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伝統の逸品

「理工科の卒業記念アルバム
～応用化学科黎明期の写真」

桐村　光太郎
先進理工学部 応用化学科 教授

早稲田大学 大学史資料センターは東伏見に
あり、常設展「大隈記念室」の他に企画展示も
行われている。通常はあまり利用する機会がな
いが、各種の資料が眠っている場所であり、発
掘するととんでもない過去の宝物に出会えるこ
とを知った。和田宏明教授が、ここに応用化学
科に関わる数種の「伝統の逸品」が保管されて
いることを発見したのである。当方もお誘いを
受けて資料の見学と確認に伺った。
理工学部以前、理工科と呼ばれていた時代の

複数の卒業アルバムが「伝統の逸品」である。
各アルバムには大隈重信総長に始まり、往時の
教員、卒業生の写真が収められている。応用化
学科本科誕生の1917年のアルバムも保存されて
いたが、卒業生がいないため学科に関する記載
がなかった。
筆者が最も驚いたのは、焼失した化学実験

棟、最初の「豊明会記念応用化学実験室」の写
真が1917年のアルバムに鮮明に掲載されていた
ことである。
2012年秋号の早稲田応用化学会報「伝統の逸

品」で、筆者は現存する豊明会記念応用化学実
験室のレリーフについて記述した。さらに、同
号の編集後記で、『このレリーフは、旧応用化
学科９号館（現６号館）建設より前のものでは
ないか、との意見を述べられた卒業生の方が複
数おられました』と記述した。今回、（消失し
た）最初の「豊明会記念応用化学実験室」の写
真を見ると、現存のレリーフ（現６号館）と酷
似するものが存在しているのである。もしかし
たらば、この最初のレリーフがそのまま現存し
ている可能性があるのだ。
数年後の応用化学科の卒業アルバムも1冊だ
け保管されていたが、こちらの写真は劣化が激
しく、今のうちに保存しないと内容が判別でき
なくなってしまう危険性がある。
応用化学科創立百周年さらには早稲田応用化
学会百周年を記念して、ぜひ、アルバム類をは
じめ貴重な資料をデジタル化して保存し、広く
閲覧可能なものにしていく作業が始まることを
期待したい。
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　今年もまた、初々しい新入生、西早稲田キャンパス名物の大木の桜の花が春の陽光に照らされ、一年で
最もキャンパスの華やぐ季節となりました。会員の皆様におかれましても、お健やかな日々をお過ごしの
こととお慶び申し上げます。
　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140名余りの学部新入生を新たに迎えます。昨年も巻頭言に書きましたが、
教員にとって、一年の中で最も寂しくもあり、また嬉しくもある季節です。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」が最も心に沁みる季節でもあります。
　さて、本年、いよいよ応用化学科創立100周年を迎えました。この機に応用化学科の歴史を簡単に振り
返ってみたいと思います。大正５年（1916年）４月に本学理工科高等予科に応用化学科が設立され、翌６
年（1917年）９月に本科（３年制）の授業が開始されました。応用化学科の創立はこの時とされており、
機械、電気、採鉱、建築に続く５番目の学科でした。応用化学科創設の直後、学制改革によって新大学令
による大学となり、就学年限も４年に延長されました。昭和17年（1942年）に石油工学科が応用化学から
分離新設されましたが、終戦によって昭和20年（1945年）11月に燃料化学科と改称されました。さらに戦
後の教育制度の改革によって、昭和26年（1951年）に応用化学科と合併し、以来一度も学科の名称を変更
することなく現在に至っています。
　応用化学科は震災、戦災による２度の実験室の焼失などの困難を経験しつつも、豊明会応用化学実験
室、早稲田奉仕園スコットホール、小倉記念館など現在も早稲田の地に残る歴史的な建物において、ま
た、早稲田大学創立80周年事業で現在の西早稲田キャンパスに移転し、51号館8－10階、65号館の研究室
において研究教育が行われてきました。この間、日本の化学工業の黎明期から現在に至るまで、多くの卒
業生が各界で活躍されています。現在では学部卒業生は9,000名を超え、修士課程の修了生も4000名を超
えています。2022年ごろには卒業生が10,000名を超えることになるでしょう。早稲田大学応用化学科の研
究教育が、卒業生の活躍に支えられ、高い評価を受けてきたことは大きな喜びです。最近では、グローバ
ルな大学ランキングの向上が大きな課題となっていますが、2016年の世界大学就職ランキング「QS	
Graduate	Employability	Rankings	2017」では、早稲田大学が世界26位、日本では１位を獲得しました。
このことは応用化学科を含む本学の卒業生の活躍がグローバルにも極めて高く評価されてきた証左です。
大きく急速に変化する国際情勢に対応しつつ、次世代の化学を創り出すための人材を輩出すべく、研究教
育を実践する責任を考え、身の引き締まる思いが致します。本年10月には100周年記念事業として、歴史
的科学遺産の展示、多くの思い出の写真の展示、記念式典などを準備しております。ぜひ、早稲田の地に
足をお運びください。
　教室には若手教員が増えつつあります。昨年４月には有機合成化学部門に山口潤一郎准教授を、高分子
化学部門には須賀健雄専任講師をお迎えしました。また、この４月からは化学工学部門に応用化学科とし
ては初の女性教員、花田信子先生をお迎えし、教員の平均年齢が一気に下がりました。100周年を超えて、
新しい世紀に向かって教員一同心を新たに、研究教育により一層邁進して参ります。会員諸氏からの引き
続きの強いご支援、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

「応用化学科は創立100周年を迎えます」

早稲田大学　先進理工学部　応用化学科
教授　松方　正彦（新制34回）
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　応用化学科（早稲田大学先進理工学部）は今秋に創立百周年を迎えます。松方主任教授の
もとワーキンググループ（黒田、平沢、桐村、本間、和田教授（幹事））が昨暮に発足し、
記念の事業として祝賀会、記念展示、記念出版、キャンパスツアーなどを立案し、準備に当
たっています。
　10月7日（土）に祝賀会を日本化学会、化学工学会、慶應義塾大学など来賓招いてリーガ
ロイヤルホテル東京でもちます。創立百周年記念展示として、本学中央図書館が秘蔵する化
学に縁深いわが国初の書籍群を「江戸後期、知の探究者たちが切り拓いた世界」として1ヶ
月間広く公開します。早稲田のプレゼンスを感じてもらいたい企画です。
　百周年記念冊子は応化75年記念誌や理工学部百年誌にある資料に加筆する形で作成し、
ファクトの年表や学生数などデータを改めて調査し更新し、応化会HPを通しても会員がア
クセスできるようにもします。この機会に、学科の貴重な資料等は、応化会報やアルバム類
と連動して、デジタルアーカイブ化する予定です。
　学科としての事業ですが、応用化学会の強い賛同のもと実施します。寄付口座と税制優遇
は整えました。いずれにせよ同窓皆様にメッセージの投稿や思い出の写真等の提供を呼びか
け、皆で振り返り、語り、次の百年の夢に繋げる場になるよう念じてます。
　創立100年の節目に居る栄光をほんとうに喜べる祝賀会と事業にいたしたく、応化会同窓
会員である皆様のお力添えとご参加をお願いする次第です。

応用化学科創立百周年記念事業��企画・準備のご報告
同ワーキンググループ委員長　西出　宏之

左）早稲田大学理工学部応用化学科卒業記念写真（大正十二年）より挿絵
右）大正九年当時の定量分析室
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戦災を受けた理工学部実験室関東大震災で焼けた応用化学科実験室

左）早稲田大学大学部理工科応用化学科第一回卒業記念写真帖（大正九年）表紙
右）当時の応用化学科教員（松井元太郎先生・富井六造先生・小林久平学科主任）
　　早稲田大学理工学部応用化学科卒業記念写真（大正十二年）より

豊明会記念応用化学実験室竣工式（最初の応用化学科、大正七年十月）



　本年、早稲田大学先進理工学部応用化学科が創立百周年を迎えるに当たり、記念事
業を計画しています。百年に一度のイベントでもありますので、ＯＢ・ＯＧの皆様に
は是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。

　記念事業は、（1）祝賀会　（2）キャンパスツアー　（3）記念展示　（4）記念出版　
（5）寄付を予定しています。

（1）祝賀会
　早稲田大学先進理工学部応用化学科創立百周年記念祝賀会という名称にて、
2017年10月7日（土）18時～20時30分、リーガロイヤルホテル東京　ロイヤルホー
ルにて祝賀会を開催致します。

（2）キャンパスツアー
　設立時に応用化学科が存在した本部キャンパス（「豊明會記念　應用化學實驗
室」のレリーフ（銘板）が残る現６号館も含む）ならびに西早稲田キャンパスを
巡るツアーを実施致します。

（3）記念展示
　早稲田大学中央図書館と連携し、10月５日（木）から11月９日（木）まで、「江
戸後期、知の探究者たちが切り拓いた世界　－応用化学科創立百周年記念展示－」
と題した記念展示会を開催します。中央図書館には、日本化学会が認定した化学
に関する歴史的に貴重な遺産である「化学遺産」に認定された「舎密開宗（セイ
ミカイソウ）」（宇田川榕菴訳、1837年刊、日本で最初に化学を紹介した体系的化
学入門書）をはじめ、日本初の蘭和辞典「江戸ハルマ」、日本初の西洋語の本格
的翻訳書「重訂解体新書」など数多くの貴重な洋学書や、シーボルトが宇田川榕
菴に贈ったものとされる顕微鏡などもあり、展示する予定です。

（4）記念出版
　応用化学科百年の歴史とデータ類をまとめた記念冊子を発行する予定です。応
用化学科ＯＢ・ＯＧの皆様には、ぜひメッセージをお寄せください。

応用化学科創立百周年記念事業について
百周年記念事業検討ワーキンググループ　和田宏明（新制29回）
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　さらに応用化学会と共同で、過去の「早稲田応用化学会報」をすべてデジタル
アーカイブ化し、会員の皆様にご利用いただけるよう努めて参ります。

（5）寄付
　百周年記念事業へのご寄付をお待ちしております。寄付口座は、ゆうちょ銀行、
店番018、普通預金、口座番号78759931、口座名義は「早稲田応化百周年記念事業」
としています。税制上の優遇制度利用を希望される場合は、全額が百周年記念事
業への寄付とはなりませんが、ご案内させていただきます。

　お申込みなど、上記に関する詳細は、今後応用化学科ならびに応用化学会のホーム
ページに掲載を致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　また、応用化学科の過去のイベントに関する資料や写真、卒業アルバムなどをお持
ちの方には、ご提供、ご寄贈をご検討くださいますよう心よりお願いを申し上げます。

伝宇田川榕菴使用顕微鏡
（シーボルトから贈られたとされる）

早稲田大学中央図書館所蔵「舎密開宗」（1837年刊、宇田川榕菴訳）

同館所蔵「重訂解体新書（1838年刊、杉田玄白、
前野良沢らによる漢文訳解体新書の改訂版）
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■第２回学生企画フォーラム

2016年12月17日（土）
　学生企画フォーラムとは、学生委員が主体と
なり、学生会員に、本学科が標榜する「役立つ
化学、役立てる化学」を、企業の方から講演し
て頂き、身近に感じてもらえるよう企画した講
演会です。昨年から始まった試みであり、大好
評の中で、第２回学生企画フォーラムを行う運
びとなりました。
　今回は、現在、株式会社資生堂（以下、資生
堂）で勤務されており、応用化学科OB/OGで
ある中村浩一様、関根知子様のお二方にご講演
頂きました。

中村 浩一様
　学生時代は応用生物化学を専攻していたた
め、資生堂に入社した後は、皮膚化学分野の基
礎研究を行いたいと考えていたものの、実際は
マスカラ作りの研究をすることになったそうで
す。思いがけない分野の仕事に、全力で取り組
む中で、各部署で働く一人ひとりの熱意があっ
て一つの商品が完成することを実感し、その面
白さを感じたそうです。初めは、日本で研究を
していましたが、アメリカとフランスで合わせ

て９年間、資生堂の海外の研究所で研究を行
い、そして現在はマネジメントの仕事をしてい
るという多様な経験から得たことを、「キャリ
ア開発」の点から惜しげも無く話して頂きまし
た。研究や他者からの薫陶は勿論だが、とりわ
け、「人は仕事を通じて成長する」というお言
葉を頂き、さらに、語学などのビジネスの基礎
力は常に磨く必要があり、どんな仕事でも、前
向きに、その仕事を全力で楽しむことが大事だ
というアドバイスも頂きました。

関根 知子様
　学生時代は高分子化学を専攻しており、学卒
で資生堂に入社、現在は乳化技術の研究をする
傍らで、２児の母として育児もしているそうで
す。仕事で海外とのやりとりが増える中で必要
性を感じ、社会人になってから、学位も取得し
たそうです。資生堂では珍しく、転勤をしてお
らず、研究分野も大きくは変わっていないそう
で、今まで開発した商品について、一般的な知
識を交えながら、分かりやすくお話をして頂き
ました。講演の間に、休憩として資生堂のCM
を見た後、現在の生活についてお話をして頂き
ました。理系の企業ではあるものの、業務や打
ち合わせなどでは、文系分野の仕事もあり、

学生部会活動近況
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様々な力が求められるそうです。社会人になっ
てから勉強できる時間は少ないため、化学分野
は勿論、語学などの基礎力は学生時代に身につ
けておくべきであり、また、仕事ではチームプ
レーが求められるので、協調性が大事であると
いうアドバイスも頂きました。
　中村様、関根様の講演の後は、質疑応答を行
いました。積極的に質問をする学生が多く、質
問の時間が予定よりも長引くほど、質疑応答も
盛り上がりを見せ、講演は全て終えました。
　お二方のご講演の後は、懇親会を行いまし
た。
　応用化学会会長である三浦千太郎様の乾杯の
挨拶に始まり、学生とOB/OG間での会話も尽
きることなく、懇親会も大盛況でした。最後

に、B2の上宇宿学部生部会代表の中締めの挨
拶で、本フォーラムの行程を全て終えました。
　昨年のフォーラムに引き続き、学生にも分か
りやすく、そして社会人になってからのイメー
ジや、今求められている力が何であるかを知る
ことができ、非常に刺激的で実りの多い講演会
でした。
　昨年、今年と大成功の良い流れを引き継い
で、来年以降も同様なフォーラムが継続的に開
催されると良いと思いました。

　最後に、中村様、関根様、お忙しい中、学生
のために講演をして頂き、ありがとうございま
した。
	 （文責：応用化学科２年　神守	広一郎）
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■ 2016年度学生工場見学報告

１．見学趣旨

・	大学側の教育行事として、応化学生に対し
学部２年生を対象に、工場見学を催行し、
企業の製造、生産管理、研究開発等の実態
を学ばせ、今後の勉学への動機付を行うこ
とを目的とする。開催時期は夏休み中の後
半の平日とし、西早稲田キャンパスから日
帰りで往復可能な地区の企業事業所・工場
を対象とする。昨年は鹿島地区であった
が、今年は湘南・小田原地区を選定した。
・	主管は教室、交流委員は支援。先生が引

率、交流委員は同伴。

２．開催日時
・2016年９月12日（土）

３．参加者
・先進理工学部応用化学科２年生　33名
・引率教員　B2担任　須賀健雄専任講師
・�同伴交流委員　関谷紘一（新18回、元昭和

電工）、保谷敬夫（新19回、元三菱化学）

４．�工場見学先（湘南・小田原地区２社）と見学
概要

①�古河電気工業株式会社　平塚事業所・平塚研
究所
・�事業所製品：巻線、電力機器、システム機

器、光機器部品、光ネットワークシステ
ム、プラスチック製品
・�研究所：自動車・エレクトロニクス、先端技

術、コア技術総合、情報通信・エネルギー

②�富士フイルム株式会社　神奈川工場・小田原
サイト
・�小田原製品：記録メデイア、データスト
レージ商品、プラスチック製品、他
・小田原研究所：記録メデイア開発
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■理工展　2016
　11月5、６日に西早稲田キャンパスにおいて理工
展が開催されました。
　応用化学科学生委員会では実験・屋台・展示の３
部門を行いました。

実験班

　実験班では革新を目的に例年通りの４つの実験を
変更し、６つに増やしました。さらにコース制を導
入し、６つの実験を２つに分けAコース・Bコース
とし、より多くのお客様に楽しんで頂けることを目
指しました。実験内容は以下の６つです。

　全体として色を変える視覚的変化の実験が多く、
応化を目指している中学生・高校生、子供たち、そ
して大人の方々まで時折歓声を上げながら、楽しん
で頂くことができました。
　また、クロマトしおり、スノードームはお土産と
して持ち帰ることができ、多くの子供たちの満足し
た顔を見ることができ、とても幸せな気持ちになり
ました。
　実験班メンバーの頑張りと来てくださった多くの
方々のおかげで、長年の目標であった理工展実験部
門第１位にも選ばれました。達成感と共に、来年は
さらにパワーアップした実験を目指そうと思います。

屋台班
　屋台では例年と同じく「揚げ」シリーズというこ
とで、揚げリンゴを提供しました。学生は宣伝・調
理・会計に分かれて屋台の運営を行いました。多く
の一般の方々や、応化に所属する仲間達、そして先
生方までも買いに来て下さり、大繁盛となりまし

た。今年は昨年と異なり、天候に恵まれたこともあ
り、昨年の売り上げが400個だったのに対し、今年
は１日目400個、２日目350個と昨年の売り上げのお
よそ倍の数となりました。１日目で目標を達成して
しまい、嬉しさと達成感を感じる反面、大変だった
ことも良い思い出となりました。

展示班
　展示班では応化委員作製の動画、時間割や研究室
をまとめたポスター、レポート・教科書展示に加
え、準備期間３日間をフル活用して作成したピタゴ
ラ装置の４種類を展示しました。

　ピタゴラ装置は磁石を用いた仕掛けで、来場した
子供達にどんな仕掛けで動いているかを考えてもら
い、限られたデータの中で答えを探すという謎解き
の一面も作り、子供も大人も楽しめるような工夫を
凝らしました。
　理工展２日間で応化ブースには合計約800人の方
が来場してくださり、受験生、応化の学生を子供に
持つ親御さんも多く、中には受験相談に来た高校生
もおり、応化委員メンバーと真剣に話し合う場面も
ありました。

　全体的に和気藹々とした雰囲気で来てくださった
方も、そして応化委員メンバーもとても楽しく２日
間をすごすことができたと思います。
　全体を通して非常に楽しく盛り上がった理工展に
なったと思います。
　この理工展で応用化学科のことを皆さんに知って
いただき、将来、応化を目指す理由の一つになるこ
とができたなら幸いです。
	 （文責：応用化学科３年　遠山	良）

Aコース
魔法のメスシリンダーと時計反応
電池を作ってオルゴールを鳴らそう
クロマトグラフィーでカラフルなしおりを作ろう

Bコース
野菜を光らせよう
魔法の粉で遊ぼう
人工いくらでスノードームを作ろう
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■若手会員定期交流会2016
　10月８日（土）に、若手会員定期交流会が開催さ
れました。
　15：00～18：00の３時間で、M2の先輩方５名、
若手OB２名の計７名の皆様に講演していただきま
した。
　今回は、「学生委員会を経て」というテーマのも
と、まずはM2の先輩方から、学部生時代の過ごし
方や、進路を決めた経緯、研究室で学んだことなど
をお話しいただきました。学生委員会での経験が、
今の自分にどのように役立っているか、学部生時代
にどんなことを意識して学生委員会での活動に取り
組んでいたか、など明日からでも実践できるような
具体的なアドバイスをいただきました。
　M2の先輩方からの講演が終わり、少し休憩を挟
んでから続いては若手OBの柴田さん、米山さんに
講演していただきました。お二人には、学部生時代
の思い出を振り返りながら社会人である今、振り
返って学生に伝えたいことなどをお話ししていただ
きました。学生時代の貴重なお写真や、エピソード
を楽しそうにお話しくださり、いつか自分たちも卒
業して振り返った時にこうして話せるような実のあ
る学生生活を送りたいと感じました。またお二人と
も共通して、「学生のうちに、遊びも勉強も熱中し
てやってほしい」と、社会人ならではのアドバイス
もいただきました。
　教室が満員になるほど参加者も多く最初は緊張し
た雰囲気の中始まった講演会でしたが、M2の先輩
方が場を盛り上げてくださり、和やかな雰囲気で
あっという間に18：00を過ぎてしまい、無事終了し
ました。
　３時間という短い時間ではありましたが、本講演
会を機に、特にこれから学生委員会を引っ張ってい
くB2やまだ学生委員会に入って半年ほどのB1に
とっては、「学生委員会に何のために入り、何をし
たいのか」を改めて考え直すことができたと思いま
す。また、もうじき引退する３年生にとっては、
「これまでの学部生部会での活動で自分自身は何が
得られたか、後に続く後輩たちに何を残せるのか」
を自分に問うきっかけになったことと思います。今
回の講演会のように、B1からM2、そして社会人の
OBさんまで集まることのできる貴重な機会を、私
たちがOB・OGになってもつないでいかなければな
らないと思いました。
　最後に、ご講演くださった若手OBの米山さん、柴
田さん、そしてM2の先輩方、お忙しい中学生委員会
のためにお集まりいただきありがとうございました。

	 （文責：応用化学科３年　住田	裕代）

■総長招待　学生の集い
趣旨
　学生の課外活動で、早稲田大学に貢献する活動や
学生の模範になる活動、および優れた成果を挙げた
学生個人または学生団体を招待する。

開催日時
2016年３月17日＠大隈ガーデンハウス

　2016年度、勉強や研究とは別に、課外活動として
応化会の諸活動に尽力した学生たちを代表し、下記
３名が出席、総長と言葉を交わしその労をねぎらっ
ていただいた。

大学に認められた業績
早稲田応用化学会学生委員
　先進理工学部応用化学科のOB・OG会である早稲
田応用化学会は、理工でも最もアクディブに各種イ
ベントを開催し学科の発展に貢献しており、中でも
特に学生委員会は重要な役割を担い、めざましい成
果を得ている。

先進理工学部　　　　西田穂高
先進理工学研究科　　尾崎正彦
先進理工学研究科　　大谷貴洋
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■ 2016企業が求める人材像/第2回縦割り交流会
　11月26日（土）にフォーラム「企業が求める人材像」
と2016年度第２回縦割り交流会が開催されました。

　フォーラム「企業が求める人材像」では、今、学
生達が将来や進路に対し不安に思っている様々なこ
とや、世の中により貢献するにはどのような力を身
につけていくべきなのかといったことについて、応
用化学科のシニアOB/OG、若手OB/OGの方々と現
役学生が、皆で双方向に議論し合うといった初めて
の試みがなされました。OB/OG28名、学生49名が
参加し、応用化学科の和田宏明教授がモデレーター
を務められ、会は進行しました。
　また、縦割り交流会では、応化会の若手OB/OG
の方々と現役学生がフランクに話せる場を作ろうと
いう目的で、前回の第１回縦割り交流会に引き続
き、今回も「一期一会」というスローガンの下、
OB/OG18名、学生54名の計72名が参加しました。
　フォーラム「企業が求める人材像」では

といった、学生の抱える様々な不安やテーマにし、
シニアOB/OGの方々からは、長年の社会生活、会
社を運営・管理する側での経験といった、様々な実
体験を踏まえた具体的な意見を、若手OB/OGの
方々からは、会社に入り、実際に感じることを踏ま
えた、学生時代とのギャップや、社会人として生き
ていく中で考えていらっしゃることを自由に話して
頂き、参加者全員で、議論を深めました。普段、社
会人生活について踏み込んだ話を伺える機会はなか
なか無いので、現役学生にとって、大変貴重な機会
となりました。

　交流会では、若手OB/OGの方々とB1からM2の学
生が少人数のグループに分かれ、ヘリウムリングと
いうアイスブレークゲームを通じて、お互いに打ち
解け合い、楽しい雰囲気の中、フォーラムで議論し
あった内容を深めたり、社会人生活や学生生活の話
に花を咲かせたりしました。ヘリウムリングは、
チームビルディングの手法として有名なゲームだそ
うで、グループの皆でフラフープを指で支え、皆の
指がフラフープから離れないようにフラフープを地
面におろしていくというゲームです。説明を聞いた
だけでは簡単そうに思いましたが、実際にやってみ
ると、フラフープにヘリウムが詰め込まれているか
のように勝手にフラフープが上がってしまい、どの
ように地面に下ろすか協力し合うのがとても難し
く、話し合う中で、グループの方々との距離を縮め
られたように感じました。

・英語は働く上で本当に必要なのか
・リーダーシップとフォロワーシップについて
・企画力と実行力、どちらが要求されるのか
・�組織の力で、個の力の集合以上のものはいかに
して生み出せるのか
・�社会生活の中でどのような失敗をし、どのように
して乗り越えてきたのか
・�企画での研究と大学での研究はどのように異なる
のか
・�学士、修士、博士で、企画での扱いはどのよう
に異なるのか
・�ゆとり世代と言われる、今の学生に対するアドバ
イス
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　最後に、懇親会では、今秋から応化委員の代表を
務めるB2の上宇宿学部生部会代表の中締めの挨拶
と応用化学科の菅原義之教授の御言葉で本会の行程
を全て終えました。M1の安藤さんを始めとする交
流部会の学生の方々、OB/OGの方々、このような
素晴らしい機会を作ってくださり、ありがとうござ
いました。そして、お忙しい中、貴重なお話をあり
がとうございました。

	 （文責：応用化学科２年　濱村	咲妃）

＜交流員会報告分＞
■第８回フォーラム「企業が求める人材像」

2016年11月26日（土）
　今回は、応化会学生会員と若手OB・OGを主体と
する「縦割り交流会」に参加されるメンバーにも呼
びかけ、学生会員と若手からシニアまでのOB・OG
らが一堂に会し、第８回フォーラム「企業が求める
人材像」を開催した。
　三浦会長の挨拶、魚森交流委員会委員長の主旨説
明の後、応用化学科の和田教授を司会としてフォー
ラムが開始された。

　フォーラムの方式は、「今語るべきテーマとは」
と題し、例年とは異なりパネリストを置かず、今後
取り上げてみたいテーマ候補群の中から興味ある
テーマを学生がピックアップし、社会人側が意見を
述べる形を採った。そのやりとりを通じ、今後本

フォーラムにて深く討議すべきテーマを浮き彫りに
するという試みである。
　特に「学生が自ら発信をする」場とするため、学
生自ら開発した「ランダム指名ソフトウェア」も活
用し、学生らに疑問に思うことや討議したいテーマ
の提案を促したが、当初は戸惑っていた学生たちも
すぐに慣れ、挙手する姿が多く見られたのは頼もし
い限りである。学生にも社会人にとっても「発信を
する」形のイベントは初めてであり、当意即妙にと
はいかず、まだまだ互いにぎこちないところも多々
あったが、参加者が自ら意見を述べ合うイベントは
珍しいものであり、時間が短く感じられる楽しいイ
ベントであった。
　討議では、英語を巡る実情、リーダーシップと
フォロワーシップ、個の力と組織の力、企画力と実
行力（イノベーションについて）、人脈作り、失敗
から学ぶ事、学士・修士・博士のこと、大学の研究
と企業の研究、人間力を磨く、ワークライフバラン
ス、早稲田らしさとは、など幅広く多岐に渡った
テーマに関して学生たちから具体的かつ的確な質問
が提示された。本フォーラムの内容を吟味検討し、
今後のテーマを策定していく糧としたい。
　今回は時間も限られており、浅く広くという当初
の目的があるため、深い討論を繰り広げる訳にはい
かなかったし、すべての質問と回答が噛み合ってい
たとは言えないが、今回のようなチャレンジを通
じ、将来はさらに活発な双方向型の討論会が実現で
きればと願う次第である。尚、引き続き学生部会主
催の「縦割り交流会」が行われ、「企業が求める人
材像」で論議されたテーマについて意見交換がなさ
れた。
　その後合同の懇親会が開かれ、学生とOB・OGと
の和やかな交流会となった。年末の多忙な時期に参
集下さった多くの学生諸君並びに諸先輩方に厚く御
礼を申し上げる次第です。

	 （文責：交流委員　神崎	恭一）

12



1. 研究背景
　芳香族を含む生物活性物質においてはその活
性や構造もまた多様であり、全合成研究によっ
て骨格構築法の開発や構造活性相関研究への展
開が期待される。
　本研究では複数の多環式芳香族化合物を選択
し、全合成研究と構造活性相関研究について試
みた。今回は現在行っているA–74528（1）の全
合成研究について紹介する。

2.　研究内容
　A–74528（1）は2005年にStreptomyces sp. 
SANK	61196より単離され、相対立体化学が決
定された。しかし今日に至るまで、絶対立体化
学の決定および全合成は達成されていない。全
合成が達成されていない理由として、分子内に
直交した炭素–炭素結合を有しているなどの特
異的な骨格であることが挙げられる。この特異
的な骨格構築法の開発や絶対立体化学の決定を
研究目的として、A–74528（1）の全合成研究に
着手した。
　A–74528（1）の逆合成を示す。（図1）A–74528
（1）はA環からF環を全て構築した化合物２に対し

てピロン環を導入することで得られるとした。
また化合物２はシリルジエノールエーテル３と
ナフトキノン４の鍵反応であるDiels-Alder反
応より誘導する。そしてシリルジエノールエー
テル３とナフトキノン４は、それぞれ3,5–ジヒ
ドロキシ安息香酸（7）とハイドロキノン（8）を出
発原料にした合成を考えた。はじめにシリルジ
エノールエーテル３の合成に着手し、3,5–ジヒ
ドロキシ安息香酸（7）からテトラロン５へ誘導
した。（図２）９工程にて3,5–ジヒドロキシ安息
香酸（7）からエポキシド９を合成し、ルイス酸
条件に付したところ、目的のテトラロン５と同
時にカルボニル基が転位したテトラロン10が得
られた。（表１）A–74528（1）の立体発現に重要
なテトラロン５を選択的に得るために、テトラ
ロン10の生成経路を推定し、テトラロン５から
ジオール体を経て生成されるとした。そこで置
換基の反発を想定し、低温条件ではジオール体
の生成が防げると仮説を立てた。実際に－78℃
ではテトラロン10は副生しなかった。
　現在シリルジエノールエーテル３とナフトキ
ノン４の合成が完了しており、今後はDiels-
Alder反応後A–74528	（1）の全合成を完了する。

若手の頭脳
A-74528の全合成研究

早稲田大学　先進理工学部　応用化学科　細川研究室
助手　稲本　勝太（新制62回）

図１　A-74528�(1)の逆合成解 図2　現在の進行と今後の展開�

表1　A環形成の検討結果

13



1. 研究背景
　マクロライドをはじめとした鎖状ポリケチド
類は多様な生物活性を有する化合物群であり、
それらの効率的合成法の開発は創薬研究につな
がる重要な課題である。当研究室で2004年に開
発した遠隔不斉誘導型ビニロガス向山アルドー
ル反応（VMAR）は数多くの鎖状ポリケチド
類の全合成研究に用いられている強力な手法で
ある。その一方で、置換基が異なり、二重結合
の向きが変わると立体選択性が大きく低下する
ことが問題であった（図１上）。本研究では
VMARの適用範囲拡大を目指し、この反応の立
体選択性の向上を目的として研究に着手した。

2. 研究内容
　種々の検討から最適な反応条件および基質の
構造を見出した。まず、クロトン酸誘導体５で
は不斉補助基にフェニル基を導入し、ルイス酸
として四塩化スズを用いることで高立体選択的
にVMARが進行した［1］。またペンテン酸誘導
体７では不斉補助基にメチル基を導入すること
でanti選択的に反応が進行した［1］。またシリ
ル基が異なるペンテン酸誘導体９に対してアセ
タールを作用させることで、syn選択的に反応
が進行することを明らかにした［2］。以上のよ
うに、置換パターンの異なる３種類の鎖状ポリ
ケチドに対応する遠隔不斉誘導反応の開発を達
成した（図１下）。
　これらのような遠隔位への不斉誘導のメカニズ
ムは興味深いものである。反応機構の解析の結
果、不斉補助基において通常は立体障害がある側
から求電子剤が反応していることを明らかにした。

3. 今後の展開
　いずれの反応も水酸基が保護されたアルドー

ル成績体を与えることから多段階合成を要する
鎖状ポリケチド類の短工程合成に寄与するもの
と期待している。現在までに、当研究室で複数
の天然物合成へと応用が進められている。今後
は、得られたアルドール成績体の立体化学を利
用し、さらなる立体選択的な官能基の導入に
よって、多様なポリケチド骨格の合成に応用し
ていくことが可能になると考えている。

4. 発表論文
［1］N.	Sagawa	et al., Org. Lett.	19,	198-201	（2017）．
［2］N.	Sagawa	et al., Org. Lett.	19,	250-253	（2017）．

若手の頭脳
新奇遠隔不斉誘導反応の開発

早稲田大学　先進理工学部　応用化学科　細川研究室
助手　佐川　直也

図1　遠隔不斉誘導反応
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今ここで頑張っています
最初３年

警察庁刑事局犯罪鑑識官付　警察庁技官
山形奈央（新制64回）

　2013年度に木野研究室を卒業後、警察庁に入
庁し丸３年。この春には社会人４年目を迎えま
す。一昨年からは石川県に出向し、石川県警察
本部刑事部科学捜査研究所での勤務を経験して
きましたが、入庁から一貫してDNA型鑑定に
関する業務に従事しています。
　DNA型鑑定等の科学捜査に対する社会の興
味・関心が高いのか、国内外を問わず頻繁にテ
レビドラマの題材になっており、鑑定に携わる
人間自ら犯罪現場を飛び回り、何から何まです
べてをこなして事件解決へと導く様子が思い浮
かぶかと思います。実際はというと、事件・事
故現場に要請されることはまれであり、大学の
研究室の環境に比較的近い実験室の中で現場か
ら採取された資料と向き合い、日々黙々と鑑定
しているという状況です。
　警察におけるDNA型鑑定が導入されてから
20年以上になりますが、その間に鑑定技術が飛
躍的に進歩し、今ではその個人識別力の高さか
ら犯罪捜査に利用される機会も広がっていま
す。また、東日本大震災の際には、災害被害に
遭い亡くなった方々のうち、顔貌や歯科治療所
見等では身元を特定することができなかった
方々の身元確認のために数多くのDNA型鑑定
が実施され、ご遺体の身元特定に至ったという
例もあります。このようにDNA型鑑定が重要
視されその位置づけが高まるなか、その仕事に
従事している側としては決して間違いが許され
ず、日々緊張感をもって仕事に当たらなければ
いけないのですが、その分のやりがいも感じて
います。
　仕事に付随して、住み慣れた関東を離れ石川
県へ出向したことで一人暮らしを経験する良い
機会を得ることもできました。異動が決まった
のは、幸運にも北陸新幹線が金沢まで開業した

直後のことで、真新しい列車の座席に座りなが
ら眺めた寒々とした春の日本海を今でもよく覚
えています。風土・方言等々、初めて触れる地
域であることはもちろん、誰一人として自分の
ことを知らない土地で一から生活環境を広げて
いくことは案外楽しく、日常の些細なことでも
新鮮の連続でした。石川は非常に食に恵まれた
土地で、海の幸・山の幸を存分に堪能できると
同時に和菓子・洋菓子等のスイーツも充実して
います。時間の取れる週末を利用して、金沢市
内の観光スポットを巡りながら食を満喫した
り、加賀方面・能登方面まで脚を伸ばして小旅
行気分に浸ったりと、東京に住み続けていては
味わうことのできない貴重な時間になりまし
た。
　仕事をこなせるかどうか以前に組織人として
あまりにも未熟過ぎ、右も左もわからず途方に
くれた１年目。その様子を察した当時の上司か
ら、「最初３年（頑張りなさい）ね。そしたら
あとは大丈夫。」と、一声掛けてもらえたこと
が深く、強く印象に残り、ことあるごとにこの
言葉を何度も思い返してきました。気がつけ
ば、その最初の３年が過ぎ、仕事・職場に慣れ
るとともに、後輩もできることで気持ちが楽に
なった部分もあります。
　大学時代、学部卒業後は進学せずにすぐに就
職する道を選びました。その考えを尊重し、後
押ししてくださった研究室の先生方には本当に
感謝の気持ちでいっぱいです。社会に出てから
のこの数年の間に多様な経験を積むことができ
ています。
　まずは、「最初３年」を無事に乗り越えまし
た。これからがいよいよ勝負です。着実に、そ
して精一杯頑張ります。
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2016年度　応用化学専攻　修士論文ポスター発表会
2017年１月26日（木）　63号館2階03・04・05室

グラフティ
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応化教室近況

■昇任教員のお知らせ

■新博士紹介　2016年度博士号　授与（平成29年３月）

　・下嶋　敦氏：教授
　　新制45回　無機合成化学専攻
　　前職　　　早稲田大学　先進理工学部　応用化学科　准教授

氏名 題目 研究室 備考

相田　冬樹 ジフェニルジスルフィドからのポリ（1,4-フ
ェニレンスルフィド）合成とその酸化重合
機構

西出・小柳津・須賀研 9月学位

松田　翔風 磁気特性を制御したフェライトナノ粒子の
磁気ハイパーサーミアおよびバイオテクノ
ロジー応用

門間研 9月学位・
先進理工学専攻

AHN,
Seongki

Si-based	 anode	 on	 three-dimensional	
carbonaceous	 substrates	 for	 l ithium	
batteries

門間研 ナノ理工学専攻

伊知地　真澄 反応晶析法による金および白金微粒子の粒
径制御

平沢研 　

ヴォダルツ　
ジギー

F a b r i c a t i o n 	 o f 	 F e r r o m a g n e t i c	
Nanostructures	via	Analysis	and	Control	of	
Electrochemical	Nucleation	Process

本間研 　

加藤　遼 高分子型水素キャリア：合成と電解水素化 西出・小柳津・須賀研 先進理工学専攻

佐川　直也 新奇遠隔不斉誘導反応の開発と抗生物質
coprophilinの合成への応用

細川研 　

佐々田　哲人 レドックス活性をもつ超分子とその電荷輸
送・貯蔵能

西出・小柳津・須賀研 先進理工学専攻

孫　瑩瑩 In-situ	 analysis	 on	 interfacial	 nano-
structures	and	reactions	by	using	surface-
enhanced	Raman	spectroscopy

本間研 　

徳江　洋 電荷貯蔵材料としてのラジカルポリマーと
そのレドックスメディエーションに基づく
電荷輸送

西出・小柳津・須賀研 先進理工学専攻

矢部　智宏 Low-Temperature	 Catalytic	 Methane	
Conversion	Using	Carbon	Dioxide	 in	 an	
Electric	Field

関根研 先進理工学専攻
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受賞者 受賞名
内田　早紀
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M1）

日本化学会秋季事業第６回CSJ
化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

小澤　耕多
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M1）

日本化学会秋季事業第６回CSJ
化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

杉原　めぐみ
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M2）

日本化学会秋季事業第６回CSJ
化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

司馬　寛也
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M2）

日本化学会秋季事業第６回
CSJ化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

森　聖矢
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M2）

日本化学会秋季事業第６回
CSJ化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

伊藤　駿
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研	M2）

日本化学会秋季事業第６回
CSJ化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

岸田　泰輔
（応用化学専攻　西出・小柳津・須賀研	M2）

日本化学会秋季事業第６回
CSJ化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

諏訪　康貴
（先進理工学専攻　西出・小柳津・須賀研	LD1）

日本化学会秋季事業第６回
CSJ化学フェスタ2016優秀ポスター発表賞

高畠　麻美
（応用化学専攻　野田研究室　M2）

化学工学会　北海道・東北・関東支部化学工学
福島大会2016学生賞銅賞

葛原　颯己
（応用化学専攻　野田研究室　M1）

化学工学会　北海道・東北・関東支部化学工学
福島大会2016学生賞銅賞

北川　紗映
（応用化学科　野田研究室　B4）

化学工学会　北海道・東北・関東支部化学工学
福島大会2016学生賞銅賞

戸巻　圭祐（応用化学科　松方研究室　M2） 日本膜学会学生賞2016
青井　滋喜
（応用化学専攻　野田研究室　M2）

化学工学会　反応工学部会　CVD反応分科会
分科会・学生奨励賞2016

永井　款也
（応用化学専攻　野田研究室　M1）

化学工学会　反応工学部会　CVD反応分科会
分科会・学生奨励賞2016

吉川　晶
（応用化学専攻　黒田・下嶋・和田研究室　D2）

日本セラミックス協会　第23回秋季シンポジウム
学生優秀講演賞2016

須藤　充人
（応用化学専攻　菅原研究室　M2）

日本セラミックス協会　第23回秋季シンポジウム
学生優秀講演賞2016

江戸　倫子
（応用化学科　野田研究室　B4）

フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会
第51回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン
総合シンポジウム若手奨励賞

香村　惇夫
（応用化学専攻　菅原研究室　D2）

第32回日本セラミックス協会関東支部
研究発表会優秀賞

岡田　篤樹（応用化学専攻　関根研究室　M2） 触媒学会第118回討論会講演賞
岩崎　晃聖
（応用化学専攻　関根研究室　M2）

触媒学会第118回天然ガスセッション
最優秀講演賞

齋藤　晃
（先進理工学専攻　関根研究室　LD2）

触媒学会第118回天然ガスセッション
最優秀講演賞2016

大園　千尋（応用化学専攻　平沢研究室M1） BIWIC2016　ポスター
本間　敬之（教授） 日本学術振興会

平成27年度特別研究員審査会専門委員表彰

■受賞（2016年９月〜2017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

■International Battery Association 2017 （IBA2017） にて、
 逢坂�哲彌　特任研究教授がIBA�Yeager�Awardを受賞されました。

　International	Battery	Association（IBA）は、エネルギー電池関連の世
界的な学会グループですが、本年度は奈良において３月５日から10日の
６日間にわたって開催されました。IBAは世界の電池研究者を中心に、２
年に一度開かれます。IBA2017
において、電池の研究／技術分
野における生涯にわたる著しい
成果を認められて、学会最高位
の本賞が授与されました。この
賞は、IBA創設に深い関わりの
ある故Ernest	B.	Yeager教授を
記念したものです。
　この度、３月６日に受賞講演、
８日には授賞式が行われ、記念
の盾が贈られました。
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　今回は新しい試みとして、学生にもインタビュアーとして参加をしてもらい、応化会の本来の姿
である先生・学生・OBの３者による合作を目指しました。
　本間先生もこの試みに快く賛同していただきましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　本間先生は、皆様ご承知のとおり、1987年早稲田大学理工学部卒業、92年同大学院博士後期課程
修了・工学博士、1991年早稲田大学助手、同専任講師、助教授を経て2005年より教授、1997年 ‐
1998年スタンフォード大学客員准教授、1998年より米国国立科学財団シリコンウェハ工学研究セン
ター兼任研究員を兼任されています。

　少年時代は寧ろ理科少年というよりは、剣道をやった
り、文学にも興味を持ったりの時代を過ごしました。高校
以降は、答えが決まっているものよりは、わからないもの
への興味、特に現象を観察することに強い関心がありまし
た。また、原理を数式化するといった概念的なことより、
原子や分子の実際の姿を見てみるような分野に惹かれてい
きました。その流れの中で、修士から博士に進む際には世
界を相手に活躍したいが、実業よりは学究の分野で極めて
みたいと思うようになりました。丁度その頃、走査トンネ

ル顕微鏡という新しい手法が発明され、これをツールに固液界面を自分の目で確かめてみようとい
う研究に入り込んだのが現在の道に進む流れとなりました。

　いま申し上げたような固液界面反応系が私の主な研究の対象です。バルクにはない特異な性質を
持つ固体表面や、その液相側の分子との複雑な相互作用をよく理解することにより、シンプルであ
りながら非常に高度な制御が可能なプロセス設計と，それによる新しい高機能材料・デバイスの開
発を目指しています。併せて、その実現のための実験的、理論的解析のための方法論の確立も進め
ています。具体的なターゲットは、超高密度データストレージデバイスやセンシングデバイス、太
陽電池や熱電変換素子、大規模蓄電池といったエネルギー関連などです。またプラズモンセンサを
使った超高感度な顕微ラマン分光や非経験的分子軌道法によるモデリングなど、高度な解析のため
の実験的、理論的手法の開発にも力を入れています。

　化学の世界では個々の原子や分子の様子に目が行きがちですが、実際のものづくりでは、物質と
物質を繋ぐ界面も非常に大切です。そして、その界面を理解し、制御することこそが機能や性質を
最大限に活かせる道につながると思っています。また、ナノスケールでの精密な理解や制御は重要
ですが，これをナノ・マイクロ・ミリからさらに大きなスケールへと理解や現象を繋げる、或いは

▼先生が研究に本格的に取り組み始めたキッカケはなんですか？
　〜〜〜真理を追い求めたいとの気持ちの延長線〜〜〜

▼先生のご専門の流れとその内容をご紹介いただけませんか？
　〜〜〜固液界面反応系が主な対象〜〜〜

▼先生の研究を進めるうえでのポイントはどういうことをお考えですか？
　〜〜〜インターフェース・マルチスケール・理論と実験　がキーワード〜〜〜

第14回 先生への突撃インタビュー
本間敬之 教授
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展開していかないと実際のデバイスなどが上手く動きません。更に、試行錯誤の大切さと共に、得
られた実験結果を如何に理論的な裏付けと繋げるか、が大切だと痛感しています。例えば樹脂やセ
ラミックス表面に直接金属薄膜を形成できる無電解析出法は工業的にも広く使われていますが、そ
の反応機構は全くブラックボックスで、プロセス開発は試行錯誤的なアプローチによっています。
これを理論的に解明し積極的な反応設計ができるようにしたいと思いましたが世界的にも先行研究
がなく、結局自分たちでゼロからモデルを構築して検討を進め、さらに実験結果とのつながりを追
及しています。

　ナノの精密な設計・制御をマクロに展開可能なマルチスケールなプロセスを実現し、現在使われ
ている太陽電池や二次電池、データストレージデバイスなどの限界を超えるような新しい材料やデ
バイスに展開していきたいと思っています。

　大学の重要な使命である、社会への人材の提供という役割を果たしていきたいと思っています。
特に、まっさらな白紙に自在に絵を描けるような人や、学生時代に学んだことを応用展開できるよ
うな人材を育てたいと考えています。一方、昨今は幼少期から学ぶことが多くなり、また常に失敗
をしないようにという意識で育ってくる学生が増えているようにも思います。時代背景や社会の要
請等により色々な違いもありますが、失敗を恐れず、修士課程や博士課程でより多くの経験を積ん
で欲しいとも思います。

　学校本体では人が入れ替わりネットワークも変化していく訳ですが、不変のネットワークという
面での応用化学会は非常に重要な組織だと思います。また、最近現役学生の活動も活発になってい
るようで、ネットワークの質も上がってくるものと期待しています。

　ハードウェアという意味では、生身の人間の身体能力や感性は、ここ数千年というオーダーでは
あまり進化していないのだと思います。目覚ましい発展を遂げたのは、様々なツールを発達させて
きたからに他なりません。化学の世界でも、かつては難しかった精密な実験や計測が簡単にできる
ようになっています。ツールは発達し、データはどんどん取れるようになりますが、プロフェッシ
ョナルになるにはツールの単なるユーザーでなく、原理や背景、そして得られたデータの意味する
ところを十分理解できる力がますます問われるようになっています。道具に頼り過ぎると頭も身体
も鈍るともいわれています。是非自分の頭と身体を使って体得して欲しいと思います。また、コミ
ュニケーションもツールが発達していますが、矢張り、フェイス・トゥ・フェイス（FtoF）の場面
は重要です。例えば過去数十年に渡り、常に世界最先端の技術革新を生み出す中心となっているシ
リコンバレーでも、FtoFを可能にするコミュニティがあってこそ成り立っているということも、そ
こに住んで仕事をした経験から実感として認識しています。加えて、時間軸のスケールも良く考え
る必要があります。これから生まれる子どもたちは22世紀を生きることになります。ですから今の
学生さんたちは、21世紀をどう支えるかはもちろん、22世紀をどうつくっていくか、という意識で
頑張って欲しいと思います。
	 2月3日インタビュー
	 （聞き手＆文責：広報委員会　井上 健（新19回）・神守広一郎（広報班学部2年））

▼研究の今後の展開に向けてのお考えは？
　〜〜〜自分たちの分野での大規模なスケールでの応用展開を〜〜〜

▼応用化学科の世代による見方がいろいろありそうですが？
　〜〜〜今の学生は真面目？〜〜〜

▼応用化学会の活動への期待�
　〜〜〜不変のネットワーク〜〜〜

▼21世紀を担う皆さんへ、メッセージをお願いします。
　〜〜〜ツールをきちんと使い、フェイス・トゥ・フェイスを大切に〜〜〜
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　第12回評議員会が2016年10月８日（土）14時から
理工学部55号館２階第３会議室にて開催され、評議
員33名、関係者を含め総員45名の出席を頂きまし
た。三連休の初日になったことなどから例年より少
ない出席者になりましたが、意見交換も行い有意義
な会になりました。

三浦会長挨拶
　最初に三浦会長から、「2014年の引継ぎ以来、早
くも１期２年が過ぎ２期目の運営に携わっている。
今まで活性化を担ってきたボラティアメンバーの交
代期と重なったこともあり、この２年間は新体制づ
くりをしてきたが、上手くいかず２年が過ぎてし
まった。
　一方で、タスクフォースとして実施した未来社会
創成の会は、逢坂教授、西出教授そして黒田教授に
お願いして３回の講演会を実施したが約70社、300
名の参加者が集まり、「早稲田応用化学科、ここに
あり」を示すことができた。更に発展させるべく橋
本副会長をリーダーに11月に新しいフォーラムを実
施する。	学生が主体となった自主企画の「新入生
歓迎会」は65名の学生が参加し、更にサントリーか
ら講師を招いた講演会も開催された。広報委員会16
名を始めとして応用化学会への学生参加も盛んに
なっている。
　さて、「応化会2011ビジョン」以来取り組んでい
る主テーマとして「現役OB・OG世代の帰属意識の
高まり」に繋げていくためにも、魅力ある応用化学
会となる内容にしていきたいと考えており、本日の

意見交換会でも議論して頂きたい。また応用化学科
100周年記念に向け支援を実施していきたい。一昨
年から実施してきたチェック＆レビューにおいて、
評議員会の開催時期を春から秋へと変更したが、皆
さんの意見を応用化学会の運営に反映させていきた
いと考えている。また、この一環としてHPの再構
築、会報のアーカイブ化なども進めている。
　冒頭で申したように新体制の構築であるが、理事
にJX－HDの安達常務とライオンの濱社長などが加
わり総勢45名（内、現役OB・OG12名、学生18名）
の陣容が整ってきてはいるが、シニア世代が額に汗
をかいてこの会の運営を進めていることが実態であ
り、この活動が大事であり、本日参加している評議
員の皆さんにも参加して頂きたいと思っている。」
との挨拶がありました。
　次いで和田庶務理事より応用化学科創立100周年
記念事業計画について説明がありました。
　引き続いて各委員会の活動状況について、中井基
盤委員長、魚森交流委員長、井上広報委員長より報
告がありました。
　その後、未来社会創成フォーラムについて今回か
ら応用化学科と応用化学会の共催とし、11月29日に
「ライフサイエンス・バイオが拓く未来社会」を
テーマに開催することが橋本副会長から説明があり
ました。また寺嶋応化会事務局長より、連絡用メー
ルアドレス登録記載事項変更連絡のお願いがありま
した。
　今回で５回目になる意見交換は年代の近いグルー
プ及び同門会評議員の５グループで行い、応化会へ
の帰属意識を高めるために応化会に要望することを
テーマに討議を行いました。
　懇親会は、16時30分から56号館カフェテリアで応
化会副会長の西出先生の挨拶・乾杯で始まり、終始
和やかな雰囲気で会話も弾み、最後に倉持副会長の
中締め、小森評議員の一本締めで終了しました。
	 （文責：基盤委員会）

第12回評議員会報告（2016年10月8日開催）

意見交換風景 懇親会・西出副会長挨拶・乾杯
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講演者：戸田拓夫氏　株式会社キャステム代表取締役社長

第30回交流会講演会　『突破力』
「数々の経営危機を乗り越えて、紙ヒコーキのごとく舞いあがれ」

日  時：2016年９月24日（土）15：00～17：45
開催場所：早稲田大学西早稲田キャンパス57号館 201教室

　講演は、あこがれていた早稲田大学に入
学したものの体調不良でやむなく中退した
経緯から始まり、実家の会社に入社後、社
業の不振、会社幹部の引き抜き、社員の士
気低下、自分自身の体調不良等最悪の状態
に陥った時、いかに危機を乗り越えられた
かをユーモアを交えお話された。また、入
院療養時に紙ヒコーキの魅力に魅せられ熱
中した経験が「紙コーキの滞空時間ギネス
記録更新」へのチャレンジに繋がり、危機
に直面した自分自身と社員の鼓舞のために
大いに役立った事、さらに海外事業への展

開、紙ヒコーキの凱旋門や宇宙からの飛行
等、飽くなき挑戦についてお話をいただい
た。

＊工業高校からG大学、早稲田そして入院
　早稲田大学、M大学、G大学を受験する
も、早稲田大学は受からずG大学に入学し
馬術部に入ったが、静かな大学の雰囲気に
なじめず再受験し、あこがれの早稲田大学
に入学した。山岳部に入部し活動していた
が、体調を崩し病院に入退院を繰り返し、
病院で暇つぶしに紙ヒコーキを折っては飛
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ばす日々を続けた。病室から100m先の向
かいの家に飛ばす目標を持ち試行錯誤を繰
り返し、航空力学の本も買って紙ヒコーキ
に熱中した。

＊会社への入社
　その後も体調が回復せず、大学を中退し
実家の部品工場に入社したが、入社後も体
調がすぐれず、会社で一時間程度ペンキ塗
りをする毎日だった。入社した会社は乱雑
で汚れがひどく、従業員もばらばらな状
態。会社の中は従業員の気が緩み、工場
長、技術部長は社長の言うことを聞かず、
社長の父親は「しょうがない」とあきらめ
状態。社員は自分の会社に夢を持てない状
態にあった。また会社は製品の質も悪く納
期も守らない状態であったため、取引して
いた商社がその製品の新工場を造り、中核
社員を引き抜かれる事態となった。このた
め26歳で部長の代わりをすることになった
が、従業員に夢を語ることは出来なかった。

この状況で思った事
＊ノウハウ「0」からの出発
　会社にはものを造り上げる技術がない。
この確立が急務。製造のノウハウ、原料の
調合方法等を得るために、原料の調達先や
競合他社、引き抜かれた工場長、技術部長
にも直接聞きに行くが、分からない状況が
続いた。しかし諦めず、技術情報を集め続
けた結果、たまたまある工場に早大の先輩
がおり、大学の先輩だけの関係で助けられ
ノウハウを得た。

＊品質の向上
　工場は荒れて非常に汚い状況で、最初に
工場の整理・整頓・清潔を先頭に立って実
践した。また、人材の確保が難しい状況
で、自分の行動する姿を見て信じてついて

来てくれる少数の部下を見出し、一緒に品
質の向上に取り組んでいった。

＊体調悪化と克服
　工場の整備中体調が悪化し整形へ入院。
背骨に大きなずれが生じていると指摘を受
けた。医師より矯正の指導を受けたが、自
分も矯正法に熱心に取り組み体調が回復。
今では自分で背骨の矯正が出来るように
なっている。その後登山を再開し体の強化
に努めた。

＊評価の獲得からMIMの立ち上げ
　28歳頃何とか会社として製品が造れるよ
うになり、鋳造品で大型ハードディスク部
品を造る技術を確立して品質や価格で大手
と渡り合い、評価を獲得し受注が入ってく
るようになったが、米国特許による新しい
技術のMIM（メタルインジェクション）
が出現した。特許料が２億円と高く、資金
不足のため技術導入、設備購入が出来な
かった。
　独自で技術開発を行うしか方法がなく、
技術情報を得るためにあらゆる関係先をま
わり、試行錯誤を続けた。早稲田での化学
専攻の経験を活かし、いろいろな材料の配
合などを検討した。京都のある先生にしつ
こく聞くことでヒントを得て技術を確立。
また製造設備を持たないなかで、多くの関
係工場を回り製品の製造につなげていっ
た。しかしながら、あるメーカーから米国
特許技術の侵害指摘の手紙が回り、国内大
手からは注文を断られる事態になってし
まった。このため日本中の名もないユー
ザーを回り、大手MIMメーカーが手を出
せない低額の金型の受注を積み上げていった。
　この業績を特許侵害の手紙を出状したグ
ループから評価されるまでになり、グルー
プの一員となって設備の導入が可能となり
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事業が軌道に乗って行った。

＊フィリピンへの海外進出を決意
　バブル崩壊の真っ只中で、当時進出先と
して評価されていなかったフィリピンへ海
外進出した。しかしながら97年頃製品在庫
が大幅にふくらみ工場運営が悪化した。

＊国内外の大幅な改善
　「在庫をしない」、「工場の改善・トップ
セール」をしなければ会社がない」を徹底
して社員に教育し、「自分達の作りたいも
のを作る部署」を設け製品造りを推進し
た。ミニチュア工具、100万円の名刺、ミ
ニチュア戦艦大和等様々なアイデア製品を
開発した。また、あらゆる機会をとらえて
自社の技術を売り込んで行った。たとえば
バックル商品を開発し、大手ユーザーのH
社に飛び込み商品を売り込みに行ったこと
もある。逆に厳しい品質要求を受け、その
対応に苦労し、受注は出来なかったが結果
的に他社に納入することが出来た。

＊ギネス世界記録への挑戦
　リーマンショック当時多くの赤字を抱え
社内に元気が無くなった。「社風の暗い会
社は良くならない」と考え、社長の戦う姿
を見せ社員を鼓舞したいと思い立ち、「紙
ヒコーキの滞空時間20秒を超える飛行記録
を持つ男は世界に２人」でハードルが高
かったギネス記録に、社長として挑戦する
ことを宣言した。
　ギネス世界記録の折り紙ヒコーキ室内滞
空時間競技には、紙の大きさ、重量、投げ
方等様々なルールがある。機体のデザイ
ン、紙材質、投げ方等細部にわたって徹底
的に研究していった。滞空時間を伸ばすに
はいかに高く機体を投げるかがポイント
で、このため自身の減量、筋力・柔軟性の

強化等“しなり”を出せる体型造りを行った
り、投げ上げるフォームの開発（イナヴァ
ウアー投げ）も行った。
　この結果、2009年４月11日27.9秒と、当
時の世界記録を0.3秒短縮しギネス記録と
認められた。さらに、この僅差のギネス記
録にクレームがありこれに反発。さらにト
ライし2010年12月19日29.2秒の記録を達成
した。

＊更なる挑戦
「安倍首相との出会いと海外進出」
　安倍首相が首相を辞任しボロボロの状態
の時にお会いし意気投合。2014年に安倍首
相の誘いを受け、大手会社社長とコロンビ
アへのミッションに参加、その後2016年に
コロンビアに工場を竣工させた。

「折り紙ヒコーキを凱旋門から」
　テレビ番組でトライした。普通許可され
ないところを関係部署に粘って許可を得て
飛ばすも29回失敗。失敗の原因をよく考え
ることが重要で、凱旋門のアーチの気流の
巻き込みに気づき、ピッチング飛行で成功。

「折り紙ヒコーキを宇宙から」
　体調が悪い学生時代に考えたMission
「折り紙ヒコーキを燃やさずに宇宙ステー
ションから帰還させる」にトライ。2008年
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３月JAXAの「宇宙オープンラボ」の公募
選考で東京大学共同プロジェクトとして承
認され、極超音速風洞でマッハ７での実験
で実行可能を確証したが許可が出ず、自力
で気球から飛行機を飛ばし実証した。
　バカであろうがやること、そして夢をも
つこと。その後どうするかが重要なこと
だ。たとえば１円の紙から作ったスペース
シャトルの紙ヒコーキが100円で売れれば
100倍の付加価値が生まれる。日本の国は
付加価値を得て成り立っている。ものづく
りは難しいが、例えば良品率の低いものが
上がれば収益は大幅に向上する。無理だと
思ったらダメで、もてる知識・人脈を使っ
ていかに粘るかがポイントとなる。将来を
担う子供たちには自分の人生は自分で考え
なければならないことを教える必要がある。

パネルディスカッションの概要
　講演の後、学生５名に登壇をいただき、
講演内容を踏まえたパネルディスカッショ
ンを行った。ファシリテーターはB4の田
中徳裕さんが務め、学生代表としてM1安
藤栄悟さん、西田穂高さん、野口詩織さ
ん、B4石原真由さんが登壇した。ファシ
リテーターより、今回の演題「突破力」に
ついて各人の経験を踏まえた思いを発言し

てもらうことからディスカッションが始
まった。
　パネルディスカッション終了時、戸田氏
と共にパネリスト全員で聴講者席に向かっ
て紙ヒコーキを飛ばした。もちろん戸田氏
の紙ヒコーキが最後まで長く飛んでいた。

＜懇親会＞
　交流委員会	関谷副委員長司会のもと、
応用化学会	三浦会長の開会挨拶、倉持副
会長の音頭による乾杯の後懇親会が開始さ
れ、多くの聴講者が参加した。戸田拓夫氏
も懇親会に参加され、教員・OB・学生と
の絆を深めた。橋本副会長の中締め、和田
教授の閉会挨拶の後、田中徳裕学生部会副
委員長の一本締めで閉会となった。
	 （文責：交流委員　小林	幸治）



　早稲田応用化学会のホームページには
学生向けのコンテンツの一つとして「企
業ガイダンス」掲載欄を設けており、新
規企業７社が加わって76社に参加いただ
いている。本年の経団連の「採用選考に
関する指針（2016.9.20改訂）」は昨年と
変わらず、会社説明会等の広報活動開始
時期は３月とされましたが、本セミナー
は、採用に向けた会社説明会とは異な
り、先輩の眼を通じた各企業のアクティ
ヴィティ、社会人としての過ごし方や後
輩への期待等を話していただく、学生の
進路選定の一助、キャリア教育の一環で
あることから、大学側と慎重に協議いた
しました結果、開催日を１月21日（土）
といたしました。これに基づき、掲載企
業に「先輩からのメッセージ2017」への
参加をお願いしたところ、64社からご賛

同をいただき第９回の開催の運びとなり
ました。

　ビジネス現場の第一線で活躍中の身近
な世代の先輩がそれぞれの企業の特徴、
ビジネスモデル、講演者自身のビジネス
ライフの様態、キャリア開発の実績、求
められる人材像など、限られた時間内で
コンパクトにまとめて講演いただきまし
た。企業からの参加者は講演者、同行者
を合わせて約130名に参加いただきまし
た。学生の参加数は年度ごとの修士人数
変動もあり総数は209名と昨年比92%と
なりましたが、昨年に比し早目の１月の
開催ということもあり、10社以上の講演
を聴講した学生比率が増え、１社あたり
の講演聴講者数は昨年の120%と大盛会
となりました。この中には学部1、2、３

2017年1月21日（土）　主催：早稲田応用化学会交流委員会

フォーラム「第9回�先輩からのメッセージ2017」開催報告

（ホームページより抜粋）

特別講演　和田宏明教授特別講演　桐村光太郎教授
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年生および他学部・他学科の参加も多く
見られました。

　フォーラム開始前のオリエンテーショ
ンで主催者を代表して魚森交流委員長の
開会挨拶、教室を代表して和田宏明教授
から参加企業への感謝とご挨拶、保谷交
流副委員長から講演についての注意・お
願い事項の説明後、12：30より一斉に講
演のスタートが切られました。会場は６
教室で、これまでと同様に前半と後半の
２部制として各社２回の講演を行ってい
ただき、参加学生が希望する企業の講演
をできる限り聴講できるようにしており
ます。また、企業控室として使用の教室
では、特別講演として桐村光太郎教授に
よる「応用化学科・応用化学専攻の現状
とこれから（創立100周年を迎えて）」と
和田宏明教授による「応用化学科の就職
関連活動および早稲田応用化学会の活
動」をそれぞれ30分で２回講演いただき
ました。
　講演会終了後は参加いただきました企
業在籍のOB・OGおよび同行者を囲んで

懇談会を催しました。企業側、学生出席
者多数で大盛況の懇談会となりました。
主催者を代表して三浦会長から参加企業
への御礼挨拶、西出教授の乾杯発声をか
わきりに懇親を深め、フォーラムの延長
となる学生と企業との質疑応答を含めて
話が弾み、会場は熱気にあふれました。
学生にとっては昼間のフォーラム、夕刻
からの懇談会を通して、日常の学習、研
究に加えて、将来の進路選定への貴重な
アドバイスを先輩諸兄から頂戴し、学ん
だことも多かったものと確信していま
す。橋本副会長の中締めの挨拶、田中学
生交流委員長の一本締めをもって全プロ
グラムを盛況のうちに終了いたしまし
た。
　今回のフォーラムにご賛同、ご支援い
ただきました企業、および熱気溢れる講
演、懇談会における後輩を思いやる親身
なアドバイスをいただきました先輩と、
同行された関係者の皆様にはこの場をお
借りして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）	（文責：交流委員会　写真：広報委員会）
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記
Ⅰ　プログラム概要

1．日時　　2017年１月21日（土）　
2．会場　　西早稲田キャンパス54号館2F､ 3F､ 4F教室
3．内容　　オリエンテーション	 12：00～12：20（企業関係者）
　　　　　　講演会（第１部）	 12：30～15：13
　　　　　　講演会（第２部）	 15：30～18：13
　　　　　　懇談会	 18：30～20：00（63号館）
4．対象学生　学部生、大学院生（修士、博士）およびポスドク

　 　	（進路選定を間近に控えた学部３年、修士１年、博士課程修了予定者およびポス
ドクを参加の主体とし、将来へ備えての学部１，２，４年、修士２年の参加も歓迎）

5．対象学科　応用化学科、応用化学専攻、化学・生命科学科および専攻、生命
医科学科および専攻、ナノ理工学専攻、生命理工学専攻等（学部、研究科、
学科、専攻を問いません）

Ⅱ　参加企業

「先輩からのメッセージ2017」教室番号・タイムスケジュール【54号館】
第一部 201教室 202教室 203教室 第二部

12：30～12：43 栗田工業㈱ ㈱日立製作所・㈱日立ハイテク 千代田化工建設㈱ 15：30～12：43
12：45～12：58 ㈱ノリタケカンパニーリミテド ㈱東芝 共同印刷㈱ 15：45～15：58
13：00～13：13 テルモ㈱ ライオン㈱ ㈱LIXIL 16：00～16：13
13：15～13：28 日本シイエムケイ㈱ 新日鉄住金マテリアルズ㈱ 三菱ガス化学㈱ 16：15～16：28

13：30～13：43 ダウ・ケミカル日本㈱ 三菱ケミカル㈱
（現：三菱化学・三菱樹脂・三菱レイヨン） 信越化学工業㈱ 16：30～16：43

13：45～13：58 日産化学工業㈱ ㈱コーセー 王子ホールディングス㈱ 16：45～16：58
14：00～14：13 ㈱前川製作所 ヤンマー㈱ ニチレキ㈱ 17：00～17：13
14：15～14：28 住友化学㈱ 東レ㈱ 富士ゼロックス㈱ 17：15～17：28
14：30～14：43 ㈱タイカ 凸版印刷㈱ 古河電気工業㈱ 17：30～17：43
14：45～14：58 昭和電工㈱ 富士フイルム㈱ 東燃ゼネラル石油㈱ 17：45～17：58
15：00～15：13 JXエネルギー㈱ 明治グループ 18：00～18：13

※	第一部終了と第二部開始までに約15分の休憩時間を設けています
第一部 301教室 302教室 303教室 第二部

12：30～12：43 ㈱ブリヂストン 三井化学㈱ 東京ガス㈱ 15：30～12：43
12：45～12：58 デクセリアルズ㈱ トッパン・フォームズ㈱ 新日鐵住金㈱ 15：45～15：58
13：00～13：13 協和発酵キリン㈱ 住友電気工業㈱ NOK㈱ 16：00～16：13
13：15～13：28 日本リファイン㈱ ㈱デンソー 日本曹達㈱ 16：15～16：28
13：30～13：43 新日本住金化学㈱ ㈱カネカ 大日本印刷㈱ 16：30～16：43
13：45～13：58 DIC㈱ 花王㈱ ㈱クラレ 16：45～16：58
14：00～14：13 蝶理㈱ エリーパワー㈱ オー・ジー㈱ 17：00～17：13
14：15～14：28 デンカ㈱ 東ソー㈱ JSR㈱ 17：15～17：28
14：30～14：43 日本パーカライジング㈱ 三菱マテリアル㈱ 日本たばこ産業㈱ 17：30～17：43
14：45～14：58 トヨタ自動車㈱ 旭硝子㈱ JFEケミカル㈱ 17：45～17：58
15：00～15：13 ㈱ADEKA 小野薬品工業㈱ 18：00～18：13
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Ⅲ　参加した学生（フォーラム参加学生の詳細）

博士 M2 M1 B4 B3 B2 B1 合計 前年 前年比
（%）

応化会学生全員 5 9 93 15 10 21 8 161 175 92
それ以外の学生 2 1 42 0 3 0 0 48 53 91

合計 7 10 135 15 13 21 8 209 228 92

　それ以外の学生は化学・生命化学専攻、生命医科学専攻、ナノ理工学専攻、先進理
工学部研究科、地球・環境資源理工学専攻、電気・情報生命工学科、人間科学研究
科、理学科

Ⅳ　「アンケート」を踏まえての総括（アンケート結果はホームページをご覧下さい）

　本年は教室からの積極的な紹介もあり新規参加７社を加え64社と最大の参加となっ
た。学生も200名を超え、１月開催ということもあり、83%が10社以上を聴講すると
いう熱気にあふれたフォーラムとなった。学生は優良企業からの具体的な情報が得ら
れ、企業側も自社に対する理解を深めてもらうという状況が、両者にとって本フォー
ラムの高い評価につながったものと思われる。

　今後の参加企業として、食品・飲料、医薬・化粧品、自動車などが希望されてお
り、また電機やITなど現在参加が少ない業種へのアプローチも課題となる。一方、
今回のオブザーバ参加会社を含め、次年度の参加を検討いただいている企業もあり、
講演時間の要望も考慮すると、施設面、運営人員面での課題も大きく、複数日開催も
視野に、教室側と連携をとって次年度の運営を早めに議論していくことが求められて
いる。

　なお、「先輩からのメッセージ」及び「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アドレスの交流委員会または事務局宛お願いいたしま
す。

	 （文責：交流委員会）

E-Mail 　guidance@waseda-oukakai.gr.jp
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■創造型化学品専門商社として、社会に貢献する
　オー・ジーは、独自の情報力と技術力でメーカー
とユーザーをコーディネートし、新しい価値を生み
だす化学品専門商社です。
　精密化学品、紙パルプ、化学品、合成樹脂、電子
材料の５事業分野と企画開発本部を柱とし、幅広い
商品を扱っています。
　最先端の科学技術も、身近な日用品も、その芽は
たったひとつの化学品から生まれています。あらゆ
る分野で使われている化学品を通して、素材のもつ
可能性と社会のニーズを結び付けていく。
　「人と人」「企業と企業」「産業と産業」そして
「国と国」の架け橋となる使命をもち、企業活動を
おこなっております。

■ より良い商品とアイディアを、顧客に提供す
るために

　オー・ジーグループ企業は、32社にのぼります。
メーカー機能を持つグループ企業と連携し、当社独
自の商品展開を図ることによって創造型化学品専門
商社としての基礎を確立しております。
　また、情報力のある商社系グループ企業のグロー
バルネットワークを活用し、ASEANをはじめとし
た世界10ヶ国以上の拠点を通じて、ビジネスを拡大
しています。

■経営理念
《人と化学の調和》
専門商社として、化学を通して和を求める
《未来への挑戦と創造》
過去の習慣にとらわれず、将来に向かい革新的な発
想と機敏な行動をする
《豊かさの追求》
企業も人も、人間性と経済性の豊かさを追求する

■VISION2023達成に向けて
　現在、2023年に迎える創立100周年を目指し、長
期経営計画VISION2023を掲げ、更なる機能強化と
強固な事業基盤の構築を進めております。
「グローバル化の促進」「人財育成」「ビジネスモデ
ルの変革」の３つを経営方針とし、2023年の時点で
グループの売上高2,000億円、売上総利益160億円を
目標としております。
　地球上のあらゆる地域でオー・ジーグループ社員
が自由に飛び回り、独自のネットワークを活用しな
がら世界中とコミュニケートし、目の前のお客様の
ニーズに応え続ける姿を目指します。
　これからも、「人財」を武器に、環境変化や多様
化に対応したアクティブでダイナミックな挑戦を続
け、皆様のご期待にお応えして参ります。

マイカンパニー
オー・ジー株式会社　〜100周年VISION2023達成へ邁進中です〜
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■会社概要
本社所在地：東京都品川区
設　立：2012年６月
資本金：15,769百万円（2016年９月末）
売　上：62,654百万円（連結、2016年３月末）
従業員数：2,317名（連結、2016年３月末）
事業内容：	電子部品、接合材料、光学材料などの

製造・販売
拠　点：
栃木県下野市、鹿沼市、宮城県登米市、多賀城市、
海外拠点9ヵ所

■機能性材料でエレクトロニクスの進化を支える
　デクセリアルズはエレクトロニクス分野を中心
に機能性材料をグローバルに提供している材料
メーカーです。当社の前身は、1962年にトランジ
スタラジオのプリント基板用接着剤付き銅箔を製
造・販売する会社として設立されたソニーケミカ
ル株式会社です。半世紀にわたり、分子設計・機
能設計などの材料技術と、合成・混合・薄膜形成
などのプロセス技術を磨き、機能性材料の提供を
通じてエレクトロニクスの進化を支えてきまし
た。2012年にソニーグループから独立し、社名を
デクセリアルズ株式会社に変更。2015年には東証
１部上場を果たしました。

■グローバルシェアの高い主力製品
　現在の主力製品は異方性導電膜（ACF）と光
学弾性樹脂（SVR）です。異方性導電膜（ACF）
は熱硬化樹脂の中に導電粒子を混ぜ込んだフィル
ムタイプの接合材料です。導通と端子間絶縁の両
特性を兼ね備えるため、ディスプレイパネルやカ
メラモジュールなどの回路接続に広く用いられま
す。また、光学弾性樹脂（SVR）はスマートフォ
ンなどの液晶ディスプレイとトッププレートの間
に充填することで、光の屈折を抑えて視認性を向
上させる樹脂です。どちらの製品も高いグローバ
ルシェアを有しています。
　また、これら主力製品に加え、反射防止フィル

ムを第三の柱に育てるべく、事業の強化に取り組
んでいます。当社の反射防止フィルムは薄膜形成
技術と独自設計の多層構造により実現する優れた
低反射性と防眩性、耐擦傷性が評価され、大手
ノートPCメーカーをはじめ、車載ディスプレイ
用途に広く採用されています。

■エレクトロニクスで培った技術を新領域へ
　2016年度を開始年度とする３ヵ年の中期経営計
画「変革と成長	2018」では、これまでエレクト
ロニクス分野で培った製品や技術を、自動車、環
境、ライフサイエンス、通信・半導体など、今後
成長が期待される領域へ展開し、事業拡大を目指
しています。
　特に自動車領域では、計器盤表示のデジタル化
やカラー化、カーナビなどセンターインフォメー
ションディスプレイの大型化が進んでおり、当社
の反射防止フィルムが使われています。視認性の
向上に加えて、外光が車載ディスプレイで反射す
ると運転に支障をきたすおそれがあるため、安全
性の観点からも採用が拡大しています。

■新たな価値を生み出す栃木事業所
　当社は2016年10月より稼働した、栃木県下野市
の栃木事業所を中心拠点と位置づけています。各
地に分散していた異なる製品・技術の開発リソース
を集結し、世の中に高い価値をもたらす新たな製
品・技術を生み出せる理想の工場を目指しています。

マイカンパニー
デクセリアルズ株式会社
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　未来社会創成フォーラムが下記の通り開催さ
れた。
日時：2016年11月29日（火）14：00～20：00
場所：	早稲田大学	西早稲田キャンパス63号館

2F-03，-04，-05教室、及び1F-Rohm	Square
参加数：参加企業／団体／組織等総数＝60件、
　　　　	フォーラム参加者（講演者は除く）＝

88名（内応用化学科OB＆OGは15名で
全体の17%）、加えて応用化学科研究
室の学生。

1. 本フォーラムの趣旨
　これまでに３回実施してきた「未来社会創成
の会」の成果を継承しつつ、早稲田大学応用化
学科からその研究活動と実績を社会に向けて発
信する新規フォーラムとして、応用化学科と応
用化学会共催の新たな活動として企画した。

2. 本フォーラムの目的
　早稲田応用化学会のステークホルダーである
企業、OB＆OG、学生、教員等が、応用化学科
の個々の研究活動のStatusや成果、未来社会に
対するそのPotentialを理解し、またその結果と
して生じる相互の興味や情報、意見の交換を建
設的に加速させる場を用意することによって、
研究活動の価値ある展開と研究成果の社会への
還元が推進されることを目的とする。
　更には若手教員の社会に対するExposureや、
大学と企業との相互刺激的かつ持続可能な関係
の創出を期待し、2017年に迎える「応用化学科
創立100周年」、2023年に迎える「応用化学会創
設100周年」を大きなステップとして、応用化
学科が新らたな世紀に船出するための一つの基
盤を整える。

3.  今回のテーマ「ライフサイエンス・バイオ
が拓く未来社会」について

　今回は応用化学科木野邦器教授の企画によっ
て応用生物化学分野が扱う研究・技術を中心と
するテーマを取り上げた。
　今世紀人類に課せられた課題は多く、持続的
な社会の構築に向けバイオテクノロジーに大き
な期待が寄せられている。とくに昨今のバイオ
関連技術の進展には目を見張るものが多く、
我々の夢を実現するための革新的ツールが数多
く開発され、新たな研究領域も立ち上がっている。
　こうした背景において世界各国は、OECDが
掲げるBioeconomyの実現に向けて、バイオ関
連の研究展開や産業支援に関わる国家戦略を策
定するなど、新たな目標に向けて動き出してい
る。
　我が国でも、関係省庁はそれぞれにグリーン
バイオイノベーションの実現に向けた検討を開
始しており、広範囲に及ぶバイオ産業の活性化
に向けた戦略を打ち出している。
　早稲田大学応用化学科の応用生物化学部門で
は、多様な微生物機能を活用した有用物質生産
プロセスの開発を軸に研究を推進しているが、
幅広い分野を扱うバイオ研究の現状と効果を俯
瞰的な立場から総括し、その可能性を議論した
いと考え、今回のフォーラムのテーマとして設
定した。

4. プログラム
1）　14：00～14：30
　　	「未来社会を拓く
バイオテクノロ
ジー」

　　	木野邦器（早稲田
大 学 応 用 化 学 科	
教授）

未来社会創成フォーラム （平成28年11月29日）
−ライフサイエンス・バイオが拓く未来社会−
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2）　14：30	～15：10
　　「低炭素から新炭素社会へ
	 ：バイオテクノロジーの展開」
　　	水無渉（三菱化学株式会社	科学技術研究

センター	バイオ技術研究所長）
3）　	15：10～15：50
　　	「生物機能を活用したものづくり」
　　	～社会価値と経済価値を共創する味の素グ
ループの取り組み～

　　	松井和彦（味の素株式会社	上席理事）

＊＊15：50～16：00　休憩

4）　16：00～16：40
　　	「未知未培養微生物の培養限界を超える挑

戦」
　　	鎌形洋一（国立研究開発法人	産業技術総

合研究所	生命工学領域研究戦略部長、北
海道大学大学院農学研究院	教授）

5）　16：40～17：20
　　「バイオ産業の近未来」
　　宮田満（日経BP社	特命編集委員）
6）　17：20～18：00
　　	「セルフメディケーションのための機能性

食品開発」
　　山本（前田）万里
　　	（国立研究開発法人	農業・食品産業技術総

合研究機構	食品研究部門	食品健康機能研
究領域長、筑波大学	教授）

7）　18：00～18：05　おわりに
　　桐村光太郎（早稲田大学応用化学科	教授）
8）　	18：10～19：45　交流会（名刺交換および

質問・懇談）：63号館1F-Rohm	Square

　講演会の盛り上がりの影響を受け、交流会が
終了したのは20：00となった。

5. 講演後の交流会について
　講演終了後は、63号館1F-Rohm	Squareに場
所を移して名刺交換・質問・懇談等による活発
な交流会が行われた。講演会では得られなかっ
た情報交換や、新しい人との出会いや繋がりが
得られたと感じられた。

6. 総括
　講演はいずれも本フォーラムの趣旨に沿った
広範囲の興味深い内容で、かつ最新の情報をも
含んでおり、参加者に対して強く訴える良い講
演会であったと考える。
　従って前述の「フォーラムの目的」で述べた
「研究活動の価値ある展開と研究成果の社会へ
の還元」に、今後大いに貢献するものと期待さ
れる。

＜アンケート結果の概要＞
　本フォーラムの参加者にアンケートをお願い
した。主なコメントの幾つかを以下に示す。

・ 	バイオ研究の最前線の情報が入手でき、大変
勉強になった。

・ 	一つの分野を長く研究されている研究者の言
葉の重み、内容の深さが印象に残った。

・ 	日本のモノづくりバイオの将来に向けた産官
学の方向性の一端を知る事ができた。

・ 	サイエンスだけでなく、事業価値・経済価値
が合わせて論じられた点が良かった。

・ 	業界は異なっても、課題に関する考え方やア
プローチについて参考になった。

　　～～等々

　その他、多くの参加者から、本フォーラムに
対する好意的なコメントや、今回の企画を支持
する言葉をいただいた。

	 （未来社会創成フォーラム実行委員会）
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　早稲田応用化学科旧32回生のクラス会を2016
年10月３日（月）新宿小田急デパート12階にあ
る中華料理店の「翠園」で開きました。僅か８
名の会合でしたが元気一杯に酒と食事で２間
半、昔話と近況の話題で楽しい一時を過ごしま
した。
　私共は昭和23年の４月に応化に入学し、26年
３月に卒業した旧制度最後のクラスでありま
す。入学時のクラスメートは確か45名程であっ
たと記憶しています。社会人になって夫々が四
散し現時点では約30名の方が死去ないし行方知

れずで、14～15名の方には連絡が取れる状況で
す。しかし年齢は最早87～88歳と高齢になり、
歩行も不自由でクラス会への出席を遠慮したい
とのことで、結局は８名となりました。
　この先も何とか90歳になるまではクラス会を
頑張って継続しようと申し合わせし、次回のク
ラス会は2017年の10月２日（月）の13～15時30
分、会場は今年同様に新宿小田急デパート12階
の「翠園」を予約して解散しました。
（2016.10.15記）	 （幹事：上田、北村）

　同期会開催報告をホームページより抜粋致します。報告の詳細はホームページをご覧ください。
ホームページには懇親会の写真なども載っておりますので、お楽しみください。

卒業生近況
同期会

旧制32回クラス会（2016-10-3）
後列　左より　上田　忠雄、今井　昇、北村　国雄、光井　武夫
前列　左より　椙田　慈、中谷　治夫、藤田　青男、朝倉　光雄

■旧32回クラス会報告（平成28年10月3日）
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　新制13回の同期会が、平成28年10月19日（水）
12時～15時有楽町ダイニングバー「綴」で開催
されました。これまでの幹事の努力により、ほ
とんどの同期生にはE－メールにより、開催案
内、参加・不参加の連絡が可能になり、同期会
開催がかなり容易になりました。また、堀井幹
事長の努力もあり、51名と多くの同期生から近
況報告が寄せられ、貴重なデータとしてE－
メールにて配布されました。
　最近６年間は、同期会が毎年開催され、参加
者は24～30名の間で推移しており、毎回賑やか
な同期会を楽しんでいます。今回は、29名の参
加者があり、丸山幹事の司会により、堀井幹事
長の挨拶（この歳になるとキョウヨウとキョウ
イクが大切です）に始まり、最近１年間に逝去
された２名の同期生に黙祷をささげた後、山口
氏の音頭による乾杯で、会が始まりました。
　暫くの間歓談した後、参加者に近況報告をお
願いしました。現役の時の仕事を継続している、
NPOや地域で社会貢献をしているなど、‘老い

てますます盛ん’ という表現がぴったりする人
が多く、大いに盛り上がりました。しかし、話
題豊富なため、17名の報告で時間切れになりま
した。同期会の和やかな雰囲気を次の川柳がよ
くまとめています。

・同期会出て健勝を知らせ合う
・しわ白髪真面目に生きて来た証し
・同期会病気の話で盛り上がり
・病気よりお墓の話が多くなり
・スピーチに人生観が込められる
	 句作者　市川嘉紀幹事

　最後に、次期幹事４名（永瀬、戸上、藤崎、
渡辺の各氏）の選出及び挨拶、市川幹事の会計
報告、佐野幹事の閉会の挨拶、重村氏の最終締
めの後、集合写真を撮り、次回同期会での再会
を約し、散会しました。
	 （文責：佐野	正道、写真：相馬	威宣）

集合写真

■新制13回　同期会報告（平成28年10月19日）

35



　新制21回同期会：17：00～19：00	 会場：東京
ガス四谷クラブ
　2013年に再開した新制21回応用化学科同期会、
いつも早稲田祭・理工展にあわせて開催します。
最初のの２回は63号館の馬車道での開催でした
が、昨年からこの場所は使えなくなり、会場は三
浦千太郎君のはからいにより東京ガスの四谷クラ
ブになりました。今年は四谷クラブ２回目の同期
会でした。
　参加者は22名、昨年の20名より
２名多い参加となりました。前回、
前々回と参加者の顔ぶれには異動
がありますが、参加者数はほぼ20
名余と安定しています。また今回
は、１名の方が、同期会の機会に
応化会年会費を納入してください
ました。今回初参加の天野一秀君
とは卒業以来45年ぶりの再会でし
た。
　堀江君の司会、三浦応化会会長
の開会挨拶、倉持君の乾杯で会は
始まりました。ビール、日本酒、
焼酎、ワインと飲み放題、美味な
食事も一段落してから、一人２分
限定のスピーチとなりました。ま

だ働いている人数人、趣味や社会貢献などそれぞ
れに有意義な時間を過ごしている人、思わぬ怪我
や病を克服した人などさまざまですが、飲んで話
せばいつのまにか学生時代の顔に戻っていくよう
でした。
　最後の締めで、来年は応用化学科設立100周年で
あると同時に、我々が早稲田で顔を合わせて50年
という記念の年、また大いにやりましょうというこ
とで、来年の再会を約してお開きになりました。

後列　左より　倉持、天野、堀江、小川、中世、松本、篠田、木村、棚橋、
　　　　　　　仲佐、上野、堀井、久保田、渋谷
前列　左より　奈良、西田、三浦、長瀬、橋本、島田、吉本

■新制21回同期会報告（平成28年11月5日）

　2016年10月23日（日）に同期会を、今年が卒業
50年目で、案内状が送られてくる最後のホームカ
ミングデーに合わせて開催しました。
　大隈講堂での式典参加ができるようにと、高田
馬場駅近くのBIG	BOX	9F「わん」で13時から15
時の昼食を摂りながらの集まりでした。参加者は
17名とやや寂しい人数でしたが、中部支部からは3
人が参加しました。司会は金子四郎が担当し、見
並勝佳の開会挨拶と乾杯でスタートしました。
　顔を合わせていると50年以上前の記憶がどんど
ん戻ってくる体験を全員がしたようで、各人の近
況を報告するともに、色々な話題に花が咲きまし
た。まあ、ご多分に漏れずに病気と健康の話題も
飛び交いました。予定の時刻はあっという間に過
ぎ、来年も開催するようにとの強い要望が出ました。
　閉会の挨拶は石井利典が行いました。全員で集
合写真を撮り、来年にもまた会おうと帰路につきま
した。

参加者：	石井利典、大林秀仁、押田信昭、金子四郎、
坂野泰明、曽根眞人、高橋志郎、高畑忠男、
堤正之、経沢実、坪田正行、西海英雄、
久枝信一、藤本隆之、三島邦男、安村弘之、
見並勝佳

	 （文責：見並	勝佳）

■新制17回　同期会報告（平成28年10月23日）
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　11月25日（金）に卒業後第２回目の同期会を早
稲田リサーチパークでの見学会と大隈タワーでの懇
親会として開催し、参加者は約20名となりました。
　同期で大学に残られた逢坂特任研究教授のス
マートエナジーシステム・イノベーションセン
ターの研究室などを見学し、最先端の研究内容の
一端に触れると同時に、年月を経た大学の姿に、
それぞれが隔世の感を禁じ得ませんでした。
　会食は昔の学生会館跡の大隈タワー内にあるレ
ストラン「森の風」で和気藹々と楽しく賑やかに
行われました。前回と同様に、各人の１分間スピー
チで近況などを報告しあいました。遠方から駆け
付けた旧友もいて、久方ぶりの再会に、熱の入っ
た議論や旧交を温めるシーンがあちこちで飛び
交っていました。
　名残惜しい気持ちが多くの人にあり、２次会に
は殆どの出席者が残り、高田牧舎で更に盛り上が

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今後も企画をし
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。同
期会、及び応用化学会を今後とも宜しく応援くだ
さい。	 （文責：井上	健）

　2016年11月26日（土）、昨年に引き続き早稲田
大学西早稲田キャンパス内の竹内ラウンジで同期
会を開催しました。業務多忙、旅行、体調不良等
で欠席された方もあり、出席者は24名でしたが、
例年通り研究室毎に幹事が取り纏めた資料でそれ
ぞれの近況を把握することができました。会の始
めに、今年体調を崩されて幽冥界に旅立たれた渡
会 不 三 男 君（2016.05.02ご逝 去）、磯 川 眞 治 君
（2016.07.02ご逝去）、お二人のご冥福を心よりお
祈りし、全員で黙祷を捧げました。その後、保坂
君の司会、竹下の挨拶、中井君の乾杯で会が始ま
り、会食・歓談の後、参加者全員の近況報告、中
井君の応化会活動や基盤委員会活動報告（来年10
月７日応用化学科創立100周年記念式典、会費納
付率アップの取組み等）、保坂君の分科会・会計
報告と続き、和気藹々の楽しい時間が流れ、16時
過ぎに渡部君の締めでお開きになりました。今回
の同期会は、昨年に続き参加者全員による近況報
告をメインテーマとしました。参加者のお話しは
全て、同期の我々にとって大変参考
になるものばかりでした。その中か
らいくつかを紹介します。
1）	包装資材商店経営、神主・指圧

師・森林インストラクター・書道
師範・中国での講演　活動、通訳
ガイド国家試験挑戦、日本棋院４

段免状取得、太極拳師範審査合格、ボランティ
ア活動　

2）	腰痛、膝痛、前立腺不調	等に伴う体調管理や
ゴルフ・テニス・ソフトジョギング・ウオーキ
ング、吹矢等の体力維持・増強

3）	年２回のゴルフ分科会に加えて、今年から始
めた年２回の放談会の紹介

　参加者全員、自分の身に置き換えてメモを取っ
たり、質問したりして熱心に聞き入っていました。
“青春とは心の若さである、今が青春真只中で
は？”との思いを共有し、それぞれが明日への新
たな一歩と来年の再会を誓った一時でした。
（注）次回は2017年11月24日（金）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）

■新19回・同期会報告（平成28年11月25日）

■新18回　同期会報告（平成18年11月28日）
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卒業生近況
同門会

　昨年同じ城塚研究室で学んだ二世代（新20、21
期）の仲間たちが、ほぼ40数年ぶりに集まりました。
　今年もまたやろうと長瀬君が中心に声をかけ、12
月６日に新大久保の韓国料理店さんぱ家で会食しま
した。城塚先生が亡くなられてから研究室でまとま
れる機会が少なくなったので、大学院時代にほぼ一
年間先輩後輩としてともに過ごした懐かしい面面が
会えるというのは貴重なチャンスです。
　今年は12月の忘年会シーズンと重なったため参加
は各学年３人ずつの計６人でしたが、共に近況を共

有し、また今年の２月に亡くなった村田治雄さん
（新20）のことも皆で偲びました。
　そして、酒量が増え酔うほどに昔日の武勇伝や失
敗談も出て楽しい集まりとなりました。
　先生が亡くなられると年次を越えた集まりは、な
かなか難しくなりますが、来年はより多くの人たち
でこうした会を開きたいと思います。
参会者　新20　大槻俊一、丹羽淳、米岡実　　　　
　　　　新21　上野裕人、長瀬穂積、橋本正明
	 （文責：橋本	正明）

　城塚先生がお亡くなりになって以来、城塚研の集
まりはほとんど定期的に行われなくなりました。昨
年は新20回、21回の有志であつまり、世代を跨いで
の集まりもなかなか良いなということがわかりまし
た。なにしろ大学院時代も含めれば同じ研究室で一
年以上は共に研究生活を送ったのですから。
　そこで今度は21回の長瀬君が声をかけてくれて新
21回、22回の同門の集まりを日比谷の「うすけ
ぼー」で行いました。集まったのは５名と少なかっ
たですが、これがきっかけでまた盛大になりそうな
気がしました。
　21回：長瀬穂積、上野裕人、橋本正明、22回：辻
傑、倉地京平、40年ぶりに会った仲間も居りまし
た。まだ元の会社に縛られているもの、乞われて安

全操業の指導をしているもの、ビルマやベトナムで
操業のアドバイスをしているもの、悠々自適で高尾
山や小仏などの山歩きを楽しんでいるもの、それぞ
れが充実した生活をEnjoy	しているようでした。
　今年秋は応用化学科創立100周年でもありますし、
来年はもっと大規模に集まりたいと話しました。

■新20回、21回城塚研同門会開催報告（平成28年12月6日）

■新21回、22回城塚研同門会開催報告（平成29年1月19日）

左より　長瀬、米岡、大槻 左より　丹羽、橋本、上野
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　「朋有会」は2010年に開催された清水研究室25周年
記念パーティーの場にて、清水功雄先生により考案・
命名されました、清水研究室卒業生並びに関係者か
ら構成される同窓会の名称です。朋有会の由来につき
ましては、2014年開催の朋有会開催報告をご参照い
ただけると幸いでございます。以前より本会は定期開
催しておりましたが、2014年に清水先生がご逝去さ
れ、開催を延期されましたが、昨年12月17日に２年振
りに「朋有会：清水先生の思い出を語る会」をリーガ
ロイヤルホテル東京にて開催致し、慌しい年末にも関
わらず卒業生・関係者、また清水先生の奥様の清水
信子様と清水先生のご子息ご家族の方々にもご参加
いただき、総勢約90名の出席者となりました。
　開会に際して、佐竹彰治様（新40回卒）より開会
のご挨拶を頂戴し、相田冬樹様（新37回卒）より、
湿っぽいことがお嫌いだった清水先生のご意向に従っ
て「献杯ではなく乾杯」のご発声により、会がスター
ト致しました。しばらくの歓談の後、各代の卒業生の
方から研究室や清水先生との思い出について、スピー
チをいただきました。石井宏寿様（新38回卒）から
は、若くして早稲田大学に赴任された清水先生は、
研究室では厳しくも熱のこもった研究指導をされてい
た一方で、学生とともにスキー旅行に行かれたという
エピソードを拝聴し、この頃から積極的に学生との交
流を持たれる先生のご様子を伺うことができました。
鳴海哲夫様（新52回卒）からは、清水先生に教えて
いただいたことが大学教員としての現在の自分を形
作っているとのスピーチをいただき、また大学院を修
了された比較的若い世代の方である水戸部博和様
（新59回卒）からも、研究室時代に清水先生より「ど
ういうミッションで研究をしているのか、良い研究を
するとはどういうことなのか」という研究者としての
哲学・姿勢を叩き込まれ、教育者としての清水先生を
思い出すことが出来ました。最後に現役の学生である
芝山啓允様（新65回卒）からは、清水先生の難解な
講義に苦戦したという学生らしいエピソードを伺うこ
とができ、一方で研究室では自由に研究をさせていた
だいたことから、清水先生が大学教員として一貫とし
て大事にされていた、学生の自主性を重んじられるご
様子が思い起こされました。
　最後に清水信子様よりご挨拶を頂戴し、このような
会を開いていただき、感謝しているとのお礼の言葉を
述べられました。清水先生が研究室の学生や卒業生
たちのことを片時も忘れず、親身に考えておられたこ
とをお話し下さり、病床で口にされた「ありがとう」
というお言葉でご挨拶を締めくくられました。清水先

生より教えをいただいた者とし
て、胸が熱くなりました。また
本会の開催に際し、幹事団が
中心となって清水先生のご略
歴、図・アブストラクト付にて
まとめた研究業績集を作成し、
長澤和夫様（新39回卒）より
清水信子様に贈呈されました。
この業績集は参加者全員にも
配布され、それを
眺めて研究室時代
を懐かしく思い返
す一幕もありまし
た。さらに清水信
子様からも心のこ
もった記念品を参
加者全員にご用意
いただき、参加者
一同、とても感動
致しました。最後に全員で校歌斉唱を行い、記念写
真撮影後に閉会となり、その後は第2、第３の同窓会
に三々五々繰り出しました。
　本会の開催にあたっては、学内には既に研究室は
ないために当日準備などに苦労することも多々ありま
した。しかしながら卒業生の皆様にも旧交を温めてい
ただき、また清水先生の奥様・ご家族の方々にも喜ん
でいただけましたことは、幹事団としては望外の喜び
でありました。おそらく清水先生も会場のどこかにい
らして、懐かしい顔ぶれと卒業生が楽しく過ごしてい
る様子をご覧になり、喜んでおられたのではと想像し
ております。最後になりましたが、本会を盛会のうち
に終えることができましたのも、ご参加いただきまし
た卒業生の皆様と、当日受付などをお手伝いいただい
た現役の学生たちのおかげだと思っております。幹事
を代表致しまして、厚く御礼申し上げます。今後もぜ
ひ清水先生が遺してくださったこの会を、大切にして
いきたいと考えております。
	 （朋有会幹事：末木	俊輔	（新56回卒））

■「朋有会：清水先生の思い出を語る会」開催報告（平成28年12月17日）
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中部支部（早化会）活動報告
（応化会ホームページより抜粋）

■第13回中部支部交流会報告

　2016年10月15日（土）「名古屋ダイヤビル」
にて、第13回交流会を開催した。
　交流会のプレゼンターは、長年生化学分野で
研究活動をしてこられた、岐阜大学生命科学総合
支援センター特任教授木内一壽氏にお願いした。

木内一壽氏による講演
「海馬と記憶とアルツハイマー」の要旨

　生命の活動を制御している脳について、そ
の”不思議な部分”や”アルツハイマー病の回避”
などに新たな解明が進んでおり、その内容が紹
介された。前脳基底部に投射しているアセチル
コリン神経系は、場所と対象物の認識記憶に深
く関わっている事が証明され、再認記憶障害の
原因解明が進んでいる事など、
　出席者の関心の高いプレゼンテーションで、
「思考力」はどのような神経活動に基づくの
か？或いは「時の記憶」はどのようになされる
のか？などの数々の活発な質疑応答で交流会を
終えた。
　尚、アルツハイマー病”への予防策として、
以下の新しい知見を述べられた。
①	認知症の重症化には、睡眠と切っても切れな
い関係が存在する。患者に特有の睡眠に関わ
る３つのハンデキャップ、即ち、「目覚める

力が低下する」、「体内時計が壊れる」及び
「眠る力が弱まる」が、質の良い睡眠リズム
の維持により得られるアミロイドβの分解効
果に悪影響を与える事。従って、日中は30分
以上の睡眠はとらずに夜規則正しく良質の睡
眠をとることが肝要である事。

②	メリハリの無い日常の活動リズムも認知症へ
の進行リスクを高め、軽度の認知症から認知
症への進行予防は、定期的な有酸素運動（60
分程度週３回）と、脳科学の見地から人とし
ての“ネオテニー”（好奇心や遊び心）を保つ
ことが肝要。

　交流会終了後、いつもの喫茶店に席を移し懇
親を深めた。秋山健氏、新村多加也氏および大
高康裕氏よりスピーチがあり、いつものように
和気あいあいの懇親会でした。

参加者（敬称略）
（講　師）木内一壽（新24回）
（中部支部会員）澤田祥充（旧31回）、近藤昌浩
（新９回）、三島邦彦（新17回）、堤正之（新17
回）、白川浩（新18回）、後藤栄三（新19回）、
柿野滋（新19回）、秋山健（新19会）、小林俊夫
（新19回）、友野博美（新22回）、山崎隆史（新
25回）、藤井髙司（新36回）、新村多加也（新39
回）、大高康裕（新41回）、加藤毅之（新57回）
以上16名。	 （文責：堤）
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■関西支部第８回講演会報告

　早桜会第８回講演会を９月17日（土）、中央
電気倶楽部で開催しました。
　今回の講師は、静岡大学名誉教授の須藤雅夫
先生で、ご専門の分野を「固体高分子形燃料電
池の話題」と題してご講演いただきました。

　須藤先生は、1972年学部卒（新22回）城塚研
出身で1978年工学博士号取得、静岡大学助手、
助教授、カリフォルニア大学バークレー校客員
研究員などを歴任し、1993年静岡大学教授、
2016年同大学名誉教授となられています。
　講演は、現在の勤務先である天野工業技術研
究所の紹介から始まり、浜松の名所・行事の興
味深い紹介もありました。本題では、持続発展
可能な社会の構築には、水素社会を目指すこと
が必要であることをまず述べられました。水素
社会へのロードマップ、水素の製造法とコス
ト、固体高分子形燃料電池の開発の歴史、CO2

フリー水素、Power	to	gas,	水素か合成メタン
か、水素サプライチェーン、水素ステーション
について解説されました。次いで、固体高分子
形燃料電池（PEFC）では、速度過程と材料設
計に注目し、燃料と酸素の供給での課題、セパ
レータの均一分配と水蒸気の凝縮の影響、ガス
拡散電極の移動過程、水蒸気の凝縮・プロトン
輸送界面構成、伝導膜でのプロトン輸送・水
（水蒸気）逆拡散が検討対象としてあげられま
した。
　研究事例紹介として、伝導膜内の水輸送の湿

度センサーによる実時間測定により、電気浸透
水と逆拡散水の向流移動から、正味の水輸送係
数が負（カソードからアノードへの輸送）の条
件を示されました。膜内輸送方程式によるシ
ミュレーション結果ともよく一致したと報告さ
れ、次いで、過酸化水素が生成するレベルと条
件を検討された結果の報告がありました。過酸
化水素は、アノードで触媒反応により生成しま
す。一方カソードで電流値が大きくなると還元
生成物として生成します。過酸化水素レベル
は、電流値に対しバスタブ曲線を示しました。
そこで伝導膜を分割しマイクロセンサーを挿入
し、膜内での過酸化水素レベルを計測されまし
た。アノードからカソードに移動していること
が推定されたことが報告されました。
　講演終了後は、活発に質問が出され、一つ一
つに丁寧にお答えいただきました。先生独特の
やわらかい口調のご講演で、お人柄も聴く人の
心によく届いたようです。
　講演終了後は、全員での記念写真を懇親会場
の入り口前の階段で撮り、特別食堂での懇親会
に移りました。乾杯後は会場のあちこちで話の
輪ができ、話が弾んでいたため、スピーチは少
なめにとの司会者の配慮で、初参加の方に自己
紹介いただいたほかは、ほとんど飲み・食べ・
話すというにぎやかな懇親会になりました。
	 （文責：田中）

関西支部（早桜会）活動報告
（応化会ホームページより抜粋）
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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（Net応化

会・応化会ホームページ）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
　	　会報には郵便局払いの払込票を同封しておりま
す。コンビニ払いをご希望の方は、次ページの応
用化学会事務局へご請求下さい。「コンビニ」（窓
口）、「ゆうちょ銀行」（窓口・ATM）での納付に
対応している払込取扱票をお送りします。単年度
（2016年度）分会費のみ納付可能です。

　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。単年度（2017年度）分会費のみ納付可
能です。

　	　「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。
　		　但し、当該年度（１年分）の会費のみ引落可

能です。今からですと、2017年度から納付開始と
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。

■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。

■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。

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）

事務局からのお知らせ
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●囲碁の会へどうぞ
　応化会活動の一つで棋友会と名付けてここ12年程前から囲碁の会を行っています。場所は
観光名所「泉岳寺」（都営浅草線、京急空港線）数分の所にあるマンションです。月初めの
土曜日午後１時から。10人ほど集まって和気あいあい土曜半日を楽しんでいます。実はこの
会かなり大勢の方々が一度は参加していて、会メンバーは50人程にもなります。どうか気軽
に会場を覗きに来て見て下さい。

　会費はその都度800円（会場費）、入会金などいりません。対局時間は午後１時から５時ま
で点数制度で行います。新参加の人は大体の棋力を判定して対局して貰います。５時以降は
1－2千円で懇親会もやりますが、参加不参加は自由です。
　関心のある方は　速水、下井、鶴丸（会場提供者）宛てに電話あるいはメールをしてみて
ください。以前に来られた方も再参加のときは電話してみてください。
　あるいは早稲田応用化学会事務局にご一報ください。

　早いもので2015年秋号から編集に携わって４号目の会報の編集後記を書いています。
　本号もカラーページが拡充され、応化会の各委員会の充実した活動の報告や、回数が向上した同
期会・同門会の報告とともに、活動が活発化・充実化している学生部会の多数の報告など、幅の広
い内容が盛り込まれた会報となっています。
　勿論、「マイカンパニー」「今ここで頑張っています」「若手の頭脳」も読みごたえのある内容を
お伝え出来ます。
　また、「先生への突撃インタビュー」では、初めての試みとして現役学生にもインタビュアーと
して参加して貰い、教室、学生、卒業生の３者による合作という面を打ち出してみました。
秋に迎える応用化学科100周年記念事業に向けて、継続と変化の両方を皆さんと共有できれば良い
と思います。
	 井上　健（新19回）

●2017年春号編集後記

棋友会からのお誘い

速水：☎	045–821–8071
　　　　　  	vokhym@ar.wakwak.com

下井：☎	090–7274–2277
　　　　　  	mshimoi1002@ybb.ne.jp

鶴丸：☎	03–3441–9924
　　　　　  	mk-tsuru@mist.ocn.ne.jp

E-Mail

E-Mail

E-Mail
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■今号の表紙絵
「６号館」
　昭和４２（１９６７）年理工学部が現早稲田キ
ャンパスから西早稲田キャンパスに移るまで応用
化学科が置かれていた。昭和１１年桐山均一の設
計の堂々たる建築で現存。ディテールが素敵だ。
　演劇博物館と１４号館を結ぶ通路はパサージュ
の役割を果たし、大学の導線を魅力的にしてい
る。その壁にはいまも右側からの横書きで「室驗
實學化用應念記會明豊村森」と刻まれている。応
用化学科の発展と充実には森村市左衛門による多
大な寄付と援助が大きい。これからも大学を豊か
にする大切な記憶として残したい。

藪野　健
早稲田大学栄誉フェロー
名誉教授名誉博士（広島大学）
一般社団法人二紀会副理事長
府中市美術館長、日本藝術院会員

逝去者リスト：� �
氏名	 卒業回	 逝去（年月日）
藤田　耕平	 燃07	 2016/11/24
大逸　静夫	 新01	 2016/10/8
多賀　五朗	 新01	 2017/2/17
木邑　隆保	 新03	 2017/1/4
伊藤　諦	 新07	 2016/7/2
髙橋　清彦	 新10	 2017/3/4
高佐　誠一	 新12	 2016/11/18

斎藤　栄輔	 新13	 2017/3/4
前川　純彦	 新17	 2009
大熊　邦雄	 新20	 2017/1/22
門脇　弘一	 新28	 2016/4
金崎　竜一	 新43	 2016/11/6
飯島　優貴	 新63	 2016/8
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伝統の逸品

「理工科の卒業記念アルバム
～応用化学科黎明期の写真」

桐村　光太郎
先進理工学部 応用化学科 教授

早稲田大学 大学史資料センターは東伏見に
あり、常設展「大隈記念室」の他に企画展示も
行われている。通常はあまり利用する機会がな
いが、各種の資料が眠っている場所であり、発
掘するととんでもない過去の宝物に出会えるこ
とを知った。和田宏明教授が、ここに応用化学
科に関わる数種の「伝統の逸品」が保管されて
いることを発見したのである。当方もお誘いを
受けて資料の見学と確認に伺った。
理工学部以前、理工科と呼ばれていた時代の

複数の卒業アルバムが「伝統の逸品」である。
各アルバムには大隈重信総長に始まり、往時の
教員、卒業生の写真が収められている。応用化
学科本科誕生の1917年のアルバムも保存されて
いたが、卒業生がいないため学科に関する記載
がなかった。
筆者が最も驚いたのは、焼失した化学実験

棟、最初の「豊明会記念応用化学実験室」の写
真が1917年のアルバムに鮮明に掲載されていた
ことである。
2012年秋号の早稲田応用化学会報「伝統の逸

品」で、筆者は現存する豊明会記念応用化学実
験室のレリーフについて記述した。さらに、同
号の編集後記で、『このレリーフは、旧応用化
学科９号館（現６号館）建設より前のものでは
ないか、との意見を述べられた卒業生の方が複
数おられました』と記述した。今回、（消失し
た）最初の「豊明会記念応用化学実験室」の写
真を見ると、現存のレリーフ（現６号館）と酷
似するものが存在しているのである。もしかし
たらば、この最初のレリーフがそのまま現存し
ている可能性があるのだ。
数年後の応用化学科の卒業アルバムも1冊だ

け保管されていたが、こちらの写真は劣化が激
しく、今のうちに保存しないと内容が判別でき
なくなってしまう危険性がある。
応用化学科創立百周年さらには早稲田応用化

学会百周年を記念して、ぜひ、アルバム類をは
じめ貴重な資料をデジタル化して保存し、広く
閲覧可能なものにしていく作業が始まることを
期待したい。

桐村　光太郎　（新制33回）
先進理工学部　応用化学科　教授
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