
許化され産業界に展開される可能性が出たことに達
成感を感じました。／次の世代につながる研究成果
を達成できたと思う。／データの再現性に苦しんだ
が、やり切れてよかったです。／途中でテーマ変更
があり今のテーマを半年しかできなかったため、ど
ちらのテーマも不完全燃焼で終わってしまった気が
します。／特性が向上したデータもそうでないデー
タも含め、今後の研究室のために何かしらの役に立
てることを願います。／装置に愛情を注ぐと、それ
なりの結果が出るようになった。
　④：清水先生３年間（＋３年間）大変お世話にな
りました。心から感謝しています。／３年間ご指導
してくださいました細川先生、ありがとうございま
した。次のステージでも頑張ります。／心より感謝
しています。／面白かった。／新しいIRがほしい。
／ご指導ありがとうございました。これからもがん
ばります。

2014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
　再生可能エネルギーの利用拡大が叫ばれるが，
現状ではその利用は限定的であり，石油や石炭な
どの化石資源の代替には至っていない。現在，再
生可能資源由来のバイオエタノールをガソリンと
混合し自動車燃料として利用されているが，糖類
の発酵で得られるバイオエタノールは希薄水溶液
であるため，エネルギー損失の大きい精密蒸留が
必要となり，実際に取り出せるエネルギーはエタ
ノールの燃焼エンタルピーの半分程度となる。こ
れに対してエタノール水蒸気改質は（下式），低
濃度エタノール水溶液から高濃度水素へと一段で
転換可能である。

　C2H5OH（g）+３H2O（g）

	 →２CO2（g）+６H2（g）	 H=173.5	kJ	mol－1　

　また吸熱反応であるため，排熱を利用すれば熱
量を上積みすることができる。未利用排熱をエタ
ノール水蒸気改質に供給して水素として取り出す
ことで排熱のエネルギーを化学エネルギー（水
素）に変換できるため，再生可能エネルギー利用
とエクセルギー回収が同時に実現できる高効率な
エネルギー製造プロセスが構築可能である。

本稿では，エタノール水蒸気改質を高活性，
高選択的に進めうるコバルト系触媒に関する最近
の研究成果について紹介する。
　筆者らは，これまでにコバルト触媒に鉄やカリ
ウムを添加することで，活性や選択性の向上およ
び炭素析出の抑制に有効であることを報告してき
た1－4）。第二成分の添加効果を検討したところ，
少量の鉄を添加したFe/Co/Al2O3上ではFe–Co合
金が形成され，カリウムを添加したCo/K/Al2O3

上ではCo0–CoOのコアシェル構造が形成された。
このような構造変化が触媒特性の向上に寄与した
と考えられる。
またFT–IRを用いて吸着種の挙動を追跡した

ところ，これらの触媒上では中間体であるアセテ

ート吸着種が安定化されていた。アセテート種が
水蒸気改質することなく単純に分解するとメタン
が生成してしまうため，鉄やカリウム添加によっ
てアセテート種が安定化されること（水蒸気改質
が進行するまで触媒上に吸着しておくこと）で選
択性が向上したものと考えられる。

2．今後の展開
　筆者らが開発したコバルト系触媒は550℃程度
の温度域において炭素析出が少なく，高い活性・
水素選択性を示す優れた触媒である。一方で，未
利用排熱を用いるエクセルギー再生型の水素製造
を実現するためには反応温度の低温化が求められ
る。現状200–300℃の低温で高活性を発現する触
媒の報告はなく，反応システムの検討も含めた高
性能触媒反応系の開発が不可欠である。また本稿
では紹介しなかったがバイオマスセルロースから
低級オレフィンへの直接転換にも取り組んでおり5），
再生可能資源から水素ならびに化学品を製造する
触媒プロセスの開発を通して循環型社会の構築に
貢献したい。

3．研究業績
１）	S.	Ogo	et al.,	“Eff	ect	of	small	amount	Fe	ad-
dition	on	ethanol	steam	reforming	over	Co/Al2O3	
catalyst”	Appl. Catal. A,	472	（2014）	113–122.
２）	S.	Ogo	et al.,	“Steam	reforming	of	ethanol	
over	K	promoted	Co	catalyst” ,	Appl. Catal. A,	
495	（2015）	30–38.
３）	小河脩平ら，“総説特集・非在来型触媒反応
での水 素 製 造 ” 日 本エネルギー学 会 誌，92	
（2013）	1028–1033.
４）	小河脩平ら，“コバルト触媒を用いたバイオ
エタノールの水蒸気改質による水素製造” 月刊
「ケミカルエンジニアリング」，60（3）（2015）
1–7（165–171）．
５）	小河脩平，平成26年度	日本エネルギー学会
奨励賞	（2015）．

若手の頭脳
バイオエタノールの水蒸気改質による水素製造のための高性能触媒の開発

早稲田大学　先進理工学部　応用化学科　関根研究室
助教　小河脩平
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　 層 状 複 水 酸 化 物（layered	double	hydroxide,	
LDH）はMg2+やAl3+といった金属カチオンを含
む水酸化物層が積層した層状化合物で、一部は天
然の粘土鉱物にも見られます。LDHは他の層状
物質とは異なり、層間にOH－、Cl－、CO3

2－等の
アニオンを含むため、アニオン交換能を有してお
り、有害アニオンの除去等へ応用されています。
しかし、LDHは空気中のCO2に由来するCO3

2－を
強く取り込むため、空気中でアニオン交換能を失
ってしまいます。一方、本学・環境資源工学科の
山崎淳司教授らのグループは、LDHをナノ粒子
にするとアニオン交換能の低下を抑制できること
を報告しており[1]	、適切なナノ構造の構築により
LDHのアニオン交換能を制御できることが示唆
されました。
　筆者は在学中に黒田一幸先生のもとで粘土を用
いたナノ構造材料の研究に従事し、上記の研究に
も興味を持っていましたが、良いアイデアが無
く、研究に着手するには至りませんでした。博士
号取得後は東京大学の水野研究室（触媒・錯体化
学）で、ポスドクとして金属と酸素からなるクラ
スター状化合物（polyoxometalate,	POM）の研
究を担当しました。POMの多くは構造が原子レ
ベルで決定されており、構造を厳密に議論できま
す。研究を行ううちにアンダーソン型POM（図
1a）がLDHの部分構造（図1b）と良く似た構造
を持つことを知りました。アンダーソン型POM
は生 化 学 等で緩 衝 溶 液として用いられる
Tris(hydroxymethyl)aminomethane（THAM）
と安定な結合を作ります。これらのことから、筆
者はLDHとTHAMとの組み合わせに興味を持ち
ました。
　そこで、LDHの原料であるMgCl2、AlCl3の水
溶液にTHAMを加え、80	°Cに加熱しました。
しかし、反応後の溶液は透明で、LDHの生成を
示す沈殿は全く見られませんでした。これは面白
いものが出来たと思い、溶液の分析を進めた結
果、10	nm程度のLDHナノ粒子（図1c）が殆ど凝

集せずに分散していることがわかりました。
THAMがLDHの表面に吸脱着を繰り返し、結晶
成長を大幅に抑制したと考察しました。また、
LDHナノ粒子の表面にはTHAMが結合し、ナノ
粒子の分散安定性を向上させたと考えられます。
このような働きはTHAMに特有で、THAMと
LDHの相性がとても良いと言えます[2]。
　興味深いことに、LDHナノ粒子は大気下でも
アニオン交換能を保持していました。既報	[1]と同
様に、ナノ粒子化によって層間のアクセス性が向
上し、層の端に新たな交換サイトが形成されたと
考えられます。従来法では粒子径の制御が困難で
したが、本手法ではTHAMの濃度によりLDHナ
ノ粒子の粒子径を制御できます。これにより、ア
ニオン交換能と粒子径には相関があることを確認
しました。As、Se、Bといった有害元素を含むア
ニオンの除去にも、LDHナノ粒子は高い性能を
示しました[2]。
　以上より、クラスター構造のPOMをLDHのモ
デル物質と考えることで、LDHの化学をより深
く理解し、低コストなアニオン交換材料の開発に
貢献できたものと考えています。現在はLDHナ
ノ粒子の形状が良く揃っていることを活かし、吸
着能や触媒能に優れた規則的ナノ構造体の調製に
利用できないかを検討しています。

図1.��LDHやPOMの構造　(a)�アンダーソン型
POMの構造,�(b)�LDH層の構造,�(c)�LDH
ナノ粒子のTEM像.

引用文献
[1]	A.	Yamazaki	et al.,Chem.Lett.	2006,	35,	1296.	
[2]	Y.	Kuroda	et al., Chem. Mater.	2013,	25,	2291.

若手の頭脳
錯体化学にならった層状複水酸化物ナノ粒子の合成法とアニオン交換能

早稲田大学　高等研究所
助教　黒田義之（新制56回）

37



■�山本明夫先生（工学博士　早大応化新4回卒　早稲田大学理工学総合センター
　顧問研究員　東京工業大学名誉教授）は平成26年度文化功労者に選定されました。

卒業生近況

■�清水研究室同窓の会『朋有会』（平成26年
9月27日）−4つのUに思いを込めて−

2014年�荒牧�光紀（清水研究室�修士1年）�筆
　今年も清水研究室の同窓会である朋有会が執
り行われました。今年は20名ほどの清水研究室
の卒業生の方々や、清水教授のご家族にも出席
していただきました。会は修士2年及び博士課
程の学生による研究活動のショートプレゼンに
始まり、先輩方の鋭いご指摘の数々に学生一同
みな刺激を受けました。その後、懇親会を兼ね
た在学生全員によるポスターセッション、そし
てこの朋有会の翌日に控えた清水教授の誕生日
をサプライズで祝うといった内容で大いに盛り
上がりました。こうして、清水教授を始めとし
た研究院講師、在学生そして卒業生の繋がりを
より一層強くする事が出来ました。	
　この会の由来は、まず第一に、漢字では、有
機化学を中心とした朋（友）であることを直接

的に表しています。第二に論語学而編の「有朋
自遠方来、不亦楽乎（朋有り、遠方より来る。
また楽しからずや）」から引用し、この会で卒
業生が学問の場に集まって語ることの楽しさを
再現したいとの思い、そして早稲田大学校歌の
一節「集まり散じて」と同時にその不可逆過程
から脱皮し「散じて集まる」という社会と母校
の相互関係を大切にしていきたいとの思いも込
められています。そして第三に、「ほうゆう」
から「４（フォー）ゆう」として四つのUを目
指そうということになりました。最初のU（ゆ
う）は有機化学の意味ですが、二番目のUは「For	
You」のYouです。自分のためだけなく、あな
たのためにも。清水教授は、造語ではあります
が、「友思う、故に我あり」という信条を大切
にしているとおっしゃられました。第3のUは
「University」のU。Universe（宇宙）と同一の
語源であり、宇宙に向けた科学技術の未来を皆
で考えていこうということでした。最後に、第

会員動静・同門会
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4のUは「ゆめ」です。将来に対する希望を持
ち続けること。そしてその希望は「YouMe」（“ゆ
め” とよむ）、すなわち「あなたと私」で実現し、
４つのUが意味する「有機化学、友人、大学と
科学、希望」を大切に持ち続けたいという願い
が込められています。
　今回は定期開催となってから2回目ですが、
多くの方々によって研究室、延いては応用化学
科というものは支えられているのだと改めて感
じました。卒業してから数年、数十年経っても
馳せ参じ、繋がりを感じるというのはとても尊

いことです。清水教授はよく「我々は巨人の肩
に乗っている」というお話をされます。巨人と
いうのは過去の先輩方のことで、諸先輩方の築
き上げられた歴史の上に現在我々がいるのだと
いう事を意識することが大切だという意味で
す。こうした尊い歴史を感じることのできると
ても貴重な1日でありました。
　お忙しい中、出席して下さった卒業生の方々
や会の運営に携わった研究室の一同に感謝して
おります。
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卒業生近況
同期会

■�「ウロウロ会」（応化36：新11回囲碁会）
　開催報告（2014.12.19）

　本会は、発足以来、今回（平成26年２月19日）
で144回を迎えました。会員は、すでに喜寿を
過ぎてきたことから、次第に足が遠退いて来て
いるのは否めません。最盛期には20名程が集ま
りましたが、最近では10名を割ることが常態化
していて一抹の寂しさを覚えます。それでも年
初から年間を通して、毎回出席のスケジュール
を組んでいる会員が５～６名います。
　今、「健康寿命」（日常生活に制限のない期間）
を延命し、平均寿命との差を如何に短縮するか
が注目されています。
　とりわけ、70代より急激に増大する自立度の
低下をどう防ぐか、あるいは始まる時期を遅ら
せられるかが、その後の生きがいに大きく影響
をもたらすとも言われています。本会がこうし
た役割の一端を担っているのは疑いの余地があ
りません。	

生きがいに
ウロウロ会へ
今日も行く （江崎　友康　作）

　本会は、これまで３名の会員を失うという悲

しい出来事がありましたが、その際には必ず「お
別れの会」を兼ねての開催とし、故人の在りし
日の写真と文言を添えます。故岩田君の折には、
世古口君が詠んだ五行歌を添えて偲びました。
	

思い出の
断片をつなぎ合わせて
語り合う輪のなかに
きみの甲高い声がない
哀し、お別れの会 （世古口　健　作）

　本会も早いもので、今年6月で150回になりま
すが、更なる200回を目指して途絶えることな
く続くよう願っているところです。会員はこの
ような会に恵まれていることに感謝し、誇りに
しています。	

対局風景

	 2015．1．6　江崎　友康　記

■応化38同期会（昭和38年卒業・新制13回）
　2014開催報告

　2014年10月22日（水）　11：30～14：00　丸の
内ホテル８階にあるレストラン　「ポム・ダダ
ム」にて応化38同期会が開催されました。
　今回は、同期生の中には九州、四国、関西方
面に居を構えておられる御仁が日帰り可能なよ
うに、また、病のために歩行に困難を抱えなが
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ら手押し車で参加される級友のことも勘案して
場所も集まり易い東京駅周辺とし、あまり混雑
しない時間帯を選び、食事もメインのランチ以
外は、バイキング形式のオードブルやデザート
が準備され、飲み物も飲み放題を止めて適当量
に抑える試みを幹事団（福田暉夫、武笠英彦、
山口達明、齋藤英輔の各氏）が計画しました。
　その他、会場内に展示台を設けて各自が持参
した趣味と実益を兼ねた著作、作品が展示（い
くつかを以下に掲載）され、話題としました。
今回は、主にメールにて案内を行い、欠席者も
含めて近況報告を収集し、当日資料として配布
されました。

吹き抜けの会場で乾杯

手押し車と共に参加した級友を囲んで

　事前に同期会開催の予告をメールまたは手紙
で全員に事前通知し、日程を決定し、その後は
幹事から準備状況をその都度メールで連絡する
努力を重ねた結果、一人の脱落もなく32名の同
志が参集しました。
　最も遠方からの出席者は、高知高専物質工学
科で教鞭をとっていた米津　潔氏で現在は、写
真撮影にはまっているとのこと。撮影対象は、主
に花、蝶、鳥でたまには撮影旅行にも出かける由。

　時間の関係もあり、食事をしながら作品を持
参された方からの説明を聞くことになったが、
それらのいくつかを解る範囲で以下に掲載する。

出来立てホヤホヤの教科書

研究の集大成

箱根西麓での森林整備と遊歩道づくり

作品（油絵）の写真を掲げる作者
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　山口達明氏の司会で、作品を持参した方から
逐次簡単な説明がなされた。アカデミアで活躍
していた人からは新しく出版した教科書や原子
力関係の専門的な学術書についての紹介、また、
長年ボランティアで箱根西麓の森林整備作業を
行うとともに遊歩道をつくったり、最近では有
志８名で「森林資源利活用研究会」を立ち上げ
て間伐した木材をカスケード利用することによ
りCO2削減や地域の活性化に利用しくような努
力を続けている方から９枚の写真による活動の
紹介、永い間に描いてきた油絵の中から気に入
った絵の写真を掲げてこれは「船橋のセザンヌ
の絵だ」と仲間から冷やかされたと自作の説明
をする人、大学時代の研究グループでβ－シヌ
クレインを発見した学者は、このたんぱくが変
異することによりパーキンソン病の原因となる
との解説があり、パーキンソン病患者の40%が
認知症を発症するなど、認知症の仕組みを理解
すれば認知症が予防できることをまとめた解説
本（ストップ認知症）の紹介などがありました。
　以上のように参加された方は、ほぼ全員が健
康維持に注意を払い、適度に体を使い、素晴ら
しい趣味を続けることにより脳機能が低下しな
いよう努力している貴重な情報を得ることがで
きたのではないでしょうか。

全員の集合写真

　閉会後、「来年の同期会にも是非出席したい」
との声を聞き、従来とはやや趣の異なるスタイ
ルの会合ではあったが、かなりの人が後期高齢
者の仲間入りをする年代には選択すべき一つの
方法であろうと思われ、特に不満の声も聞かれ
なかったので、幹事団も安堵したのではないか
と思われます。

　来年の再会を期し、次回幹事として承諾を得
た、籏野嘉彦、林　辰雄、豊田常彦、国分可紀
の諸氏にバトンタッチし、散会した。
　今回の開催で判明したメールアドレスを含む
変更内容は、ご本人の同意を得て応用化学会事
務局宛に連絡済みです。
	 （文と写真：クラス評議員　相馬威宣）

■新18（昭和43年卒）応化同期会開催報告
　（2014年12月6日）

　2014年11月29日（土）、早稲田大学西早稲田
キャンパス63号館レストラン馬車道で昨年に続
き同期会を開催しました。出席者は32名でした。
　保坂君の司会、幹事竹下の挨拶、小久保君の
乾杯で会が始まり、楽しい会食・歓談の後、	東
急病院顧問医師筋野君、指圧師加藤君のお二人
による講演、次いで応用化学会基盤委員の中井
君と交流委員の関谷君の精力的な取組みが報告
されました。	楽しい一時を過ごし、16時過ぎ
に保坂君の会計報告、次いで鶴岡君の締めでお
開きになりました。
　今回は、参加者のほぼ全員が古希という節目
の年にあたる同期会でしたので、幹事会で次の
２つの記念行事を計画しました。
１）早稲田大学応用化学会給付奨学金への30万
円寄付の件。この30万円は、同期会開催の都度
積み立ててきた余剰金の中から出しました。
２）東急病院顧問医師筋野君、指圧師加藤君の
同期お二人による記念講演。
・	筋野医師の演題は、“ウイルス性肝炎から肝

細胞癌まで” で、プロジェクターを用いて肝
臓の構造、働き、B,C型肝炎ウイルスの感染
経路、予防・治療、NASH,NAFLD、脂肪肝
から肝細胞癌等について詳しく説明して頂き
ました。
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・	加藤指圧師の演題は、“膝痛、腰痛の対処方
法について” で、指圧師は国家資格が必要で
整体師やカイロプラクターとは異なるとの説
明に続いて、膝痛、腰痛の原因、対処方法や
筋トレ等について実演を交えながら詳しく説
明して頂きました。

　時間の関係で、全ての質問に答えられないほ
ど多くの質問がでました。	日々ご多忙にもか
かわらず、我々同期の為に快くご講演を引き受
けて頂いたお二人に心	より感謝申し上げます。	

（注）次回は2015年11月28日（土）を予定して
います。詳細は各研究室の幹事から後日、ご連
絡致します。同期の皆さん全員の参加をお持ち
しています。	

（幹事：杉本、村岡、二見、品田、小久保、渡
辺（壮太郎）、永田、関谷、鶴岡、曽根、金山、
渡部、中井、山形、長島、保坂、竹下）
	 （文責　竹下哲生）
	 以上

■新19期同期会報告（平成26年11月26日）

集合写真

　11月26日（水）に卒業後初めての同期会を大
久保キャンパスで開催、参加者は約30名となり
ました。
　同期で大学に残られた逢坂教授の研究室と分
析センターなどを見学し、40年以上の年月を経
た大学の姿に、それぞれが隔世の感を感じまし
た。
　会食は馬車道で和気藹々と楽しく賑やかに行
われました。人数が適当だと思われたために、

各人の１分間スピーチで近況などを報告しあい
ました。逢坂先生の電池関連の技術や周辺の動
向には多くの人たちが関心をもっている分野で
もあり、熱の入った議論があちこちで飛び交っ
ていました。
　また、学生時代から麻雀の強かった西島君は
リタイア後にプロ雀士の資格を取得し、全国大
会で優勝、その後のパリ国際大会で準優勝とい
う快挙を成し遂げた話題提供もありました。さ
らに、佐野君は古希でのトライアスロンを目指
していると言う紹介もありました。
　参会者の多くから、是非とも継続したいとの
声が上がっていましたので企画をしたいと考え
ています。この報告で開催を知った方もいると
思いますが、是非とも連絡先の整備をしたいの
でメールアドレスを下記の井上までご連絡いた
だくか、応化会事務局にご一報ください。な
お、会の幹事役の廣谷君から応化会の現状報告
と会費の納入のお願いがあり、滞っていた数名
の方々からは即座に納入を頂けました。
　同期会、及び応用化学会を今後とも宜しく応
援ください。
	 以上
（文責：井上　健
	 takeshi.inoue@akane.waseda.jp	）

■新21期同期会報告（平成26年11月1日）

集合写真

　昨年10月に、卒業以来初めての応用化学卒業
生全員を対象にした新21期同期会を開催しまし
たが、その時これからは毎年やろうという強い
提案があり、皆と相談して毎年理工展の開かれ
るタイミングで開催することに致しました。
　当日はあいにくの雨でしたが、早目にキャン
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パスに着いた人たちは、理工展で現役の学生諸
君が大いに張り切って活躍されている様子を拝
見、化学の体験実験では訪れた子供たちにいき
いきと説明している姿に接し、また応化模擬店
では揚げバナナを楽しむことができました。
　会場は63号館の馬車道、17時開会でした。幹
事長瀬君の司会で始まり、本年度から応用化学
会の会長になった三浦千太郎君からの開会の挨
拶、そして応化会現状の説明がありました。次
に広報委員長の橋本正明君から、新しく新21期
の評議員になった堀江芳文君、島田修二君の紹
介があり、二人から挨拶と近況報告がありまし
た。
　宴は応化会副会長の倉持誠君の乾杯で始ま
り、賑やかかつ愉快に歓談、そして昨年参加で
きず、今回卒業後初めて参加された安斉秀行君、
今井久雄君、渋谷誠君、西宗一郎君、権田隆一
君、富山俊男君から近況を話してもらいました。	
始めて参加の人とは、最初は誰だろうと思った
顔が、名前がわかった途端に昔の顔と重なり合
って、ああお前かと、40年余の時空を一瞬にワ
ープする不思議な体験を今回もすることができ
ました。会っていない40年がどこかに飛んで、
あっという間に昔と同じ関係に帰るというのは
実に不思議です。

　最後に集合写真をとって、長瀬君が確保して
くれていた二次会会場「敦煌」に移り、そこで
は応化会の元会長の棚橋純一君も合流、再びに
ぎやかな宴会となりました。
　末尾になりましたが、今回の開催に当たって
も応化会の同期会支援プログラムにお世話いた
だきました。開催案内の作成・発送、必要資料
の印刷など、応用化学会事務局の高橋様、寺島
様を始め関係者のご協力に心から感謝いたしま
す。
　そして今回は、応化年会費を同期会費と一緒
に納入してくれた方が８名もいました。今後の
応化会の活動にも期待しつつ、来年の再会を約
して散会いたしました。	
　参加者は、次の方でした。
安斉秀行、今井久雄、上野	裕人、小川	保、木
村	秀夫、倉持	誠、権田隆一、佐竹	孝、渋谷	誠、
島田	修二、棚橋	純一、富山	俊男、仲佐	保洋、
中世	憲治、長瀬	穂積、奈良	裕一、西	宗一郎、
西田	誠男、沼田	裕司、橋本	正明、堀江芳文、
松本	治、三浦	千太郎	（幹事：アンダーライン）
	 以上
	 （文責　幹事）

44



■2014年　学生工場見学概要報告
応用化学科　教授　　　野田　優
応用化学科　准教授　　下嶋　敦
応用化学会　交流委員　長瀬穂積

　応用化学科学生工場見学会を９月19日に実施
しました。
　参加人数は、応用化学科２年生45名（男子27
名、女子18名）と引率の野田教授、下嶋准教授、
交流委員の長瀬の合計48名でした。
　当日は、理工学部キャンパスに集合し、８時
半に大型バスで出発しました。
　午前中の見学先は花王すみだ事業場。1887年
創業、高級化粧石けん「花王石鹸」をつくった
のが始まりでしたが、花王ミュージアムではそ
の歴史が良くわかりました。
　ファンデーションの充填ライン等を見学し、
肌、毛髪の評価テストを体験できました。
　昼食後は、応用化学科OGの山㟢さんから、
化粧品の化学、大学時代の勉学・研究との関連、
女性の働き方などを話して頂きました。質疑応
答終了後に、熱心な女子学生に囲まれて時間が
足りない様子でした。

　午後は、バスで１時間半ほど移動し、JX日
鉱日石ネルギー中央技術研究所を見学しまし
た。
　会社と研究所の概要紹介の後、応用化学科の
OB、OGの３人に引率され、触媒評価設備、潤
滑油の４WDシャーシー評価設備、水素インフ
ラ用の水素出荷設備を見学しました。見学終了
後、会議室にてOB、OGと現在の仕事と大学時
代の関係などについて、熱心に質疑応答が行わ
れました。
　今回は、予定していた根岸製油所の見学が急
遽中止になりましたが、代わりに石油精製につ
いてのスライドでの説明がありました。

　今年の工場見学は、学生の参加者が45名とな
り、大型バスがほぼ満席となりました。募集開
始後数日間で予定人数に達し、関心が高かった
ことが分かります。８月１日には参加者全員に
ガイダンスを実施しました。
　見学後に実施したアンケート結果では、「花
王では、OGの話が聞け、評価テスト体験がで
きて良かった。JXでは、製油所の見学中止は
残念だったが、評価設備等が見学でき、規模の
大きさが分かった」などの意見がありました。
	 以上

学生部会活動近況
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■第61回理工展　2014
　2014年11月１日（土）、２日（日）に第61回
理工展が行われました。私たち応用化学科学生
委員会は屋台・実験・展示、３つの企画を出展
しました。

　今年はマレーシア菓子「揚げバナナ」を販売
しました。
　トッピングとして、チョコ・メープル・コン
デンスミルク・シナモンを用意しました。肌寒
い季節にぴったりのお腹も心も温まるホットス
イーツとして、大変人気がありました。販売、
調理を担当した学生も企画・運営を通して仲を
深めることができました。

　今年の実験班は「見て楽しい実験」をコンセ

プトに、４つの実験を行いました。実験室前に
行列ができるほどの大盛況で、男女問わず幅広
い年齢層の方々にお楽しみいただけました。

スノードーム
　絵の具を用いたカラフルな人工いくらを来場
者ご自身に作製していただき、小さな容器に入
れてスノードームを作りました。実際に実験に
参加でき、完成したものは持ち帰ることができ
るということもあり、お子様に大人気でした。

試験管に雪を降らせる
　試験管中の飽和塩化アンモニウム水溶液を冷
却して再結晶させることで、まるで雪が降るよ
うな現象を再現しました。ふわふわと舞う結晶
を興味深げに見つめる姿が印象的でした。

ルミノール反応
　刑事ドラマなどで知られるルミノール反応
を、大根に含まれる酵素や蛍光色素を用いて行
い、発光させました。実験が成功すると歓声が
上がり、食い入るようにその様子を観察してい
ました。

↑応化女子も活躍♪ ↑興味津々

↑熱々ジューシー ↑実験で培った腕前でおもてなし☆
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ケミカルガーデン
　水ガラス水溶液中に金属塩を投入することで
シリカゲルが析出し、植物のように成長する様
子を観察していただきました。カラフルで幻想
的なため、お子様の他にも、女性にもご好評で
した。

　応化生の生活を紹介するために、教科書展示、
映像上映、入試相談を設けました。私たちは足
を運んで下さった高校生や親御さんに教科書や
時間割を用いながら丁寧に説明を行いました。
応化生の生活は忙しいながらも、有意義な大学
生活を送ることができることを伝えることがで
きました。映像上映では学科紹介、応化生にま

つわるおもしろムービーを企画しました。見る
人はしばし感嘆しながらも、笑いが絶えず非常
に満足して下さいました。
　今年度も大変充実した理工展となりました。
応用化学科学生委員会としても本行事を通して
交流を深めることができ、さらに高校生や小さ
な子供たちにも応用化学科の魅力を伝えること
ができたと感じています。
　また、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、応用化学会のOB・
OG・事務局の方々に深く感謝申し上げます。
来年も引き続きよろしくお願い致します。	

（文責；2014	応用化学科
３年　内田早紀・紫牟田ひな子　

写真提供；応用化学学生員学生部会　広報）

↑カラフルなスノードーム作りに夢中

↑応化生活について楽しく紹介☆

↑子供から大人まで大盛況

↑時間割展示

↑分かりやすく原理を説明

↑親子で応化紹介ムービー鑑賞
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■最新自宅住所あるいは連絡用メールアドレス登録のお願い
　皆さんの同期で「最近会報が送られてこない」とか、「応用化学会からの行事のお知らせメール
が来ていない」という場合は、応用化学会へ登録のご住所やメールアドレスが古いものである可能
性があります。お心当たりの方がおられましたら、今すぐに　応用化学会事務局（次ページ参照）
へ連絡するようにお伝え下さい。（電話、Fax,　メール何れでも可）
　また、皆さんの自宅住所あるいはメールアドレスに変更があった場合には、応用化学会ホームペ
ージのお問い合わせのページからも変更の連絡が出来ますので、ご活用下さい。

■応用化学会会費納付について：
1．会費を納付頂いた方には、次の特典があります。
　＊応化会報（年2回）の送付
　＊	貴重な応化会情報を収納した資料庫（応化会ホームページ等）のパスワード（毎年更新）の付与

2．様々な納付方法が利用できます。
1）「払込取扱票」で納付
　「コンビニ」（窓口）、「ゆうちょ銀行」（窓口・ATM）、「Pay-easy対応の金融機関」（パソコン・
携帯・ATM）での納付に対応しています応化会費払込取扱票をご希望の方は、次ページの応用化
学会事務局へご請求下さい。　いずれも単年度（2015年度）分会費のみ納付可能です。
　「Pay-easy」での納付可能金融機関と支払方法（パソコン・携帯・ATM）は、ヤマトフィナンシ
ャル㈱のホームページからお調べの上、納付お願いします。
　ご不明の点は、応用化学会事務局までお問い合わせ下さい。
2）「PayPal」で納付
　応用化学会ホームページの「事務局」－「会費納付」のページから、納付サイトへ入り、納付お
願いします。「PayPal」への登録とクレジットカードが必要となります。
3）「会費自動支払制度」で納付：
　最も手間が掛からず、会費の割引があります。本制度の特徴は以下の通りです。
1）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。
	 	　当該年度（1年分）会費のみ引落可能です。今からですと、2015年度から納付開始となります。
	 	　（2015年8月末までに申請書類を事務局へ提出された方は、10月18日引落となります）
2	）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。

3）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。
　応用化学会の活動は、会員の皆さんの会費で運営されていますので納付によるご支援を是非よろ
しくお願いします。

事務局からのお知らせ

48



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）

■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。
　2014年度は、新06回、新07回、新08回、第21回、新13回、新14回、新18回、第19回、新21回
新22回、の申込みを頂き、支援を実施させて頂きました。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
　・応化会ホームページでの開催案内掲示
　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（本ページ下参照）へ
ご相談下さい。
　尚、2015年度上期の開催の支援申込み締め切りは　2015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1.2ｍ×
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。送料も含めて費用は
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。
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　2000年秋号（No.63）から、応化会報の表紙をお願
いしております藪野　健先生（早稲田大学栄誉フェロ
ー・名誉教授）が、本年2月に早稲田大学を絵で綴っ
た「早稲田風景～紺碧の空の下に」（中央公論社出版）
を上梓されました。
　本誌には、応用化学科にゆかりの絵も掲載されてい
ます。
　　 • 大正初めの理工科応用化学科校舎
　　 • 実験室
　　 • ６号館旧理工学部
　また、本書には、今までの年代を現した多くの大学
および大学近辺の建物も掲載されています。
　是非、ご覧頂ければと存じます。

　藪野健先生は1943年名古屋市に生まれ、1967年に早稲田大学大学院文学研究科芸術専攻美術史修士課
程を修了されました。昭和会展優秀賞、二紀展文部大臣賞、日本藝術院賞などを受賞、武蔵野美術大学
造形学部映像学科教授、早稲田大学芸術学校教授、同基幹理工学部表現工学科教授を経て2014年4月に
早稲田大学栄誉フェロー、名誉教授となられ、現在は日本藝術院会員、二紀会副理事長として活躍され
ておられると共に、2015年4月からは、府中市美術館長に就任されました。
　応化会報では、素晴らしい「早稲田風景」の表紙絵をこれからもお願いしていく所存ですので、会員
の皆様もぜひお楽しみに。

早稲田風景�紺碧の空の下に
【新刊紹介】
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　いま、複雑な思いを抱きながら、この編
集後記を書き始めています。まず、応用化
学科の今春の嬉しいお知らせとしては、黒
田一幸教授が日本化学会賞、菅原義之教授
が日本化学会教育賞、本間敬之教授が電気
化学会学術賞、をそれぞれ受賞されました
（詳細はホームページと本誌）。

入試関連では、とくにここ数年、応用
化学科は高校生（受験生）に人気があり、
私立国公立を問わず難易度（いわゆる偏差
値）が高い学科の１つに数えられていま
す。本年も同様で、一般入試受験者数も微
減に留まりました。そして、いよいよ４
月。難関を突破した一般入試受験生や各高
校からの推薦入学生、留学生を交え、新入
生を迎えます。春の開始は早く、４月１日
の入学式後、今年は６日（月）から「きっ
ちりと」講義が行われます。昔（35年前の
筆者らの時代、あるいは数十年前）とは異
なり、初回の講義は顔合わせや概要説明だ
けで短時間で終了などということはなくな
りました。教員も初回から全力投球です。
　一方、応用化学科（専攻）を取り巻く暗
雲が残り、未だ晴れ間が見えないことは残
念です。そして、何よりも悲しい話題は、
追悼文にも書きましたが清水功雄先生のご
逝去です。

１年生オリエンテーションの際の特別講
義を、清水先生は “Chemistry	 is	central	
science.” で締め括ることが多かったはず
です。軽井沢セミナーハウスから昏睡した
新入生を救急車で搬送したのは筆者です
が、そのときの学科主任は清水先生でし

た。春といえば、先生が教職員のテニス部
だったので、大学の専用コート（現在のリ
ーガロイヤルホテル東京の場所）での昼休
みのテニス練習（２回）に駆り出されたこ
とも思い出されます。

昨年の本会報（2014春号）編集後記は、
その清水先生が執筆されたもので、事務局
からバックナンバーを取り寄せてでも読む
価値のある名文です。身近な話題から、	
H.	G.	ウェルズの「タイム・マシン」の記
述に及び、化学と文明論を展開されていま
す。編集理事として２年間尽力していただ
いたご恩に心より感謝しています。

東工大から着任されてすぐに早稲田応
用化学会の有志会員になり、率先して数々
の行事を担当されました。清水先生が、応
化会総会の懇親会で、「早稲田に来て良か
ったことはたくさんあるけれど、校歌と応
援歌、そして応化会は素晴らしいですね」
と挨拶されたことがありました。筆者ら
（年少の教員）には、「学科のOB会がこれ
ほど積極的なことは珍しい。卒業生の期待
に応えなくてはいけないよ」と諭されてい
ました。外国人であったラフカディオ・ハ
ーン（小泉八雲）やドナルド・キーンが日
本をこよなく愛したように、並みの早大
OB以上に清水先生が応化会を大切にされ
ていたことをここに記しておきます。
　本年の総会では多くの方々とお会いし、
懇親会では先生のお話も交えながら「楽し
い」ひとときを過ごしたいと考えています。

	 （桐村　光太郎）

●2015年春号編集後記
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■今号の表紙絵
創立以来の旧正門
　丁度現在の正門と南門の間に小さなくぐり戸が
あって、入試期間中は開けられている。絵は大正
初めの旧正門風景で、現在の正門は３代目であ
る。この旧正門を真直ぐに行くと恩賜館があり、
その裏手に理工科応用化学科があった。

藪野　健　（早稲田大学栄誉フェロー、名誉教授
　　　　　日本藝術院会員、(財)二紀会副理事長）

逝去者リスト：� �
氏名	 卒業回	 逝去（年月日）	
清水　功雄	 教員	 2014年10月30日
鈴木　和友	 旧29	 2014年12月26日
板倉　宗男	 工05	 2014年5月20日
石山　孝良	 新08	 2015年2月5日
谷本　俊八郎	 新08	 2014年10月18日
横塚　尹左夫	 新08	 2014年9月20日

川田　宏	 新10	 2015年1月5日
小松　一郎	 新13	 2014年12月9日
平田　修	 新13	 2015年1月16日
草苅　直彦	 新15	 2015年3月11日
阿部　康次	 新23	 2014年11月18日
柳沢　賢治	 新23	 2014年10月27日
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