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巻 頭 言 

新会長就任に当り故大友恒夫会長を偲ぶ 

会 長 篠原 功 

大友会長は6月5’日国立病院医療センターで出血傾向肝臓がんのため逝去されました。誠に痛惜の念 

にたえません。 

大友会長は大友幸助秩父セメント2代目社長の長男として生れ，昭和14年3月当科を卒業，戦前は技 

術将校として海軍燃料廠に勤務されましたが，戦後の20年11月秩父セメント株式会社に入社され，23年 

6月33才で常務取締役に就任されました。 

当時は戦後の復興時代で，次いで高度成長時代を迎えましたが，叔父の諸井貫一社長の片腕として同 

社の経営全般の中心的役割を果たし，同社を業界屈指の優良会社に成し遂げられました。 

社長に就任されましたのは43年3月で，高度成長から低成長に移行する変革期に当り，同社の経営体 

質をさらに近代化,強化し，特に技術畑出身の社長としてSF式焼成法によるセメント焼成技術の開発， 

実用化を行われました。省ェネルギー，高生産性，長期安全運転および公害防止の同時達成に成功され， 

内外に大きな反響を与え，これらの業績に対し大河内記念生産賞，窯業協会技術賞，機械振興協会賞な 

どを受賞され，また科学技術功労者として表彰されました。 

引年8月，秩父セメントの会長に就任され，60余社を数える秩父セメントグループの総師として，ま 

た業界の重鎮として斯業の発展に尽力しておられました。この間日経連常任理事，経団連常任理事，セ 

メント協会副会長，理事，窯業協会会長，日本コンクリート工学協会会長，石灰石鉱業協会会長，日本 

工業クラブ理事などとして活動されたほか広く社会事業にも関与貢献されております。 

大友会長は母校早稲田大学および応用化学科をこよなく愛され，また心配もされていました。絶えず 

応用化学科,応用化学会の発展を願っておられ，53年会長に就任以来頻繁に運営委員会を開かれ，運営 

を円滑に行うためまず運営基金を集めようと主唱され，率先して500 万円を寄付されました。 

魅力のある応用化学会にするには従来の応化だよりに代えて充実した早稲田応用化学会報を復刊した 

いと提案され，54年7月復刊第I号を発刊されました。 

大友会長と私とは学年1年差で，学生時代夏季工場見学旅行では一緒に北陸，関西，中国，四国，九 

州を回りました。終戦後は亡くなった苫米地助教授とともに屡々付き合っておりました。その後接触の 

機会も少くなりましたが，会長に迎えるとともに私は副会長として再び密接な付き合いをすることにな 

りました。 

終始変らぬ温厚な性格と飾らない率直な人柄，高い識見と大きな実行力は何処でも皆の敬愛と信頼を 

一身に集めておられました。 

会長在任中は応用化学会の組織の強化，財政の充実，事業活動の推進に情熱を燃やしておられました 

力ら 残念ながらいずれも緒についた程度で，私共は大友会長の下で今後に期待をかけておりました。こ 

の時期に任期途中で大友会長を失ったことは誠に痛恨の極みであります。 

このたび図らずも大友会長の後任として推挙されました。本会の発展を念願された故大友会長の熱情 

に添うべく努力する所存ですので宜しく御支援，御鞭縫をお願い申しあげます。 

~ ＝"m”~・””"''"”川“，="mI“・””Im”・~・m"”~”“叩・・~m'”・” 
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大友君を追憶して 
村井 資長 

大友恒夫君の追悼文を書くというようなことは夢にも思ったことがなく，私にとっては耐え難い悲し 

みです。人間的にも社会的にも円熟され，豊富な識見とその行動力をもって多角的な活動を展開され， 

各界から感謝され，期待され，今後さらに大友君の人柄とその手腕によらなければならぬ問題が多かっ 

たことを思うとき，私も含めて周囲の者が過重な負担を大友君にかけていたのではないかと悔やまれる 

のです。大友君は生来,明朗で一点の暗さもなく，並みはずれた親切心の持ち主と行動力に富んでいた 

ことは衆知の通りですが，大友君の行動には常に主体性があって,親切といっても受身でなく，自分で 

考え，その人のためには，その事のためにはこれが最もよい方法だということを自分で模索し，その実 

現に適進するのが生活信条だったと思うのです。頼まれなくても友人のことを考え,良いと思うことに 

は, どんな犠牲も惜しまないという行動や事績は大友君の人柄の奥ゆかしさを物語るものです。これは 

大友君が育まれたご家庭の環境，秩父セメントという我が国産業界でも稀な秀れた企業での成長，そし 

て諸井家,渋沢栄一翁の伝統を考えると当然とも考えられるのです。 

ここで，大友君の本業であったセメント業界，窯業学界などのことは除いて，早稲田大学関係のこと 

の二,三について追憶したいと思います。大学との関係は,商議員として，また評議員として大学の最 

高決議機関の一員として大学のためご貢献いただきました。また昭和53年からは大学理事会監事として， 

大学運営の中枢にあって大学のため献身的な活動をされました。また理工学部応用化学科卒業生として, 

産業界における卒業生の第一線活動者の会「六花会」を発起,結成され,理工学部各科有力校友の協力 

と親睦の会を毎月講演などを交えて会合が持たれています。同じ趣旨で応用学科の有力交友の会「三日 

会」も毎月大友君のお世話で工業クラブで講演と会食が行われています。この様な会は大友君のような 

献身的な人がいなければ継続できるものではありません。そしてこの会の焦点は大学の発展に絞られて 

いました。六花会は理工学部の,三日会は応用化学科の隆昌を考え常に関係箇所との連絡がよくとられ 

ていました。応用化学会のため絶大な貢献をされたことはどなたかが書かれると思いますので省略させ 

ていただきますが，私はその熱意と実行力に感謝するばかりです。最後に私事に亘って恐縮ですが，大 

友君を思いおこすことは限りなくありますが, ここで次の2つのことだけは心からの感謝をもって記し 

たいのです。それは「草炭会」を高宮教授と森康郎君の協力でつくって下され，その会長を引き受けて 

下さったこと，いま1つは私の古稀記念祝賀会を,病床にあって，これを終始指揮実行して下さった事 

です。私の終生忘れることの出来ない感謝をこめて大友君を追憶します。 

〔早稲田大学名誉教授 

昭和8年卒・旧13回・故人の恩師〕 
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『大友恒夫兄を憶う』 
川久保 勇雄 

ここ数年来入院治療を繰返されながらも，闘病努力と摂生で不死鳥のように，また健康を取り戻され， 

数々の業績をあげてこられた大友恒夫兄が天命とは言え，この6月5日逝去されましたことは,誠に痛 

恨の極で, また寂りようの感に耐えません。 

私と大友兄との交友は，早稲田高等学院で机を並べて以来,既に40余年におよびます。私どものクラ 

スは，行動的で，また纏りの良いのが評判でした。大学卒業の時に,恩師小林久平先生の『久」を頂き， 

ひさし会と名付けましたが，小林先生の『友の訓え」‘え 同期生の固いきずなでありました。 

大友兄は「ひさし会」の発足の時より，今日に至るまで，中心的存在として，この訓を実践され,学友 

のために尽されました。特に終戦直後の混迷の時代に示された,ご尽力の数々は，忘れえぬ感銘深いも 

のであります。諸井秩父セメント岡社長は大友兄を評し『人を信じ，人を愛し,人のために勉められた』 

と言われました。その交友の層の厚さ，幅の広さを知るにおよんで，大友兄は実に我々の太陽であった 

との感を,深くするのであります。 

大友兄と特に親しかった私は，朋友の思い出の数々と，離別の淋しさが身に泌みる昨今でありますが, 

経営者として, また技術者として大友兄を見ると,先見性と指導力は，抜群であったと思うのです。 

その実証は，生涯愛し続けられ，育成されて来た，秩父セメント閥の優秀な業績と，技術と企業経営 

のバランスの取れた，驚嘆に値する発展の姿であります。特に同社の技術革新は活目すべきもので，大 

友兄の偉大さを示すものであります。 

終戦後の無線運用の未開発の時期でありますが，同社は工場立地，特に連絡通信の悪条件を，無線通 

信網の開設によって，打開することを計画されました。このために回析電搬の実用試験，供用波長帯の 

開発等に，努力されましたが，現在は無線網の完備により，その恩恵をえておられます。また電子計算 

機が，漸く産業界に注目され始めた, 30年代の末期に，わが国で最初に， 『製造工程の計算機制御方式』 

を採用。品質管理の向上と,省力化を計られました。更に特筆すべき業績は，現時代の要請である，省 

エネルギー問題への対応であります。40年代の初期より，石川島播磨重工と協力して,着手されました 

が，目的はセメントクリンカー焼成工程の，予熱装置とキルンの間に，気流焼成炉を組込み，焼成能力 

を増加，また燃料消費量の節減を，計るものであります。この開発に当っては，実動キルンを改造し, 

試運転を行うなどの英断によって，種々の難問を解決し， IS F式新セメント焼成法』 として完成され 

ました。この成果により第1次石油危機に際しては，予期以上の業績をあげられました。新焼成法の開 

発に対して，大河内記念生産賞を受賞し，大友兄は50年度科学技術功労者として，表彰の栄に浴されま 

した。また第2次石油危機に際しては，病床にありながら，同社の使用燃料の石炭転換を決定，55年中 

に86％の転換目標をたて，実施されました。同社は必ずやこの計画を完遂し，期待に酬ゆるものと確信 

しますが,大友兄の遺業として，同社の今後のご発展をお祈りするものであります。 

大友兄はまたこよなく母校と応化会を愛されました。ご逝去の数日前,お見舞にお訪ねした折りも， 

この春応化会長に再任された際のご心境や，会の運営について熱心に話されました。よほど応化会のこ 

とが気がかりのご様子でありました。 

今は亡き大友兄を憶う時，只々感概無量でありますが, そのご遺志を継ぎ，同会の発展に努めること 

も，我々の責であり，せめてもの追善と考えますので，同窓諸兄のご協力を，切にお願いする次第であ 

ります。 

〔日本情報処理閣取締役社長 

昭和14年卒・旧19回・故人の同期生〕 
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総 

ビタミンの最近の動向 

ビタミンA.Dを中心として 

ビタミンの発見以来約70年,1948年のビタミンB12 発 

見後には新ビタミンの発見もなく，今日, 日本ではビタ 

ミン欠乏症も見られないとしてビタミンがかすんでいる 

とすれば残念である。数年前に西日本で脚気（ビタミン 

Bl 欠乏症）の発生があり，食糧豊富時代の栄養素 

摂取の不均衡という盲点があるのに驚いた。今回ビタミ 

ンA (Aと略記）とビタミンD (Dと略記）を中心に述 

べさせていただくがご参考となれば幸甚であり，ビタミ 

ンにご興味をもって下されば有難い次第である。成書 

「ビタミン学（1り1）は全般にわたって引用してある。 

1. ビタミンの種類と名称 

ビタミン（vitamin ） の語は同様の生物活性をもつ 

化合物の総称名又は特別の場合にのみ用い，個々の化合 

物には通俗名（trivial name ）を用いることが勧告さ 

れている。 それに従って現在認められているビタミンを 

列記する。 A, D，ビダミンE（トコフェロール， トコ 

トリエノール）， ビタミンK （フィロキノン，メナキノ 

ン），ユビキノン， ビタミンF （リノール酸， リノレン 
' 

酸，アラキドン酸）， ビタミンB1（チアミン）, ビタミ 

ンB2（リボフラビン）， ビタミン氏（ピリ ドキシン， ピ 

リ ドキサール， ピリドキサミン），ナイアシン （ニコチ 

ン酸，ニコチンアミド）,ノぐントテン酸, ビオチン，葉 

酸又はフォラシン（葉酸又はテロイルグルタミン酸）, 

ビタミンB12 （シアノコバラミン， ヒドロキソコバラミ 

ン）， ビタミンC（アスコルビン酸）, リポ酸，ィノシ 

トール。（ ）内は通俗名。 

ビタミン様作用物質としてコリン, pーアミノ安息香 

河合製薬株式会社 取締役学術部長 昭和a)年9月 早大理工 

学部応用化学科卒業（旧26回） 

清水 常一 

酸, カルニチン等がある。 

A レチノールの生物活性をもつβーョノン（βー 

ionone ） 誘導体の総称名（プロAカロテノイドは除く） 

で次ぎの通俗名を認める。（内は慣用名。retinol (Ai

アルコール）,retinal 又はretinaldehyde (Al アル 

デヒド， レチネン）,retinoic acid ・レチノイン酸又 

はA酸（A酸）。これらの3 -デヒドロ体（ビタミンん 

アナログ）は文献2）参照。 

プロAカロテノイド βーカロテンの生物活性をもつカ 

ロテノイドの総称名で次ぎの通俗名を認める。α一，β 

ー及びγ一carotene。 

D コレカルシフュロールの生物活性をもつステロイ ド 

の総称名で次ぎの通俗名を認める。（ ）内は慣用名。 

cholecalciferol (D3 ) , ergocalciferol (D2 ,カルシ 

フェロール）, 25一hydroxycholecalciferol , 1, 25

ーd ihydroxycholecalciferol。命名法の詳細は文献2) 

参照。日本の公定書等は通俗名も採用しつつ，慣用名も 

別名として記載しており，ADについては次の通りであ 

る。薬局方3)酢酸レチノール，パルミチン酸レチノー 

ル，A油，A油力プセル，肝油（AD含有），ェルゴカ 

ルシフェロール， コレカルシフェロール。 食品添加物公

定書の 油性A脂肪酸ェステル，A油，粉末A，カルン 

フェロール， コレカルシフェロール， βーカロチン（着 
2. k'I S *4. ,4.4.. m工＝て糾7【コ'S 己コ．. 5) A *4. l、 丑山 色料）。 動物用医薬品公定書w A散，A・D3 散， A

・D3・E散，コレカルシフェロール注射液。飼料添加

物の成分規格等収載書の A油，A粉末，ェルゴカルシ 

フェロール， コレカルシフェロール，D3 油， D粉末， 

ビタミンAD及びビタミンADE0

2． ビタミンの生理作用 
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水溶性ビタミンは補酵素としての作用，脂溶性ビタミ 

ンは活性型代謝産物としての作用の解明が盛んに研究さ 

れている。 

(1) Aの生理作用 視覚： 網膜にある光受容物質 

（視物質）は11- ci S ー レチナールを発色団とするタン 

パク質とレチナールの結合体（ロドプシン等）で，Aの 

視覚作用は分子レベルで解明されているが，A酸には全 

く認められない。皮膚・粘膜の正常維持：A欠乏による 

上皮細胞角化とムコ多糖体生合成低下はよく知られてお 

り，近年， レチノールはレチニルリン酸となりさらにマ 

ンノシルレチニルリン酸となってマンノースの糖脂質， 

糖タンパク質やムコ多糖体へのとりこみに関与するとの 

知見がえられている。A酸もこの作用を示すがその機構 

は不明である。ムコ多糖体はじめ複合糖質の生合成とA

との関係の一層の解明が期待される。その他 成長促進， 

生殖，味覚,聴覚等に関するAの作用の解明も今後の興 

味ある課題である。 

(2) Dの生理作用 Dは小腸からのCa とPの 吸収 

促進,骨からのCa の動員,腎細尿管におけるCa とP

の再吸収促進，類骨組織へのCa の沈着（石灰化）等の 

作用により Ca とPの代謝平衡を維持する。Dの活性型 

代謝産物中, 1α，25一（0H ) 2 一 D3 が最も作用 

が強く最終活性型Dと考えられるが他の活性型代謝産物 

の作用の十分な鮮明も興味ある課題である。1 a, 25

- (OH)2-D3 はステロイドホルモンと同じ機構で作 

用してCa 結合タンパク質の生合成に関与するようでビ 

タミンよりはホルモンと考えられようとしている。 

3． ビタミンA, Dの代謝 

(1) Aの活性型代謝産物 食物からの全trans ー レ 

チニルェステルは水解されて全trans ー レチノールと 

なって肝へ送られ，ェステル化されて貯蔵される。肝か 

らは再び水解されたレチノールがレチノール結合タンパ 

ク質（RB P )により標的組織へ輸出されて代謝（主に 

酸化）され,活性型となって作用を発現する。視覚では 

全transーレチノールは全trans ーレチナールとなり， 

異性化されて11一ci S ーレチナールとなる。 複合糖質 

生合成では，a）全transー レチノールはレチニルリン 

酸となり，b）全transーレチナールはさらに非可逆的 

酸化により全trans- A酸となる。βーカロテンは代謝 

され全1γansーレチナールをへて全trans ー レチノー 

ルとなる。緑黄野菜，果物や海草等の植物組織中のカロ 

テン類は生物利用率が低く，摂取量の平均％と計算7) 

されるがAの給源としては有利でない。 

(2) Dの活性型代謝産物 食物からのD又は皮膚で紫 

外線によりプロDから生合成されたDは代謝（主にヒド 

ロキシル化）され活性型となり標的組織へ輸送され作用 

を発現する。D2 と D3はほぽ同様に代謝される。D3

は肝で25-ヒドロキシD3 (25-OH-D3 ）となり，さ 

らに腎でIa, 25-ジヒドロキシD3 [1 a, 25- (OH)2

- D3〕となるほか，腎で24 R, 25- (OH)2-D3 や 

25, 26- (OH)2-D3 等にも代謝される。 

4． ビタミン欠乏症 

A…夜盲症，角膜乾燥症，毛孔性角化症，成長阻害。 

D・・くる病，骨軟化症。ビタミンE・・・不妊症。ビタミン 

K…血液凝固阻害。ビタミンBl・・・脚気,多発性神経炎， 

ウェルニッケ脳炎。ビタミンB2 …舌炎, 口角炎，皮膚 

炎。ナイアシン・‘・ペラグラ。ピタミンC…壊血病等がヒ 

トの主な欠乏症である。 

(1) Aの欠乏症 ヒトでは欠乏症はA欠乏のほかに， 

多くがタンパク質・カロリー栄養失調症や感染に合併し 

ておこるが, これはRBPの欠乏が関与すると推察され， 

肝にAの貯蔵があってもREPが不足すると標的組織ヘ 

レチノールが十分に輸送されないので欠乏となるわけで 

ある。皮膚や粘膜上皮の角化はその一例だが抵抗力低下 

や上皮性癌との関係が深く，又，小児の成長阻害は粘膜 

上皮細胞の角化による機能障害（吸収障害や臓器の二次 

的感染）が主因であるとして説明されている。 

(2) Dの欠乏症 D欠乏もD摂取不足又はD吸収不良 

のほか，D代謝異常等の種々の病態によってもおこるこ 

とが明かになっている。骨軟化症とくる病は本質的には 

同じであるが,小児では類骨の過剰形成と共に骨端軟骨 

の石灰化障害により発育障害がおこって，くる病といいI

成人の類骨組織の増加は骨軟化症という。 

S， ビタミンのエ業生産 

ビタミンB12 は発酵により生産されるが，大部分のビ 

タミンが合成により生産されている。詳細は文献8)参 

照。 

(1) Aの合成 βーョノン（C13ーケトン）を出発原 

料とする酢酸レチノール又はパルミチン酸レチノールの 

合成法は種々あるが，Roche 法（C13 - C14 → C20) 

及びBAS F法（C13 - C15-' C20 ）とは直接的にレ 

チニルェステルがえられ，現在，世界のAの大部分が両 

法によって生産されている。βーョノンはアセトン（R -

oche 法）, イソプレン（Rh6ne - Poulenc 法） 又 

はイソブチレン（BA S F法）等から合成され,又，β 

ーピネンもシトラールやプソイドョノンの合成用の良い 

原料といわれ, レモングラス油はもはやβーョノンの経 

済的資源でないといわれる。イソフィトール又はフィト 

ールを合成し，これを用いてビタミンBやKが合成され， 
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一方，βーョノンからβーカロテンが合成されるので, あり，A欠乏では気管や気管支の上皮細胞は鱗状化生し， 

ビタミンA, E, K及びβーカロテンは現在，すべて工 この状態は前癌状態と同じであることが知られている。 

業的に全合成されている。 ヒトの上皮性癌は10-20年の非常に長い前癌状態を示す 

(2) A, D（肝油）の天然物からの抽出 のが一般で，この間に生じた上皮細胞化生を薬剤で修復 

第二大戦前にはAの工業的合成は行なわれておらず， する方法は癌の化学療法に対してchemoprevention と 

1960年頃迄が日本の肝油の製造・濃縮工業の全盛期で いう。組織培養でもAにはA欠乏で生ずる上皮細胞化生 

あったが，現在，日本のA原料は輸入の合成品に大きく を修復する作用があるとの知見や発癌物質による細胞化 

依存している。マダラとスケソウダラの肝油は局方肝油 生をAが抑制する知見等が示され，現在，Aは前癌状態 

として生産があり，肝油の分子蒸留でAを濃縮するとき を修復する作用をもつものとして癌予防効果の研究が行 

副産するAを含まない蒸留残油は養殖魚用飼料にフィー なわれている。1926年に藤巻11泳A欠乏ネズミに胃癌 

ドオイルとして用いられるようである。 を認めたのがAと癌との最初の出合いであったが，その 

(3) Dの合成 助及びD3 はェルゴステロール及び 後の研究は外国で進展した。酢酸レチノールやパルミチ 

7ーデヒドロコレステロール又はそれらのェステルを波 ン酸レチノール等の天然型レチノイドは肝に貯蔵されや 

長275 ~310 nm の光で照射した照射物から抽出， すいので制癌効果に先立って中毒障害が現われ使用には 

精製してそれぞれの結品を生産する。光化学反応によら 限度がある。そこで肝に貯蔵されないA酸が用いられた 

ない生産は今後のことである。結晶化していないD3 は が，制癌効果は認められてもA酸は分子中の極性基 

D3 樹脂ともいう。 COOHによる界面活性剤様の中毒症状をおこす副作用 

（田 A, Dの製剤 A, Dの原料は用途により製剤と がある。これらのことから毒性の低い合成レチノイドの 

したものが多用される。油状製剤：A, Dの食用植物油 開発研究がはじまった。合成レチノイドはA酸分子の 

溶液。水溶化液状製剤：A, D又はその油状製剤を界面 a ）炭化水素環（βーシクロヘキセニル環）の変換， 

活性剤等により水に分散性とした溶液。粉末状製剤：A, b ）側鎖末端のCOOHの修飾，C ）側鎖の炭化水素部 

D又はその油状製剤のェマルジョンを乾蝋 粉末化した 分の修飾が試みられ多数合成された。a ）の例ではA酸 

粉末～粒子。 ビタミンの新誘導体及び製剤の開発はなお のトリメチルメトキシフェニル誘導体とそのエチルエス 

続こう。 テルがBollag 1Dによ る最初の成功で，マウスの乳頭腫 

発生の抑制効果を認めている。この例は芳香環に変換し 

6． ビタミンの応用 たものでA酸の10倍の治療係数1の（有効量と中毒量の比 

応用分野は医薬用，食品用,動物用が主で動物用も多 から計算）を示した。その他，αーシクロヘキセニル環 

いようである。応用では先ず，用途別に関係法令に留意 やシクロペンテニル環に変換したものの効力も認められ 

した上で適当なビタミン原料の撰択が極めて重要である。 ている。b ）の例ではカルボン酸ェステルとアミド又は 

A, DやビタミンC等の分解しやすいものはその安定性 アミン誘導体も有効だが，これらは代謝されてカルボン 

を撰択の第一条件とすべきで，使用の便利さや経済性の 酸に戻る可能性があり，この点でェーテルは興味深く， 

みを優先させるのは製品中のビタミン破壊による品質の レチニルメチルエーテルは副作用が少なくて高い活性を 

劣化とビタミン資源の浪費を来たすリスクが心配である。 示した。C ）は a ）やb ）より困難であるが，13ー 

(1） 医薬用 ビタミン剤はビタミンの不足を補給する czs- A酸及び側鎖にフッ素を導入した誘導体が副作用 

栄養療法と薬物療法（欠乏症の治療と予防）とに用いら が低くて極めて強い効力を示した。レチノイドは単独使 

れる。医療用医薬品としてのビタミン剤の大部分は再評 用のほか，他の療法との併用等,制癌への応用とその機 

価が終了しており, A, Dについては文献の 参照。A 構の解明が非常に大きく期待される。詳細は文献13)14) 

D剤をいたずらに大量・長期使用することは無意味の上 参照。 

AD過剰症（中毒性障害）が発現するおそれもあり避け 瓜） 活性型Dの応用 現在，肝及び腎におけるD代謝 

るべきであるが，適正な使用では過剰症の心配はなく， 異常にもとずく疾患が種々知られており，これらの治療 

かえって不足の心配を考慮したい。ー般用医薬品の使用 に25一0H-D, 1 Z, 25一（0H)2-D3 が用いられ， 

上の注意については文献1の参照。なお，新開発医薬品 又，代用できる場合には1αー0H一D3も用いられる。 

の製造・販売は法による承認を要することは周知である。 (2） 食品用 ビタミンA, B1, B2 , C , D 等は特 

(I）  レチノイドの制癌作用 レチノイド （retinoid ） 殊栄養食品及び特殊用途食品として添加量の表示基準等 

はレチノールと関連化合物の総称のほか，A酸関連化合 が法定化されている。ADの添加対象食品には，みそ， 

物を指すこともある。Aが上皮組織の正常分化に必要で マーガリン（日本農林規格もある），魚肉ハム・ソーセ 
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ージ，育児用調製粉乳，妊産婦授乳婦用粉乳等がある。 7） 科学技術庁資源調査会，三訂補日本食品標準成分 

学校給食用小麦粉にはビタミンA, B1 , B2 が製粉工 表（1980 )（大蔵省印刷局） 

程で添加されており，このように表示をしないビタミン 8） 清水常一,科学飼料25(3) 87 -92 , (4)123 -

添加（強化）の方法もあるが，近年は食品に添加したビ 126 (6)183 - 190 (1980 ) 

タミン等の栄養素の表示の新しい方法がわかりやすく， 9） 日本製薬団体連合会，医療用医薬品再評価のご案 

すぐ役立つ方向で検討中である。 内ぬ6, 7 (1975 ) 

(3） 動物用 ビタミンは飼料添加物として家畜，家禽 10） 日本製薬団体連合会,一般用医薬品使用上の注意 

養殖魚等の配合食畔斗に飼養標準の不足分を補給する目的 事項解説（1979 ) 

で製剤（プレミックスを含む），ペレット等の形で多用 l1) Y. Fujimaki ，ノ‘Cancer Res . , 10 469

されるほか，動物用医薬品として用いられる。雌牛の繁 

殖に関してβーカロテンにはAで代替できない独自の作 12) W. Bollag, Eur.メ Cancer 10 731~ 737

用を示す報告15)があり，βーカロテンの新用途となろ 

う。鶏卵殻の厚さの増加16)に，鳥の脚弱の予防と治療 13） 遠藤英也,癌と化学療法 6 (2) 1 -10 (1979 ) 

17）等に25-OH-D3 の利用，乳牛の乳熱の予防と治 14) H. Mayer, et aL Experientia 34 ⑨1105
療18)に1α一0H-D3 又は25-OH一D3 の利用等 

もみられる。 15) K. H. Lotthammer, Feedstuffs 58, 43, 16

(4) Dと植物 Dとその同族体は植物の根の生長を促 

進することが報告19）され，又，リュウキュウヤナギの 16) US特許3823237 (1974 ) 

葉から1, 25- (OH)2 - D3 の配糖体の単離が報告 17) US特許3639596 (1972 ) 

20）されている。 18) US特許3879548 (1975 ) 

Us特許3646203 ( 1972 ) 

結び ビタミンと生命現象との関係の一層の追究は興 19) C &EN July 30 (1979 ), P18

味つきないことであるが，既知のことからも健康一とく 20) M. R.Haussler, et aL L加 Sci. 18 1049

に高令化社会での活力ある長寿ーにビタミンも役立つよ 

うなので摂取に留意したい。 近，緑黄野菜を毎日摂る 21） 平山雄, 日本医事新報ぬ2940, 3 -20(1980 ) 

と肺癌の危険性がわずかながら低下する事実は,その中 

のビタミンAとCが実験的研究で発癌に抑制的に作用す 

ることがわかっていることから，重要と思われるとの報 

告21）があり， 緑黄野菜中にはAでなくプロAであるカ 

ロテン類が含まれることは別としても興味あることであ 

る。終りに投稿を指示された早稲田大学理工学部応用化 

学科長谷川肇教授に深謝申し上げ，ビタミンの定量法や 

安定化法等にふれなかったことをお詫びする。 

文 献 

1） 日本ビタミン学会，ビタミン〔1 〕 (1980 ) 

（東京化学同人） 

2） 小林正，ビタミン53 (1)21-29 (1979 ) 

3） 日本公定書協会,第九改正日本薬局方解説書 

(1976 )（広川書店） 

4） 石館守三監修，第四版食品添加物公定書解説書 

(1979 )（広川書店） 

5） 日本動物薬事協会，第二版動物医薬品公定書 

(1975 )（薬業事報社） 

6） 日本科学飼料協会，第1版飼料添加物の成分規格 

等収載書（1980 ) 
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研究室 

紹介 

篠原研究室 

（高分子化学） 

当研究室の当初の研究は単位操作の泡沫分離であった。粉体のぬれ,捕集剤について研究していたが， 

昭和26年4月に大学院工学研究科創立に伴って高分子化学専修が設置され，研究転換をし故小栗捨蔵教 

授の許で和紙抄造用黄萄葵（トロロアオイ）粘液の研究を行った。 

その後は一貫してオリゴマー生成の反応動力学を基礎として導電性材料，さらに医用高分子材料など 

幅広い分野への多面的展開を推進している。各種機能を有する高分子の分子設計という観点から，合成 

および物性の両面, さらに応用まで総合的研究を行い,新材料の開発にアプローチしているのが当研究 

室の特徴である。 

現在当研究室で扱っている研究テーマをまとめるとつぎのようになる。 

I 合成高分子による抗体機能制御 

且 生体適合性材料 

皿 選択性透過膜 

W 高分子機能の光制御 

V 高分子の電気物性 

以下これらを簡単に説明する。 

I 合成高分子による抗体機能の制御 

抗体である免疫グロブリンは生体内において異物を認識し（抗原一抗体反応），抗原に対する攻撃， 

貧食を媒介する（エフェクター活性）など，生体防御機構において重要な役割を果たしている。免疫グ 

ロブリンは図1.に示すように数種の独立したドメインからなる糖タンパク質であり，抗体としての機能 
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図1． 免疫グロブリンの構造と機能 図2． 水溶性ブロック共重合体の多分子ミセル構造の模式図 

(Rは半径，Sは慣性半径， γ，αは構造パラメータ） 

は,分子鎖の高次構造・ドメイン間相互作用・分子間の集合形態などに大きく依存すると考えられてい 

る。このように高度に特異的な免疫グロブリンの機能を医用工学的に応用しようという試みがなされて 

おり，固定化グロブリンによるアフィニティー・クロマトグラフィー，エンザイム・イムノアッセーな 

どはその代表的なものである。当研究室では,高分子による抗体機能の制御という観点から,免疫グロ 

ブリンと相互作用し得る高分子として親水性と疎水性の連鎖からなる水溶性ブロック共重合体に関する 

検討を進めている。このブロック共重合体は水に可溶であり，しかも図2．に示したように疎水性連鎖の 

凝集した高い疎水性の領域を形成するという特性を有している。種々の分光学的解析から分子間の会合 

あるいは連鎖間の相分離現象によって水中でのドメイン構造が変化し疎水領域が著しく増大するという 

興味ある知見を得ている。 

免疫グロブリンは，多分子間で会合体を形成した場合に抗原一抗体複合体に類似したェフェクター活 

性（補体系タンパク質の活性化など）を発現することが知られているカら 免疫グロブリンの分子間会合 

に特定のドメインが関与するためにある規則的な集合形態をとり，その形態が抗体機能に大きく影響し 

ていることを見い出した。現在，疎水性ドメインを有する水溶性ブロック共重合体がどのように免疫グ 

ロブリンの集合形態および抗体機能の発現に影響するかという点について研究を推進している。 

抗体機能の制御に関するもうーつの試みとして，グラフト化免疫グロブリンに関する研究がある。こ 

れは,免疫グロブリンの特定のドメインを合成高分子によって化学的に修飾しようというものであって， 

いわば合成高分子とタンパク質のhybrid である。グラフト化免疫グロブリンは単に医用工学的見地か 

ら見た抗体機能制御の問題だけでなく,生体内における免疫応答の機構にどのような影響を与えるかと 

いう面でも極めて興味ある問題を含み,今後の発展が期待される分野である。 

且 生体適合性材料 

近年，人工臓器の開発に対する関心が高まっており，それに伴って抗血栓性材料あるいは生体適合性 

材料に関する研究が世界中の研究者によって精力的に推進されている。血管は自己修復機能を有してお 

り,血管が破損した場合多量の血液の流出を防ぐために種々の血液凝固機構が作動し，血栓が形成され 

る。ところが，異種材料が血液とふれた場合にも同様の異物認識を受け血栓が形成され，人工血管ある 

いは人工心臓など血液と直接接触する人工臓器の場合にはまことに不都合な事態が引き起こされる。現 

在のところ要求を充分に満足する抗血栓性材料は得られておらず今後の発展が期待される分野である。 
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A B C ~0.5 ド~ 

図3. HEMA--スチレン系ABA型ブロック共重合体フィルムのミク口相分離構造（透過型電子顕微鏡写真による） 

共重合体中のHEMA モル分率】（N0.347,(B) 0.608口 0. 8別 

生体と高分子が接触した場合，血栓形成，炎症あるいは貧食等の生体反応が生起するカら これらの素 

過程を特に合成高分子の表面構造の影響に注目して解析することが抗血栓性あるいは生体適合性高分子 

の設計に重要である。当研究室では，生体との相互作用において材料表面の親水性・疎水性の分布状態 

が非常に重要な因子であるという観点から研究を進めている。親水性と疎水性の連鎖からなるブロック 

共重合体は,連鎖間の非相溶性のために図3．に示したように組成に応じた特徴的なミクロ相分離構造を 

呈する。材料表面が血液と接触した場合,数十秒で血しようタンパク質の吸着層で覆われ，そのタンノぐ 

ク質の吸着層の構造が以後の血栓形成過程に大きく影響すると推論されている。血しょうタンパク質の 

主要成分はアルブミン， γーグロブリン， フィブリノーゲンであり，これらタンパク質の相分離構造表 

面に対する吸着挙動を電子顕微鏡観察により解析した結果，親水性のアルブミンが親水性ドメインに， 

疎水性のγーグロブリン， フィブリノーゲンが疎水性ドメインに吸着する，いわゆるタンパク質のミク 

ロドメインに対する選択吸着が生起することが明らかになった（図4.)。 さらに，タンパク質の吸着に 

弓は続き生起する血小板粘着に対してもミクロ相分離構造は著しく影響し，親水性・疎水性のミクロド 

メインが交互層状に配列したラメラ構造をとる材料表面で血小板粘着が著しく抑制され,粘着血小板の 

形態変化あるいは偽足形成も顕著に抑制されていることが見い出された。このような粘着血小板の挙動 

は,相分離構造表面に組織化された吸着タンパク質の層が形成されたことにより以後の血小板粘着過程 

に影響した結果であると解釈している。血液細胞と相分離構造表面との相互作用はミクロドメインの形 

態，大きさ，表面ェネルギー，介在する吸着タンパク質の種類などによって影響されることから，単に 

抗血栓性材料にとどまらず，細胞培養床あるいは粘着性の相違に基づく細胞分離用粘着クロマトグラフ 

ィーなどへの多面的応用が可能であると考え研究を推進している。 

albumin systeni Y-globulin system fibrinogen system

隼 AA二~~ 
hydrophilic domain hydrophobic domain hydrophobic domain

図 4． 親水一疎水型ミク口相分離構造表面へのタンバク質の選択吸着の模式図 
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皿 選択性透過膜 

有機液体混合物の分離精製には，これまで一般に蒸留,再結晶，溶媒抽出, クロマトグラフィーなど 

の方法が用いられてきたが，最近これらに代わって高分子膜を用いた分離技術が脚光を浴びるようにな 

ってきた。膜分離法には限外涼過法，逆浸透法などがあるが,有機溶剤の混合物から目的とする有機液 

体を取除いたり，濃縮分離することを対象とした膜利用技術はpervaporation 分離法（浸透気化法）と 

いわれるものである。この pervaporation という言葉は，permeation （透過）とevaporation （蒸発） 

との合成語であり，pervaporation の過程が液が浸透する段階と蒸気として気化する段階との二つのス 

テップから成っていることからこのように命名されている。Pervaporation は,溶媒の膜に対する親和 

性の差を利用した分離法であり，蒸留などの方法では分離の困難な共沸混合物，近沸点化合物，熱分解 

性混合物などの分離精製への応用が期待されている。 

当研究室では，共沸混合物で沸点のほぼ等しいベンゼンーシクロヘキサン混合溶媒の分離を意図して， 

種々の高分子膜の設計を行なっている。従来，単に選択溶媒に対する親和性を上げるだけでは膜の可塑 

化が生じ，非選択溶媒がポリマーとの相互作用を持たずに透過してしまうという欠点が指摘されていた。 

当研究室で開発した選択溶媒に対して極めて親和性の低い極性基を分子内に有する高分子膜では有効に 

可塑化作用を抑制することが可能であり,図5.に示したような種々の構造パラメータの制御によって高 

い透過速度を維持したまま完全選択分離し得ることを明らかにしている。現在これらの知見を基礎とし 

て， ミクロ相分離構造を有する高分子膜を合成し,その選択透過性に関する研究を進めている。これは, 

ミクロドメインによる透過機能の制御という考えに基づくものであり，生体材料との関連からも機能性 

高分子膜としての発展が期待される。 

AA content

Dl'D2<D3

s1 s2,.s3

P2 ニト永ュ× 

勲
‘
奮
 

一
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. benzene

0 cycIote,コne
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鷲
（
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》8
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。。 

図&． 架橋点近傍に極性基を有する三次元高分子膜による共沸混合物の分離機構（高分子中の非親和性セグメント 

(AA）と架橋剤（cc）濃度によって拡散性と可塑化作用を制御し，最適の透過膜が設計できる） 

W 高分子機能の光制御 

最近，光が新しいエネルギー源や通信手段として注目を浴びている。高分子化学の分野においても光 

を有効に利用しようとするフオトポリマーの研究が精力的に行なわれている。従来，光を利用した機能 

性高分子の代表的な例としては，不可逆的光化学反応に基づくポリマーの不溶化を利用した，感光性高 

分子（Photosensitive polymer ）の印写工学への応用を挙げる事ができる。これに対し，光によって 

可逆的な色変化を起こすフォトクロミック化合物を担持させた高分子を，光感応性高分子（Photore・ 

sponsive polymer ）と言い，光で可逆的に高分子物性が変化するが，この物性変化を工学的に応用し 

ようとする試みはなされていない。当研究室では光感応性高分子の可逆的物性変化に注目して，機能性 

高分子からさらに進めて光による機能制御を試みている。 
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光感応性高分子に担持させるフォトクロミック化合物として式（1)(2）に示したトランスーシス光異性化 

するアゾベンゼンや光イオン開裂するスピロピランを選択した。これらを担持した光感応性高分子は光 

~ ~ ~ ~ 

(1) 

(2) 

照射により，表面極性が可逆的に大きく変化する事を見い出し，その工学的応用を図っている。すなわ 

ち光感応性高分子により高分子吸着体を合成し，その吸着能を光制御しようとするものである。このプ 

ロセスの模式図を図6．に示した。光感応性であるこの吸着体は表面極性が変化し，それに伴い物質吸着 

能が変化する。従って極性の低い暗状態で物質を疎水性吸着させ分離し，次に光照射により極性の高い 

状態にする事により脱着が可能になるわけである。従来，高分子吸着体を用いた物質の吸着分離が行な 

われていたが，このプロセスにおいては吸着物質の脱着に難点が残されていた。当研究室で考案したプ 

ロセスは，この難点を克服するもので，抗生物質やタンパク質等，付加価値の高い物質の分離にその有 

効性を確かめた。さらに現在，細胞成分の分離への応用を進めている。 

o●△ 

I

錯 上と→ ぎ 
0

necessaツ 

● 

unnecessary 一ー 
~． ーー~ 

ー
 

△ 
no interd二tion dark

図 6， 光吸脱着プロセスの模式図 
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V 高分子の電気物性 

従来電気絶縁材料として使用されてきた高分子により能動的な機能を担持させようとする試みが近年 

盛んになってきている。その機能とは電気伝導性および圧電，焦電性などが挙けられ，一部は実用化さ 

れている。前者を利用した例は複写用光導電材料など，後者を利用した例はェレクトレットマイクロフ 

ォンなどがある。新しい電気的機能を持つ高分子材料の開発は魅力的な分野であり, また電子技術の著 

しい進歩に伴って発展が期待される。当研究室では電気伝導性を持つ高分子，高分子の電荷蓄積,減衰 

などについて基礎的な研究を展開してきている。 

高分子の電気伝導性aは，キャリヤー濃度を”，キャリヤーの電荷量をq，その移動度を4としたと 

き a=nqi (3) 

⑧式で表わす事ができる。 またそのキャリヤー種によって，電子伝導性，イオン伝導性に分ける事がで 

き，両者の特徴をまとめると表1のようになる。このように物質移動のない電子伝導と, これを伴うィ 

オン伝導では著しく特徴が異なり，伝導性を与える方法論も異なってくる。 

表1 イオン伝導と電子伝導の特徴 

イ オ ン伝導 電 子 伝 導 

物 質 移 動 

温 度 係 数 

圧 力 係 数 

分子集合の秩序性 

あり（Faraday 則） 

正 （大） 

負 

tl 減 少 

な し 

正 （小） 

ほとんどが 正 

び 増 大 

電子伝導性に優れた高分子を設計する指針はつぎの囚，同である。 

囚共役二重結合系を無限に長くつなぐ。 

(B) zr電子を含む平面状原子団を緊密に積み重ねる。 

当研究室では（B)の指針に従い,主鎖にN座席を持っィオネン高分子と TC NQの電荷移動錯体を合成 

する事により，電子伝導性高分子を具現化した。TCNQ 分子は非常に電子親和力が強く（4）式に示した 

(4) 

、ノ 

曳 
'c cト 

TCNQ

e

N
 

N
 

C
／ 

、ー 

、C 

く
ノ
 

、n
リ／ 

、、、、く 

C
、 

dnH
、 

ノC 

TCNQ。 
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ような安定なアニオンラジカルを生成する。 この時の不対電子が伝導電子となりこれを図7，のようにN

間隔を規制したイオネンマトリックスに保持させる事によって TCNQ 分子を緊密に積み重ねる事が可 

能となる。さらにイオネン高分子中に屈曲性に富む連鎖を導入する事により，現在ではg =10O Scm

Ea = 0. 07 eV 程度の導電性を持ち，かつ高分子としての可挑性，フィルム成形性に優れた材料が得ら 

れるようになった。この電子材料は，コンデンサの固体半導体材料,二次電子放出材料としての応用が 

考えられている。 

＼貢ノ戸▽り＼／へ責／ 
、TCNQT TCNQ' TCNQ' 

TCNQ' TCNQ' 

1 simp1e salt

I complex salt

図7. polycation~TCNQ salt の構造 

イオン伝導性の高い固体材料は，高ェネルギー密度の電池や燃料電池等の電解質として利用が可能で， 

近年のエネルギー事情と相まってその開発が期待されている。当研究室ではこれを高分子材料で実現し 

ようと研究を開始した。イオン伝導性を発現させるにはイオン性キャリヤーを導入しこれを解離させキ 

ャリヤーとしなければならない。さらにこれを高分子中で移動させるには高分子の粘性および高分子セ 

グメントとイオンの相互作用が重要な因子になる。現在イオンの解離ェネルギー,高分子の粘性，キャ 

リヤーと高分子セグメントの相互作用に注目して研究を行なっている。 

高分子の電荷蓄積，減衰の問題は，高分子の静帯電現象とも関連が深く，帯電現象を解明するために 

も重要である。電荷蓄積，減衰の過程を考慮する場合この過程が電子によるのか，イオンによるのか, 

さらに高分子中の双極子の配向も関与するかが問題である。電荷蓄積が起こりにくくかつ減衰の速い材 

料は,制電材料として工業上での静電気障害の解消につながる。また電荷を永く保持する材料はェレク 

トレットと呼ばれ,前述の圧電材料としての応用をはじめ，集塵器，医用材料に至る幅広い応用範囲を 

持っている。この分野の材料の開発にも電荷蓄積，減衰の問題は極めて重要である。当研究室では電荷 

を保持させた一連の高分子の電荷減衰挙動を検討し,例えば, ACS 樹脂の優れた制電性は，構成成分 

である塩素化ポリエチレンの高い伝導度による事, またかさ高い側鎖にある双極子を配向させたメタク 

リラート樹脂は,良好なェレクトレット性を持つ事を見い出す等の成果を挙げている。 

以上述べたように，当研究室で取り上げている研究テーマは多岐に渡っているが，各テーマを貫く研 

究思想は，目的に応じた機能性高分子の分子設計である。現在の高分子科学に新展開を与えるこれらの 

研究の遂行には多くの困難が予想されるが，研究室のメンバー全員が夢を託して研究を進めている。 
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応用化学科研究室 

の全容 

(14研究室） 

最新式の研究施設の整備された化学系新校舎【写真】の中で今,教授と学生が一体となって各種の研 

究に取組んでいます。前回（54年11月号）は各研究室の研究テーマにつきご紹介しましたが，今回は更 

に研究の進展状況や成果などについても若干触れて，伝統を誇る我が応用化学科の研究の一端をお知ら 

せします。 

(50音順） 
に広汎な生物ないし酵素反応の応用分野を包括す 

るようになってきているといえよう。 

宇佐美研究室 ところで研究室の個々のテーマについては本 
一．一．. ,.．、 誌前回の報告に記されているとおりであるが，微 

く応用生物化字フ 生物ないし酵素を生体触媒としてとらえたときに， 

武富先生の、発酵‘の教えを受け継ぎ,微生物 旧来の発酵の概念では欠如していたcon6neous

の応用分野の研究を行っている。 、発酵‘という な反応への移行に関する基礎的技術の確立，適応 

言葉はとかく食品加工の手段あるいは医薬品その 的誘導という微生物酵素の特徴をとらえた新しい 

他代謝産物の製造というイメージを与えるが，最 タイプの酵素の生産といった課題のものに加えて， 

近では社会的なニーズに基づく環境,資源，ェネ 近年バクテリアのェネルギー誘導機構を利用した 

ルギー問題などと広汎な対応を通じて微生物の応 バクテリア・リーチングに関与する微生物として 

用分野は拡大され，従来の、発酵‘の範ちゆうか 知られている化学独立栄養細菌（chernoauto tr・ 

らは理解し難い生物機能を広く利用する方向に進 ophic bacteria ）の生化学的機能の解明とその新 

展している。こうした概念の変遷をふまえて，か しい応用分野の開発に力を注いでいる（発酵工学 

って、応用生物化学‘という名称を提案したが， 会誌58, 123(1980 )) 

（化学24, 888 (1969 ) ) ，この言葉は現在で ライフワークのーつであるカビによるクエン酸 

は広く用いられており，大学院の研究部門の名称 の発酵生産の成果も，東南アジア各国で企業化さ 

にもこれを使用している。昨年9月にI UPACの れている。この種の発酵の原料は農産加工廃物で 

、Commission on Fermentation‘も、Corn・ あり，かってわが国ではこれら原料を輸入して生 

mission on Biotechnology I と変更されたよう 産していたが，廃水処理の問題，バィオマスの有 

に,その概念の中に従来の低発酵‘よりもはるか 効利用がからんだ原料の輸出規制と急騰などから 
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国内生産が不可能となり,発酵原料を持つ国々で このほか無機物質によるウラン吸着機構を解明 

実施されるようになったのである。この夏もタイ する基礎研究として，無機陽イオン交換体（リン 

国バンコクを中心に出かけて来たが，これら諸国 酸ジルコニウム， リン酸チタン）とウラニルイオ 

の活力には敬服する次第である。 ン種との相互作用についても研究を進め，吸着剤 

武富先生は今秋84才の誕生日を迎えられたが， の違い，あるいはイオン種（U022+(U02( C0り 

お変りなく他校で教鞭をとられておられる。門下 4J4了〔Ua (OH万〕）の差異がウラン吸着に及 

生としてこれにまさる喜びはない。 ぽす影響を調べ，新たな知見を報告している（日 

加藤研究室 ィヒ第41春季年会）。 さらに各種金属水酸化物の調 

製条件を再検討し，pore size を制御し得る方法 

〈無機化学〉 を開発中である。 
当研究室の研究テーマの1つである粘土有機複 紙幅の関係上，充分な紹介が出来ないが, この 

合体の研究はこれまでにない全く新しい材料を目 他電気透析を用いてケイ酸を種々反応させる方法 

指しているもので，現在多彩な展開をみせつつあ あるいはセッコウの耐水性向上研究等多岐にわた 

ります。先ず粘土結晶層間に侵入する物質として るテーマに取り組んでいる。 

数種のアミノ酸を選択し，モンモリロナイトーア I十睡z立，ホ，旨に 

ミノ酸複合物フィルムを作製し，それらの体積抵 

抗率を求め，層間における有機化合物の相違，加 〈有機合成化学〉 

熱処理による吸着状態の変化等による絶縁性の変 我々の研究室については先号（昭和55年7月） 

化について調べ報告している（粘土科学，投稿中） で詳しく紹介させて頂く機会が与えられたので今 

またはじめに有機アンモニウム型モンモリロナイ 回はなるべく重複をさけ，その後の進展について 

トを調製しておき, この物質の有機溶媒中での膨 御報告したい。 

潤性を利用してスチレンとの複合化を試み, これ 当研究室は有機合成として有用な新しい反応を 

に成功している。さらに有機アンモニウム型モン 開発することを第Iの目標においており，特に主 

モリロナイトーポリスチレン複合物フィルムの絶 力をおいているのは金属と光を用いた有機化学反 

縁性についても調べ, ポリスチレンの存在によっ 応である。数年前，偶然な機会から光化学反応に 

て絶縁性が大幅に増大することを見出している 銅塩が特異な作用を示すことを見つけて以来，い 

( Clays & Clay Minerals,投稿中）。層間侵入 くつかの新しい反応系を発見してきたが，その中 

物質としてはさらにRu, Co, Fe のトリスビピ で四塩化チタンや塩化ウラニルを用いたアルコー 

リジル錯体, Cu フタロシアニン錯体等をとりあ ルとケトンの光反応および塩化第二鉄を用いたオ 

げモンモリロナイトとの複合化を試みている。そ レフィンの光酸化反応が速度も速く，選択性も高 

して層間有機物質の炭素化についても新たな研究 いことからこの反応の応用について研究を行なっ 

を開始している。 

またケイ酸塩より直接有機誘導体を合成する研 新反応の応用性を示すのには複雑な構造をもつ 

究を進展させつつあり，ネソケイ酸塩鉱物である 化合物の合成に適用してみるのが一般的である。 

オリビンを出発物質として各種のアルコール存在 我々は農薬として注目されているフェロモン類や 

下でトリメチルシリル化を行ない，ケイ酸有機誘 香料成分など生理活性の強い化合物の合成に我々 

導体の合成に成功している（投稿準備中）。 この の発見した反応を適用する手法をとっている。今 

手法をケイ酸ナトリウム，ゼオライ ト等にも応用 までにフロンタリン, ブレビコミン，ムスコンな 

しつつ研究を進めている。また他の有機誘導体化 どを標的化合物に選び，その合成を行なってきた 

の方法としてカテコールを用いた錯体の合成とこ （詳細は先号参照）。 

れを利用した反応について研究している。 

化第41春季年会）。 さらに各種金属水酸化物の調 

製条件を再検討し, pore size を制御し得る方法 

を開発中である。 

紙幅の関係上，充分な紹介が出来ないが, この 

他電気透析を用いてケイ酸を種々反応させる方法， 

あるいはセッコウの耐水性向上研究等多岐にわた 

るテーマに取り組んでいる。 

佐藤研究所

〈有機合成化学〉 
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最近の酒井研の研究内容について簡単に紹介い 

r-9 ヘィ9 』 たしましよう。化学工学的手法が生理学の分野で 

×～ーK ×～1 - 戸× 有効であることは，すでに京都大学名誉教授吉田 
レーぐも ＼一ぺも h丁ン 文武先生が述べておられますが，われわれ体内に 

Frontalin ex。。rend。ー nllls c one おける溶質の動き，水の動きについて，輸送現象 
BrevicoIllil1

論的手法で，理論的I 実験的検討を行なっており 

その後,香田君（D.C. 2 年）が彼の発見した反 ます。体内における体液の分配は複雑ですが，各 

応を用いてつぎの経路でソラノンの合成に成功し プール間の濃度差にもとづく溶質移動，惨透圧較 

た。現在ひきつづいてその立体選択性について検 差にもとづく水移動を正確に把握することが，透 

討が加えられている。 析，濃過治療，さらには最近のトピックスである 

高ナトリウム治療における生体反応を説明するの 

’ に必須と考えております。 

~ 慢性腎不全患者のUremic Toxin の動きを知 

，ぐにg
人 二 なりません。ところが patient は造血機能が低下 

田・menthene ノノ 

／ しておりますので，出来れば採血したくない。そ 

lq / L こで透析液中の溶質濃度を連続的に分析する事に 
nノ‘k、二日H I4,フ ーIノー、1 、一R「 
gノ竺ど些二半末胆'2-iPd( よって・血中動態を予測出来ればきわめて実用的 

入 ノ、 EtoNq であります。この時問題となるのはセンサーの開 

発です。尿素分析には従来法通り，ウレアーゼに 

同君は前に完成させたムスコン合成と今回のソラ よる尿素分解を行ない，発生したアンモニアを電 

ノン合成の成功の結果をもって今年6月アメリカ 極法で測定しました。ウレアーゼの固定化には, 

ウィスコンシン大学で開かれたJUPAC 有機合 宇佐美教授の御指導を得る事が出来，低コストで 

成シンポジウムに1人で乗り込んで発表を行なっ 再現性の良い固定化酵素塔を作成しました。現在 

てきた。これからもこのような国際的な場で活躍 装置を組立て中であり，来年には臨床治験に進め 

出来る若い人が続いて欲しいと願っている。 そうです。 

その他，イオウやケイ素などの原子を含む系に この他,血奨粘度測定による腎不全，ネフロー 

ついて新しい反応がみつかりかけている。いずれ ゼ,謬原病などの疾患との関連に関する研究，人 

発表出来る機会が持てることを希望している。 工膜（透析膜，癒過膜）および生体膜（Erythrー 

ミ西壮石耳中申 ocyte ）の研究，protein binding の研究，Puls・ 
I目フ丁γノIノし出 

atile Dialysis の研究，変型液中燃焼法の研究を 

〈化学工学〉 行なっております。工学系の研究者でも，医学分 

最近のタコ部屋の紹介をさせて頂きます。夏休 野の研究で十分にやっていける事を証明したいと 

み（ただし夏休みなるコトバは4年生以上の辞書 努力しております。 

からは消滅します。不思議な事です。） もょっゃ 篠原研究室
く終末を告げようとしておりますが，皆様いかが 

お過しでしようか。わがタコ部屋ではほとんど夏 

休みもなく研究実験に取組み,酒井研中間報告会 

も9月1日， 2日に無事終了し，さらに9月12日 

の第3回医工学懇談会の会場運営も成功して,皆 

元気に秋を迎えようとしております。 

Frontalin exo or endo-

Brevicomin

虹l
てピォ、 
Sソ豊ど望二軍末胆嘱-BrPh3P)4
ノ、 ノ、 EtONQ

酒井研究室

musC One

篠原研究室

〈高分子化学〉 

8 ページ～14ページ参照。 
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城塚研究室 （文部省科研費環境科学特別研究（1）助成による） 
i故紙の再生は木材からパルプ製造過程のェネル 

〈化学工学〉 ギー節約，木材資源の保存の点で重要な意義を持 

石油危機以来, その動向が社会に大きな影響を つ。故紙をパルピングし，疑集したインク粒子を, 

持つェネルギー問題が注目を集めている。そこで, 起泡塔を用いてHotation 操作を行なうことによ 

当研究室では「社会との対応」を基本として，こ り，化学処理条件の影響の基礎データを得た。現 

の重要課題の解決を目指して,反応工学・化学工 在は操作条件による反応装置の特性研究を進めて 

学的立場から研究を展開している。本年度取り上 

げている4 つのテーマに関して．概要を若干の成 Aム→ーて11:Iオこ”=, 

果を交えながら紹介する。(1）合成ガス，メタノー 

ル等のCl 化合物を原点とした化学工業原料の合 〈応用生物化学〉 

成プロセスにおける，触媒反応装置内の挙動測定 （1） 多糖類鎖間包接錯体の製造と利用に関する 

（文部省科学研究費一般研究B助成による）；非 基礎研究：天然多糖類粒子（とくにデンプン粒） 

定常下での充填層内では特異の物質・熱移動現象 の内部に，種々の有機化合物をかなり多量（化合 

が生じる。そこで，自製の熱応答型パルス反応装 物の種類によって異るが普通3 -10%，最高巧％) 

置を用いて,反応装置設計の際不可欠な要素であ に包接させうる方法が開発されたので，その実用 

る各種速度定数を算出可能とした。現在，加圧下 化（液体物質の粉末化，揮発性物質の揮散防止ま 

での矩形波パルス反応装置，水蒸気改質反応にお たは遅延，酸化されやすい物質の酸化防止など） 

ける H2 0の媒体効果, 金属ー担体の相互効果に を目指して基礎研究を行っている。メントールお 

ついても研究を進行中である。(2）海水中に極微量 よびサリチル酸メチルをゲスト物質としての包接 

含まれるウランの総合回収システムの技術開発 についてはすでに報告したが，現在は低級脂肪酸 

（城塚教授は現在通産省海水ウラン回収大型プラ エステル類やアルデヒド類の包接について研究を 

ントの設計委員長をされています） ；海水中に 行っている。また，ホスト多糖類としてのデンプ 

3.3 .a9 /l 含まれるウランを回収する際有効で ンとセルロースの比較や,分子鎖内包接錯体であ 

ある，微粉チタン酸と起泡塔を用いるイオン浮選 るシクロデキストリン錯体との比較についても研 

と,吸着の相乗効果を生かした相乗分離法の研究 究中である。本錯体の製造に必要なキャリヤ溶媒 

を行なっている。相乗分離法では，一般の微粉撹 として，従来メタノールだけが有効であるという 

拝吸着に比べ吸着特性がすぐれており,瞬時平衡 結果がえられていたが，条件をわずかに変えるこ 

が成り立ち,吸着率80％以上という結果を得てい とによって，ェタノールも充分に有効であること 

る。(3) COM，石炭液化，太陽電池による新ェネ が最近になってわかったので,錯体の経口的利用 

ルギー源の開発研究（文部省科研費ェネルギー特 の途がひらけた。 

別研究問題検討委員会課題） I COM は，重油 （2） 天然ヌクレオシド（NS）またはヌクレオ 

中に石炭を均一分散させることが重要である。そ チド（NT）の糖アナログの化学合成と性質に関 

こで有効な添加剤を探索した結果,低級アルコー する研究】天然NSおよびNTは糖部にリボース 

ルでは32時間の連続試験において均一分散が可能 

であることが判明した。また高圧示差熱分析装置 スを他の糖におきかえたアナログを化学合成し, 

による石炭液化の研究，チオニン色素一FJ少Fb3十 その生化学的活性をしらべるのが目的である。こ 

間の可逆的光酸化反応， レドックス対の酸化還元 のようなアナログは殆ど市販されていないので， 

反応を利用した湿式太陽電池，流通型二次電池の これを化学合成によってg単位でつくることが第 

研究も展開中である。(4）廃棄物循環の観点から故 一の仕事である。つぎにその生化学的性質をしら 

紙の再利用に注目した脱インキ装置の開発研究 べるのであるが,生物を使う実験は当研究室では 
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でき難いので，目下は酵素を使う実験を行ってい 錯体を用いると窒素をアンモニアに高い効率で還 

る。 グアニル酸のアナログであるグアニングルコ 元できる0 さらに水の光還元（水素発生）に利用 

ヌクレオチドが， ピポキサンチン】グアニン・ホ する高分子ルテニウム錯体の合成も進めている。 

スホリボシル・トランスフエラーゼの作用を強く （3）ポリマーコンプレックス：協同的なコンプレ 

阻害することが見出された。 ックス形成反応の機構解明と応用研究をおこなっ 

(3）動物臓器からの酵素の精製・性質・利用に ている。合成高分子と生体膜との相互作用による 

関する研究：動物（ヒトを含む）臓器からの酵素 生体膜構造の変化および膜融合現象を観察し，白 

を医学の分野でなにかに利用することを目指す研 血球に合成高分子を加えてインターフェロンの産 

究であるが，当研究室では酵素の精製についての 生を促すという応用例も発表した。このほかコン 

経験が浅いので，これまでは設備を整え技術を習 プレックス形成を利用した，イオン伝導体（プラ 

得することに殆ど終始した。これらの整備にはな スチック電池材料），ポリマーコート電極（セン 

お多くの時間がかかるであろう。目下，日大医学 サー材料）の研究も開始している。 

部生化学教室のご援助をえて，犬の腎臓カタラー 血合・工立Iオこ”嶋・ 

ゼやヒトの牌臓カテプシンについて実験を行って 

いる。 〈化学工学〉 

+I羽石耳,#9索 豊倉研究室では，化学工学の単位操作のーつで 

一ーI/ Iノレ＝＝ ある、晶析・に関する種々の研究を行なっている。 

〈高分子化学〉 〇二次核化の定量的研究・晶析装置内での結晶 

生体に関連する機能をもった高分子材料を開発 核の生成は通常結晶存在下で起こる。この様な核 

することを目的として， 「高分子錯体」を合成し， 発生を二次核発生といい，装置内での重要な基礎 

その化学構造と機能発現の関係を明らかにする研 現象の1つである。二次核発生は複雑な現象であ 

究を展開している。 るが，これを定量化することはより的確，厳密な 

(1）酸素を運搬する高分子：生体内での酸素運搬 装置設計およびスケールアップに資するところ大 

の役割を担っているヘモグロビンをモデルとして， である。すでに流動層型装置に対しては，モデル 

酸素分子を吸脱着できる高分子ヘム錯体を合成し 装置を用いた実測結果を得，スケールアップにつ 

ている。ヘム錯体を合成高分子に結合させると， いて検討を加えた。現在，撹拝が二次核発生に及 

連鎖の効果でヘム錯体の電子状態,運動性，周辺 ぼす影響を小型モデル装置を用いて実測し，連続 

環境がコントロールされ, その結果，酸素の吸脱 撹拝槽型装置の設計, スケールアップを検討して 

着が効率よくおこなわれることを見い出した。合 いる。また，これらの実測結果より二次核発生の 

成高分子ヘム錯体の酸素結合力を各種分光々度法 機構解明も行ないつ、ある。 

やESR を用いて測定し,ヘモグロビン と比較 〇廃液処理のための凝集分離】凝集現象に対し 

するとともに，人工血液材料の構成や，酸素濃縮 て晶析工学的検討を加えるため連続撹伴槽型装置 

膜の開発を試みている。また錯体によって活性化 を用い，水酸化アルミニウム系，水酸化カドミウ 

された酸素を利用して,有機化合物を選択的に酸 ム系の凝集分離を実験研究した。その結果,滞留 

化する反応もおこなっている。 時間を考慮した新しい整理手法を提出し，凝集装 

(2)触媒作用のある高分子金属錯体：高分子金属 置設計に対する基礎的知見を得た。現在，水酸化 

錯体は酸化還元反応の触媒となる。その触媒反応 バリウム系等,他系への適応の可否を実験的に調 

は,室温，温和な条件下で進み，生体内での金属 べている。 

酵素による触媒作用と似ている。 フェノール類か 〇反応晶析：流動層型装置による, リン酸溶液 

らポリフェニンオキシドを得る重合反応の触媒と 中での2水石コウ結晶の反応生成ならびに連続撹 

して高分子銅錯体が有効である。高分子のチタン 拝槽型装置による，尿素アダクトの反応生成を研 
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長谷川研究室

〈有機化学〉 
当研究室では主としてヘテロ三員環化合物の熱 

反応およびアセチレン化合物を利用した光反応を 

行っています。 

D ビニルオキシランの熱反応ー ビニルオ 

キシラン類の熱開環反応では，置換基の位置およ 

び種類により，囚2.3一および2.5-ジヒドロフ 

ランの生成，旧〕α．βー不飽和カルボニル化合物の 

生成，(C）ポリマーの生成，回殆んど原料回収の4

つの型に分類することが出来た。このうち， 2. 5

1ジヒドロフランを好収率で得る， 2ーアセチル 

-3.4 ーエポキシ-3ーメチルーtrans - I -フ 

エニルー1ーブテンが見出され, この反応に関連 

して各種置換基をもったビニルオキシランが合成 

究中である。前系においては，化工的因子の制御 されつつある。 

による晶癖のコントロールに成功し,現在制御可 

能な条件下でのプロセス設計を行なっている。一 CおよびC -N開裂により3 -および2 -ピロリ 

方，後系については，尿素アダクトが結晶とほぽ ンをそれぞれ生成することが知られているが，我 

同様に考えられること，更に核発生速度と結晶成 々はC -C開裂をともなう新しい転移反応を見出 

長速度との間の実測相関を得た。 した。 1 -エトキシカルボニルー2 ーメチル-3

〇精製晶析,冷凍濃縮：生成結晶の純度向上を ービニルアジリジンのトレオ体からは優先的にN

目的とする精製晶析は,近年のファインケミカル ー（cis - 1 ープロペニル）一N ービニルーカル 

の隆盛に伴い重要性を増しつつある。当研究室で バミド酸ェチルが生成し，また1ーエトキシカル 

は現在，果汁等の濃縮,海水の淡水化を念頭にお 

き， ショ糖ー水系，塩化ナトリウムー水系をとり はNー（1ーブタジエニル）-N ーメチルカルバ 

挙げ，実験研究している。両系においてほぼ純粋 ミド酸ェチルが生成した。これらの転移反応に対 

な氷を得ると同時に，溶質の能率的な回収にも有 する置換基効果を研究中。 

効な方法を開発し，その方法における機構の解明， 3）プロピレンスルフィ ドとフェニルアセチレ 

更に工業実装置への適応について検討中である。 ンとの熱反応一 この反応でマルコブニコフ付 

また大量処理の精製晶析装置の操作，設計を念頭 加化合物である2 -フェニルー3 ーチアー1. 5 - 

においた実験研究をメターノぐラ・キシレン系につ ヘキサジエンが生成することを見出した。これは 

いて行なっている。 CT錯体からC-S結合開裂にともなう協奏的なH

〇特殊晶癖を持つ系の晶析：石コウ針状晶系， ーシフトによるものと思われる。各種チイランと 

水酸化バリウム板状晶系の晶析速度の実測を行な アセチレン化合物との反応を考えている。 

い,球，あるいは立方体に近い晶癖の系と異なる 

両系特有の結果を得た。前系では成長時に伴う 付加，挿入反応などを起すことが知られており， 

、折れ‘の現象が特有であり,現在その定量化を 現在ドデカメチルシクロヘキサシランの光分解で 

図りつつある。後系では，成長速度に対する粒径 ジメチルシリレンを発生させ，オレフィン類との 

の依存度が極めて高いことが明らかとなっている。 反応によりシリラン誘導体の合成を試みている。 

長谷川研究室 5）オキセタンとアセチレンイヒ合物との光反応 
一 2 ーメチルオキセタンとプロピオール酸メ 

〈有機化学〉 チルとの光付加反応は，オキセタンのメチル基の 

当研究室では主としてヘテロ三員環化合物の熱 炭素に主として起るが，この生成物は光により， 

反応およびアセチレン化合物を利用した光反応を 置換基が4位の炭素に転移反応を起すのではない 

行っています。 かと考えられ，この機構について研究中。 

D ビニルオキシランの熱反応ー ビニルオ 6） オキソランとアセチレン化合物との光反応 

キシラン類の熱開環反応では，置換基の位置およ 一 各種置換オキソランを使用して付加化合物 

び種類により，囚2.3一および2.51ジヒドロフ をつくり，この生成物の加水分解によりカルボニ 

ランの生成，旧〕α．βー不飽和カルボニル化合物の ル化合物を得ることを目的として研究している。 

平田研究室

〈化学工学〉 
環境・資源・ェネルギー等の諸問題を化学工学 

的立場より解決せんものと，基礎から応用まで幅 

広い研究を行なっている。 
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(1） 諸移動現象機構の解明 としては連続気泡撹拝槽の他，活性炭・砂粒等の 

異相接触界面を通しての物質の拡散現象を中心 固体粒子に付着した微生物膜群による三相流動層 

として,関連の極めて深い運動量・熱移動を含め， の処理システムを開発中であり，長期間連続運転 

これら諸移動現象と界面自身の流体工学的・物理 も続けている。 

化学的諸特性との関連を追求している。昨年度は ④ 廃棄物再資源化・省ェネ反応装置の開発】 

特に,高効率蒸発並びに凝縮操作をモデルとした 都市ゴミおよび産業廃棄物の有効利用法の一方 

高物質流東域における諸移動現象におよぼす界面 策として，廃棄プラスチックスの熱分解による燃 

流動の影響を明らかにした。 C MOL， ノ80/6， 料油および石油化学原料の製造プロセスの研究を 

354（ノ80 ) ; JChEJ, 12, (6 )474( '79 )13， 行なっている。また石炭液化への適用を目的とし 

(5) 354 ( '8の〕，今年度はさらに蒸溜・抽出・ て，三相流動層反応装置の現象解析とコンピュー 

吸収操作等を含め，界面における微量吸着物質等 ターシミュレーションによる合理的装置設計法に 

によって生ずる界面張力勾配のおよぼす影響につ 関する研究を行なっている。 

いて研究を行なっている。 .-. III大て立I六，，中， 

(2） 微量成分の高度分離技術の開発： 

上記基礎研究の直接的応用として，微量有害成 〈物理化学〉 

分の分離・除去および有用成分の濃縮・回収のた 分子の物理的および化学的性質,化学反応など 

めの新しい装置・操作法の開発研究を行なってい を理解するためには分子軌道の概念が極めて重要 

る。蒸溜・吸収装置用として,低圧力損失でかつ であるとされています。当研究室では経験的，半 

高接触効率の新しい充填材を開発した。従来充填 経験的，非経験的など各種の分子軌道法に基づく 

塔の欠点とされていた低液量時における効率も極 計算を行っております。主な研究テーマは 

めて高く，現在中規模装置で試験を続けている。 D 分子振動に関する物理量の算出（算出法の改 

〔日本特許,第983525 号〕。液ー液抽出操作にお 良％ 

いては,従来の充填塔型式の装置に気泡群を分散 2）非経験的計算法へのCI（配置間相互作用） 

せしめる新しい操作法を提案し，抽出性能・溢注 法の導入（プログラムの作成）。 

速度の著るしい改善を行なった。 〔日本特許，第 3）各種計算法の整備（拡張）と改良。等 

1012060 号〕。さらに新しい抽出法として，多重 計算は東大大型計算機センターで行っておりま 

抽出法を提案し，低品位鉱および廃鉱津よりの金 す。また東大と電話回線で結ぶTSS 端末装置を 

属イオンの高度分離・濃縮法の開発を行なってい 設置して研究室から直接計算出来るようにもして 

る。 〔化学工学論文集， 6. (3) 261 ('80 ))。現 おります。 

在，銅を対象としているが，将来ウランを取り扱 本m 一 孝；＋」Il工立吋こ1中・ 

いたいと考えている。 

(3) 産業廃水の微生物処理 〈燃料化学〉 

多種多様な産業廃水の水質に対応し，厳しい排 化学工業の原料は燃料と対応して変遷してきた。 

水基準に合致するよう,難分解性でかつ微生物に 蒸気機関が発明され，石炭が燃料の主役となり， 

対して毒作用を有する産業廃水の微生物処理を行 産業革命を迎えるとドイツを中心に石炭を原料と 

なっている。 〔化学工学論文集, 5, (5) 542 ． した近代有機化学工業が栄えた。第2次世界大戦 

( '79 )〕。 最近では，従来から行なって来たフ を経て石油が石炭にとって変わると，化学工業も 

ェノール廃水の他に，微生物分解は行なわれない 技術革新を迎え，軽質ナフサの分解によるエチレ 

とされて来た3級構造の炭化水素を取り上げ，特 ン等のオレフィン製造を主幹とする石油化学工業 

に馴養された活性汚泥により処理を行ない,処理 が確立されていった。そして石油危機以後は，ナ 

システムの開発と解析を行なっている。処理装置 フサの価格が急速に高騰したこともあって，量的 
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に豊富な石油系重質油や石炭等の未利用炭素資源 3. OKITAC 50 /10 ミニコンによる電極系 

の有効かつ高度の利用が注目されてきている。現 インピーダンス法の解析システム 

在の燃料化学の最重要研究課題もここにあるとい ミニコンによるオンラインシステムを電極系に 

ってよい。元来当研究室では石油のェネルギー 応用すべくシステムを開発しましたが，各種系へ 

（燃料）及び化学原料としての利用に関する基礎 の応用を検討しています。最終的にはLに示した 

研究を行なってきた。現在は残油のような重質留 ェネルギー材料の研究へ応用予定です。このシス 

分のガス化・燃焼と, これから得られる合成ガス テムは従来法と異なり非常に短時間の測定でその 

の化学的利用（Cl化学）に関する研究を行なっ 系の周波数分散が得られますので（たとえば最小 

ている。これらは石油以外の重質炭素資源の高度 周波数が10Hzでは0. 1秒で全領域の周波数分散 

利用にも共通する研究課題である。 が得られます）電極反応における中間体の解析な 

石油化学の反応がそうであったように，これら どに有力な解析手段となることが期待できます。 

の燃料化学の反応の多くは,いかに高性能な触媒 

を用いるかが重要な鍵となる。活性，選択性はも 

とより劣化の少ない触媒を科学的に発見していか 

ねばならない。重質炭素資源の利用と，これに関 

連した Cl化学の研究はまだ開始されたばかりの 

新しい，魅力ある研究課題であり,研究生一同も ー・ーーー・ーーー一一一一一ーーーー、ーーー 

ファイトをもって研究に打ち込んでいる。 

研究テーマは前号（昭和54年11月号）に記載さ 

れたものと同じである。前号を参照されたい。 

吉田・逢坂研究室

〈工業物理化学〉 
化学ととりくむ者は何か新しい材料なり物質な 

りを生みだして行くべきであるとの考えを基とし 

て二つの分野に足をふみいれております。 

1． エネルギー関係材料 

燃料電池の酸素極用の新しい触媒材料はないも 

のかと研究をはじめましてコバルト系硫化物（コ 

バルトチオスピネル等）の検討をはじめています。 

また新しい分野としては光ェネルギーを電気ェネ 

ルギーに変える湿式太陽電池についてもとりくむ 

べく装置等を準備しています。 

2． 機能性薄膜材料 

無電解めっき法による機能性薄膜形成をめざし, 

一つはコバルト系薄膜による磁性材料（コンピュ 

ーター・ディスク用）またニッケル系薄膜による 

抵抗材料などの応用目的をもって研究にとりくん 

でいます。特に前者は現在5 -10年先の新しい垂 

直磁性膜をめざしてその可能性を開こうと努力し 

ております。 

-―~― 

◇お知らせ◇ 

吉田教授最終講義の公開について 

学科主任 長谷川 肇 

明春3月定年によりご退職されます吉田教授の 

最終講義が下記の日程により行なわれます。この 

講義は公開されておりますので卒業生の皆様の多 

数ご出席をお願い申し上げます。 

一記― 

日時 昭和56年1月21日（水）午後I時より 

場所 理工学部校舎56号館101教室 

題 固体面の観察法と応用 
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応化会の皆様，いかがお過ごしでしようか0

このたびは，電気化学工業閥に勤務しておりま 

す28名の応化卒業生の近況について御報告させて 

頂きます。 

電気化学工業閥は，大正4年5月1日，三井資 

本をバックに設立されて以来，一貫してカーバイ 

ド，石灰窒素メーカーのパイオニアとして発展し 

てきました。戦後は，アセチレンを原料とした有 

機合成部門の拡充を行い，塩化ビニル,酢酸ビニ 

ル，メラミン等の製造に着手し，さらに, セメン 

ト，合金鉄部門にも進出し，経営規模を拡大して 

ノレ， 

クロロプレンプラント 

電気化学工業株式会社 

きました。 昭和30年代には，クロロプレンゴムお 

よびポバールの企業化に成功し，新たに，石油化 

学部門にも進出し，スチレンモノマー, ポリスチ 

レンの製造を開始し，これによって石灰石を原料 

とするカーバイド工業と，石油を原料とする石油 

化学工業の2つの生産系統を確立しました。こう 

して，現在資本金136億円，年商1900 億円，従 

業員4000名の総合化学企業に発展してきました。 

本社は有楽町にあり，大阪支店をはじめ，日本 

各地に12カ所の営業所,出張所を置き,工場は新 

潟県の青海工場を筆頭に，大牟田，千葉,渋川， 

伊勢崎の5カ所にあります。海外ではニューョー 

ク，デュッセルドルフ，サンパウロに駐在事務所 

を置き， ヒューストンには合弁企業デンカケミカ 

ルコーポレーションがあります。また,塩化ビニ 

ル樹脂加工メーカーの東洋化学閥をはじめ, 43社 

の関係会社があります。 

当社は,売上高からみますと，有機品が60％を 

しめ，次いでセメント建材部門,電炉品部門,肥 

料部門となっていて，各事業部単位に運営されて 

います。次に各事業部別に業務内容を概説してい 

きます。 

無機事業部では肥料，電炉品およびファインケ 

ミカル製品を扱っています。 肥料では,石灰窒素 

が業界第1位のシェアーを誇り,粒状，防散等の 

用途別に各グレードがあります。電炉品にはシエ 

ア160彩のカーバイドをはじめ，製鉄，製鋼用脱 

硫剤カーバィ ドサルフェックス，脱酸剤用フエロ 

シリコンがあります。耐火材料にはアルミナセメ 

ント，窒化珪素鉄，溶融シリカがあり, ファイン 

ケミカル製品分野には半導体,高温炉材原料とな 

るボロンナイトライド（B N) ,原子炉制御材ボ 

ロンカーバイ ド，セラミックスヒーターとして使 

用されるBNコンポジット等があります。 
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有機第1事業部ではパイプ, シート用の塩化ビ 村建作（旧31

ニル樹脂，ィオン交換法による高純度力性ソーダ, ています。企 

塗料，接着剤用塩ビー酢ビ共重合体溶液，ホルマ が，海外進出 

ール, ブチラール，また，業界1位のシェアーを セメント事 

誇り,約70％を輸出しているクロロプレンゴム， 代理として活 

クロロプレンラテックス,液状クロロプレン，さ 総務部では 

らに，乾電池用に準独占的に供給しているアセチ して，物流管 

レンブラック等を扱っています。 円滑化を計っ 

有機第2事業部にはスチレンモノマー，ポリス （新6）が課 

チレン，ABS, AS等や，構造用接着剤，酢ビ， ンピューター 

酢酸，ポバール，EVA エマルジョン等がありま 環境保安部 

す。 しながら環境 

セメント事業部ではポルトランドセメント以外 安課では飯島 

に早強セメント，中庸熱セメント，耐硫酸塩セメ 

ント等を扱い,生コンクリートについては，全国 2． 大阪支店 

に48カ所53工場の系列生コン会社と連携していま 梅田の新阪 

す。 10）が有機第 

特殊混和材営業部では膨張性ひびわれ防止材 

CSA，グラウト用無収縮混和材，スラブ軌道用充 3． 青海工場 

填材，土質安定用急硬材等の各種のグレードを扱 

っています。 

製品開発部ではスチレン系特殊樹脂シート，蒸 

着用シート， ストレッチフイルムおよび塩化ビニ 

ル樹脂コンパウンドのように樹脂をより加工度の 

高い製品とする他,火力発電の余剰温水を利用し 

た養殖うなぎ, なめこ等も扱っています。 

以上,簡単に当社の概要について述べてきまし 

たが，電気化学には，理工系45名を含め，総勢 

120 名の早稲田マンが各職場で活躍中です。当社 

の発展に際しては，水野敏行前社長（旧2）をは 

じめ，進藤喜信元専務（旧17,現デナック脚副社 

長），安倍通夫元取締役（旧20）等の諸先輩が多 

大な貢献をしてきました。次に,各事業所別に応 

化会会員の活躍ぶりを紹介致します。 

1． 本社 

有楽町の三信ビルおよび三井ビル内に関係会社 

数社とともにあります。全社の技術開発を統括す 

る企画開発本部には,常務の池田順二（旧30）力ら 

部長として活躍しております。企画部長代理の松 

村建作（旧31）は,全社の特許情報管理を担当し 

ています。企画部分室では，箕輪俊之助（新9 ) 

が，海外進出計画の立案を担当しています。 

セメント事業部では，蓮見光雄（旧32)が部長 

代理として活躍しています。 

総務部では，電算機と各工場の電話回線を利用 

して，物流管理システムを完成させ，販売活動の 

円滑化を計っています。システム課には若林昭男 

（新6）が課長として，工場,研究所を含めたコ 

ンピューターシステム開発を担当しています。 

環境保安部では，各工場の環境管理部門と連携 

しながら環境保全を推進させていますが,環境保 

安課では飯島裕也（新11）が活躍しています。 

2． 大阪支店 

梅田の新阪急ビルにありまして,橋本 宏（新 

10）が有機第1課長として活躍しています。 

青海工場 
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新潟県青海町にある当社の主力工場で，背後に 

黒姫山をひかえ，また豊富な水資源を利用して, 

数基の自家水力発電所を有しています。肥料用石 

灰窒素，カーバイド,ポルトランドセメント, セ 

メント混和剤， クロロプレンゴム， ポバール，塩 

化ビニル樹脂等を製造しています。有機検査係で 

は，荻島武（新19）が工程分析の管理を担当して 

います。有機研究部では，豊田浩太（新30）がゴ 

ム関係の改良研究に励んでいます。 

をはじめ, ホルマール, ブチラール,塩化ビニル 

樹脂コンパウンド,構造用接着剤，担体用樹脂等 

の製造工場です。開発研究課では小林昭雄（新15) 

が係長として，接着剤関係の応用研究を担当して 

います。 

は，荻島武（新19）が工程分析の管理を担当して 1． 中央研究所，加工技術研究所 

います。有機研究部では，豊田浩太（新30）がゴ 町田市にあり,有機，無機を含めた新製品の開 

ム関係の改良研究に励んでいます。 発研究を推進しています。また，分析センターと 

して，社外の依頼分析も実施しています。 

4. 大牟田工場 加工技術研究所では,近藤武男（新18）が特殊 

大正5年に開場された古い歴史をもつ，無機フ ゴムの応用研究に励んでいます。 

ァイン製品の主力工場です。フエロシリコン，サ 中央研究所では,林卓冶（新19）が試験分析を 

ルフェックス等の電炉品をはじめ，アルミナセメ 担当し,安東敏弘（新24）は接着剤関係，西川洋 

ント,溶融シリカ等の耐火材料，ボロナイトライ （新22）はセメント関係の研究に，それぞれ励ん 

ド，ボロンカーバイド等の無機ファインケミカル でいます。 

製品，乾電池用アセチレンブラック等を製造して なお，当社のェンジニアリング部門を担当する 

います。開発研究課では，長坂英昭（新28）がセ デンカエンジニアリング閣には,開発技術室に阿 

ラミックス関係の研究に励んでいます。 知波啓一（新18）が出向し，新プロセスの改良を 

担当しています。 

5． 千葉工場 

市原市五井の丸善石油化学コンビナートに所属 

し, エチルベンゼンの脱水素によるスチレンモノ 

マーをはじめ，各種ポリスチレンングレード, 

ABS, AS ,スチレン系特殊樹脂，塩化ビニル樹 

脂，酢ビ，酢酸等の製造工場です。研究部では各 

種製品の改良研究が行なわれていますが，堀内志 

郎（新4 )が研究部長として統括し，主任研究員 

の滝沢秀彦（新10）が樹脂関係の開発のリーダー 

となり，岡崎陽夫（新16) ,揮川昭夫（新16), 

坂野泰明（新17) ，前田哲郎（新25）が改良研究 

に取り組んでいます。 ェマルジョン関係では，村 

田充（新23) ，箕輪裕方（新23) ，福田隆（新24) 

カら 研究開発に励んでいます。 

製造部については，酢ビ課で，平塚学（新12) 

が課長として活躍し，製造プロセスを宇佐美好孝 

（新22）が担当しています。 

6． 渋川工場 

塗料，接着剤に使用される塩ビ系共重合体樹脂 

（林卓冶 記） 
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近 況 

先日の応用化学会総会では大変にお元気な武富 堂で2品目の料理が出て来るのに30分以上もか、 

先生にお目にか、り，大変うれしく昔話に花を咲 る一事を見ても大抵想像がつこう。 

かせました。 一歩郊外へ出ると行けども行けども羊と牛の群 

総会場では私の先輩は阪田誠先輩唯1人でした。 ればかりで人影まばら。可愛らしいとしか言いよ 

私も大先輩になったものだとつくづく感じました。 うのないコアラ。中腹から上を真白に雪に覆われ 

堀米耕平（昭10年卒・旧15回） た山並みの果てしなく続くミルフォードの景観。 

大気汚染とは無縁の澄みきった夜空に輝く南十字 

先号の会報で岩田，梶原，中西諸氏の近況をな 星 。 「世界の絶景をこの地に集めたようなニ 

つかしく読ませて頂きました。 ュージーランド」とは旅行案内もいさ、かオーバ 

九州の久留米に来て早くも4年，組織の活性化 ーだが，とにかく満ち足りた夏休みであった。 

をテーマになんとかやっております。来年は20周 宮脇正章（有志会員・本会事務局長） 

年の同期会開催が考えられているとか，楽しみに 

しております。 1斑I: I三登 佐藤良一（昭36年卒，新11回）蕪一農v
日本繊維化工閣専務取締役 

冷夏と応化と就職と！? 

12年間お世話になった東亜燃料工業闇を今年3 都の西北にも涼風が吹き渡り，めっきり秋らし 

月に退職し，現在下記の特許事務所に弁理士とし くなった今日，この頃。ようやく学生達も長い夏 

て勤務しています。 休みを終え理工キャンパスも,再び以前の賑やか 

依頼された仕事内容をよく理解し，懇切丁寧な さを取り戻した様である。 

仕事をすることを常に心掛けており，おかげで多 今年は何十年来の冷夏だそうで，海，山等のレ 

くの依頼人の方々に喜んで頂いており，小生も満 ジャーが敬遠されたというのはキャンパスを歩く 

足しております。なお多くの方々のお役に立てれ 学生達の日焼けの度合を見ても想像がつく。この 

ば幸いです。 冷夏，夏休みの間研究室等で実験や研究に明け暮 

風間弘志（昭41年卒・新16回） れしていた者にとっては誠に有り難い夏であった 

三宅特許事務所212-7830 が，一方では各産業界には色々な影響が出た様で 

ある。 

記録的な冷夏で避暑の必要はさらさら無いが， 特に打撃を受けたのは，電気器機， レジャー産 

何となく冬の国へ足が向いてしまった。こ、オー 業で，ェアコン，クーラー等の売れ行きが予想を 

ストラリヤ，ニュージーランドもご他聞に洩れず 大幅に下まわり，目下，ダンピング状態とか。ま 

異常気象の影響で暖冬。植物は日本と似通ってい た海，山は予約のキャンセルが相次ぎ，例年なら 

るが,面白いことに早春の梅や桃から晩春のツツ ば足の踏み場もないほどの混雑をしているはずの 

ジまで何もかも一斉に咲き競っている。 「海の家」が8月下旬には早くも店閉まいなどと 

両国ともまことにのんびりしていて，例えば食 いうニュースも聞いた。農業関係でも米の出来具 
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合が心配されている様である。 

ところで，産業界といえば今年の就職戦線はど 

うであろうか？オイルショック以来の不況で企業 

側にとっても,学生側にとっても苦しい時代を経 

て来たが，就職担当者の話では，今年の企業側の 

採用予定は近年になく良好だそうである。これは， 

数年来採用を手控えていた企業側が現在の経済状 

態よりも5年，10年先を見通して設備投資や人材 

投資に重点を置き出したためと見られており, こ 

ういう企業の積極的な姿勢が景気回復の一助にも 

なるであろう。 

この様な状況を反映して，応化に対する採用募 

集は，大手製鉄，金属，化学,石油，医薬品 

と多種に及んでおり，学生にとっては明るい就職 

の秋と言えるだろう。しかし,反面，女子の採用 

は横ばいという予想もあり,毎年，数名の女子学 

生を輩出している応化としては必ずしも楽観は許 

されない様である。 

秋空の様に変わる世情の中で我々は今，何をな 

すべきであろうか？ 

星 徹（修士2年・酒井研） 

『競技舞踏と私』 

ダンスの競技会を御存知ですか？社交ダンスに 

も他のスポーツと同様にその技を競う試合がある 

のです。 

私は学部の4年間，早大唯一の社交ダンスのサ 

ークルである舞踏研究会に所属していました。こ 

のサークルは全国の大学のダンスクラブの集まり 

である全日本学生舞踏連盟に所属しており，その 

連盟の主催する数多くの競技会に参加し，慶大, 

東大と常に優勝を競い合っています。競技選手は 

男性は学生服，女性は華やかなドレスを身にまと 

い，ワルツやタンゴの曲に合わせて会場狭しと踊 

り，その技術を競い合うのです。 

私は，若い頃共にダンスを踊っていた両親に勧 

められ，ほんの軽い気持ちで入会したのですが, 

ブルース・ルンバ・ジルバなどの初歩的なパーテ 

ィーダンスからワルツ・タンゴなどのより高度な 

競技ダンスを習うにつれて, その素晴らしさにひ 

かれ夢中で練習を重ねていくうちにあっという間 

に4年間が過ぎ去ってしまい,気がついて見ると 

後楽園ホールの大観衆の前で目映いばかりのフッ 

トライトを浴びながら全日本学生舞踏選手権大会 

の個人優勝者デモンストレーションを踊っていた 

のです。あの時の感激は一生忘れることができな 

いでしよう。ある目標に向かって一生懸命に努力 

すれば必ず報われるのだということをしみじみと 

感じました。練習後，夜遅く帰宅してから午前3

時過ぎまで実験レポートや専門課目の課題に取り 

組んでいた毎日が今ではとても懐かしく感じられ 

ます。 

大学院在学中である現在は0Bとして後輩の指 

導や競技会の審査に携わっています。これからも 

何らかの形でダンスを続けていきたいと思ってい 

ます。ダンスはとても楽しいものです。あなたも 

ちょっと踊ってみませんか？ 

佐々木孝一郎（修士2年・酒井研） 

（この欄への投稿を歓迎します。ハガキ1枚程度 

でも結構ですから，お便りをお寄せ下さい。） 
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学生部会

工場見学記 
昭和55年度 岩国大竹，黒崎地区 

応用化学科3年 新井 信之 

前期期末試験も終わりホットー息つく間もなく酒井教 

授引率のもと総勢18名，岩国大竹，黒崎地区へ工場見学 

に行って来ました。 

日程及び見学工場は下記の通りです。 

7/22 ダイセル化学工業 大竹工場 

三井石油化学工業 岩国大竹工場 

7 /23 興亜石油 麻里布製油所 

7 /24 三菱化成工業 黒崎工場 

21日8 :00 東京発。 一路広島へ。広島市内と宮島を 

見物し大竹泊。原爆35周年間近の平和公園は戦没者慰霊 

の人々で混雑していましたが，それとは対象的に宮島は 

瀬戸内海の長閑なふんい気を漂わせていました。 

各工場の感想 

〇ダイセル化学工業 大竹工場 

大竹工場は三井石油化学や興亜石油と共にコンビナー 

トを形成し，アセトアルデヒドを原料として酢酸その他 

の有機合成品を製造しています。私達は生産系統や各種 

装置の説明を受けながら工場内を歩いて見学し，又活発 

な質問に対し係員の方も汗だくのようでした。昼食を交 

えた懇談会の席で，省ェネ時代の今日，水蒸気と電力の 

ェネルギーバランスなど， total な工場管理の必要性， 

また従来の大量生産からファインケミカル志向に当って 

の技術開発の問題点など，直接生産に従事している方の 

意見は大変参考になりました。 

〇三井石油化学工業 岩国大竹工場 

山口県と広島県にまたがる日本初の総合石油化学工場 

です。会社の沿革や経営方針など会社訪問のような説明 

を受け一同少々戸惑い気味。その後バスで工場内を見学。 

ハイワックス，エチレン， フェノール， TPX，テレフ 

タル酸プラントを見学し，中でもテレフタル酸プラント 

は世界 大規模ということです。ちようど新しい機械へ 

の転換期に来ているが,補修さえきちっとすれば20年以 

上は使えるとのことです。先輩を交えての懇談会では， 

石油不足に対しての石油化学工業の在り方，代替ェネル 

ギー，ィラン石油化学計画などの技術輸出の問題などが 

話題に出ました。 

〇興亜石油 麻里布製油所 

14万9千〔バーレル／日〕の処理能力を持つ麻里布製 

油所は，カルテックス系に属し，三井石油化学と日本初 

の石油化学コンビナートを形成した製油所です。あいに 

くの豪雨のためバスの中から‘石油コークス製造装置, 

原油荷役桟橋，減圧蒸留装置，オィルフェンスなどの保 

安設備や試験室内を見学し，サンプルを見ながら,作業 

系統や中東と南方原油の違いなどの説明を受けました。 

やはり気がかりなのは今後の石油事情ですが，石油を燃 

やす割合を減らし,製品として使う分には今世紀中は心 

配ないとのことでした。 

工場見学後，錦帯橋見物をし黒崎へ向かう途中豪雨の 

ため新幹線内で2時間余り立往生というハプニングもあ 

りました。 

〇三菱化成工業 黒崎工場 

三菱化成工業の発祥工場で，コークス，染料，薬品， 

無機，合成部門を有する総合化学工場です0 黒崎に着く 

と早速先輩の訪問を受け，酒を酌み交しながら会社の様 

子や学生生活のアドバイスを受け，夜が更けるまで話が 

絶えませんでした。翌朝バスで工場内を回り,特に染料 

の廃水処理施設やアンモニア合成プラントの説明を受け 

ました。またコークス炉の巨大さは印象的でした。先輩 

方と昼食をとりこれで工場見学の全日程が終了し，黒崎 

をあとに各自九州各地に散らばって行きました。 

0見学を終えて 

利建化学工業を志す者にとって実際の現場を見るのは 

初めてのことでした。そこで一番気になったのは，毎月 

の議義や実験がどれほど役立つかということです。大学 

で学んだことなど役に立たないと言う人もいますが,少 

なくとも早大応用化学科にはこのことはあてはまらない 

と確信しました。日頃漠然とノートを取り試験を受けが 

ちですが， ミクロな化学反応からマクロな化学装置まで 

取り扱う化学技術者を見て，目標をはっきりと捕えた気 

がします。また各社とも強調しておられたことは，上に 

いくほど卓抜な知能に伴ってのタフな肉体労働力と強じ 

んな精神力が必要だということです。以上が今回の工場 

見学の感想ですが，今後もより多くの後輩諸君が参加し， 

自分なりの意見を持ち帰えってはしいと思います。 後 

に，多忙な折各工場でお世話いただいた応用化学科の先 

輩・中谷美治氏（新8回卒），吉野栄二氏（新13回卒） 

曽根勇氏（新18回卒），平山栄助氏（新20回卒）,川西 

敬治氏,谷口永久氏（新23回卒）,西岡啓二氏，青木道 

夫氏，長谷川和美氏（新25回卒），石川文矢氏（新27回 

卒）,また各工場の関係者の方々，引率の酒井清孝教授， 

会計の渡辺一弘君に心から御礼申し上げます。 
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新入生オリエンテーション 

応用化学科3年 小岩 一郎 

新井 守彦 

緒言I応用化学科の新入生オリエンテーションは,従 

来の昼食懇談会に代わるものとして， 1泊旅行をするこ 

とになり,前年度に続き今年度も行いました。 

理論；理工学部の1年の授業では，専門科目は土曜日 

のみのため，同じ応用化学科であるにもかかわらず， 2

年になっても語学のクラスが異なると互いに名前も知ら 

ないという事も多く，また，学生の数が多いために,先 

生方と学生の交流もない状態です。 

また，授業， レポート，工化・化工コース別け，教職 

など， 1年生にとって不明，不安なことが多いのです。 

そこで,学科内の同学年の親交を深め，また先輩，後 

輩との交流の機会の場としての学科内行事，そして，新 

入生の今後の学生生活の指針にしようという目的で行い 

ました。 

前年度は八王子で行われましたが，今年度は，スポー 

ツのできる早稲田大学の施設を利用するという観点から， 

追分セミナーハウス（浅間高原）を利用しました。 

器具・試薬 

(1） 交通 バス（3台） 

(2）場所 早稲田大学追分セミナーハウス 

(3） 日時 5月10日（土）-5月11日（日） 

方法i 3 つの重点を置いて行いました。 

(1） 新入生ガイダンス；新入生全員に対して，先生方 

に御専門のお話とか学生時代の思い出，今後の学生 

生活における御指導をしていただきました。 

(2）懇談会i先生方1人と上級生3 -4人に対して， 

新入生10-15人で1つのグループとして， ビールで 

も飲みながら話をしました。 

(3） スポーツ大会iソフトボール，サッカー，バスケ 

ットボール,テニスに別かれて行いました。先生方 

は, ソフトボールに参加していただきました。 

結果；計画は6 カ月前から始めましたが,一番不安で 

あったのは,予算の事でした。しかし,なんとか予算内 

で済みました。次に，怪我の事です。これも，スポーツ 

大会での切傷程度でした。私達は，この結果から,―応 

成功したと考えています。 

考察；一番幸運であった事は,天気が良かった事です。 

前日は雨が降り,私などは夜中に何度も起きては窓を開 

け，空を見ました。しかし朝の集合時間には小雨となり, 

バスに乗っている間に晴れ，追分に着いた時には快晴で 

した。それで，スポーツ大会もできて，本当に幸運でし 

た。 

次に，懇談会については，アンケートの結果なかなか 

好評でした。これはビールを飲みながらの会話でありI

気分が楽になったからかもしれませんが，活発に質問も 

出たようです。中には「カンニングは，どの程度できる 

のですか？」とか， 「授業にはどのくらい出席すればよ 

いのですか？」など，先生方の前で，上級生が答えるの 

に困るような質問も出たようです。しかし,新入生のい 

ろいろな不安を少しは解消できたものと信じています。 

スポーツ大会については， 「サッカーのグラウンドが 

悪い」 などのトラブルもありましたが，全体的にはスム 

ーズに進みました。しかし，風が強くテニスなどには， 

少し影響も出たようです。この風のためかどうかはわか 

りませんが， ソフトボールは珍プレーの連続ノビッチャ 

ーゴロが3 塁打，内野フライがホームラン 。でも， 

それなりに楽しかったと思います。 

課題；来年も今年と同様に行われる予定で，もうすで 

に計画にかかっています。来年度は，今年協力してくれ 

た2年生が中心となって実行しますので，セミナーハウ 

スの事などもわかっているので，もっと充実したものに 

なると期待しています。新入生全員と先生方と上級生が 

参加するオリエンテーションは，費用もかかるし，特に 

お忙しい先生方にとっては大変御面倒な事とは思います 

カえ 皆様の御協力がなくては実行することができません 

ので，よろしくお願い致します。 

感想；追分セミナーハウスを利用するのは初めてであ 

り，‘なにかと御不自由をおかけしたと思います。すみま 

せんでした。御協力下さった大勢の皆様，特に,何かと 
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御指導していただいた1年生の担任の逢坂先生に，深く 

感謝致します。 

帰りのバスの中では，寝ている人がほとんどでした。 

さすがの1年生も，夜に寝ないで騒いだり，スポーツ大 

会で動き回ったりした疲れが出てきたのだと思います。 

このオリエンテーションは，始まってからまだ2年です。 

学 内 消 息 

人事異動（新任）

理 工学部長 加藤 忠蔵（昭20年卒・燃1回） 

学 科 主 任 長谷川 肇（同 上 ・同 上） 

哀学篇鷲誓究科宇佐美昭次（昭3叫卒新5回） 

（以上いずれも9月16日付） 

これから回を重ねるごとに，より充実したものになって 

行くと思います。 

注）どのように書いてよいのかわからず，いつも書いて 

いるレポート形式にすればうまく書けるのではないかと 

考えて,そうしました。 

特別講義 

月 日 時 間 会 場 講 師 題 目 

9・24 P. M. 56号館 東洋インキ製 新しい無機発 

（水） 3 :50 違欄技術研究 熱体の開発と 

、 101教室 所主席田移損 利用 

5 :20 吉田利三郎 

10・29 日産化学工業 化学工業にお 

（水） 同 上 同 上 囲中央研究所 けるこれから 

所長 の研究方向 

赤林 宏 

11・26
同 上 同 上 

慶応大学教授 大気汚染の諸 

（水） 柳沢 三郎 問題 

会費をお納めください 

諸物価上昇に加え会費未納が多いため応化 

会の台所が苦しくなっています。このままで 

は会費の値上も考えざるを得ないかも知れま 

せん。どうか会費をお納め願います。 
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会 務 報 告 編集委員会

役 員会 

日 時 

会 場 

出席者 

議 案 

日 時 

会 場 

出席者 

議 案 

7月17日困 午後6・05~8・20

大隈会館 1階 2 -3号室 

22名（総員35名の中） 

1．業務担当理事の経過報告 

2‘ 新会長選出に関する件 

3. 会員名簿（1981年版）発行に関する件 

4． 高齢会員の会費免除に関する件 

会費免除願出のあった19名につき，いず 

れも適格であることを確認の上免除承認 

5． 日本学術会議会員選挙に関する件 

立候補した本学部電子通信学科教授平山 

博氏を本会は後援する旨を決議 

9月3日困 午後6・加～7・45

大隈会館 3階 3号室 

19名（総員35名の中） 

1. 新会長選出に関する件 

新会長に副会長篠原功氏を選出 

2. 高齢会員の会員免除に関する件 

前回の役員会以後に会費免除願出のあっ 

た3 名につき承認 

3，会員名簿に関する件 

幹事会 

日 時 

会 場 

出席者 

議 案 

6月12日困 午後5・30~8・00

理工学部 65号館 小倉記念室 

12名（総員13名の中） 

1‘大友会長逝去による対策協議 

新会長選出までの間副会長が会長を代理 

する。代理者は徽貝副会長とする。 

2．会員名簿発行に関する緊急取決事項 

日 時 7月10日困 午後6・35 - 8・40

会 場 大隈会館 2階 1-2号室 

出席者 11名（総員13名の中） 

議 案 1. 新会長選出に関する件 

2. 会員名簿に関する件 

日 時 

会 場 

出席者 

7月17日困 午後8・25~9・05

大隈会館 1階 2~3号室 

10名（総員10名の中） 

1．会報7月号の批判（反省） 

2．会報11月号の編集企画 

役員の異動

会長 篠原 功（現副会長。昭13年卒・旧18回） 

9月3日付 

学生委員 
(7月7日部変更） 

学 年 氏 名 学 年 氏 名 

大学院M2 野

野

田

代

瀬

 

岩

井

井

 

一

男

文

一

恵

薫

郎

之

子

 

裕

利

義

光

 

一

信

愛

 

大

真

村

藤

間

原

小

新

新

 

2 年生 本間 俊哉 

Ml 師岡 修 

湯浅 真 

4 年生 1 年生 青木 順子 

小野田 

下村 

隆 

啓 

3 年生 

運営資金ご寄付

大矢英男（新8回） 2口 20,000 円 8月14日 

, 

こ逝去 

古屋 健 （~日20回） 昭不055年5月28日 

鈴木 達夫 （新11回） ノノ 55年7月5日 
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編 集 後 

勉強したいとか，がむしゃら奮闘記はどうでしょ 

う。皆様のアイデアを募集します。新しい企画と 

して同期生座談会はどうでしょうか。何かーつの 

テーマについて話し合うのもよいと思いますが， 

どなたか計画していただけませんでしょうか。 

また会員だよりはほんのー行であっても，なつ 

かしく心をなごませるものがあります。どしどし 

投稿して下ざい。 

休日を利用して秩父の山に行って来ました。ヒ 

ガン花の盛りです。故大友会長も秩父を見ておら 

れることでしょう。 

記
 

早稲田応用化学会報が復刊されたのは54年7月 

で，それ以来4回発行され，次第に充実し好評を 

得てまいりました。これも故大友会長の非常に熱 

心な御指導の賜と思います。私が編集委員長をお 

受けしたのが今年5月で，この時すでに会長はご 

入院中でありました。そして6月突然の計報に接 

し,今後の方針抱負などお聞きすることが出来ず， 

誠に残念の極みです。謹んでご冥福をお祈り申し 

上げます。 

さて会報の内容ですが，若い卒業生の声を反映 

した記事がないのはさみしい気がします。卒業し 

たてはお急がしいとは思いますが, こんなことを 

新しい 会員 名 簿 が出ます 

発行時期は来春3月中旬の予定です。 

作成作業は概ね順調に進み,本誌をお届けする頃 

は第一次校正の最中でしょう。 

規格は従来と同じくB5版，約200 ページですが， 

レイアウトに工夫をこらし見やすくスマートにし 

たつもりです。 

作成部数確定の時期が迫っておりますので，未 

だお申込みのない方は至急同封の申込書（私製ハ 

ガキ・切手不要）でお申込み下さい。 

秩父路や発破の音にヒガン花 

（長谷川 肇記） 

会報 編集委員会 

委 員 長 

副委員長 酒 井 

委 員 鈴 木 

ノノ 

ク 

ク 

ク 

ノノ 

ク 

ガ 

肇

孝

男

夫

彰

彦

幸

弥

冶

史

 

清

晴

明

 

末

政

哲

卓

親

 

井

木

本

 田

富

田

 坂
 

島
 

酒

鈴

山

平

吉

太

逢

林

川
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