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小林先生の思想 学問及び業績に就て

山 本 研
，;持

I 

私が実験室で， 毎 日の様に，小林先生に指導せられ，師事した期聞は，私が母校で卒業論文

に取り懸った，大正11年から昭和10年頃迄の10数年間に及んだ。勿論，それ以前の学生時代の

3年聞にも講義及び実験を通して，叉昭和10年以後も，色 k <V点で，常に御教示を受けたが，

先生の晩年には，私に次いで石川平七教授それに続いて村井資長教授が，主として， 先生の下

にあって，先生の手足とたって研ヲ常事と助けられた。

従って私が之から記そうと思う所は可1i!J古い時代の話で，晩年，先生があの様に淡k とし

て東洋の仙人の様友人格に迄到達された事を考えると，本当に完成された先生の真の姿を或は

伝えてい君主いかも知れ友い。然し先生が最も沢山の仕事をされた40歳台の後半から60歳台にか

けての先生の生涯に於ても，最も血気盛ん貫工壮年時代であった，先生に就ての数限りたい多く

の憶出の内，此処には私が感銘を受けた1liIi2-3の事項に就て，標題の様友範囲に綾って記 し

てみたい。

先生の晩年に就ては別に石川教授及び村井教授が記される事と思う。

II 

先づ小林先生の思想とか，人世観，等に就て私の考えた所を記してみる。小林先生の思想定工

どというと少し大げさだが，叉， 嘗て先生御自身で私遂に自分の思想は之 k だとか，叉は自分

は00主義7をた どと言われた事は決して，無かったし，叉そうい・った形而上の事柄をロにせられ

る事を耳:じかし くさえ恩われていた様に見うけられた。

然し先生の学問や仕事，業績を理解するためにも，亦先生があの様に晩年，人間としても稀

れに見る枯淡な生涯を送られた，その根源，本質を知る為めにも，是非共，先生の精神面に触

れて，先生の世界観，平素の信念，信条等に就て考えるととが必要であり，之に就て私の考え

る所を記してみたい。

先生は歴史的に考えても，わが国の輿lを期に当る明治の中期，殊に明治2⑪年代に青春時代を

過し 学校教育を受けられ，日清，日露の両戦投を経て当時の環境で，いやが上にも国粋主義

歌早稲田大学教授 エ学博士応用化学科主任早稲田応用化学会会長
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を鼓吹され，叉専門も工学という人文科学に縁の遠い学問に恵念されたため，時代の強い影響

で先生は儒教を基調とした強い国家主義を信奉してたられた様である。

そして何事も国家のためとい う事を第一義，とせられた。何かの機会にいわれた事を私は今

に憶えている正学校とか会社，法人の利害が国家の利害 と一致しない時には先生は敢然として

国家の利益を優先的に考えて行動すると強調せられた。 勉学するのも，研究するのも ，事業す

るのも，何事をするにしても，万事，国家の為に友るか少しでも役に立てコかと云う事を基調と

して考えられ，行動された様である。とう書 くと先生の思想は伺か非常に封建的な国家主義者

のそれの様に考え られるが， 若 し先生が若く して今のわが国の自由主義，思想.の環境に置かれ

たた らぽ， 先生の情熱か ら考えて， 恐 らく先生の思想は狭い国家主義の枠から蝿脱されて， 社

会のため人類のためを第一義と考え，人類を基礎とした人道主義，社会改良主義に発展された

事であろうと推察する。

IIJ 

工学に関する学聞の面に於て先生は理論よりも実際を尊しとせられたが，先生は精神面に於

ても思想，主義を論寸志るよりも実行を第ーと考えられた。先生は越後の長岡の御出身で郷土的

環境と長岡藩の立派主主父祖より天賦の特質を得てヰなられた。そのた必生来，堅実剛健特に務れ

た程の勤勉家であり， 責任感強く又進取の気象にも富み，誠実を尊しとせられた。 そして多詳

で宣伝的危人，倣岸不遜君主者を何よりも排撃せられた。派手た事が嫌いで万事，地味に行動さ

れた。

その反面，不正，不義は強く憎まれて3 時に爆発的に奮激される事がよくあった。先生の在

校中，毎年，数回，クラス全体が叉は数人is先生よりとの洗礼を受けたものであるc 然 し先生

む奮激の洗礼の為めに，後にはそれがかえって忘れ得ざる追憶となって多くの門下生より徹慕

されたのは先生の内より 発する何物かに師弟同士が同調するものがあったので，やは D先生の

人徳のため と考えられる。

IV 

先生は治体もさほど頑健ではたかったが，学生時代には機披体操の名手で，又青年時代から

漢詩を愛好せられたと聞き及ぶが， 私が師事してからは勉学以外に殆んど趣味，娯楽と名の付

くものは主主かづた。之は一つには，後に勉学のために視力を非常に弱められたためもあるが，

先生が平素信条として治られた「私には何んの道楽も無い。又宗教も無い。学問と仕事が自分

の宗教であ T.道楽でもある。」という治言葉にある様に，先生は生涯，学聞を何よ Dも尊し

としてどに全力を打込まれた。そして学問するためには何物も犠牲とされた。
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そむためか，例えぽ，私達也家が学校から遠い郊外に移り，往復に時間の懸る事さえ嫌われ

た。殊に若い勉学盛 bの年代に，ほかの学校友どへ頼まれて講義に行つ.た り， 又夜学に出た り

する事さえ嫌が色れ?と。「人聞の頭脳や体力には限りがある。研安以外に少しでも時聞を筈Ijけ

ばそれだけマイナスに友る。人と同じ様に眠い時に眠 b，遊びたい時に遊んでいて， eうして

頭角を顕すととが出来ょうか。」と言われ叉先生御自身それを実行せ られた。

毎日殆んど規則的に講義の無い時は午前 8時半頃主主に登校され研究， 4時過ぎに帰宅， 勉

単，読書を操 り返された。

先生は大学を出て暫くは研努面に携さわれたが，その後教師として又実社会で技術者として

約10年間，工場の実務につかれた。そむ影響で先生の学聞は実学と云 うか，理論に走 り過ffる

事を嫌われ， r自分の学聞は理科ではたい，ヱ科の学問だから理論の追究よ りはその応用の方

が大切友のだ。自分の専門は純粋化学で無 く応用化学だから，実地の体験7似たければ役に立た

たい。だから工科の教授は是非，一度は工場の体験を積むべきだ。」と主張せ られた。此処に

先生が研究者としても，単に学校のみに終始して実地の体験の無い大学教授に見られたい特質

があり ，学問，研究する態度にも違いがあてったと考えるのである。

V 

先生は学問，研究に生涯，倦む事の友い情熱を捧げられたが，先生が本当I'C学賞生活に復帰

せられたのは先生がわ'IJ洋園に来ちれてからであづて，先生の44-45歳の時と推定される。大

学を出てそり億，順調に進んだ人から較べれば甚だ晩学であって， 若 し先生が大学を出てその

億，研ヲ宅に専念されたたらば，先生のあの勤勉さから考えて， 更に多くの学問的業績が生れた

ものと惜まれる。

今の私自身の体験から考え.Qと，人文科学と違い自然科学の学問では人聞の踊脳や体力か ら

考えて，大学を出て40歳位遣で，大体，勝負 と云 うと変主主言い方だが，一応，勝負がついてし

まう様に思われる。特別友人は勿論あるが，記憶力から考えても，科学に対しては最高の能力

の発揮出来るのは40歳位迄と考えられている。

それを先生は40台の中期から学問研買を再開されて，後に先生の業績に見る如く沢山の学術

論文や著書を発表せられた。私は自分が先生に師事した若い時代にはその事をそんなものかと

何んとも考え今に過したが，今自分が年をかさねる毎に，先生の学問，研努に対する情熱と精

進に真に顕の下る思いがする。

VI 

先生は郷里が新潟である関係と世の中の役に立てるという上述の先生の実用主義から学問研
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貨の対象を石油 と酸性白土にとられ，以後，生粍をとのこ者の学問的解明とその結果の応用と

に向って精進された。酸性白土は今から約半世紀前の明治33年に先生Kより新潟県蒲原郡に酸

性を示す粘土として発見，命名された。本号の別項に大坪義雄教授によ り研賓の歴史と成果の

大要の紹介があると思うから詳 しい事は省略する。先生に続いて私が少し許り研空し，現在は

大坪教授から力日膝講師と 4代に亙ってリ νーされたが，今度の戦争前後に非常な進歩をとげた

諸外国の粘土鉱物化学の業績を基として， 更に今後も一段と両氏により多くの成果が挙がる事

と期待される。

酸~ニ白土は初め先生によ b産地名を冠し，蒲原粘土と呼ばれた。石油類の脱色精製に有効君主

のを認め研賞された。偶 k 中手Ilの指示耳炎に酸性を呈したので酸性向土と命名された。それ以来

先生の研究生活は殆んどとの酸性向ごとを中心とし，之に関連して石油などの研究を続けられ，

小林博士といえば酸性白土を， 叉酸!生由工とといえば小林博士を連想する程，学界や業界方面に

は有名とたてコた。

初め先生は白土の酸性がその吸靖能ゃ触媒能と何か関係があるのではないか と考えられて酸

性白土と命名されたが，その後酸性の無い白土や叉主主かにはブJレカリ性の白土が現れて来て而

も一般の吸著力や触媒能には大した違いがないので困感された。それで私は後に活性土とい う

名称、を与えてみたが，極く最近に友てつて白土の活性の中心が問題~友って来て ， 諸外国やわが

国でも更に研賓が進められて，特殊の吸著作用や触媒作用には白土の酸性の中心と何か関係が

あるのでは友いかと考え られて来て，再び白土類の酸性の意味が改めて注目されて来たのは真

に興味ある事である。

先生のもうーヲの研究対象は石油の研安で， ζ の方は先生の父君ーが石油鉱業に携われた関係

で， 早 くから石油に興味を抱かれて専門も応用化学を選ばれた。早稲田に来られてから 1'""2

年後，偶 Jセ酌陸自土の研究中，魚油その他の油脂類に酸性白土を添加乾溜すると，白土の添加

量の羽大につれて丁度天庄原油に類似する111汚名点から高沸点の石油臭ある鉱油類似物質a::得ら

れた。何故，そういう実験をされたのか，当時，私は学生で詳細は知らたかったが，少くも先

生が木材乾溜等の体験から乾耐という事に興味を抱かれ，叉酸性白土の諸作用を連想されて，

あの様主主研買をする気にたられたのだと推察する。

先生の此の研買は大正10年の工業化学級誌に発表せられ，当時の学界及び社会の視聴を集め

その後類似の研賓が陸続として現れた。 工業化学会も此の研安に有功章を授与された。人造石

油という述語は其:む当時，先生が作られた新語であったが， 0誌の後，色 k <D人造石油法が発明
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されて，一般に使用される様にたり，戦時中(ι 石油中の花形とたったのは人の知る通 りであ

る。

前に記した様に先生は研究してーヲの事実を見付けられると直ぐ各方面に対して其の応用を

考えられ叉工業化を考えられる。人造石油も平時は高価危注目指類共他から安価友鉱油を作るの

であるかち経済的には工業化の成立は困難であるが，当時，との人造石油を燃料用プノレョーJレ

の添加剤のーっと指定する法令が出て， 一時，安価念特殊の魚油を原料とする人造石油の小規

模工場を建設して工業化を計画された。

然し先生の性格で変動する経済に左右され，叉販売，営業，経営方面の比重の大きい事業界

に抑k 手を出される事自体が無理であてコた。酸性白土の研賞では第一人者である先生も早稲田

に来られる前，一時，自営された骸性白土工業の経営には手を焼いて，やはり 「餅は餅屋だ，

技術者は技術以外に手を出すものでは主主い。」と後に私達に笑って話された事:がある。

VIII 

然 し伺んと言つでも先生が残された最大の業績は早稲田に来られて20有余年に亘ってわが応

用化学科の生長と幾百の子弟の育成に尽された教育業績であろう。 人文科学と違い自然科学殊

に工学の専門分野では 日進月歩の技術の進歩ーにより，どん主主研買業績も 5年-10年も経てぽ多

くは古く友り ，余り役に立た貫工 く主主るのが普通である。工学に関する著述に しても同様である。

之に反し生きた入閣を育成すると言う事は実に大した事で，有難い事であるが，叉&.;恐しい

事でもある。先生が蒔いた学問， 技術の種子はその子弟の中に生長し，花咲き稔り，更に叉そ

の節子は孫弟子にと順次に蒔かれて稔るのである。殊に， 先生御自身ではそれ程，強く意識し

たいで，示され叉実行された先生の精神は一層強く子弟に伝えられるものである。

先生が直接，薫陶せられた子弟は凡そ200-300人程度であろろ。然し先生が逝いて 1年今昭

和30年に，先生の門下生の総数は曾孫の子弟を加えてその数は1500名に達 している。大学の生

命は無限である。 今後， 先生の精神と遺訓はわが学園の続 く限!J，子弟か ら子弟へと伝えられ

て， 永遠K輝 く光明とたろう。我等，叉，先生の如き誠実さ と情熱を以て先生の残された足跡

を慕うて行きたいものである。
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小林久平先生の略歴と主要な学術上の業績

略 歴

1. 明治8年 4月23日，新潟県長岡市に生る。

1. 同33年7月，東京帝国大学工科大学応用化学科を卒業，大学院に学ぶ。

1. 同35年10月，同工科大学講師に嘱任。

1. 同36年10月，旧東京高等商業学校講師に嘱任。

1. 同38年4月，東大並に東高商，講師を辞任。清国湖南省長沙の滋学予備校設置に付， 教

習として赴任，同39年12月，教習辞任帰朝。

1. 同40年 1月，浅野石油株式会社技師に就任，同年10月，渡米し石油工業視察，同41年 8

月帰彰10

1 同41年10月，旧宝田石油株式会社技師に就任。横浜製油所在勤，同45年 5月辞任。

1. 同45年 6月，日本酷酸株式会社技師長に就任。大IE2年11月辞任。

1. 大正7年12月， 早稲田大学教授に就任，理工学部応用化学科主任に嘱任。

1. 同9年 4月， r酸性白土」の研究により東京帝国大学よ り工学博士の学位を授与せられ

ト?とD

1. 昭和16年3月， 早稲田大学教授を辞任，同大学名誉教授に推薦せ らる。

1. 同29年 2月7日，東京都中野区野方町 1-784に於て79歳の高齢にて逝去せらる。

学界活動と霊賞

1. 旧工業化学会には創立当時より役員共他として終始尽力せられたが，昭和元年 4月間会

会長に就任問会基金募集委員長と して尽粋せられ，今日の日本化学会の財政的基礎を固め

られた。 旧工業化学会は先生の同会に対する顕著主主る功績によ り昭和 8年 4月功積賞を投

与せられた。叉昭和28年，現日本化学会は創立75週年の紀念式典rc当 !J， 先生に功積賞s::

授与して表彰せられた。

1. 大正11年5月，工業化学会は大正10年先生が工業化学雑誌に発表せられた研究報文 「魚

f由，桶池，大豆池，榔子治，ステプリン等より人造石油の製造法に石油の成因に関する研

費」の研買業積に対し有功賞を授与された。

1. 昭和6年，服部報公会は 「酸性白土の研究Jの研究業績に対し同会賞を畏与して表彰し

?と。

1. 燃料協会，化学機械協会，其他の学協会に対しでも会長共他の役員として尽力せられ，

叉旧梅軍省，商工省，農林省，東京都等の官公庁や日本石油株式会社其他の化学工業会社



小林先生の思想学問及び業績:山本

の顧問，嘱託として尽力せられた。

学位論文

7 

先生の学位論文「酸性白土」は大正 8年，当時の東京帝国大学工学部え提出せられた。その

審査要旨は先生の初期の著書「酸性白土」中に記載せられている。

著 書

1. 酸性白土(第 1-改訂8服)丸善出脹

酸性白土に関し産地，成因，性質，成分，諾作用，工業的製造法，石油工業を初めとし各種

工業えの応用に亘り余す所なく集録せられ，他に類書たき専門舎である。

2. 石油と共工業(上巻，下巻) (第 1-4腹)丸善出股

本書は石油に関する物理的及び化学的性質，その成分立世に工業的の製油法共他に就て嘗て石

油会社技師としての実地の体験から執筆された犬部の異色ある専門舎である。

3. 米材乾溜工業(第 1-3腹)丸善出脹

"*材乾摺工業そのものは現在は過去のものとたったが，本書に記載された木材化学や木材の

舵溜に関する学術は向，参考とすべく殊に嘗て先生が木材乾溜工業に実際に従事した経験より

得た幾多の技術は極めて有益である。

4. 人造石油(第 1-2服)丸善出版

人造石油なる述語は大正10年，先生が油脂類より天産石油に極めて類似した鉱油を酸性白土

む触媒作用によ D製造した際，提唱した新語であるが，その後，わが国でも一般に使用される

様に友てった。本書は人造石油に関する内外の研究結果裁に実情を理解し易く詳細に紹介された

類書中，本邦で最初に発刊された著作である。先生の人造石油に関する研究も詳細に紹介され

ているc

5. 石油工業 日本評論社

石油技術者以外の広く産業に携る者にも良く理解される事を目的として日本評論社が企画出

服された産業叢書本である。石油工業に就て技術以外の方面誼，広く解説せられている。

6. 草 炭(第 1-2版)修教社

泥茨の一種である草炭に就て晩年，先生が村井資長教授と共同研究され又工業化された結果

を基として斯工業の内外文献を詳細に記載 した本邦唯一の専門書である。
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酸性白土関係の研究報文及び論説

1. ii吉原粘土に就て工業化学雑誌第4編 1091頁 朋治34年(以下工化 4，1091，明.34と

師長官己する)

2.清原粘土試験報告a 工化 5，581， Drl. 35 

3. ii昔原粘土の酸性反応を呈する理論に就て 工化 6， 274， P.月.36

4.清原粘土の脱色作用に就て東化 24，5l1Tl，関.36 

5.致性白土j応用に関する近年の進歩(論説) 工化 22，675，大.8 

6.酸性白土の酸性反応を呈する理論に就て 工化 23，543，大.9 

7.酸性白土と酸性土綾(論説〉 工化 23，549，大.9 

8.酸性白土の性状，応用並に石油の成因 (論説) 工人化学雑誌 1， 1号

9.酸性白土の酸任準素的作用 小林久平，山本研一 工化 26，289，大.12 

10.肝油類市販グイタミシA茶他に対する酸性白土の墨色反応(其 l及び其2)工化小林久平，

山本研一 27，937， 1060，大.13 

11.酸性白土の脱水作用に依る酒精よりエーテルの製造小林久平，山口栄一ヱ化 28，860，大.14

12.酸性白土に依る滋粉の糖化及び英の機構小林久平，山本研一 工化 29，95，大.15 

13.酸性白土の物理化学的性質(第l報)小林久平，山本研一限外顕微鏡に依る実験工化 30，

431， 昭.2 

14.同(第2報)小林久平，山本研一水:こ対する吸湿熱工化 31，434，昭.3 

15.同(第3報)小林久平，山本研一テレピソ油及びピネヅに対する反応熱 工化 31，438，昭.3

16.同(第4報)小林久平，山本研一，尾藤堅熱天秤に依る舷性白土中の水分測定工化 32，997，

昭.4 

17.同 (第5報)小林久平，山本研一 段着に依る石油類の脱色(其 1'"其 3) 工化 33，1244， 

1250， 1258，昭.5 

18.殴性白土の性質と作用(論説) 早大応化報 5号，日召.2 

19.酸性白土の成因及び本質工化 32，564，昭.4 

20. カロチソに対する酸性白土の呈色反応 小林久平，山本研一，阿部二郎工化 32，587， 昭.4 

21.掠欄油のカ ロチyに就て 小林久平山本研一，阿部二郎， 工化，34， 1118，昭.6 

22.綜欄?自のカロチソに対する酸性白土の呈色反応小林久平，山本研一，阿部二郎 工化 35，70， 

昭.7 

23.粘土績のア l/..カP溶液に対する溶解度(第 L報及び第2報) 小林久平，山本研一工化 35，

1282， 1288，昭.7 

24.酸性白土工業(論説) 工政第140号，新潟県の工業編， 昭.6 

25.酸性白土に依るアセト=ト!JJLの生成小林久平，阿部二郎工化 36，163，昭.8 

26.活性白土に関する研究(第 1報)小林久平，山本研一エイじ 37，414，昭.9 

27.酸性白土の墨色反応及び之を利用する白土鑑識法(第 1報) 呈色標示薬と皇色反応 小林久平

石川平七工化 38，757，昭.10

28.同(第2報)酸性白土の鑑識法小林久平，石川平七工化 38，763，昭.10

29.酸性白土，粘土その他鉱物類の中性塩に対する接触分解作用(第 I報) 酸性白土属粘土 小林

久平，石川平七工化 45，222，昭.16 

30.同 (第2報)陶土，コロイド壌土，ボーキサイ ト並に珪藻土の分解作用 小林久平，石川平七

工化 45，449，昭. 16 

31.同(第3報〉活性白土，珪E変ゲJL守主にゲJL状水酸化ア JLミ=ウム及び水酸化鉄の接触分解作用

小材，0，.平，石JlI平七工化 45，540，昭.16 
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32.問(第 4報)分解率に及ぼす反応条件の影響 小林久平，石川平七工化 45.646.昭.16 

33.同(第5報)白土の酸及びアルカリ処理の分解率に及ぼす影線並に接触分解反応の機協に就て

小林久平，石川平七工化 45.649.昭.16 
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34.酸性白土及びコロイド壊土の中性塩接蝕分解結果による生成塩に就て 小林久平，石川平七，磯

回忠雄 早大応イヒ毅 18. No. 49. 1.昭.17 

35. K. Kobayashi; Kambara Earth. Jour. Ind， Eng. Chem.. No.12. 1912. 

36.α1 Study of Japanese Acid Clay， World Engineering Congress. Tokyo. 1929. 

Proceeding Vol. XXXI. 

37. A CoJlection of Abridged Scientific Papers. 1. (Memoirs of the Faculty of Scientific 

and Engineering Waseda University， No. 4， 1927) 

38. // [. ( グ No.7， 1930) 

39. 

40. 

F 

H 

1J[. ( // No.ll. 1934) 

N. ( // No.12， 1937) 

燃料関係。研究報文及び論説

1.越後!と於ける製油法 工化 2，703，明.32 

2.燈油の白畑並に製油法エイ七 3，801，明.33 

3.原村産(頚城)原油の性質lこ就て エ化 5.321， ~.月 . 35 

4・石油の成分に関する近年の研究(論説) 工化 7. 705， A月.37 

5.消匿四川省に於ける塩井，火弁及び油井工化 10. 125. Il)~ . 40 

6.日本産原油の性質(英文)加州デ!}::;グ誌 1巻.ll号

7.問問 1巻.12号

8.主主国に於ける石油工業(論説) 工化 13， 255.開.43 

9.台湾苗粟産原油の性質及び製油法に就て 工化 13. 1277. 明.43 

10 石油酸に就て工化 15.763.関.45 

11・魚油より石油の製造実験報告並に石油の成因(第 I毅) 工化 24，1，大.10 

12.同(第2報) 小林久平，山口栄一工化 24，1399.大.10

13. 2-3摘物泊及び婿泊より石油の製造実験報告 小林久平，山口栄一工化 24，1420， 大.10 

14.原油輸入事業の沿革(論説) 東京経済事儲大.10， 9月号

15.人造石油発明の径路(論説) 工化 26， 234，大. 12 

16.テレピソ泊より石油炭化水素の生成 小林久平，山口栄一 工化 26，463.大.12 

17.敏性自土に依る重質油の分解 小林久平，山本研一 燃協 No.51，大.15， 12月号，工化 30

54，昭.2 

18.水素と一酸化炭素より石油の合成笑齢、報告(第 1報) 小林久平，山本研一 工化 32，54， a召.4
19.同(第2報〉悶早大紀要 No.7， 26，昭.5 

20.燃糾工業に於げる酸性白土の応用(論説〉 燃協 昭.4. 10月号

21.本邦含油層と酸性白土との関係 小林久平，山本研一 工 化 34，276，昭.6 

22.本邦石油根源及び生成機構工化 34，284， a召.6 

23.石油代用燃務工業 (論説) 燃協 昭.7， 10月号

24.合成石油に関する近時の研究趨勢(論説) 燃協 昭.8， 4月号

25.石油輸入精製事業の沿草及び将来 (論説〉 燃協 昭.9， 2月号

26.酸性白土添加石炭低温乾溜試験報告 小林久平，山本研一，石川平七 (第 L毅)殴性白土添加

の石炭低温乾溜に及iます第響 工化 36，1028，昭.8 
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27.同(第2報)乾溜泊の成分(英 1"'.主主 2) 工化 36， 1035， 1041，昭.8 

28.同(第3報)石炭の組成と本乾溜法の機機工化， 36， 1103，昭.8 

29.天然ガスより液状炭化水素の合成実験報告 小株久平，山本研一，石川平七，村井資長

(第 1報)原務天然ガスの分析及び笑験装置工化 37，1698，昭.9 

30.同(第 2報)最適合成条件及び収率 工化 37， 1703，昭.9 

31.同(第3報〕メタ γ熱分解反応の理論的考察 ヱ化 38，1229，昭.10 

32.同(第4報)メタ yよりアセチレyの生成 工化 38，1235，昭.10 

33.同 (第5報)電弧法に依る メタシの熱分解とアセチレYの生成 工化 40，365，昭.l2 

34.草炭に関する研究小林久平，村井資長 (第 1報〕青森果西津軽郡吉見産草炭 工化 43，958 

昭. 15 

35.同〈第2報)同乾溜工化 43，961，昭.15 

36 . 問(第 3 報) 同草炭ター 7~ 中の中性1自の水素添加工イじ 44 ， 63，昭.16 

37. 同(第 4報)同草炭ターll-の水素添加工化 44，65，昭. 16 

38.草炭及び其の利用(論説) 動力第12巻，第 4号，昭.14， 4月

39.草炭及び英の利用(論説) 小林久平，村井資長燃協昭・14，8月号

40.新燃料資源としての草炭科学画報昭. 15， 8月号

41.四Jll省に於ける塩井と泊弁 仕洋機緩 み 1号

一(30.2. 13)ー
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小林先生の酸性白土とモンモリロナイト

大 坪 義 雄本

10 reco吋 αmomentaryphαse of CUr1・entthought， which m句 αt伽 yinst伽 t

chα但gewith kαleid08COP!Cαbruptness. -Lewi8， G. N.ー

早稲田大学の応用化学科をつくり，そしてとれを20数年にわたりそだてられた，小林久平先

生(1875-1954年〉はすぐれた教育者であり，またすぐれた応用化学者であり化学者でもあっ

た。先生は酸性白土，人造石油，木材乾、溜，草茨君主どの応用研究や基礎研究に，独創的2工業績

をいろいろのとされた。とれらの研究のうち先生がもっとも長いこと手がけられたものは，酸

性白土にかんするものであるう。

鮫性白土は化学者である小林先生によヲて発見され，命名され，研究され，用途が見出され

また日本の化学者もとれをいわいろ研貸し， 日本だけで主主く外固にもよく知られるようにたっ

た， 吸着剤とか触媒として用いられる一種の粘土である。小林先生を偲ぶにあたって，主とし

て早稲田大学で行われた酸性白土の本体に関する研賓の思いでと現状をのぺてみる。

先生の酸性白土に関する研究は，東京大学の前身工科大学に在学 されていた1899年に始まり

晩年にいたるまでの約半世紀にわたるものである。 1918年，早稲田大学にとられてからは山本

研一教授とともに百数十人の研究生を指導され酸性白土の利用や枠性の研安をやられた。とれ

らの研究は極めて多方面にわたるもので，その一部は著書 「陵性白こと」に集録されている。

先生によってわが国に初めてゐとされた酸性白土の多くの研究のうち，応用方面に関するも

のは着 k と進展し1933年には活性白土製造工業の確立をみるまでになった。 ζ れが現在岡本剛

氏，河野美信氏らがやられている日本活性白土株式会社である。そしていま製造されている吸

着用たよび触媒用活性白土の性能は，諸外国のものに比較してまさるともけっしてた とるもの

では君主い。日本の化学者が行った酸性白土の応用に関する研安は世界的にみても進んでいたと

いえるであろう。 1931年頃先生のもとで筆者が活性白土の研究をしていたとろ，アメリカから

さかんに先生のととろへ研究明~iき を送てってくれといってきたこともあった。

*早稲田大学教授応用化学科 無機化学建酸塩工業担当



12 早稲田応用化学会報 第21巻第61号(1935)

しかし基礎的たものである酸性白土の本体であるとか，酸性に関する ものは，きわめて多く

む研究がなされたにもかかわら十， 最後まで疑問をふ くむ問題として先生の脳裏をはなれ友か

りたようである。 「般性白土」第 8版の序にも 友会「酸性白土は興味ある一種不可解の粘土で

ある。これが本体を究め共作用を明らかえ主らしむるととは実に容易で主主い」 といわれている。

ととろで1949年であてコたか，世界的に有名古主粘土鉱t抜洋 者Grim氏から， 日本語でもよ いか

ら「酸性白土」を送って くれといわれ 「第 8版」を送ったととがあった。 ζのと き，残念なが

らとれに書かれている理論の部分は訂正すべき機会がたかてったので，古いままになっていると

いbないわけにはいかなかった。

小林先生とその共同研究者が，酸性白土の主成分である粘土鉱物がモγモリ ロナイトである，

とい うことを明らかにしてからもう20年以上にたる。 しかしとの間，モγモリロナイト，すな

わち粘土鉱物を基礎と して酸性白土を研究するという方法は，最近にたるまでとられなかった

のでるる。とれには後にのべるようないろいろな深い理由があてコた。

さて， 酸性白土について疑問とされてきた基礎的ないろいろの問題は，じつは一般粘土や土

援にも関連する大き主主問題であって， 世界の化学者ゃ鉱物学者や土壊学者がいろいろ研労した

にもかかわら十，約一世紀のあいだその本体をつかむととすらできなかった，きわめて解決の

困難な問題であてフたのである。

これはたよりに怒る珪酸塩化学がたかてったことと， 陽イオγ交換現象が複雑念ため研究のス

グートのとき，方向にあやまりがあったζ とに原因があったといえるであろう。

化学分析を唯一の根拠と し， 結晶構造を知らないでただ原子価とか配位数を考慮して組立て

た分子主主る概念をふくむ古典珪酸塩化学はどれも，とれを利用しようとする ものにとっては，

Clarke氏が Asch氏の説を評した， A generalization which does too much may be 

worse th加 nogeneralization at aII， たる評にしかあたいしないものであったわけである。

またその本体を知る ζ と放 くして行われた， 土壌腰質物の研究にと られたモデノレによって本

質を明らかに しよ うとした方法は，いつしかモデルがあたかも本体であるかのような錯覚にな

ちいってしまったのである。とれを Scientificanalogy it would seem， like fire， is a 

good servant but a bad master，と MarshaIl氏は評している。
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しかしとのように してほうむりさ られた多くの学説も，あやまりは本体f'7こついての理論に関

する部分にあって，そとに行われた実験事実までがすぺて誤で、あてったわけでは友い。

たとえば，現在触媒と して問題に友っている合成アルミノ珪酸グノレにしても，酸性アルミ=

ウムを考慮し土壌のモデルとして， 1852年 Way氏;1908年，Ganssen氏 ;1932年，Mattson 

氏などによてって深い研賓が行われている。そしてパームチツ トはとれらの研賓の副産物宏ので

あるのまた現在四面体配位のブノレミ=ウムとして知られている， 酸性アJレミ=ウムにしてもす

でに1800年代の始めからその存在はわかっていたのである。

価値ある研労も，古いものであてった D専門が多少ちがう と， そとに取扱われている現象や物

質をあらわず名称に変化があヲた り，また特異たものであったりすると，事情をしらぬものは

文献から見治と しやすい。とのようたことはとくに粘土の研努に多いのである。モソモリ ロナ

イト にも数十種の同意語があり，また時代によって名称と内容が異るとともある。いまでもモ

ンモ りナイトには族，系列，員など 4種の意味がありやっかいな名称、である。

R全性白土にしてもまたそのいわゆる酸性にしても，とれが日本だけにある特殊た粘土であ り，

その特性であるかのよう主主意味で，とれらの名称を用いるととは さけるべきである。できるだ

け，どとの国の化学者にも鉱物学者にも土壌学者にも，粘土を研労しているすべての者に通じ

る名称を用いる ようにし友ければた らない。

ナー壌腰質物の本体や一般粘土に関するいろいろた問題も ，X根的方法によヲて物質の構造が

明らかにされるようになって，一転機をきたし，ょうやく解決の道が開らかれるようにたった。

1930年漬から新しく結晶構造をもととする粘土鉱物の概念がうちたてられるようになった。

そして とのころ，とれまで無定形ヨロイド物質であろうと考え られていた，土壌無機腰質物が

枯品質の粘土鉱物であることが明らかにされたのであε。

粘土鉱物の構造は極めて複雑であヲて，ある極むものは詳細なるX親分祈法だけで友く，示

差翼手企析，電子顕微鏡，化学分析，陽イオγ交換容量，分散膨潤性，流動複屈折，呈色反応，

鉱物顕徴鏡等のすべての方法によらねば確認することができないのである。

また粘土の研討には試料の精製が困難であるためのやっかいな純度に関する問題だけで友

し 最近は純粋粘土鉱物という概念そのものについて考慮せねばたらぬようた問題が提出され

づりある。
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酸性白土の研究も，その主成分である粘土鉱物をます言明らかにしてから本質を論じ怠ければ

主主ら友いわけである。

とと ろが，新らしい粘土鉱物学は酸性白土の研究の基礎ではあるが，そのままの形では役立

た君主いのである。化学者による酸性白土の基礎的研究は粘土の化学をつくるととである，とい

ヲた方がよいかもしれ主主い。

酸性白土 という名称を先生が提案されたのは1919年演である。蒲原粘土が石池を脱色したり

酸性まゆ ろする ととを発見された1899年頃は，特殊友蒲原粘土属というようたものの存在を考

えられていたよろである。その後とのよう友脱色カや酸性をしめす粘土iJ宝日本の各地に産出す

るので，一般名称として酸性向土を提案されたのである。

酸性白土という名称は，その特性の一つである酸性からとられたものであるが，先生はとの

名称をあたえるとき， r学術的主主正確主主意義をもつものでなく，軽い意味で便宜上あたえたも

のである」とのべられている。したがって酸性白土という名称はフーラーごとと同じように，鉱

物名でも岩石名でもなく，ヨマーシヤノレネームの一種 とみるべきものである。

西欧では洗浄作用をゅうする粘土をフーラースアース，ま?ととの名称がもちいられるまえに

はシモライト，スメクチッ クスな どと よび，その歴史は極めて古く紀元前 300年頃からひろ く

使用されていたようである。くわしいととは Mellor氏の無機化学書「第 6巻」にもみられる。

ととろで酸性白土，フー ラー土，ス メク チック ス友どの主成分である粘土鉱物が， X続的に

あきらかにされたのは近年のととであって，とれらの主成分である粘土鉱物は主としてモソモ

リロナイト族粘土鉱物であるとされている。またある種の酸性白土にはハロイサイト を主成分

とする も(U， ブーラー土にはハ ロイ サイトあるいはアグパノレジヤイト(フロリ ジソ)を主成分

とするものが存在するとともたしかめられるように友った。

モソモリロナイト族粘土鉱物とか，またはモγ モリロノイドとよばれる粘土鉱物のグループ

には， 2一八商体型のモソモリロナイト，パイデライ ト，ノ γ トロナイトと， 3一八面体型の

ヘクトライト，サボナイトたどの種類があって，ェγ ドメ γパーとしては20種ぐらい知られて

いる。な公との種の粘土鉱物は14オヅグストロム粘土とか格子膨脹性粘土ともいわれる。

モヅモリロナイ トとバイ デライトを主成分とする粘土はベγ トナイトという岩石名でよばれ
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ている。いつばんにばペソ トナイトというと71<による分散膨 潤 性 を とくに考慮する人が多い

が，その必要はないのである。

酸性白土の主成分である粘土鉱物がだんだん明らかに友 t，いろいろの種類がるることにな

ると，主成分である粘土鉱物がなんであるかを区別し友いと，酸性白土の性質と成分の関係を

論余るととはでき主主いわけである。

モγモリロナイト族粘土鉱物と可溶性桂酸を主成分とする酸性白土をベγ トナイト質酸性肖

土，そしてハロイサイトと可能性珪酸を主成分とするものはハロイサイト質酸性白土のように

区別するととが必要に友ってくる。

現在のように，原土のままでの脱色カとか触媒カなどがあまり霊要でたく怒り， 酸処理して

高度に活性イじされれば，原土むままでの性能が不良であてつでもよいというととになると， 原土

が含む天然可溶性珪酸の意味は主主く主主づてしまう。そしてもはやとむよう友粘土は，とくにペ

ゾ トナイト質酸性白土とよぶ必要はなく ，たんにベγ トナイ トとよべばよいのである。

欧米に4ないては，天然に活性をゅうするものはプーラースアースとよばれるが，とれが酸処

理土の原料として用いられるときは，たんにべγ トナイトあるいはモγ モリロナイトとよばれ

ることが多い。日本でも鉱物，地質関係では古くから酸性白土という名称はほとんど用いない

でベントナイトあるいはモヅモリロナイトとよんでいる。

わが国では，酸性白土族粘土という ような語か用いられるととがるるが，とれはいわゆる酸

性白土の特性をゅうする粘土を意味するものであてコて，いてコばんに粘土鉱物の分類に用いられ

ている結品構造をもととするカオリソ族粘土鉱物などの語とは，まヲたくちがった内容を もつ

ものである。したがって両者を同等にみて比較する ζ とはできないわけであるo

活性白土という名称も酸性白土と治なじよ うにわが国強特のものであって，との名称も小林

先生たよびその共同研究者によヲてあたえられたものである。最近は使用する目的によヲて，

低温用詮性白土と高温用あるいは触媒用活性白土のように分けられている。とれに対して欧米

では，ブシツドトリーテツドクレーという名称が用いられている。

ととろで活性白土あるいは酸処理土として各国で販売されているものの友かには，ベントナ

イト以外にハロイサイトあるいはプグメノレジヤイ卜を酸処理したものもある。また今後はカオ

羽山イライトその他の粘土も酸処理土の原料土になる可能性もある。したがって酸処理土に
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ついても，原料の粘土鉱物の種類事とあらわす必要がある。

酸性白土の主成分粘土鉱物は，多くの場合は広義のモγモリ P ナイト，またときにはハロイ

サイトであると現在は考えられている。ととろで，これらの粘土鉱物が比較的純粋な状態1'Cる

ったとき，つうじよう般性白土の特性といわれているととろの多くの性質をかな らやしめすと

はかぎらたいのである。

たとえば，純モヅモリロ ナイトの石油脱色力のようなものは極めて悪いのである。そしてこ

の種の性質には，粘土鉱物とはベラ念物質が寄与しているのであるc

小林先生は初期の研究にたいて，酸性白土の特性である酸性，脱色力たどは，含んでいる可

搭性珪酸あるいは非品質珪酸に関係があるものとされたo 1'J.たフーラー土が可溶性珪酸を含む

ととは1907年 PoterE乏によって見出されている。

その後， 酸性白土に含まれている粘土鉱物はハ ロイサイトであろう とされ，そしてとのハロ

イサイトと可溶性珪酸はたん主主る混合物では友く ，複合物であるとされた。この複合物の意味

は，現在の混合層の形成とか表面化合物を意味するものといえるであ人ろc

先生が酸性白土をハロイサイトと可溶性珪酸の複合物5であるとして， 1922年に提出されたそ

む示性式は. 1841年 目eitbaupt氏がス メクグイ ト(フーラー土)にあたえたそれににている。

またその繕造式は1894年 Scbarizer氏がカオリンにあたえたそれに，珪酸が結合したものとみ

るととができる。先生は Vernadsky氏のカオリ γ按説や A吉ch氏のへグサイトぺヅグイ ト説

や土壌思質学に用いられていた多くの=ロイド説にも興味をもたれたよろである。 t没者は先生

の酸性理論の基礎とたっているようにみられる。

大正の終りから昭和の初めにかけての約10年|前は，日本の化学者が酸性白土の本体について

の研女を最もさかんに行。た時代であろう。岡沢鶴治氏，奥野俊郎氏，井上春成氏，亀山直人

氏，岡俊平氏，田中芳雄氏，桑田勉氏，磯部甫氏， 渡辺得之助氏，石村幸四郎氏， 玉虫文一

氏，内田宗義氏その他の方k による，珪酸塩化学あるいは陽イオγ交換についての歴史の縮図

ともみられる，興味ふかい多くの報告や論争がのとされている。

磯部，渡辺両氏が1930年 Jakob氏の珪酸錯塩説を もとにして， 股l生白土の本体は 3シりヨ
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• 4オキソ ・y りカート・アルミッ酸の塩である，新種の粘土鉱物であるとされ，とれをカソ

バライト Aとたづけられたととがあった。

との研ヲぞは当時の化学者が新しい知識のもとに，酸性白土本体の費明にいかに努カしたかを

示す，一つの例としてみのがすととのできたいものである。そしてそとにはめぐまれたかった

鐙酸塩化学カ演の科学としての足場をえて，新らしく発展して行く転換期にあらわれた，古典

珪酸塩化学の最後をかぎる複雑巧妙た姿のーたんと，また当然?とどらねば友ら主主いその運命を

みるととができる。

もし粘土の化学の発展にたいする珪酸錯塩説があたえた障害というようたものが関われたと

して も，粘土の反応性の主要君主部分である陽イオγ交換現象を Liebj~ 氏がみあやまったため

fD， 80年にわたる人カと時聞の浪費を思えば，それは無視してよい程度のものであろう。

1933年に，山本教授によって酸性白土の主成分粘土鉱物は主と して広義のモヅモリ ロナイト

であるととがX糠的に明らかにされ，酸性白土は広義のモヅモ リロナイトと含71<珪酸の複合物

であるとされるにいたった。とれがベγ トナイト質酸性白土とよぶべきものである。

完工会ととでいう広義のモヅモりロナイトとは，モγ モりロナイト，バイデライトを主成分と

し少量のノシ トロナイトからたる固溶体をいみするものである。

世界の各地に産出するフーラー土の主成分が主として広義のモyモリロナイ トであることを

Kerr氏が明かにしたのは1932年のととである。またいま一般に受けいれられているモ γモリ

ロナイトのX棋によ る結晶構造の研境も ちょうどとのとろからはじまったのである。

その後の新らしい研究によると，小林先生がいわれていたようた，ハロイサイトー珪酸から

たる酸性白土の存在も確実と友ってきた。またモγモリ ロナイトーハロイサイトー珪酸， モシー

モりロナイトーイライトー珪酸のよう主主型のものも存在するととが知られてきた。

現在でも粘土鉱物の全ぼうはまだ完全に明らかにされてはい友い。したがって今後も粘土鉱

物学者によヲて新らしい事実がいろいろ発見される可能性は残されている。

小林先生が発見された，酸性白土の重要主主成分である可溶性珪酸は，粘土鉱物を主体とみる

ときは不純物と考えるべきものである。とればX線によるとクリストパライトの線をしめすら

しいのであるが，現在に沿いてもその本質的たものはあまり明らかにされていない。いわゆる

可溶性珪酸といわれるものが，単主主る含水珪酷であるかあるいは少量のプルミ=ウム主主どを含
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u--r Jレミノ珪酸であるか，そしてとれちが単に結晶度の低いものかあるいは結品質の直径50A

程度の微細君主粒子の集合体であるか，はっきりし怒いのである。

そしてまた複合といわれている状態は混合層によるものではないらしく， 粘土鉱物の層状一

次粒子の断面や表面K珪酸カ縮会しているよろ友状態にあるらしいのである。 との状態は別の

言葉でいえば，粘土鉱物一次位子の断面や表面からその結晶構造ないのアノレミ =ウムなどの一

部が溶出して， との部分カ宝安全酸とみ主主されるものを形成しているというとともできる。

とりょう友，いわゆる可溶性珪酸はいろいろた段階をへて粒状の石英とかグリストパライト

に変化してしまえば，もはや酸性白土としても不純物とみたされるものになってしま う。

酸処理ベヅトナイトの組成については， 日本では主としてベヅ トナイト酸と，天然治よび新

生可博特班階との複合物であるとする説がとられている。外国には粘土鉱物の結晶内部から，

粒子の内部も外部も均一にアルミ=ウム友どが溶出した， ミクロ友穴をもっブノレミノ珪酸であ

るといろ説もある。いろいろの実験事実からすると前の説をとてコた方がよいようである。

まえに述べた，モヅモリロノイドと珪酸の表面化合物という概念は，いわゆる水素モゾモリ

ロノイドといわれているものが，真の水素モヅモリロノイドす友わちモッモリロノイド酸であ

るか，あるいはモジモリロノイド酸のアル ミz ウム塩であるか，いまだ、に解決できない問題に

も関連する ものである。とれらのととはモソモりロノイドがあたかも生物のように微妙に変イじ

する ものであるととを知るとき，はヒめて理解されるのである。

粘土治よび粘土鉱物には，とのような変化を考慮し友ければ捕らえるととのでき友い事実が

まだ、隠されているのを忘れるととはできない。 1930年 Pauling氏の stochasticmethodによ

。てあたえられた層状珪階寝化合物の構造は，現在X線粘土鉱物学者によって不規則性混合胃

粘土鉱物とか天然にまだ知られていないハイドラルサイトの合成とか，新しい事実の発見へと

発展してきた。変転きわまりない粘土鉱物の構造の金ぼうが明らかにされるのはいてフのととで

あろうか。現在とられている合理的方法は限度にたっし，ふたたび天才の洞察によって粘土鉱

物の構造をみぬいてもらう必要があるかもしれない。

しかし化学者はその全佼うが明らかにされるまで，ただまっととはゆるされない。酸処理ごと

をみても，とれがも はや粘土鉱物の結晶構造を とどめないまでに分解したものであれば，1倍。

年代に土壌腰質物にとられたコロイド化学的または界面化学的方法とか，新らしい分子論的物
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性論にもちいられる武器をつかてってその研究を行うほか，とるべきすベがないかもしれたい。

ととろで酸処理土には明らかにもとの粘土鉱物の構造をとどめたものが残ヲているのであ

る。そしてその諾性質は， 7](素粘土と可溶性珪酸が主成分であると考えるととがゆるされるな

らば，無機化学的主主説明が可能にたるのである。

とのよろな考察を行うには粘土鉱物学に基礎を治かねば主主らぬが，粘土鉱物学そのままの姿

では総合的理解に役立たせるととはできない。それには鉱物学者，化学者，土壌学者たどによ

。て明らかにされた粘土鉱物についての知識を，粘土化学あるいはモγモり P ノイド化学のよ

うにまとめられたものを必要とする。しかし現在まだ化学者はとの部門にたいする完成された

化学をもってい怠い。

勿論とのようた粘土化学ができても，その根低と友っている粘土鉱物学の発展とともに変化

する ζ ともあろう。しかしとのようにして体系づけられた粘土化学は観念的体系ともいえるへ

タサイトペy グイト説や配位珪酸塩説とは本質的にちがったものである。

ベシトナイト質酸性白土治よびベシ トナイトに関係の深い粘土鉱物は 2一八面体型モシモ リ

咽ノイドといわれている系列のものである。

とれの基本の構造は， 2枚の四面体配位の層状珪酸にはさまれた 1枚の八面体配位の層;1';¥7](

E創じアルミ=ウムから怒る，メイロフイライトむ単位屑と治なじである。

メイロプイライト単位層の，図面体層1J.いの珪素がアJレミ=ウムと，また八面体層主主いのア

Jレミ=ウ ムがマグネシウムと，同形置換するととによヲて単位屈に正電荷の不足をきたす。

た，jo>乙の四面体配位むアJレミェウムと 2一八面体配位のマグネシウムに交換酸性の根源があ

るとされている。そして結晶断商C残存原子価によるものはカ1171く酸性とよばれる。

との同型置換による電荷の不足を3なぎなうため，単位層表面K新らたに陽イオγが結合して

いる構造が2一八面体型モγモリロノイドC単位層である。との構造は 2一八商体型マイカと

治友じであるというとともできる。ただ しマイカとちがヲて，モンモリロノイドにヰないては単

位層表面あるいは単位層間にあるほとんどすべての陽イオジが水和， 電離，格子膨脹，陽イオ

ン交換たどに寄与する。交換容量は乾燥#r)100gにヲいでほぼ80meである。

とまかいことは省略するが，結晶学上の単細胞あたりについての同形置換萱の極限値や，こ

れによって生守る正電荷の不足量主主ども具体的な数値としてあたえるととができるのでるるO

Lたがヲて化学分析値の詳細を， 単細胞化学式としてあらわすζ とができる。
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とのそγ モリロノイドの 構造ゃモの単細胞化学式は，1933年いらい Hofmann， Endell， 

Willm， Maegdefrau， Marshall， Hendricks， Ross氏ら友どによる，約20年にわたる研賓に

よてってできあがったものである。

ハロイサイトの構造はカオリナイトに似たものであるが，詳細はまだ不明主主点が多く，そり

鉱物学的概念を化学的友ものにまとめるととは今むととろできない。

小林先生公よびその共同研究者の多くは，酸性白土の特性としてあげられている酸性，吸着

力，触媒ブJft.どの根源を，酸性白土の本体である粘土鉱物一珪酸複合物のョロイド状態にあ7.>

といろ説をとられた。

との説を考えてみるとき，土壌学に$まける|場イオ γ交換について1850年から1930年にわたっ

て行われた，その現象や本体についての，あの収拾っかぬほどのとされた膨大注実験事実と論

争を無視するととはでき友い。先生も酸性土壌に関する諸説に注目されその一部を利用されて

いるが，とれが酸性白土の酸性と本質的には公念じであり，陽イオy交換現象の一部であると

して取扱う ととはされ君主かった。

粘土を中性塩溶液で処理するとき，百ヨ液が酸性にたる事実は1866年 Frank氏によって見出

されたものである。とれは電離説や質量作用の法則が発見される以前のととである。

土壌の陽イオシ交換現象には化学説，物理説，との中間のヨロイド説，また本休については

ゼオライト説，パームチツト説， ::1ロイド説，粘土鉱物説たどがある。それから中性塩処理に

よって発生する酸性治よび粘土粒子が示す酸性，すなわち交換酸性の根源については粘土酸説

と粘土酸プJレミ =ウム塩説のふたつがある。

とれらの事情を知らたいと酸性白土むいわゆる酸性の本質を理解するととはできないのであ

る。また簡単に批判するとと もできないのである。

先生は白土本体の吸殻作用により，いわゆる電気的二重層が形成されるととによって不溶性

の酸である固体酸ができると説明され，そしてこの酸性は，酸性白土の特性のように考えられ

た。しかしこの説は土壌学にヰないて Wiegner氏の=ロイド説としてしられているものとほと

んど同じである。磯部，岡沢両氏のように酸性白土の酸性を陽イオγ交換現象とみなし，粘土

酸プルミ=ウム塩説をとられたとともあったが，残念ながら小林先生はこの説の深い意味をあ

まり考慮することなく同意されなかった。
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-との酸性白土の酸性が， 酸性白土のみに関する特別たものであるとする考えは，その後先生

のあとをつぐ研究者には一つの障害と君主った。

現在陽イオヅ交換現象は化学反応としてとり あっかわれているが，不均一系反応の特殊君主形

態化学反応とみあべきものである。もし吸着現象とすれぽ異母性吸着とみるべきものである。

との陽イオン交換現象は，極めて複雑で通常の化学的常識では判断でき友いいろいろ友商があ

るととに注意し友ければ友ちたい。

粘土や無機質土援の腸イオシ交換にあづかる物質は現在粘土鉱物とされている。

ベγ トナイ ト質酸性白土のいわゆる酸性と 中性塩処理によって生やる酸性は，主としてモソ

モリ ロノイド酸c交換性水素によるものである。また中性塩処理の酸性F液に見出されるアル

ミz ウム主主どは粘土鉱物が分解して溶出したものと考えるべきである。しかしとれにはいてコも

モγモリロノイドブルミ=ウム塩の存在を無視するととのできない事実をとも友う。

友達旨この交換酸性には白土中の可溶性珪酸は通常は寄与しないとみるべきである。

酸処理ベヅ トナイトの水溶液ないに治ける酸性についても同様に説明するととができる。

試料の単位重量あた b<D交換・性酸度は，複雑た影響をともたうが原則的には，塩基飽和度と

可溶性珪酸C含有量によってきまるというととができる。

プγ モz プガス， 71<溶液中のメチレγ育たどの塩基性化合秒Jの吸収や吸着現象も主として酸

性白土中のそγモりロ ノイドの陽イオヅ交換に関係するものである。その吸収;!l1ーは塩基米飽和

皮あるいは交換容量によづてきまる。しかし白土中の可溶性珪酸が物理的に ζ れらのものを吸

芳するととも無視でき友い。

ベシジジγ による呈色反応は，酸性白土K含まれる，/f純軌であるマンガン化合物によ るも

のであるとされてきたが， ζれのみによると考えるのは適当でない。ベンジジンは陽イオン究

扱によってます写モンモりロ ノイドと強く結合してから酸化を受けるのである。 ζ の酸化には空

気，不純物として含まれる第 2鉄化合物などばかりでなく ，モンモリ ロノイド結晶構造ないの

八商休層第2鉄も寄与する らしいのである。

呈色反応には とのような酸化によるものの外に交換酸性あるいは有機化合物ないの共事r~二重

結合の移動を考慮したければ友 らないものもある。
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低温1'C:jなげる石油あるいは油脂の脱色カは主として活性白土中の可溶性珪酸の質に関係する

ものであって，モγモリロノイドはほとんどとれに寄与したい。したがって白土の交換酸性は

直接にはとれに関係主主いというととができる。

高温脱色力と低温脱色力のちがいは活性白土中の可溶性珪酸の熟に?といする安定度以外陀，

~ン モリ ロノイドの酸性も多少は寄与している傾向がある。

目立処理ベγ トナイトのいろいろある触媒作用のうち，現在工業的に重要注ものは，石油のグ

ラツキングに用いられる，高温1'C:jなける酸性触媒作用といわれているものである。 5000C前後

む高温に会ける酸性の根源には，水溶液中に3なける交換酸性と本質的には同じであるプロトヅ

酸であるとする説と，加熱脱水によって生じたモy モリロノイド酸無71<物が示す，自由対電子

をとる物質と定義されているあのやっかい友ノレウイス酸である とする説とがある。

高温酸性の本質を明らかにするには，ますτ酸処理をするときの表面積の増加，モγ モリロノ

イ fの結晶度や格子膨脹性の変化，分解生成物の組成や構造，酸性中心の分布状態たどを知り

・ついで加熱によるとれちすべての変化を求めねばたら君主いので，窃f買には多くの困難をともな

う。単に表面的な実験結果の比較考察を行つでも本質の解明には佼立たない。

しかしだんだん追いつめていくと，ふだんははっきりしていると思っている酸塩基の概念が

案外?とより友いものであったじ，ま?とノレウイス酸による触媒作用と考えられていたものにみな

左しがあるらしかづたりしてくるのである。

そしてまた茨化水素のクラツキング反応自体もまだ解決されていたいのである。

ベントナイト質酸性白土を通常のベントナイトといわれているものに比較すると， 71<による

分散膨潤性にいちじるしいちがいがある。との相遣は主として交換'性陽イオンの種類と可溶性

庄酸の存在に関係するものである。

非彦潤性であるベントナイト質酸性白土も適当な方法で処理すればいちじるしく膨潤 し，強

い流動復屈折を示すようになる。

ベントナイ トの71<による著しい分故膨潤性は交換性陽イオンがナ トりウム，あるいはリ チウ

ムであるとき，格子膨脹が無限に行追っれ，粘土粒ヲが結晶構造上の単位層にまで分散するため

である。との分散液は巨大分子の溶液と本いえるものである。

交換性陽イオンを特殊主主有機性塩基にかえると，有機溶剤によって著しく分散膨潤するよう
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t'L1'J:る。とればオJレガノフイリツクベン トナイトとして販売されている。交換性水素と結合し

ている酸素す友わち水酸イオシは， 塩素，ついで有機基と置換してモンモリロノイドの塩化物

とか，プエエlレモγ モリロ ノイドのよう友有機誘導体を形成する。 また交換性陽イオンの水加

71<，す主主わち単位層聞の71<が極性有機物でかわったモンモ りロ ノイ ドブシモz ウム塩グリョ ー

ル加物のよう主主ものはX続分析による確認の試料として重要友ものである。

モγモリロノイドの常数や性質を測定するとき格子膨脹K注意する必要があるo 1.主治，との

性質は加熱によって減少する ものである。 BET法による表商積カ濯素を用いると 20rn~/g程

度であったものが水蒸気によると 700m.8/g程度に友ったり，ピ クノメ ーグー法による真比震

が 4塩化茨素を用いると2.45であったものがアセトシによると2.77にたったりする。

とればいづれも格子膨肢の有無に関係するものである。との格子膨肢は，非膨潤性のベント

ナイト質酸性白土や酸処理ベy トナイトにもか怒らや認められるものである。

モγモ リロノイ ドにたいては同形置換によって生じた，電荷の不足量と陽イオγ交換容量と

は粒 子の大きさに関係たく ，ほぼ等しいのである。したがって， とれに関連する各種の性質

は，その単細胞化学式を基準にして，定量的に考察するととができる。とのために，モンモ リ

ロノイドでは単細胞化学式に重要君主意味があるとと に友るのである。 しかし非格子膨脹性のカ

オリナイトやイライトなどでは，粒子の表商積による因子が大きいから単細胞化学式はとれら

む性質を定量的に考察するのにはあまり役立たない。

1919年にうまれた小林先生の著書 「酸性白土」 も1949年の第 8版をもって残念ながら絶版と

され，今後の改訂の機会はあたえられたいようである。小林先生，山本先生のあと査とうけ酸性

白土の研究を行っている一人として， ζの機会に簡単ではあるがやや本体かづかみかかづてき

たベントナイト質酸性白土について筆者の説を二，三のべたのである。

しかしハ ロイ サイ ト， アグメJレジヤイト，イライ トなどを主成分とする酸性白土やフ ーラー

土，また，とれらを酸処理してえた活性白土については今のととろ筆者にはなにものべられ友

ぃ。これらの粘土鉱物の単細胞化学式を活用するととは今後もありえ友いように思える。

わが国では，化学者である小林先生によって酸性白土たる名称、のもとに始められたこの種。

粘土の研努は，半世紀後の現在主主治世界の粘土研労者の研賓の中心の一部と友ヲている。モン
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モリ官メイドの研ヲせは，ただ酸性白土や活性白土の究明に必要ただけでなく，土壌学や土質工

学やまた工業ゃ鉱業にたけるいろいろ根本的主主問題を解決する上にも極めて重要訟のである。

欧米各国にまで，酸性白土む名を通じるまでにした，さかんであった日本の化学者によるモ

ンモリロノイドの研究も，戦後は化学者の手から鉱物学者にろっDつつあるかむようにみられ

る。しかしモY モリロノイドの研究には化学者や土壌学者の受けもつ分野も極めて大きいもの

があり，その協力が友ければ複雑主主モシモリロノイドの実体を把屋するととも，またえられた

知識をひろく活用するとともできないのである。欧米では各方面の研究者が集まって粘土研究

グノレ{プをづくり，綜合的な研究をさかんに行っている。日本でも粘土研究グループがないわ

けではないが，あまりかつぽザつでない。

わが国の，現在の一般化学界む流れに関係たし今後とも酸性白土，モンモリロ ノイドに関

連する問題は，早稲田大学に1ないては興味をもって研究がつづけられるであろう。な治メ部省

は早稲田大学に治ける多年の粘土の研究にたいし， リーズノースラップ社製の電子管利用によ

る自動温度調節自記式の示差熱分析装置の購入費用を，昭和28年度輸入機械補助金として本大

学に下付された。同装置は最近筆者らの研究室に設置を完了したb この装置はわが国にはじめ

亡のものであって，今後の粘土の研究に貢献するととができると思われるものである。

(1955年 1月末)
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小林先生と草炭並にフミンの化学

村 井 資 長骨

緒 言

草茨む研賓が開始されたのは昭和13年 9月であった。当時の緊迫した国際情勢から，一滴で

も多くの泊を，圏内自車用燃料としては木炭等の代用燃料を生産する事が望まれた。 爾来終戦

時塩小林先生は終止草茨の工業利用に関する破究に熱中され大学研究室，下落合小林化学試験

所，芝浦梁瀬自動車工場敷地内第一期中間試験所，更に北海道当別村石狩金沢に治ける日本石

油の工業化試験工場えとの経過をたどって，一応研賓室から工業化への実現を見たのである。

ζ の間箪茨を代用燃料として家庭用木茨，或は薪を補うため，千葉県検見川，福島県白河等に

於て東京都交通局:Mz1'C民生局等の草茨工場の建設を行はれた。

そしてとの研賓の工業化にたすなさわヲたのは主として筆者と畑中申君であったが当時の小林

村井研究室の卒業論文テーマの大部分は事茨に関するもので，本研労開始当初の宮武和海，有

地次郎両君の努力とその成果に敬意を払うとともに以来年点本研究に従事された諸兄に謝意を

表する次第である。 畑中申君は筆者と共に小林先生の側にあって各地の視察，工場建設.文献

調蚕その他あらゆる商で献身的の努力をされ石狩金沢の工場建設に当つては工場長と して家族

を挙げて移転され遂に病に倒れ終戦後北海道で他界された事は，本稿小林先生追悼号を記すに

当。て最 も思い出新友もので畑中君主主くしては小林先生の草炭もたかったと言つでも過言では

友いのである。小林先生の工業化学者としての最後の事績は草茨で全うされたと，思うのである

が，畑中君は草茨に生命をかけ，とれに生きそして死んだりである。

今研賓室ーにある筆者は，プミシ酸の研買に取り組んでいる藤井修治君，新しい草茨C工業利

用方法を採り上げ，そのプリケット化或は肥料化の研究に精進している井上勇君，河本敏f占I君・

等 と共に小林先生の蒔かれた径を如何に育て，実らせるかについて，喰時中とは全く情勢の異

る今日， 大きな悩みと，ある意味での大きな意慾を持っているのである。そして小林先生の車

茨~単に早稲田の草炭に終らせるととなく ，世界の草炭研究として小林先生の酸性白土， 石油

成因説の線這進めなければならたいと考へているのである。

小林先生は工業化学者としては木材乾溜投術者，次が石油技術者，そして研究室への道を進

$早稲田大学教疫教務部長
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まれた。酸性白土の研究は犬学卒業以来あ らゆる商で一貫したものであった。草安に関するも

のは小林先生の蓄積された化学とその技術のオンパレードであった。原料地の賦存状態，埋蔵

量調査，原料試験，成因の究明，研究実験としては拾溜実験，ターノレの試験，工業化に当つて

は工場立地，工場及び各装置の設計，会社設立の目論見，工場建設そ して試運転であった。小

林先生の化学技術者としての一生の縮図であ b叉先生の大学?と於ける講義その尽でもある。そ

して学界への発表，著書「草炭」の出臨もあった。

小林先生の箪炭研究の新生商はどとにあてフたかの問題と友ると，本邦にたける末利用資源の

活用の一語につきるのである。そ してとれが戦時中と言 う非常時の波に乗ったのである。そ し

て本邦では草茨の研究が極めて少友かった事，従って研究成果は一応新しいと云う点であ っ

た。その内容について考へると乾潮商では原料が異るので多少ちがうが石炭乾溜とは大局的に

は相遣は余り友いのである。 大きた問題ば宣言茨の本質解明の問題である。草茨は天然物である

植物腐殖と言う非常に不明確友ものの集合体である。草茨の主成分を友しているフミン酸は小

林先生が研究室へ残された莫大な宝物たのである。而しとの宝物は容易なととでは玉にはな ら

友い代物たのである。先生が始め られた酸性白土の研究は山本研一教授，大坪義雄教授更に加

藤忠蔵助教授へ既に50余年の永きに亘って継続研究されて主主治尽き君主い事を見れば今後プミ γ

酸の本体の研究に気91Iか完工事は考へるべきではないが，今日の化学は戦前のそれとは内容もス

ピー ドも箸るしく異るのである。遺産を間違ひ友 く， そして急いで処理し友ければならないと

思うのである。

主主演の工業利用に対する本邦の特殊性

本邦の~~安賦存地帯は福島，秋田，青森治よび北海道の低湿地である。との外千葉，神奈川

埼玉，筋木，新潟治よぴ長野の諸県にも劣質，少量ではあるが賦存している。工業利用の立場

から考へると質的にも量的にも一応北海道のみと見て差し支え友いのである。数年来北海道泥

炭地の開発問題として可なり大き く取りあげられているのも北海道の所謂泥茨地は約20万町歩

主主蔵量10億 t以上が推定されるからである。勿論との広大な泥炭地に賦存するものが質的にみ

て全部工業利用に適するものでは君主いのである。

一方所謂泥炭地帯は低湿地のため，之を採掘すると，跡地は沼地となってしまうのである。

北海道の全耕地商積は77万余町歩に対する泥安地20万町歩は可友り広い商積である。との地

帯干を採掘後沼地とする事は，到底許されない事で，との跡地を農地とする事と，工業利用とは

不可分のものとして考へなければならないのである。欧州では古くから草茨を利用しているド

イ久最近急速に工業利用が盛んに危うたフランス，ソ連，スウェーデシ，スヨットランド等
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では，跡地の事は殆んど問題にされていたい様である。ただ日本と同じく狭小国であるオヲγ

グは既に 300年も以前に，全国可主主り広範囲に賦存していた草茨の 4-6米の厚層を掘り採っ

て， 勿論現在は海面下ではあるが立派君主耕地として利用している。本邦も国土極めて狭少であ

るから， オラングと同様泥炭地を全部農地化する必要があるのである。 然るに日本の泥茨地開

発の方法として客土法を古くから採用し，とれによる農地化が試みられ又実施されている。而

し現在客土法による耕地化が経済的にか友り函難左状況にあるととと，地下数米の奉安の上に

10αn余の客土を行つでも農産物の収量等より考へて最良の方法でない事が知られている。酸

什の強い腐植物質だけで農耕の広難念事は吾k 門外漢からでも想像I'C放くたいのである。

裁に本邦で草茨の工業利用は，泥茨地開発方式として，跡地を普通の土壊の農地とする事と

たるので極めて望ましい事である。勿論跡地の自然排水又は人工排水が，合理的に行ばれると

言 う条件が満たされたければ友 ちたい。即ち本邦の草安の工業利用は泥安地の農耕地イヒであっ

てとの両者不可分である事が両目的達成のため，互に共通基本経費を半減以下にする事が可能

主主のである。

草茨採掘に対する新しい方式

従来車茨の採掘は手掘又は機械ブJf'C.ょったが，機械ブJの場合ば主と してドレッ ジャー又はウ

ォーグーポシピングの式が採用されていた。いづれの場合も得 られる ものは塊状気乾草炭か，

練草き更であった。所謂マシγ ピート と称するものであった。 何れの;場合も採掘草茨:':I:75 ......，~0%

の水分を包含しているのである。工業的にとのような湿潤なものを乾燥して用いると言う とと

は自然乾燥にしても，人工乾燥にしても生産量に限度のある問題である。

とれを解決したものが1940年頃，プランスの Krebs社の Peco法と称する ものである。原起

が]には，吾k も事茨の工業利用を考へる当初原料採掘を，在来法によっては大規模化出来ない

事を知 り， トラググーを用いて採掘を試みたのである。小林久平著「草茨」に写真が掲載され

ている。 時期は略同じ頃であった。

Peco法は草茨地帯に， 作業に都合よ く一方に非常に長い浮与を20米毎に掘り，とれに直角な

大排水溝を掘り，遂次その溝を掘り下げ，自然排水又(':1:ポンフ・排水によって草茨地再?を天然の

まま乾燥してゆ くのである。勿論草炭地帯の乾操には時間的条件が伴うので， ζの排水j溝だけ

では，乾燥目的は遥せられ主主いのである。即ちぷ茨地ば一般に寒冷地であるから，その採掘も

夏期の僅かな期間しか実施出ヲたないのである。従って排水講によ る自然乾燥ぽ待てないのであ

る。 Peco法では特殊な忍を備えたドラ ム次回転したがらトラクターで革一安地表左規貝c的に運

転し 車茨を薄届で掘り起し，之を数月開放置自然乾燥を行うのである。自然乾燥の際数日で
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45-65%位主主脱水される。とれを milling(粒状)草茨と呼んでいる。乾燥中 1-2回ハ官ー

で径き起しを行ろ。蒐集，積込み輸送を全部機融化している。平均55%水分の粒状草茨を工場

に持ち込み叉は推積貯蔵して遂次火力乾燥によってプリケットその他の工業原料とするのであ

る。

要するにとの労法は広い面積に亘り，平面的に遂次自然乾燥によりながら，採掘し平均水分

55%位のものを加工工場に持ち込むのである。旧来のものに比較して水分が20%以上少いもの

を得る事 と，平面的に然も排水溝を掘 り乍ら採掘していくので，採掘を終えた時は直ちに農耕

地となる日本の開発方式に最適のものたのである。

との草炭採掘の新方式は，1940年頃フラ γ スからエス ト=プに技術導入され更にソ連に入っ

?と。一方スヨットラγ ド，スウェーデン及びデγ マーク等北欧の諸国で旧法に代 t，量的にも

一単位数万 tのプラγ トが急速に増加した模様である。そして草炭が初めて工業燃料としての

地歩を確立し，火力電カ用燃料と して各地で相当多量に用いられるようになった。殊にソ速に

於ては1951年の草炭の生産量3500万 tを超え， 向ほ増産の趨勢にある。家庭用燃料として特徴

があるので， との商と発電用工業燃料として全部用ひられているのである。とれら諸国では全

部プリ ケ、Y ト化して利用されている。

草炭は直接燃料として用ひられている他に量的には怨めて僅少ではあるが，ワ ックス抽出原

料 として，乾溜原料として叉肥料化原料として半工業的に利用されている模様である。又所謂

ピートモス と称して分解程度の若い草茨粉が生産されている。とれば土質改良剤或は厩合数薬

代用として米国で相当使用されている。

フミン酸の化学

プミ γ酸は一般に植物腐植或は比較的安化度の低い，石炭中に含有されてい無定形の有機酸

性物質である。その定義も極めて唆昧で， 株薄たアノレカ リ (通常 1% NaOH)溶液に溶解し

無機買をで沈澱する物質と されている。 7.1<には殆んど不i容である。そして一般有機溶剤にも不溶

である。

プミン酸には植物腐植に含まれているもの，草茨，亜茨或は褐安中に含まれているものと，

石茨フミ γ質にアノレカリを加えて煮沸し， 酸性を持つ成分を再生したもの，叉ブ ミγ質を自動

酸化或は硝酸等で酸化する事によって生成した再生フミ γ股がある。 叉糖類より生成したもの

もある。

ブミシ酸が化学的にどのような構造を持っているかについては， オミだ明らかでない点が多い

が，現在主主知られている略明確な点は次の通 Dである。フミ γ酸は比較的高分子量のもので，
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その値は1000-2∞0位とされている， 2500以上を推定している者もある。伺れにしても単一の

もので友く，重合度の異てコアヒ分子の集合体と考へられている。プミン酸の分子はカノレボキシル

基，フェノーJレ性水酸基， メトキシノレ基， ヵーボ=ノレ基治よびエーテノレ型結合の酸素等を含ん

でいる。分子骨格を完工すC/H比については，石安の構造研究では，その値が 1.0-1.5である

ととから結合環構造を確認しているが，樋口氏1)はフミン酸ではとの値が約1.0であるから，そ

の母核はベY ゼシ核であると推定している。しかし他の多くのフミシ酸の化学分析値からみる

とC/H比は，多く1.0以上で必守しも単環のものを フミシ酸の母核と考へ難い点がある ll)。

フミ γ酸は ヨロイド性を持っているが，乾燥物は冷水では容易に分散されたい。稀薄な中性

塩類の溶液によって，分散され膨潤する。フミシ酸ゾル白色相は赤褐色である。フミシ酸はア

JレョーJレ，プセトシ又はピリヂシ等の7.1<溶性有機溶剤によって膨潤され，ゾJレを形成する。以

上のようにフミ γ酸の化学ば末解決たのである。

フ芝ン酸の化学構造研究の観点とその手段

フミシ酸の構造については，末だ不明の点が非常に多いが，今日まで多くの研究者によって

その根源物質はりグ=シであろうと言 うととが略一致した説である。石茨類の根源植物の成分

は，識維素， リグ:=.:Y，樹脂及びワックス等であるが， 石安成分としてはどチューメ γ とプミ

ン物質が主体である。石炭の成因にはリグエンと繊維素の両根源説がある。 ζの両成分の構造

は，今日既に賂明らかにされているのである。一方石茨の構造については種k の観点から，安

素縮合環構造が認められている。叉フミン酸とフ ミンの関係は，相互に極めて関連性が強く認

められる。 フミシ酸は加熱変化を受けて，容易にブミン質に変化し，フ ミン質からは容易に再

生プミン酸が得られる。勿論所調フミン酸と再生フミン酸は全く 同ーの物質とは言へないかも

しれないが，類似性の多い事は明らかで、ある。

リグ=ンは植物成分としては繊維素よりは安定な物質である。殊に草茨或は亜茨等の生成過

程を見る時リグ=ンはとれらのうちに相当量残存しているが繊維素は殆んど認められない。草

茨の層序による成分変化を見るととの点特に明かに，相互変化が認められるので、ある。設にフ

ミン酸の根諒成分が りグエンであろうと言 う事が考へ られるのである。又石炭C根源物質がリ

グz ンである説が多く認められているのも，フミン酸とフミン質の相互関係から当然肯定され

る所である。

然しながらフミン酸の構造を考察，ヲZ明する場合に根源と考へられるリグェシを基礎として

(1) 樋口:燃協誌 29，105(昭25)

(2.) Adkins， et.aI: J.A.C.S. 63，549 (1941) 
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考へるべきか否かの点に友ると，との聞には相当性質の差があるのでめリグ=γにとちわれる

事たく寧ろ石炭の構造との関連に1ないて究明すべきであると思うのである。即ちアミン酸はリ

グ==-:/から生成した事は認められるが，その構造は石茨に近いと思うのである。叉フミン酸及

びプミン質は石茨ピチユーメンの構造に近似している点が多いととが認められている 04)5)

フミ γ酸の構造研究の手段としては，その性質の石炭質との類似性かち考えると，先づフミ

Y酸とフミ質との相互変化過程の安明が友さるべきである。その内容としては， 熱的に，或は

化学的に重合或は解重合，酸化或は還元等がある。

フミ γ酸はーCOOH，-OH， -OCHa， =CO等種々の極限基を相当量持っているので，と

れ等の各基が示す諾性質，各当量の測定及び各結合位置の決定が行ばれたければならない。

プミン酸の構造本体の究明のためには，その水素添加分解，酸化分解，加水分解，熱分解，

ハログン化等を行って種k の基本構造物質を捕へ君主ければたら主主い。

フ芝ン酸の熱変化と構造上の特徴

プミン酸の熱変化については， 石茨化過程を知る上には重要な問題であると同時に，フミ γ

酸が持っている極性基のうち， COOHとO H基の諾行動の解明に深い関係があるととが察せら

れるりである。当研賓室では数年前からフミ γ酸の熱変化に関する実験を行っている。末だそ

の実態を捕え得てはいないが二，三明かに怒った事実を記したい。一つの実験は精製フミシ酸

を 1500，2000， 2500C及び 3000C に夫k3時間宛加熱し，との間発生する7X，CO2，共他を

定量し，熱変化を受けたフミン酸については，アルカリ可溶分の定量，同フミン酸のーCOOH

力日 熱 温 度 1500C 2000C 

撚分解減量( %) 2.7 10.0 

「司 CO2 最 (%) 1.3 2.3 

熱愛化物中のフ ミシ酸(%) 81. 4 19.1 

熱遅延 化フミ γ 酸の

-OH (%) 1.1 0.8 

-COOH (%) 10.2 9.3 

-'-'司a 量 344 435 

原料フミ Y酸 -OH 2.8% -COOH 

(3) Zetsche， Reinhart: Brenn. Ch巴m.，20 84 (1939) 

仏) Fischer: Brenn. Chem.， 14 181 (1933) 

l5) Biggs: J.A.C.S. 58 1020 (1936) 

2500C 3000C 

4.8 9. 7 

0.5 2.1 

10.0 0.2 

0.7 一
7.5 

486 

13.6% 当主主 211 
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OH基量の定量並に当量の測定を行ったりである。その結果は次の通りである。 -OH基及び

-COOH基の測定ば O.lNNaOH溶液を HClで電位差逆滴定を行って求めた。

熱変化を受けてブミ γ質 となった部分については，末だ充分の検討を行ってい友いが，熱変

化を受けたプミン酸の当量が 2000Cで原試料の略傍になった点，熱変化フミシ酸の -OH基

と 一COOH基の割合が原料に比して相当異った比率に友っている点等から所謂フミシ酸と総

称しているうちに -OH基或は ーCOOH基等の数或はその結合位置に相当異ったものがあ

るととが推定されるのである。

熱変化陀対する他の実験では，分解生成する H20 と CO2 を精密に定量を行てったむである

が，との時も 2300Cを限界として著る しい変化を認めた。そして脱水反応が 2000C以下の比

較的低温で著るしく行ばれる点は，ブミ γ酸に含まれているフエノ ーノレ性 -OH基以外に相当

多量に含まれている酸素が，より脱水され易い型で入てっているのでは友いかと推定されるので

ある。又一般に -COOH基の分解と思はれる脱 CO2 が 1700C前後で相当活発に行ばれる

事 もフミ γ酸の構造上の大きな特色と考へられるのである。

フミ γ酸の 3000"'5∞。Cに於ける熱分解実験も行ったが，とのよう友高温では寧ろフミン酸

の特徴で友く石炭質む熱分解と差異のない事を知った。

フミン酸の理構造

フミ γ酸の構造基本体を捕へる目的で行。た実験である。プミン酸を 2750C. 水素初庄 100

気圧.Ni触媒を用ひて 8時間高圧水素添加を行った。 71<添物の中性部分を採り，とれを分溜

して後脱水素を行って更に分子蒸溜によってその主溜分を拍溜してスペクトル分析を行った。

その結果の 1例を示すと次の通 りで、あるとI

ブミン陛71<添物中性池

沸点 (常圧) 160-170oC 屈折率 nJ) 1.4630 

CH・...72.41% H・H・..11.94%

沸点 (15nun) 1900C 開折率 nJ) 1.5524 

c・h ・..79.45，9'; H・H ・..9.79% 分子量 260 

フミ γ 酸水添物中性成分 脱 水 素 物

沸点 (15mm)oc nD 収率 nl> 

110"-'120 1.4966 88.0 1. 5346 

120"-'130 1.5027 79.5 1.5481 

180"-'1鈎 1.5340 64.0 1.5620 
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脱水棄物ほ.更に分子蒸?留を行ぴ主溜分を採って試料とした。同様の実験を りグ=シについて

も行つ?と。

紫外部吸収スペグト Jレ分析の結果はフミ γ酸脱水素物で 2550Aと 2750Aに吸収帯を認め，

リグ=γについては 2750Aのみに吸収帯を認めた。プミ γ酸の 2550Aは他のフミン酸誘導体

でも屡k 認めたものでフミシ酸のー構造体と考へられる。との吸収はその型，強度等から考察

して Biphenyl或は三礁のプエナンスレン同族休の誘導体と思はれる。 2750Aの吸収はぺYゼ

y誘導体によるものでリグ:=.:/もフミン酸も構造内にペンゼシ環を有するととが認められる訳

である。

以上フミシ酸の化学の一端を記した。
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小林久平さんの思い出

亀 山 直 〉、?

私は小林久平さんを生前から神様だと恩ヲて治 t，またそう思 うととを公開の席で申したと

とも あった。その神様が仏様に友られたのが，つい先頃のと とと思って居たのに既に 1ゲ年に

も友る とは実に月 日の経つのは早いものだと今夏友がら恩はれる。

私は小林久平さんと御つき合を し始めてから三十有余年，四十年近 くに友るが，どう考えて

も小林久平さんは神様だという考えは益 A 深 くなヲて来て居た。

物慾も名誉慾も左程深いとは思え1tいし，勉強家だし，誰のところえでも教を請いに出かけ

られるし， 言いにくいととでも言わねばな らぬととは言われるし，人に親切だし，気取らない

し正直だ し卒直だし， 意地悪のととろは友いし，ど治見ても神様だと思う。

私は小林久平さんと遠い親類に友って居た。私の妻とは年は随分違 うけれeもFいとと Fに

当る。私の妻の母の里が越後長岡の小林という家であり，之の家の小林伝作という人の長男が

小林久平さんであり，伝作さんの妹の一人が私の妻の母であった。

私自身の母の里C家も小林という姓であり ，妻の母の里も小林であるので，私共の親類に小

林が多いので小林といいかけるとどうしでも小林r久平 F さんと言はぬと私の家庭では誰だ、か

判らないからど うしても小林r久平rさんと言いならわして居たが，ただ F久平さん F という

ほどには私は家庭的に親 しい訳ではたかった。私は小 林さんに教はったととがえ主かづたから

F先生 Fでも友かづた。やは t//小林久平 F さんであてコた。

萎の兄の話によると，小林伝作さんと云う人は大変友ェラ物だったらしい。 呉服屋さんで新

潟県では勿論，裏日本でも指折の大呉服屋さんらしかヲた，番問さんの住む長屋が12-13軒並

んで居たとのとと。それで亜鉛鉱山をやったり ，石油事業の剣始時代で石油にも手を出し，色

kの事業にそFを出して遂に養子のくせに，百万長者の養家の財産をすってしまったが，人と応

対するにも常に自ら床柱を背にして一生を終ィった人だというととである。との血筋のせいカ吋、

林久平さんは少しもヨセヨセしたととろが君主く，鷹揚でよかてコた。

'東京大学名誉教授 工学博土科学研究所会長
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小林さんが旧工業化学会の会長をされたとき，私が副会長をした。それで日本工学会が会館

を建てるので工学会C会員たる各学会がとの建築費を負担することにたり，工業化学会は 2万

円の割当であった。小林会長はとの為に寄附金5万円を集められたが，その関係で私共計算を

やるととがあった。その当時は工業化学会の事務員も 1人か2人きりで，役員が随分下級の事

務までやら友ければたら主主かった。

ととろが私共一一確に私 1人ではなかったーーは計算が下手で，何度寄せ算しでも主主か友か

一致した答が出友かった。ととろが会長の小林さんはソロパヅもし主主いで暗算でたちまち正し

い答が出てしまうので，私共は小林さんの計算のうまいのには驚嘆してしまった。それで何故

だろうと伺てったととろ，小林さんの御話しでは，小供のとき小僧に行ってソロパγや暗算を ミ

ツチり や らせられたのだということであづた。何故小林さんが小僧に行かれたか，よく判らな

い。大家が没落してからのととであったのか。小林さんの家風で小供のとき，修業のため他人

む家の飯を食うために誰でも小僧にや られたのかも知れたい。

それから昔話に友うて，東京へ勉学に出度くて仕方が友く，遂にその思がかなって， 徒歩で

清水峠を越へて数日かかって東京へ出て来た話友どを聴かせて裁いた。との話を聞いた当時は

鉄道は信越棋で越後と交通して居たのだが，長岡と往復するのには清水峠の方が近い路だとい

うととを私共はその時始めて知ったものだ。

後に清水峠を通る上越線が企劃されたときには小林さんはその落成を非常に楽しみにして居

られた。愈k 上越棋が完成して数時間で長岡へ行ける様に友ヲたとき，工業化学会は地方大会

を長岡で催し，私共小林さんに御供して出席したととを覚へて居る。 郷里を愛する心は余程強

いものがあてコた。

小林久平さんと聞くと酸性白土を思い出す位，酸性白土の研究に御熱心であったが，酸性白

土は昔は専 ら蒲原粘土と称せられ，とれを石油の精製に使用し出したのは小林博士に負うと こ

ろが大きいが，とれも小林さんの郷土愛の顕れというてよいと思う。 小林さんは郷里を愛し郷

里り人を愛した。石油を研究されたのもやは D郷里越後が石油の国であてコたからだと思う。

大学の卒業論文は郷里西山の原油の成分の研究で，分、溜で成分を推定しナフテヅ系だと結論

された。大学院の研貫題目は，石油ランプ (今の人は石油ラヅプc を知らえ主いだらうが)のホヤ

に出来る白色の附着物の正体の究明であてコた。硫黄の化合4初である。
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早稲田大学の応用化学教室は小林先生の様たよい先達を得られた点で非常に幸であったと思

弓。私の記曜は誤でたいと思うが，最初 1. 2年は河合勇さんが主任であったと思う。河合勇

さんも東大の応用化学教室の出身で， 同窓の小林久平博士に諮って自分は早稲田から身を号iか

れたのであるが，その河合さんの処置も大変宜しかったように思う。

河合勇さんも大変良い人ではあったが，学者ではた く， 大学の教室のリ ーグーとしては小林

さんの方が遣に優れて居 t，それを推薦して自分は辞退されたととは，早大にも，自分にも，

小林さんにも万事宜しい処置であったと思う。モれで早稲田大学の応用化学の今の堅実な気風

:が出来上ったのだと思う。

私は小林さんは工学部の応用化学教室の指導者としては単に人格的の点だけでた く立派だと

思う。それは，小林さんは，木材乾溜，石油蒸溜，酸性白土君主どに関して実際の工業技術や経

営の経験を有して居られるので，単に真理の探求を目的とする理学部の先生とは異り ，特tt:工

e学部の応用化学にはピツグリ来るのである。

耳定時いろいろ若いとき誤りをする話が出て， 主主人がボイラ ーを設計して図を引いたととろ，

一或先生がそれを一見して， rとれば駄目だ，とのボイラ ーは，との室に入れられない。入口が

狭過ぎる」とやられたという失敗談をしたととろ，小林先生は 「そんたしくぢり たど何でもな

い。工場ではその位のととは度k あるものだ，入口を壊して入れてボイラ ーを据付けて，また

後で人の出入口を作ればよい。何でも友いよ」 と平気君主顔をして居られたので，その若い人は

そんた ものかと安心したのを私は商白く聞いて居たどとがある。

小林さんは金践に余D頓着され友かった。酸性白土の研買を しては盛に発表されて居たが，

当時ノj、林さんは小さい酸性白土の会社広顧問か何かとして関係されて居た。そして自分の研究

は何時も自分の関係する酸性白土会社の競争会社の方が盛んに利用して居て自分の関係の会社

は何にも待をし主主いと笑ヲて居られた。

小林さんが油脂を酸性白土と共に乾溜すると石油が出来るという発見をされたととは，多年

の小林さんの経験が一度に実ったのだと思う。乾溜については日本酷酸で多年経験してゐられ

たし，石油も多年の研究で毎日手にして治られたので，乾刑して出来た泊を一見してその畳北

や粘度主主どの点から直観的に石油系の泊と認められたのであり，後に化学的の検査の結果益M
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それを確実に裏書きされたのである。当時，石油系茨化水素という結論に対し， 蒸溜試験が不

精草野だとか，温度の測定が不精密だとか，ョソョソ小さな点の不備を難じた人ノゼも大綱の誤 り

たいととが判って来たら，そんたととはエヅグラ ーの実験当時から判ヲて居ると努めて発見の

価値を小さく評価しよう としたが，エヅグラ ーは約10気圧高圧であるのに小林さんのは平圧で

あるので，全く新らしい発見であった。人によっては大き く新聞にでも広告するととろであっl

たらうに，小林さんは全く静かに発表されたのである。

私は早稲田大学の応用化学の教室が永く小林久平先生を記憶しその徳風をたたへて，自ら次

k と小林先生と同じ様主主方k が輩出して化学工業の世界でも研究の世界にでも活躍されんこと

を切に希望するものであ ります。 。十学研究所にて)
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小林きんを中心と 仁た思い出

栗 捨 蔵本

私iJ宝小林さんの名前を初めて知ったのは，いつ頃のととであったか判然とし友いが，次ぎの

ようなと とがあったことは覚えている。明治44年の 7月，智、が東大の応用化学科を卒業して，

新高製糖株式会社への入社が決定して，台湾赴任前に暫く郷里の生家で過したととがあったが

その時東京朝日新聞紙上に小林さんが日本酢醗株式会社の技師長として入社されたといろ記事

が載ィっていた。会k その時川上嘉市君が住友電根から休暇を取って私の生家に居合せたので，

われわれの先輩と しての小林さんについて何がしかの噂をしたことが記憶に残づている。

更に記憶を操づて見ると私が大学の 2年の時に親和会(東大の応イヒの教員，卒業者及び学生

の視睦を目的とする会)が大森海岸の料亭松浅で開催されたととがあったが，その時に多分小

林さんも出席されたように思う。その時鴨居先生が海を見晴ーらす松浅の涼み台で出席者一同の

写真を撮影された。その後写真化学の実験の時，先生の写された原板から印画紙え焼付けて私

は所持していたが，戦災で失って了ヲて今は確める由もたい。

またとういうとともあった。大学 1年の第 2学期の終り (3月〕に田中芳雄先生に引卒され，

て東京附近の工場見学をしたととがあづた。その時宝田石油会社の横浜工場も見学予定工場で

あてフたので，そとを訪れた時には高桑藤代吉さんが応待に!叫ちれ氏の案内で同工場の見学を終

dったのであって， 工場長の小林さんには治会いする機会がたかった。

一方私は明治44年 8月台湾K赴任し，初めての製糖期をすませた明治45年6月会社からジヤ

ワに出張を命ぜられたが，思う処あてコてこれを辞退すると共に同社を退職したのであづた。そ

の頃門司に帝国麦酒株式会社 (後の桜麦酒株式会社)の工場が建設中であって， 幸にその社の

重役の中に郷里関係の知人があったので，後者の紹介で採用して貰ろととができた。そ ζ に勤

務中醗酵室や貯蔵室の低温のために身体を過度に冷やしたととが原因となづて， 足指に非常君主

痛みそE覚える病気と友って昼夜殆ど一睡をも取る ζ とができなかてった。

とれが大正4年の 2月のと とであづた。福岡の九大医学部で診察を受け病名は特発性脱痕と

歌早稲田大学教授工学博士
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診断され，両足共に切断しなければなる まいと言われた。全く予想外友病気友のに驚いて，即

刻上京して東大病院の佐藤外科に入院した。入院後一週間許りで痛みは取れたが，特発性脱症

は不治の病気で，臨床的にすfIど治療の方法が友いという説明を聞いて退院 した。そして最後。

方法として祖泉療法を試みるととに して同じ年の 6月熱海に赴いた。当時の熱海は今日と異っ

て湯治場として満点であった。 1年間の熱海滞在は幸に病気療養の前途に光明を認め得るに至

ったので，喜んで熱海から郷恩に帰って静養を続けるととに友った。

との問実に満6年，i怒い仕事友らど うや ら可能ではあるまいかという見通しも立ったので，

大正11年の春居を東京に移した。どうにか働けるだけの健康があって，仕事が主主いというとと

は誠に苦しいものである。その苦しみに堪えかねて大学涜へ入って研究をしょうかと考えて，

グラス メートの厚木勝基君に相殺したとともあったが，世の中のと とは複雑完工事情があって友

かなか簡単に希望通りに進またいものである。

その中明る年の春を迎えた時に早大の応用化学科で物理化学の講姉を探しているから，それ

を引受け友いかという厚木君の熱心友勧めがあったので，それを引受けるととK決意して早大

の応用化学科に小林さんを訪ねて正式に話を取り定め，小林さんの希望によって早速講義を始

めると とにたった。とれが小林さんと言葉を交わした最初であって， 大正12年 5月初めのとと

であてコた。爾来30余年ーの長きに亘って小林さんの知遇を恭くした訳である。

筆のr!f1'C小林さんに最後に治会いしたのは昭和28年12月19日であって，年末の挨拶かたがた

訪門したのであったが，その日は大学に会議があって予定より も遅れて治訪ねしたよ うな次第

で， 病室K通されて 1時間ばかり雑談している間に日の短い時で夕暮が迫るにつれて辞去しょ

うかと挨拶しかけると，まだまだよいでは友いかと とめられる。

話下手Ii私にはそん友に商白い話題がある訳ではない。奥さんが居られ友い御病床では結局

治淋しいのだと考えて更に腰をたしつけて小一時間無酬を慰めて帰った。年が明けてから幾何

もなくて幽明処を異にされたのであるから，とれが小林さんに治会いした最後であった。

大正12年9月 1日は東京附近に住んでいた者にとっては終生忘れることのでき友い日であっ

た。午前11時50分余に嬬れ出した大地震によって薬品から発火して早大応用化学科は全焼して

了った。昔安政の江戸の地震も恐 らくとれに匹敵するものであったろうが，誰れがとのような

大地震が再び起ると予想したものがあ らう。全く晴天の露儀で，大地震が週期的に起るという
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説が唱えられたのはこの後のととであった。 一躍にして応用化学科の講義室，研究室及び学生

実験室を失ったのであるから，小林さんに与えた悲みは大き友ものであったろう。然し人命に

被害のなかったのは との上もたい幸であった。

当時私ば一介の講師に過をたかったので，応用化学科の会誌に列席する資格も権限も友いの

で，僅かに外部から推測するに過ぎ友かった。当時学生数が少友かったとはいえ， 長く学生を

休ませるとともなく ，色ノセフド{更を忍λだといい友がら授業を継続・させ得たととは，善後策が極

めて妥当であったととが想像された。

大正15年は小林さんが社団法人工業化学会の会長に選ばれた年であって， 私も膜尾に附いて

永井雄三郎君と共に主計を務めるととに主主った。その年の地方講演会は金沢K開催されて，小

林さんを初め亀山さんや永井彰一郎さんと共に金沢に向った。同地の高等工業学校の講堂が会

場となり ，京都か らは，喜多源逸さんと吉岡藤作さんの京大の両教授が誘漬者として出席され

?とc

今以て記憶にあるのは，その時喜多さんが合成樹脂のポロパスの試料を持参されたととで，

乙れが動機となったのであろう，小林さん担当の 3年学生の製造化学実験の 1部にボロ パスの・

製造が加えられた。とのi也方講演会は 5月であてコたが，生憎非常に寒い日で講演聴講中に皇室く

て震え上った記憶がある。

その 1年間，小林さんは工業化学会会長として会話を見られたので，自然眼を酷使されお と

とに友って，その年度の終り頃には眼に休養を与える必要に迫 られて， 公式の席では副会長の

亀山さんがイそって会長の代理を務められたように恩ろ。

毛ごの頃， 日本工学会の評議員会に於て， 工学会館新築の議が可決され，工業化学会も会館建

設に加入の交渉を受けたので，工業化学会はその可否を金正員の投票に求めた。その結果賛成

投票過半を占めたので，会館建設に加入を決定した。そのため会館建設資金と して金20，∞0円

を工学会に支出する義務を負うと とに友ったが，そむ当時CD2万円は今日の千万円に近い金で

あって，会には到底その余裕がないか ら寄附金によらざるを得友くなった。

とのようた訳で，工業化学会では基金募集が当面の問題となったため， 本郷の燕楽軒に有力

主主る会員多数の参集を乞うて基金募集について協議した。明治製糖の相馬社長はその時たしか

10万円位を目標として集めたら どうかという意見を述べられたようであった。 甲論乙駁容必に

また定を見友かったが， 遂に5万円以上を目標として集めるというととに落付いた。
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そして昭和3年12月末までに払込を完了するととにして分割払も可友り というとと にな り，

小林さんは衆望を負うて，その委員長に推され，委員には多数の有力完工会員が委嘱された。寄附

金受け入れの事務及び寄附金の保管は工業化学会の事務と全く切り離して小林さんを委員長と

する田中芳雄，亀山直人，庄司務さんと私との 5人の小委員が当るととに主主うた。

なヰなとの寄附金の受け入れの方法については，丸の内の海上ピノレ内に太阪の山口重r，行〔今日

の三和銀行)の支倍があって，その支庖長が私の親戚筋の心安い者であったので，われわれ素

人に最も安心して金の集め られる方法にづいて意見を尋ねた結果，寄附金は総て振替貯金の方

法で山口銀行の海上ピノレ支庄の口座に振込んで、貰 うととにし，銀行で入金するや直に私の処に

通知して貰い，との通知を受けるや更にその旨を亀山さんに知 らせ領収証は総て亀山さんの手

許から発送するととにし， 送金法は総てこの方法に統一し， 1人の事務員をも使わすな小委員の

手で処理したのであづて，払込まれた金は即刻山口銀行の工業化学会の預金と友ったので，事

務が簡単であり間違いも友く 大変便利であった。

寄附金が次第に蓄積されて総計 3万余円になづた昭和 3年の春，議会に於ける大蔵大臣の答

弁に端を発し， 銀行の取付け騒ぎが没発して， モラトリヤムが布かれるといろ非常事態が起っ

た。第一次世界大戦当時，三井物産会社を凌駕して外国貿易に活躍した神戸の鈴木商庄が破産

したのも，との時のと とではなかてったか。銀行では台湾銀行，朝鮮銀行，十五銀行，村井銀行

中井銀行等多数の銀行が取付けに会ヲて休業したのもこの時のととで，銀行の信用は全く地に

搭ちて預金者は戦えYfJ[.k たる有様であてコた。

工業化学会が折角苦心を重ねて寄附してJ't-::)た 3万余円(今日の金では千数百万円)の金が

山口銀行が休業するようたことにでもなると零とならぬとも限らないので随分心配した。

小林さんも大阪方商の知人に山口銀行の評判を確め られたが，そり返事に山口銀行ば休業す

るととはあるまい，ます=信用してよいだろうという明い見通しだったそうだが，山口銀行を利

用することになづたのは私の提案であてコたから私としては実に心配で堪らなかヲた。 山口銀行

に不安は友いとしても， 1行に金額を預金して置くのは策の得たるものではあるまいと考えて

小委員で相談して亀山さんと私と山口銀行へ出向いて 2万円を引出し横浜正銀行と三井銀行と

に 1万円づヲ預金した。

経済界の疑心暗鬼は拘に恐ろ しいもりである。これに籍られた預金者が銀行の前に長蛇の列j
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を作って預金の取付けをする。そろ友ると大概の銀行は預金の払出しに応じきれ主主いで休業を

発表する。預金者が平静であれば銀行に預けた金はいてコでも現金にするととができるが，取付

け騒ぎが起って休業 し?と銀行の預金は現金として返えるかeろか判ち君主い。

前述のように多数の銀行が休業して，一体どう友るかと不安を抱かせたが，預金者も次第に

冷静に怒り金融界も漸ぐ平静に帰った。

昭和3年12月末KtL、込が完了したので，総計56，109円を小林委員長から時の会長水田政吉氏

に引渡されて成功視に工業化学会の基金募集は桔末を告げた。本来との基金寡集計画は工学会

館建設のために会として友さなければたらぬ性質のもので， 工業化学会としては 自発的の計画

とはいえ念かったが， その後の経過を見る ととの基金が工業化学会の発展を扶けたと とは真に

甚大なものがあった。

昭和 2年は工業化学会創立30年に当るため， 30年紀念事業として工業化学用語の統一制定を

企図し，工業化学誇業編纂の計画が立てられ，小林さんを委員長として工業化学誇業編纂委員

29人が委婦された。

先十工業化学のそれぞれの専門に亘って必要た用語を選びだし， 用語の- k を委員会の討議

に附レ慎重審議を経て同一内容を有する笑，独，和語を定め，とれを英独和及び独英和に編纂

したもので，独逸話でひけばそれに該当する英語及び日本務が判り，また英語でひけばそれと

同じ内容の独逸話及び日本語が判るよろに したものであづた。とれを出臨したものが工業化学

語業初肢である。 販売は丸善株式会社に当らしめたが頗る好評であてった。

その後わが国の工業化学が発展するにづれ語棄にも増補改訂の必要が認められ，そのため小

林さんを委員長とする20余名の委員が委嘱されて再版の出肱が計画された。再臨には初版に於

け石英独和及び独英幸11の外に新に和英独の音i:を編纂したのみでなく， 初版に漏れた重要主主用語

約1650語を増補したのであるから， 英独和，独英和及び和英独夫k 約6800語とな り， 総語数約

20，400に上 t，とれた、けの誇を- k委員会にかけて審議するのであるから週 1回委員会を聞い

ても連続半歳を要したのであったが，委員の出席率は極めて良好であづた。とれも小林さんの

徳の致す所であったと思う。

再版の成案ができ上てったのは昭和 8年の 3月であった。とれを小委員亀山，牧両氏の許で印

刷に附すべき原稿に作製して貰い， 次いで小林さんを委員長 とする14入の改訂出版委員会の審

議にかけた。との委員会は開催訟21回の多きに及んで漸くそり目的を果たし得たむであづて工
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業化学会が語業出版?と弘った苦心と努力とは真に絶犬友ものがあって， とれに収め られた2万

以上の需に誤植があったとか，積 りに誤 りがあったとい うととは曾て耳にしたととがたい。と

の一事。を以て しでも委員会が如伺に慎重審議を尽したかが想像できる。

基金募集及び務委の編纂の 2つは，工業化学会の事業として特筆すべきものであった。工業

什学会の主役会記事を見ると，夙にその必要ーが認められていたのだが，労多きこれ等の事業を

委員長とたって引受ける人が容易に現われ友かったために，必要は認められでも実行され念か

った。しかるに小林さんが引受けられて美事に実を結ばせたのであるから これ小林さんの人格

の賜物と謂わ友ければ友らない。 ー咋年の秋日本化学会合IJ立75iE年記念式典に於て，小林さん

が表彰されたのはとのような功績のためである。

小林さんの人と友りに於て， 特に私の抗服している点は，部下を愛し旦ヲ甚だ親切であった

点である。東大の応用化学科出身者中でTIi"て小一林さんの下にいた人には高桑藤代吉さんを初め

賀国立二，柳沢光浩氏等があてったが，後年それ等の人ノそが伺れも小林さんを徳としていた点を

見ても日王かである。

1;r.:I号小林さんは直接の部下で、ない広い意味の後輩に対しでも親切であった。曾て工業大学が

できる時に当時早大の機械科の教授であてコた松本容吉氏に工大の教授にならぬかという誘いの

手が延べられた。松本教授は工大の方へ行きたいんたが，自分から積稼的には云い出し難 くて

悩んで、いたようであった。とれを耳にされた小林さんは，本人が行きたいなら本人の希望封筒

足させる方がよいという訳で，斡旋に乗 り出して話をま とめられたために松本教授は希望通 b

に工大の方に転任するととにたった。

小林さんは自然に人の長たる素質を持たれていた。昭和10年頃のと とではたかったかと思 う

が，学賞〉長選挙の時僅かに 1票の差で小林さんが次点者に友づたととがある。全く自然のまま

にして投票した結果がそれであったので，誰れかが事前に意見を交換して置いたら確実に当選

されたのであろう。所が小林さんは学部長にたった仏学校長に主主るととを全く好まなかった

ようである。

曾て徳永さんが工手学校の校長を退かれようとした時に，非常に熱心に小林さんに次ぎの校

長とたることを進めたようであ・ったが，小林さんは頑として受けなかった。われわれには大学

の教授と工手学校の校長とを比較した場合に，どちらが栄誉ちる地位であるか簡単に答えられ
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たいが， 早稲田学園では当時大学の平教授よりも工子学校校長の方が造に優待されていたよ う

であった。

f谷fJ.言葉で言えば，小林さんはえらくなろうなどいう考えを，毛顕持たれたかったようでb

る。



44 

小林先生の思い出

武 富
本

昇

大IE12年9月1日，関東大震災の日である。その頃私は少しからだの具合が悪 く休んでいた

が， 9月2日か 3日に小林先生が私の家に尋ねて下されて， 先生が云われるに「菜園人が井戸

に毒を投じてまわっている。そして隊を作。て東京に漫修して来ているそうだから注意してい

る様に」との事であてった。

私はそれを間て， しばらくたった後で 「そう云う ~lはあり得たい事です。 きっと間遠です」

と答えた。小林先生は私の答えを聞いて悲だF除快主主顔をされたのを記憶している=先生はそ

の様に性格は単純で，噂等を簡単に信やる，よく云えば子供の様友純真友所があった。

学会の講演会で先生が研突の発表をされた時，理論をつける際l'C，少し変た点があった。講

演の後で或人がその点を突込んで質問した。先生は少し悶られた様だが，肩をす段、めて無邪気

に笑われた。質問者も笑い皆も笑い，質問はそれでなごやかに終った。とれば先生。徳の然ち

しめたものであ らう。

先生は一面古武士の様た性格があてコた。だらしの友い事が嫌いで，金銭に淡白，そ して凡帳

商完工所があうた。学生が実験室で首に手拭をまいたり或は夏，裸でいた bすると， どなりつけ

られた。先生は学生が休暇中に工場に実習に行く のを，あまり好まれ友かづたのは，学生が工

員達の悪い風習に染む事を嫌われたからである。

先生は時閣をよく守られた。それだけ他人が時聞を守らぬ事が嫌いで，会議の時，開会の時

刻カ王20分以上も遅れると，さてコさと帰られた事もある。講義に遅れてくる学生は入室を短まれ

た。 理工学部の教授で，会識にいてコも遅れる人があったが，或時その教授が会議室に遅れては

いるや否や先生がどな Dづけられた事がある。所が先生にどなられでも，先生に対しJ[j.ーから怒

る人の無いのは，先生自身に何の邪心もないからである。

先生は酒が好きであヲた。若い時会社に居られた頃は，よく飲まれた様で，先生の奥様に潤

*早稲田大学教授工学博士
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いた話であるが，或時ぐでんぐでんに酔ヲて帰られた。所が大事友書類の入。ている鞄を途中

で落した事がわかった。 それで，大変だと云 うわけで奥様が， 先生の歩かれた道'k深しに出ら

れた。そし?とら途中道路のそばの 1本の樹木の根下にその鞄が置いであった。先生が木の下に

鞄を置き立小f更をし，鞄は共まま忘れて帰 られたのである。との話を聞いて大笑した事があっ

た。

大学l亡来られてか らも50才台位迄はよく飲まれた。酔えば大変元気に友り ，神楽坂あたりを

梯子酒の御供をした事もある。晩年は酒は殆ど止めてからだを大事にされた。

先生は，からだは元来あまり丈失友方で友かった。先生から直接聞いた諾であるが，先生が

学生の時，同じグラスの者と 1所に半田の菜園干の工場に実習された事があった。其時クラ スの

者の 1人が旅館の治かみに， とむ中で稚が1番うをに死にそうかと零ねた所， .:1なかみが皆を見ま

わした後，小林さんを指して， との方が1番先に死にそうだと答えたそうである。しかし実際

は治かみの予想とは逆に友 þ ， 小林先生カザ合ど最後.~残 þ ， 80才の長寿を全うされたのである。

とれば先生が健康に注意し，殊に晩年は好き友酒も止め，からだを犬事にされたためである と

思う c

小林先生:念頭脳は特に優秀であったとは恩わない。才気かん発の秀才丞りでは決してなかっ

た。 先生は研究する事が好きであった。外に特別趣味もたく，研ヲEか趣味であり，道楽である

と去ってよかった。そして 1つの研買にかかる と，それに熱中し，その上，その研質問題をい

う迄も永く非常に辛抱強く続けられた。諺に 1てつの事を10年間続ければその道に通じ 20年間

行えば他人を以て代え難しと云うが，先生の酸性白土の研究は却余年に及んでいる。

忍耐強く，よく努力する点は越後の人の 1つの長所であると考える。先生が学者として大成

し， 立派左研安業積を残されたのは，先生の永い聞の努力の賜である。との点吾k 後輩が先生

K大いに学ばねばたらぬ点であると考える次第である。
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小林先生を憶う

原 達 * 

小林先生に始めて私が御自に懸ったのは犬iE8年の秋ではたかったかと思う。当時吾ノセば応

イヒの一年生であった。応化の創設当時ば河合勇先生が主任として万端当って居られたと聞いて

居たが，苔k 二回生は河合先生に御目に懸った記憶はす台んどたく，引続いて主任教授として迎

えられた小林先生に始めて接したのは，先生の歓迎会と云う様友会が中野の新井薬師辺で聞か

れた時だと，思う。

其C際先生の御挨拶の中に，みんな身体を大切に して無理したい様調子が悪い時はいつでも

休養する様にと云う意味の事を言はれた事と， 共の頃先生はもう学校で酸性白土の研究を毎日

進められて居たらしく其の日も書類乞包んだ風呂敷包を持って帰られた先生の姿が深く印象に

残づて居る。聞も無く酸性白土の第一版が丸普から出!授されて吾々も新しく 迎えた先生の学究

に希望の胸をふくらま したものであった。

私が先生に親しく御指導を受ける様になったのは卒業論文に 「酸性白土の重油熱分解に対す

る作用」と云 う様主主題関を選んだ事からであヲた。

当時応化の建物は錬瓦造りの小結盟友二階立で，中央入口cD]E聞に先生の実験室，共の奥に

小さ な先生の御室があづた様に思う。 先生'tt私の卒論に対して外国雑誌の文献の写しを貸して

下され熱心に御指導下された。 共れは PetroleumAgeと云う雑誌で，Thielと云う人が既に

フーヲースブースの石油分解に及す作用を発表して居た事を覚えて居る。

大正11年の夏，私は卒論たかばで本所大島町通称釜屋堀にあうた小倉製油所(小倉石油の前

身)に先生の御世話で勤める様になり，実習生として通勤して居た。そして10月になづてー先

づ卒論を纏めて先生の許へ提出し，共れから小倉石油の方の仕事に専念する事になヲた。

当時の小倉石油は個人経営で極 く旧式な工場であったが共処にな先生が程ヶ谷の宝田石油で

使って居られた職工が二人も職長として働いて居 b，又程ヶ谷にあった立派な機悦治の洗糠槽

カヲ基使ほれて居プと。之等は何れも先生が程ヶ谷製油所閉鎖の後始末にとられた処置と聞いて

*応用化学科第2国(1923年)卒業
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居る。其してその譲渡は小倉の若主人房蔵氏と先生との聞の交渉で纏まったと云う事で，今か

ら50年前既に小倉房蔵氏と先生は肥懇の閣であてコたと知って感慨深いもりがある。

共の後，小倉石油は順調に発展し，大正14年には分解蒸溜を設置する事に友り ，私も麗k 先

生の許へ通って御教示や注意を受けたのであった。共して翌日年夏，ヂェγ キ Y ス分解蒸i溜の

試運転が無事済んだ時には，先生は石油及:民エ業の御執筆中であったが大変繕ばれて居た。共

C後シユJレツ式真空蒸溜を設置するに当てコても度k 先生の御意見を仔jづたものである。

昭和の初期日本の石油工業も漸く近代的大工業としての色彩が濃く怒り ，又学校の方の基礎

も固まり先生の御身辺も非常に御多忙の様であった。八喧しいので有名であヲた小倉常吉社長

も先生の識見と人格には深い尊敬と信頼を払って居られた。

私が先生の御薫陶を身近に受け暖い情誼の中にもき びしい励みを受けたのは，昭和7年の暮

か ら12年の春まで小倉石油を離れて4年聞の浪人生活を送った時期であった。其の頃丁度先生

は白土の研究に依 り服部報功会より表彰され，求:の際贈られた賞金を以て下落合に実験室を建

てられた。木造20坪許りのもので御蔵書を揃えた図書室と実験室に分れ簡素な中にも非常によ

く出来て居た。

先生は私に自由に実験室の使用を許され学校の帰りにはよく立寄られて種k と御指導下され

た。殊に学校の夏休中には毎日も御出にたって山本先生や助手の石川先生等と白土の研究等さ

れるのを楽しまれて居た。屋外には乾溜釜等を築いて半工業的の試験も出来る設備も作られ真

夏の焼付く や う友日にシャツ 1枚になって熱心に研究せられた。私も幾度か先生の熱意に励ま

され石油工場で得た経験を基として潤滑油の精製ゃ文献の整理に没期する事が出来た。との建

物は戦災に透。て御蔵書と共に焼失してしまづたのは誠に惜しい事であった。

共他私の一身上の事に就ても慈父の様主主優しさを以て御心配下され何かと細い点まで御配慮

を受けた事は私の終生忘れ得ぬ感銘で唯生来の鈍児，先生の筒]生前に共の御恩の万分のーも報

<.A得なかった事を深く御詫び申上げる次第である。 (昭和 30.2.14)
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つ σ〉 印 象

宇 野 昌 平特

大正の末から昭和の始めにかけて<2)3年聞の学生生活を早大応用化学科で送り，その後十っ

と大学に奉職するように友った私にとって，恩師小林先生は第2の親とも考えられる大事君主方

であった。小林先生の人柄については他の方k がいろいろと書いてたられるので，ことで再び

私?うず下手主主表現で繰返えす必要は少しもたいと思う。そとで私の印象に残っている数多くの事

柄の中から 2つだけ記し度い。それは先生の人柄をそのまま現わしているからである。

私が大学に勤める ようにたってから 2-3年自のととであるがとん友事があった。何の諾か

らだったか正確に記憶していたいが，話のついでに先生が 「君の月給も少友いから来年度から

は少しでも増すように考えているから一一」 という意味のととを言われた。私もうれしかった

には違いないが，それ程気にも していえ工かったし，またそれが竪い約束であるとも思ってい友

かった。処が新学年の 4月の月給日に，先生が私の部屋に見えて 「月給場額の件は大学の予算

む都合で来年まで待って くれとのととでどうしても通ら君主かった。来年は頑張って通すが， ζ

<2)1年聞は毎月僕が出すから」と， 先生の月給袋から私に補給して下さるというと とである。

私は驚きもし，恐縮の至 りで，勿論御辞退したが，先生はどうしても取って置けといわれる。

遂にその 1年間毎月頂戴してしまった。今との追憶を書いていると若い者の勉強時代に経済的

主主問題の主主いようにとの親心で一杯であった先生の姿が浮んでくる。

昭和13年頃私が実験室で水酸化アルミニウ ムの隈状沈j殿を扱っているとき， ζ れがどうも嵩

張った始末の悪い状態の沈澱友ので，とれを何とか便利な形に変える工夫はないかと考えてい

た。ふと，私は寒天の製法を思い出し，水酸化アルミエユウムの凍結をやそコて見たところ，業者

くべき変化のあることを見出した。

とれが私のやっているヨロイドの凍結に関する研究の発端であるが，その当時何かの用*で

小林先生の御宅に伺ヲとき， 話がたまたま凍結むととに怒り， それまでの経過を申上げたこと

がある。その時，先生からの激励の御言葉は忘れられ友い。 ifilfヲZは先づ着想が第一Ji一つ

市早稲田大学教授
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のテーマを撮ったらどとまでも喰下って離れるなJrそれを一生の仕事にする とと」友 どいろ

いろと説いて下さった。そして自分が般性白土にどん主主動機から取 りついたか，今日までどん

友ふうにやって来たか者三実に徴にいり 相に亘って話された。ほんとに時間容と忘れてしまい， 夜

遅く辞去した。

それから既に十数年，その開戦争ゃ，戦後の混乱期が狭まったとはいえ，何としても私の不

勉強から研究が遅k としているととは， 誠に申訳た く， 恥入る次第である。

先生の追憶記が，余りにも私自身に連なるもののみを取上げて申訳友 く思 うが，御許し願い

度い。それば応用化学科への，学問への，また弟子への先生の愛情が，いな，先生の全人格が渉

み出ているものとして， 私に最も強く刻み込まれている印象であるからである。

(30.2.11言己〉
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平 七味

先生が友くなられてから最早一年が去ったのである。早稲田の応用化学の始担であり ，育成

の思人であ り，叉今日の学風を培はれた指導者でもあった。更に私個人と しては昭和12年入学

以来卒業後も引続き御世話Kなったので本当の意味で親父の様な親しみがする。

特に卒業後就職がなくて個人的に親しく御指導を受けた昭和 5年より同 9年迄の聞には色k

な意味で親しくその人格に触れるととがJ対来得た事は今から考えると色々な思い出が思い出さ

れて掠めで除快であり ，叉20年以前の先生の雨影がほうふつとして浮び上るを禁じ得主主いので

ある。

早稲田の応用化学が急速友速度傾斜をl;J、て発展したのは矢張り昭和に入ったH寺よりではない

かと忠はれる。 ζれは日本の化学工業が矢張り急速な発肢を遂げた昭和の初め項とその Phase

に於て一致した様にも思はれるが，更にとの時代に特に小林先生の如き旺感な指導力と実行力

とを持った人の力が応用化学の将来に物を言ヲて20数年後の今日その成果即ち学風が顕れて来

たのではないかと私は確信する次第である。

凡そ教育のととに関してその方針の影響が実証されるのは矢張り20年以後に来るのではたい

かと思はれる。従ヲて教育に闘してはむやみにその大綱を変更しではならぬと恩ふ。

要するに充分に考え且思いを致して更にil寺勢を見透した上で主主ければ大綱を決めてはならぬ

ものと信やるのである。このことは何をヰないても矢張り良き教育の指導者，良き研究の指導者

によヲてのみなされるととと痛感するのである。

との点で先生が吾早稲田応用化学に本当に良い指導を与えられ，その学風に良い方向附けを

して裁いたことに対しては吾々出身者の一同が異口同音に深く感謝しその徳を偲ぴ度いと，思ふ

次第である。

13i1Jへば今から申上げることは吾 早稲田応用化学に於ける化学工学の教育の問題であ Dます

が，目下化学工業界でその重要性が強調されて居 ります化学工学とか工場管理とか云ふヱ学C

$早稲田大学教授
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分野も既に私達より数年前或は最初の先輩諸兄より有名友先生の特別講義として教えられたも

のに外怒らぬと思ふ。勿論むづかしい数学の式とか現象の解析とかは友かったと思ばれるが，

その工学的感覚に於ては立派友講義であったと思ふ次第である。

との様に考えて来ますと先生の特別講義即ち化学工学は1920年以前から既に吾早稲田の応用

化学にあったと云ふことが出来る様に思はれるのである。 要するに先生は正に吾固化学工学の

先覚であったと云ふととも出来る様に確信致す次第である。

実は穂、が先生から昭和12年 3月の有名古工特別講義を化学工学として受け継いだ時に先生は，

私に対しとれからの工業化学は，工学性を持つべきであ り恐 らく持?とざる左得たくたるであろ

う，従って化学工学が異常に発展するであろう，その積りで勉強する様にと云はれたととを只

今はっきりと思い浮べると とが問来るのである。

果せるかた20年にもな らぬ今日，既に化学工業の現実の在り方は，先生の予言された通 りに

変って居る様に思はれるのであてって，先生の見透しが誤らなかったととを物語って居るのであ

る。不幸にして筆者は浅学英才先生の意図される所に充分答 うるととが出来たかったととを遺

憾に思う次第である。

当時，了度昭和11年から問12年にかけて王I拍2の化学機織協会が発足したのであって，その初

代の会長に怒 られた。当時は末だ化学工学が果して工学の分科な りやi&やが問題とされた時代

で、あ り， fl.その会員が応用化学関係者と機械関係者との両者から出来て居ったため，色 k 友問

題があり ， ζ の間にあてって会長としてその資を全うされたのであった。拘に先生が貫録のある

指導者として重きを思はしむるものがあり，叉吾早稲田応用化学の名誉として永久に特記され

後輩に伝えらるべきものと確信する次第である。

ととで一寸先生から親しく聞いた話であるが，応用化学科に本職される以前当時落会二:了自

の場所で大正白土工業所を主宰されて居。たのであるがイ中k 仕事が甘く運ばなかったそうであ

。た。時を同じくして友人の辻本満丸と云ふ有名主主先生が東京工業試験所に居られてとの先生

の世話か何かで同試験所に奉職される とととなって居たそうであった。

所が矢張り当時大隈さんの相談役として早稲田大学の顧問をして居られた高松豊吉大先生が

応用化学科C設立に尽粋されて居って，初めは河合勇先生であったが，小林先生を推薦された

そうであります。若し事実とすれば私は先輩及び後輩の諸兄と共にとの機会に故高松大先生に

探き敬意と感謝とを捧げたいと忠、います。
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前置きが大変長くなって恐縮ですが，次I'C小林先生の人としての偉さと言 うか特異性と言う

かを思い出すまま私の感じを申述べて追憶の言葉に代えたいと思います。

先づ11生 Itj:けつぺきで名利にてんたんとして居られた。名声とか栄達とかは少しも考えて:土

居られや，専ら自主的に良識を以て判断し旺盛な決断力と実行力とを以て， 脇目もふらすな猪突

する型の人格を以て居られたと私は思います。叉一両非常なとり性でもあった。との点でj土色

.ktJ_意味で非常に損をされたと とが多かった様に思ばれた。

併し白主聞は強かった反商独裁的の所は無く，上下の人の言ふ所(tj:充分に味い考え， 1=1.検討

された憾に見受け られた。例へば私達の如き若輩の積械的な発言に対しでも喜んで聞かれた。

叉ラt生づ'_'点伝的なととは極度に冷たんできらわれた。ラヂオとか宣伝的主主雑誌記者の執筆申込

は大祇断って居られた。叉所謂事業プロ ーヵーの類には全然利用される余地を与えられなかっ

た。 要するにけつぺきで自主性が強かったため多少頑固定工所があ り，世に言ふ太っ腹で清濁併

せのむと言った所はたかった様に思はれた。

次に先生:tj:非常に研究の独創と言ふこ とを重んじられ，更に基礎研究の中間試験を称揚され

進んで新しい化学工業の事業化が好きであった。有名な酸性白土に関しては山本先生から詳し

い御諾がある と思いますが人造石油の製造研究，石油成因説を初めとして共他色 k tJ_研究報告

特に先生の著書に卒直明瞭に表されて居ると思います。

酸性白土，石油とその工業，木材乾溜工業，人造石油工業及び草茨等皆内容は殆んど全部先

生の独創である と思ふ。先生の著書は決してむつかしい所がない。叉全体にふんしよくがなく

生まのまま書かれて居る。又読む人のととを充分考えて書かれて居る。更にその多くは自ら経

験され日ー実験された研究照告の様主主ものである と云うととが出来る。

又うiユ生ば;機会ある毎に吾k に教えられた。既に人のやった追祉的研究の様主主ものは発表しで

はならぬ。佼り に 3年に 1つの報告でも良いから独創性のあるものでなければな らぬと言ばれ

た。 ζのと とは色 Jをな批判もあると思うが，今日各学協会錐誌の研究報告に於ても深 き反省に

価する所がある様に思はれると共に先生の人格の一端にも触れて居る様に思はれる。

ζ れにづいて思い出を一つ述べますと，丁度終戦直後究生のそ開先の群馬県から帰られた時

私が御伺した際，色 k 友戦時中の化学工業の話しがありましたが，その際先生は との度の敗戦

の原因と して化学者及び化学技術者の無能をなげかれ， 日本には良い研賓があるかも知れぬが

との国家の危急存亡に際し本当に伎に立てった研究がなかったと云ばれた。
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とれと同じ様た話しが方k で戦時中も聞かされた。絞りへば私が世話に友った降軍燃料廠む初

代の研究部長勝村福次郎元少将等も戦時中亡く友られる寸前日本の人造石油工業の不振を病床

で深く心配された事があった。その当時，独逸では既に年間 500万頓の人造石油を生産 しつつ

あった訳であって化学者，技術者として当時程恵まれて居った時は亦とたいにも抱らや，Tifiん

ど一滴の人造石油も得られや，いたすτらに忠勇無双の若き勇士の血を流せしめた責任も反省し

て見る必要がある様に思はれる。要するに発生の言はれんとする無能に帰する様に思はれる。

日本に於ける工学関係の研賓を1日本的に検討解明する心安があると思う。何か大タJt:r.と とを閑

却して居るのでは主主かろうか。

筆者も化学技術者のはしくれとして国家に対し責任を感十るものであ りますが故にとの方面

の為政者に於てとの点を充分吟味されるととが肝裂である様に思う次第である。

叉先生は明治33年大学卒業後何年か後に支那の長f少に渡 られ専門の教鞭をとられるかたわら

四川省の石油資源自流井を親しく視察調察された事は余り にも有名である。恐らく 支那大陸に

於ける大資源を夢みて喜んで旅行されたと想象される。聞く所によると当時の三井物産の出先

に居られた森幡氏 (後の政友会幹事長)及び高木陵町氏の依頼で一種の資源調寮をされたので

あてった。

叉明治40年頃浅野総一郎さんの依頼で米国に渡られ石油を買って帰られ，今の保土谷附近で

日本最初の外油精製事業に従事されたととを聞いて居る。

その外，日本酷酸の技術長として独逸マイヤーの技術導入及び大正白土その他の小事業， 日

本活性白土の設立，又晩年は北海道その他の草炭資源の調夜，利用研究特に中間試験の実施等

何をーっ見ても極めて独倉1)性に宮み国家的見地に根を置いた新しい工業の事業化でたいものは

たいと信やる。

との点もややもすると単に流行を追いたがる当世研究者及び技術者の深くいましめに値する

ものではたかろうか。

次に先生は非常に学問及び技術に対し謙虚であてコたと思う。決して威張る不遜の態度は少し

もなかづた。多少たりとも 自分の研女に関係したとと， 興味ある化学反応でも或は資源調寮で

もいやしくも為めにたるととと思はれると相手が学識者であろうと主主かろうと，叉技術者であ

ろうと素人であろうともたかまいなく相手の話しを充分聞かれて色 k と吟味された。

叉山野もいとはや叉不自由友眼にもかかわら守相当た時間徒歩旅行もされた。特に酸性白+
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K関しては極めて多くの利用研守J己資源調務をされた。従って焚生ば非常に広い範囲に亘 り博

学であったと思う。

とれにつけて思い出されるのは私学当時の製造化学実験であろうと思う。とれば現在では，

Unit Chemical Proc巴ss と云う方が妥当と思はれるが実に多く広範囲に亘ったものであると

とは先輩及び後輩の諸兄と共に良き思い出であると思います。

次に先生は概して小柄であったが健康は人一倍であり，叉非常に着実精励型であった。 強い

意志の持主で責任観念は旺盛であうたと思う。 ζの点に関しては先輩及。:後輩と共にギF.学当時

むととを思い出せば仇=生の教育態度によって充分証明が出来るのであうて私がことで諜k する

必要が主主いと思います。叉極めて多く の逸話も残されて居る。特に公的諸会合にはその開始時

聞は定確で相当やかましかった様に見ても居るし聞いても居る。

叉先生(会不明確fJ..ことが非常にきらいであった。あいまいもととした事を不倫快に思って居

られた。何事も目的と精神とを良く考えられ，とれを中心としてとれから逸脱するととを排撃

された様に見受けられた。併し世間話し友どは神k 上手であったし，気の許せるものには良〈

話しもされたし，相当社交的な商もあてコた様に思はれた。併し時k と云うよ bは稀K非常に怒

られるととがあった。相手が相当た方でもその非は卒l宜に商とむかつて詰問されたととを見掛

けた。とれは先生が社会的にも個人的にも正しい性格の持主である ζ とから来て居ると私は考

えたのである。

叉前に申述ぺ?と先生の健康のととですが，先生は非常に身体を犬切にされ食事と運動のとと

たども充分注意された様に見受けられた。 元来先生は非常に用心深い・性の方であって本心から

イ中k 入を信用し主主い様に見受けられた。併し一度信用すると容易に進言を取入れられた。 小さ

い例ではあるがよく出入の人達が先生の目の悪いととを知って居って親切に色主左目薬を送っ

て来るが仲 k 使沿う とはし友いで，机の上に置き放しで数ヶ月もたって内界は栂散してしまっ

たととが爆k あった。

安ーするに先生は持前の自主性によって正しきを判断し，とれを凡幌商に しかも卒先垂範実行

されたと云うことが出来るのであって，とれ等の美点にづいては知 らすτ識ら歩の聞に学生に感

受せしめられ， 極めて良い人格教育が行はれたととを思い出し愉快に感守る次第である。

最後に先生の私生活のととに触れて見度いと思います。私は先生の日常の生活が儲めて質素

で且健全であったとI&う次第である。先生は相当友倹約家であった。先生から直接聞いた話し
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ですが当時(昭和 5-6年頃〉の先生の毎月の小使銭ば 5円也であったそうであって，1'1，ば当

時の小林先生の収入からすると余りにも少たかった様に思ばれた。

当時私は先生との個人的子弟関係もあって，事'k家に出入 りもして居たのですが，一事が万

事で、家庭内の生活は充分合理化されて居った様に曹、ばれた。少しの無駄もたい様に思はれた。

要するに先生は見栄とか無駄をきらわれたと思う。その例は先生の洋服友ども極端に古いもの

の様であったし，私の知って居る限りでは昭和10年頃オーパーを新調された以外は服装の新調

は友かった様に思はれた。併し秀理型い所があって出す理由のある金銭に関しては・決してちゅ

ろちょせ令出された様に見受けられた。

ーの例は昭和 6-7年頃服部策会会から，たしか当時の金で 3，000円也の受賞があった， と

れに更に自費で約 3，000円足して前記落合二丁目の工場のあった跡に建坪24坪の実験室と書斉

を建てられた。当時は米対応用化学科の主任であったが将来を考え退職後の研雰場所にと思は

れたと想像する。併し一方に於て上述の受賞に対する深刻た責任感念の顕れでもあったと私ば

思つ?と。

その玉虫由は，この研究室が出来てからと言 うものは休暇毎に窃i早 くから出て来られて自ら実

験もされたし私達の指導も懇切にやられた。丁度その工裁の中K大島化学工業所と云う農薬を

試験製造して居る会社があづたし，叉元小倉石油に居られた原達ーさんもととで潤滑油の溶剤

精製の研現実験をやづて居られたので，私と都合4人で色 k研究や試験の話しが出たが先生は

そむ時が一番楽しい時の様に息はれた。

ζ とでは主 として石安の低温乾溜特に酸性白土を混和して乾溜する中間試験とその低温乾溜

池の性質及び成分が研究された。叉頁岩泊の精製法及び所合オ レプイレ茨化水素の利用研究，

それに醸酸による酸性白土の活性化の中間試験が行はれた。叉との研賓室は蔵書等も単行本，

ノミツクナヅノミ一等合計 1，000部位あてコたが不幸にして今度の戦災で灰にたうたととはかえすが

えすも残念であった。

以上の如く先生は決して所謂けちん棒ではたく，飽 く迄も大義名分に立脚し大きた見地lC.立

。て金を使。て居られたと考えられた。叉時 k 先生の白星空で吾k は旅行に連れて行ヲて裁いた

とと もある。 要するに今の流行語で云うと極めて善意の合理主義者とも言い得る様にも思はれ

る。

筆者の飢き貧乏人が耐乏生活をするととは致し方友く叉己むを得す吋、って居る迄の事である
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が，相当友収入を当時として得て居られた先生が，当時としては相当な質素で倹約友生活をし

て患られたととに対して私は目の当り見て居ったのであって，人聞として叉教育及び研実に従

事するものとして深い教訓を受けた様に思ばれた。人は治どる心とそ己を危くし世を筈する心

ならさ「るはなしと云う古い諺を味 うべきではなかろうか。

以上犬変長k と横道にそれたり ，想像に過ぎたり，叉多少事実と相違し?と点もあったかも知

れねが御容し願うとして，私が敢て駄筆を物した以所のものは先生の一周忌も過ぎて次第に先

生の;ff:りし日の貴重友主要商的足跡が との世から永久に忘れられ消滅するととを恐れたからであ

る。

先生は若くして吾国化学工業の幼らん期に活躍され， 自由澗逮能く吾化学工業と共に前進さ

れた幾人かの人k の一人であてコたと聞いて居る。先生l生かって任官されたととがたかった所調

野人である。能く私学早稲田大学を理解され，更に過去に於ける幾多の経験と高い学識と指導

性 とを以て丁度年頃も働き盛りの40才を以て吾応用化学の建設に当らJttた。

以来20有余年孜k 営 k として精進され今日の応用化学を建設された。との功績は最大であっ

て吾応用化学で末来永久記念するべきは勿論，吾k の誇 bでもある と確信する。先生の，早稲

田応用化学会は君達一人一人むものであるぞ，と云う示唆に富んだ言葉を能く私は耳にしたと

とがある。 要するに如何に吾応用化学会を愛されたかを伺い知るととが出来る。

先生の肉体は亡びて土に帰てった。仏教で言う輪ねである。併し先生の残された一生涯の事業

は最終的に吾早稲田応用化学に集められ生き反って動いて居ると信十る。ままに敢て私は同窓生

諸兄と共に良き指導者小林久平生先の業績に感謝する と共に更にその拡大強化に励進せんとと

を念願して摺筆する次第である。

(昭和30年2月節分の日)
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主? ま も り

吉 田 府骨
川 正

私等は直系の御弟子さんでもたいのに，友んだか大層可愛がヲて頂いた様に感じて， 何かI'L

つけて誠に御懐かしく恩出す事も多い。御教訓も頂いたが，何かまが悪いと常識的には随分失

礼主主御態度でど友られた事も 2回位は記憶して居る。叉御機嫌の良い祈には個人的主主悪口や真

相暴露等随分思い切った事も平気で話して下さった。伺にしても所謂人徳を備えて居られた故

か，いくらど危られても，叉，手ヨーグを投げつけられでも憎悪する事の出来たい街l方であっ

?乙c

昭和19年の晩春で、あ・ったか街J訪ねした折，飯能に移転した旨を申上ると，一天俄かにかき曇

り「君はそんたに妻子が大事たのか ? 馬鹿た! そんた遠路を通ヲて仕事が出来るか」余り

の御叱5去に言葉もたく，全くほうほうのていで退散した。

その後 3カ月{立たって恐る恐る御邪魔すると大層御機嫌が良く， :.ューヨー クに滞在しで も

ホテル内自室の身辺等の外は私には見え主主いので視力の弱い自分たんか洋行しでも全くつまら

たかった等・…-の御話でほっと安心したものでるる。結局，一切を忘れ如何なる困難も排除し

て勉強せよ，仕事に専念せよ……と激励して下さったのだと今でも感謝して居る。

終戦直後新円切換の頃， r今日は最新化学工業大系を 2冊自分で売りに行って，マグロの切

身を賞。て来た。洋書は駄目だね・…..J等の御話に私ばてつくづ く悲しくなヲて， 新橋駅前の関

市で自家用にと無理をして持。て来た鮭の缶詰3箇をそのまま差上て来た事があったつけ。

その後，ある時の事「渋111か ら軽便棋に乗って中之条に行く途中の何とか温泉の一新宿へ行

。てIf[，かに論文を害く とよい。山本君等もそ ζの世話に友った。私は非常に親密になってその

箔の子息が上京してうちに滞在した事もある。その宿は郵便局も経営して居て赤いポストがあ

るから直ぐ分る。山の中だから玉子等の外は御馳走は友いがね……」等御話の末，格別御願い

もしないのに簡単た紹介状を態k 書いて下さって「是非行って来給ぇ……Je言はれた。戦後

ホ早稲田大学助教授
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む私は余 りにも貧乏で眼もた く，行きたいと思いつつ数年もたってしまった。

そして恩師の愛情に充ち?と紹介の御手紙は私にとっては宝物否治まも り的友存在となった。

要にも見せ友いがp 仕事に絶望した時，，むの混濁に烈しい自唱を感十るす薄そっと出して見る

犬切友会まもりの一つにたって居る。紹介状の宛名の主がその後どう して居 られるか介ら主主い

がp それを取 られるのが恐 しさに御好意を無にしてしま・った傾向もたいでは友い。

(30.1.23) 
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小林先生を偲ぶ

篠 原 r.j)勢

私め学生時代ーは先生の教へ子としては未尾の方である昭和10年ーから13年迄で，先生の講義は

1年の時に化学工業，2年の時に化学工学でした。非常に眼の悪かった先生が，題目ごとに綴

込んである罫紙に間隔をあけて大きた字で書いた教材を持って講義をされていた姿が今でも眼

前に浮びます。

会社設立目論見書とか仕様書とか詳細に渡づた異色のある講義で，何れも先生の会社時代の

体験を基礎にされたものでした。 注文したボイラーが トγ ネノレを通ら友かった話は， 昭和16年

に卒業した先生の講義の最後のクラスまで続レ、た所在みると，先生にとっては深 く脳裏に刻ま

れていたと思ばれます。

手えは卒業して会祉に入り ，D~ち κ硫安工場の建設に従事しましたが， その折 ζの講義が大変

役に立ちました。 とれば私だけでたく 一緒に仕事をした先輩の出雲さんも よく云って居られま

し?とD

実験の方は指導を受ませんでしたが， それで も特に燃料実験の折は， 私共の実験している所

を見て廻 られる事もありま した。 ガス ピユーレツ トが机の端I'C置いてるったのを，触れて倒れ

るといけたいと云はれ奥の方へ直され，大先生の注意主主のですっか り恐縮して了った事役覚え

て居ります。

会社時代から，更に学校に戻って来てから も先生には全く御無沙汰して了いましたが，一昨

年秋， 日本化学会で創立75周年紀念式典を挙行 した際，準備委員会で種k の紀念事業を討議し

ましたが，そのーっとして取上げた功労者の表彰は人選がイ中 k 難 しく，広く日本の化学界に貢

隊のあづた人と云 う意見も出ましたが，結局日本化学会に貢献された方と云 う事で，小林先生，

黒田泰造氏及び松原行ー先生に感謝状を贈る事Kをまりました。

小林先生.に:Jtの旨を伝える役目を私が引受けました。私共のj忍侃が主主ばれた事に対するl浪り

たい喜びと誇りで先生む御宅を訪れました。 i長て屈られた先生は布団から身を起され大変玄ぽ

*早秘用大学助教授
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れ，近況を聞かれた b，昔話をされたりしました。あまり長くたって御体に障づてはと， 話む

切れ目を待。て辞去しましたが，数ヶ月後Kはたくられようとは全然予期出来ない元気さでし

た。それだけに先生の亡くたられたしらせは私にとっては突然でした。会長が京都たので桑回

副会長が日本化学会の代表で告別式に参列されました。

其の後の理事会で先生の言卜を伝えましたが，野津会長は先生の御冥福を祈る為に皆で、然博を

捧げま しよろと云はれ，会員で黙I曹をしてかち議事に移りました。会から香尊を御霊前に供ヌ

ましたが，御遺族の方々から日本化学会に寄附したい旨の御申出があり理事会に図 b有難く寄

附金とし頂く事にたりました。

教へ子としては終りの方であり，先生との接触の機会も少く，且づ年令的にも差のあづた先

生に対する私の印象ですから先輩の方とは違うかとも思いますが，かぎらぬ学者グイプと云う

印象と好k 爺と云う感じを受けて居りました。

早稲田を大隈老候が作られ，応用化学を小林先生が育成されたのですから，早稲田大学応用

化学科には大隈精神と小林精神が混って伝はっていると思います。地方を歩いて早稲田の古い

先輩に会い，生前の大隈候の話等聞かされますと，勃k たる気慨で日本の隅ノセまで根をはって

居られるとれらの人達の方が，後進を指導する立場にある私より早稲田の伝統をよく把握して

いるのではないかと考えさせられます。

二代目，三代自に主主るに従ヲて創設当時の気概と云うものが段k 失はれて行くのではたいか

と心配に友ります。との点では小林先生の風格に接する事が出来た事は大き主主幸福と感じ，先

生苦と偲んでささやかた私の思い出を ことに鰻る次第です。



1896 "1ニ似 拶

22才

理工学部の諸先生 (昭和 15年頃)

1905 勾ご 扱 1~

31才

小林久平(前左 5)，小栗姶蔵(前左 3)，富井六造(後左 2)，武富昇(後左 3)，山口栄一(中右 3)， 

山本研一(中右 6)，山内箆三雄(後右 3)，字野昌平(前右 1)，石]11平七(後右 1)，村井資長(中右 4)
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小 林久平先生追悼会

昭和30年2月5日 早大大限会館にて

昨年の 2月7日，小林久平先生がた く君主られてから早くも 一周忌を治むかえするととになっ

た。早稲田応用化学会の治もたる役員は御遺族にゐばか りして， 表記の会をひ らいた。 大限会

館書院に先生の写真をかぎり，御遺族，来賓，門下生，卒業生がとれをかとんだ。

宇野昌平氏の司会で，会長 山本研一氏から主催者としての挨拶があ り，つづいて，日鉄鉱

業社長，森田恵三郎氏が養嗣子邦子氏にかわって謝辞をのぺられた。 会食後，東大名誉教授亀

山直人氏をはじめ来賓，卒業生から下記のような回顧識があり ，武官昇氏の言葉で閉会した。

との夜はか友り寒むかつたが66名の方が集まり盛会であった。友お先生の親友石渡信太郎氏か

ら追悼の電報があてった。

出席者 (順不同敬称略)

小林邦子 森田恵三郎 小林儀一郎 内藤熊喜 亀山首人

賀回立二 関摂 博 内藤 多イ中 上回輝雄 河野美信

多国知十郎 71<野敏行 色川御}自L 阿部恵造 岸 文雄

芳賀惣治 増田 五郎 渡辺 議 斎藤 繁雄 荒木一郎

岡本忠夫 福島信之助 高木暢太郎 阿部二郎 藤好好美

神原 同 木村 正次 中島勇吉 小寺孝男 田上

畑山三郎 吉富計夫 磯野好治 大坂欣二郎 山口 恒太

伊 藤 孝 進藤 嘉信 百 武 寛 井上正雄 山中 繁

尾立維恒 大友 恒夫 井上 勇 安部通夫 部坂恒雄

谷村和一 栗山秀禰 小場整次 武宮 昇 山口栄一

山本研一 宇野昌平 石川平七 大会jL義雄 村井資長

篠原 功 加藤忠蔵 長谷川議 鈴木晴男 藤井修冶

宮崎 智雄 高宮信夫 中村代仁 猿井喜一郎 幸田 弘

松尾きみ子
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追悼会速記録

司会者字野昌平氏

司会者 学のために，非常に視力が表えまして，それでも毎

昨年の 2月 7日にわれわれの恩師小休先生がおな 日孜々として勉学せられまして.7 ffitの立派な専門

くなり になりま してから，まさに一週年になるわけ 害を発刊された次第であります。

でございます。早稲田応用化学会の催しといたしま 私丁度いまその位の年配になりつっ ちるのであ り

して，小林先生の追悼の会を企てま したとこ ろ，皆 ますが，ただそのことだけでも先生lこ及びもつかな

さん方御多用のと ころおいでいただきまして まこと いところだと考えておる次第でございます。だんだ

に右鋭うございましたc まず最初に応用化学会の会 ん自分が年をとるにつれまして，先生の偉らさが改

長，山本先生にln:il検拶を願い支寸。 めでわかってくれるような次誌でございます。われ

山本研一氏 われ先生の門下のものは，ただ先生を追悼するだけ

御後砂そ申しのべさせていただきます。本白は御 でなく ，先生を指標として，せめて先生の足跡をふ

多問中，ことにお寒し、おり ，私共の思rrlli小林先生のー みはずさないようにしたい念願でございます。

j己!忌(こ去りまして御来会く ださいま してまことにあ なお教室といたしまして皆さんに御報告申上げた

りがたく .1享く御礼申上げます。御承知のように小村、 いことがござし、ます。それは昨年の春，先生の御遺

先生は余り派手なことはおきらいでございまして， 狭から教室l二対し，先生の記念として多額の御寄附

何事も万事案f素を真情ーとしておられた方でございま をいただき ました。早速教室側と卒業生数名を入れ

す。さ らに御遺族のお方の御希望もございまして，本 まして小林先生記念基金小委員会をつくって，その

日の先生の泊悼会は，われわれ門下生でつくられて 後数回の会合を重ねまして，いろいろ事業を計凶い

おります，早稲田応用化学会が中心となりまして， たしている次第であります。ここに御遺族の方に対

極めて内輪の会にいたした次第でございます。従つ して，その御芳志を厚く御礼申上げます。御来会の

て教室外のお方も，こと に御児怒に厭っておりまし 皆さん方に御抜露いたしまして，私の御挨拶にかえ

た少数の方に来賓として御出席をお願いいたした次 たいと思います。 (拍手)

第でございます。木席はのちほどくつろいだところ 司会者

で，皆さん方から小林先生の想出をいろいろお話願 御遺族の方から御挨拶がございます，森田さんで

いまして，われわれ先生の門下生達の将来の指針と ございます。

し，また心構えの績と したいと考えております。 森田恵三郎氏

私は先生の追悼号を整理いたしておるのでありま 私の家内が故小林久平の姪に当り まして，なくな

すが，特に最近先生につきまして深い感銘を受けた りますまえ三十年ほど，いろいろ親戚の長老として

ことがございます。その一つにつきましてこ こに申 指導を受けてまいったものでございます。御承知の

よげる時閣をいただきたいと思います。先生が早稲 通り小林の家には突はあととりがごさ‘いません。

田:ここられましたのは，大正7年12月であったと記 前から親戚で今後どうするのだろうとい うふうな

憶いたしますが，お年は44.5才のころと思いま ことをかれこれ心配しており ましたが，本人夫婦は

す。それから僅か 2，3年の聞に，酸性白土に関す 一向そういうことはかまわないとい うふうにとりあ

る学位論文宏完成されました。それから石油及び殴 ってくれませんでした。けれども，終戦後伯父夫婦

性白土について，沢山の研究論文を発表されまして の体が大笥l弱ってまいりま してから，炎然私共のー

さらに先生の専門の著書はいずれも多くは五十才以 ここにおりますがー娘をもらってあとを継がせたい

上のお年でお出しになられた次第て、あります。私は という ことを申出まして，私といたしましては予想

約20年間先生のお側についておりまして，あのそう もしなかったことでございます。かつまた私自身，娘

頑丈でない，護審なお休で特に中年以後は無理な勉 二人だけしかない家庭でもありますし，女の子と し
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て将来どとかにかたづけなければならないとい う場 って私も異存のないととろでございます。なにとぞ

合に，小林家のあととりということは困るという こ 小林の名前を残そう ，長く記念するというふうなこ

とで再三辞退いたしました。 との御心配はいただかなくと も結構でございます。

伯父といたしま しては，若いう ちは，あとはもう 図書の腕入の費用なり ，設備なりになんなりと使つ

なくともよろしいと，いうふうなつもりであったで ていただけば結悩でございます。

せうが，いざ自分が年をとってまいりますと，自分 それから私共笑[よ一周忌といたしま して，皆さん

の代で小林家を絶えさせてしまう ことはどうも交が におこし願い まして，j革かばかりながら供長をさせ

ひける。自分のなき後は，小林家がたえてもなんでー ていただく予定で ございま したけれども，突は弘小

もいいから，とにかく俺のなくなる時に，あとがあ 林家としての，いろいろと各方市のおつき合いにつ

った，という 乙とだけにしておいてくれというたつ きましてなにもわかりませんものですから，万事学

ての希望がありましたので，$~戚一同と相談いたし 校の方にお願いいたしまして まこと に申訳けないと

ました上で，これにつがせたという次第でございま 思っております。突は今日宅で，極く近かしい刻成

す。 だけのお集りをお願いし、たしまして，心ばかりの供

この点，故人と長くお附合いを願った方k，学校 設をいたしてまいりました次第でございます。お築

関係の方々に，これがあとを継ぎましたし、きさつを りの皆さんに対しましては，学校の方で代ってお願

御報告申上げまして，今後とも何分御指導戴きたい いいたしまして， まことに申訳けなく厚く お礼申上

と思います。 げます。

伯父がなくなりましてから丁度明後日で l年にな ζの寒い時期にお忙しいところ皆さんに多数お集

ります。月日のたつのはま ことに早いもので，了度 まり願いましたことを遺族といたしまして厚く御礼

ζれもその当時病気をしており まして十分に伯父の 申上げる次第であ ります。 (拍手)

看病もいたすことが出来ませんでした。われわれ関 ー食事 休憩ー

係者，家内も，子供自身もま ことに申訳けなく考え 司会者

ておる次第であります。 小林先生迫憾のお話を皆さん方からお伺いしたい

幸いにして昨年の夏頃から健康を回復いたしまし と存じますが，おそらく全部の方にいろいろ苦から

て，秋から再び学校に通うことが出来るようになり の小林先生についてのお話がございましようと存じ

ました。いろいろこれの健康につきまして御心配い ますが，時閣の関係も ございますので，甚だ勝手で

ただきました皆さんに，今夜は多少なりとも回復い ございますが，私からお名前を申上げさせていただ

たしました顔色を御覧願って御安心をしていただき きます。小体先生がこの早稲田大学においでにな り

たいと思う次第であります。 ましてから，もっとも長くいろいろと理工学部の運

なお長く住んでおりました野方の家も，これ一人 蛍について御一緒にされておりま した，理工学部の

あそこにおくわけには参り ませんので，一応私の関 内藤先生にまずお話を伺いたいと思います。

係してお ります会社のものに住んでもらいまして， 内線多仲氏

自下私の手もとから学校に通わせております。また 私は建築科の内藤と申します。一番初めにあげら

御用がございま したならば，どうぞ私共の方にお申 れましてまことに光栄であ ります。私は長いおつき

越し願いたいと思います。 あいだと思います。けれども，科が違ったものです

それから先程山本先生から，私共遺族から教室の から，そう沢山の交渉はもたなかったわけでござい

方に寄典返しの意味を含めまして，僅かばかり，な ます。先生がおいでになりましてしばらくして，本

んなりとお使い願うということで差上げましたこと を書くので，化学の機械か何かの図面を作るからお

についてお話がございましたけれども，まことにお まえ手伝えという ことで，いろいろ図面のお手伝を

こがましい話でございま して，ほんの傑ばかりを差 したこと があります。随分克明に本をお書きになっ

上げましたので，決してこれをどうこういおうと たことは，先程山本先生からお話があった通りであ

か，あるいは，御使用方法その他について御注文申上 ります。

げることは万々ございません。自由にお使いくださ 私の一番深く印象に残っていることは，先生が極
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めて剛直であり，真直であって，しかも飾り気もな 水野敏行氏

く，曲ったことは嫌いな方であ りまして，同時にす 払，いまお話のございました水野でございます。

とぶるまま滋な方であられたのであります。理工学部 こんなに早 くお話申上げることは非常に倦越のよ う

の懇糾会でー毎年のように，ある時は伊香保へゆく に思うのでございますが，御指名により まして失礼

とか，塩原へゆくとかー出かける事がありました。 させていただきます。私は第2回卒業生 であ りま

そう いう時に，食事をしながら，あれやこれやの話 す。従いまして私は一年生の時から終始お世話にな

が出たのでございます。その時先生は，ある一人の ったのでありま して，おそらく私等の組のここにお

先生を，あいつ殴ってしまえということをいうので ります山本先生 もそうですが私等が本当に始めから

す。殴ろうじゃないかというこ とで，それはなんで 先生のなえを受けたものだと信じております。私は

すかといったら，いやこうだということで，人の薬 学生時代i主いわば平凡な生徒でありまして，先生か

績に対してぬであしらうというような態度の人があ ら特別にお陥り を受けたこともないし，またお爽め

る。あいつはけしからん，専門が濯うのに人の業綴 を受けたこともなかったのであります。その後社会

に対してけしからんじゃないかということで。なλ ;二出ましてから，東京におらずにほとんど地方を歩

と申しますか，御自分が非%に謙虚であり ，しかし き，最後に台湾から戦後帰って来たという状態でど

ながら人の仕事に対してはオ・分敬意を表しておると ざいまして，従いま して先生にお 目にかかつて終始

いったような態度が十分あられま した。そう いった 御薫陶を受けたこと は3年間位でありま して，特に

先生の御研究と人格が応用化学に今日 でもつながっ 皆さんに想出として御Z皮露するようなお話もないの

ている。応用化学の先生， どの先生をみても，みん でございます。

な小林タイプになってくるように思います。 (笑) 戦争後帰ってまいりま して，丁度昨年のいま頃，

これは非常に望ましいことで，是非この小林教授の 突然先生がおなくなりになった御通知に接して，落

研究なり，あるいはその人格の流れは，どこまでも 合の火葬場で先生と最後のお別れをしたのでありま

応用化学ではこれを保っていただきたいと思うので すが，あの火葬場で先生の，温顔を拝して， '.うし

ございます。 て出て来ますと，丁度あの煙突から控が出ておりま

私が小林先生を知ったのは，学佼へ先生がおいで して， ああ，先生はここで天国へゆかれたのだとい

になって間もなくでございます。けれどもー主任会 うこ とをしみじみ感じたのでみりますが，先生の清

でお会いしても余りお話しすることはなかったので い御人格7;-.:_ういった感じを私に与えたのだと，感

すが。ときたま，君，長岡の山口 という人に会って 銘深く思っているのでございます。

くれんか一山口松吉という人ーその人が家を作りた 私の時代の応用化学というものは，今日ほど|経盛

いということだから君がいってみてやってもらいた ではなかったのでございます。先生といたしまして

いということで，それ以来山口 さんのお住いの設計 おいでになったのは，小林先生と富井先生のお二人

を手伝ったりして小林先生とお鋭しくなりました。 であったと思います。山内先生等の助手の方々 はお

小林先生は長岡の方で，従って山口 さんと御児懇の られましたけれども，本当に先生が何から何までわ

ょう でありましたが，山口 さんからいろいろ伺いま れわれを世話する とい うお気持で学校をやっておら

すと，そうした小林さんの御性質がよく伺えます。 れました。

学問をする態度，それから子弟を教育する態度とい 私は卒業するときに，ちょっとおまえこいとい う

うようなものを，特に印象深くかんじていますので ことで，先生のお部屋にゆきま したところが，電気

本日申上げた次第です。有難うございました。 化学の方に戦があるからゆけとい うことで，爾来三

(拍手) 十数年電気化学に務めておるのでゐります。今日 ま

司会者 ことに微力でありますが，乏しいながらも生活に困

御来賓の先生方多数おいででございますが，少し らず家族と安定な生活をさせていただいておるとい

卒業生の方も時々まぜてお話煩いたいと思います。 うことは，これまったく先生のおかげであります。

まず第2悶卒業生の水野さんにお話厭いたL、と思い 私は始終先生を思う時iこ，自分が今日 くえるよう

ます。 になったのは，あの応用化学の揺箆時代に，私達を
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社会に送っていただいたからで，あの時分臼本で早 小林久平さんというのですが，久平さんとし、きなり

稲田に応用化学があるというととを知っておられる いうほど親しくないので，やはり小林久平さんとい

方はほとんどなかったと思いますが，先生はわれわ う程度に親しいのであります。

れをなんとか社会に送りたいという御熱意があった 突は御親類によばれ支しても，どうも余り御親類

のであります。お蔭様で私は社会に出て今臼をなし つき合いは親しくしていないので，ちょっとと遠慮

ているのでありますが，先生に対してお礼を申上げ するような気持でおったので‘ございますが，とこに

て， なんらか報いなければならないというととを考 来まして，親しい数人のなかに入れられまして，私

えながら，今日 まで先生に対してかおむけ出来るよ は大褒喜んでおります。

うなととはいたしておりません。 私，小林さんと却しくなり ましたのは，一つは親

幸いにして最近は東京に帰ってまL、りま して，出 類になったからであります。大君主個人的なことを申

来るな らば先生の心lこすがり，学校の将来の発展の しますけれども，私が家内を もらいますときに，実

ために，なんとか努力をしてゆきたいと考えており はある一高時代の友遠から，その人の奥さんの1，;12を

ます。ここで先生の霊に対してお礼の意を尽したい もらわないかということで，私了度大学を出まして

ことが，今日の私の気持でございます。(拍手〕 一生懸命勉強している時だったものですから，どう

司 会者 も毎日実験室に通ったりして，なかなか結婚のこ と

有難うございました。次に小林先生が学会にいろ など考えませんので，いろいろ，書類なんかも，た

いろと活躍をされましたがその学会の方問で大先輩 まっておりまして，母からしきりに結婚しろと いわ

であられます亀山生先に一つ。

a山直人氏

れまして，この娘がいいということをいわれたので

すけれどもなんにも関係がないので， よりどころ

私，亀山でございます。今日 はどういう資絡でお がありませんので，余り気にはのらなかったので

よばれしたか，実は余り明瞭ではなかったのでござ す。

います。今日小林久平さんの一周忌で，さっき森田 とこ ろが親類審きをいろいろみてみますと ，その

さんのお宅で御法惑がありまして，それからこちら 中に小林久平とい うのがあるので，あの小林 さんの

へまいったのであります。 名は問えていたので，あの小林さんの御親類かとい

この小林さんとは実は親類でありますけれども，そ うこ とで それから綿密にしらべて，結局結婚した

う親しい親類ではないのでありまして， こちらへ来 というわけでございます。 (笑芦)またここにみえ

まして，先程幹事の御説明で，小林さんと生前親し られてし、る小林久平さんのお従弟(地質学者)の小

かった人，数人をよんだというのでー親類というこ 林儀一郎さんもおられましたので。そのようなわけ

とでなくーその数人の中に入いっておるということ で，私，親類の末席をけがすようになった次第であ

で.大安喜んでおるのでございます。せんだって教 ります。

室の， 払の近所に住んでおられる大坪さんがこられ それから数年いたしまして小林久平さんが，酸性

まして，小林さんの想い出の記を書いてくれという 白土がなぜ酸性を呈するかとし、うこ とで，小林さん

ことで， 期限は 2，3日遅れましたけれども，昨日 がテグテグと私のあばら家まで来ていろいろ意見を

出したのでございます。それに想い出を書きました 聞いたり ，街I相談されるので，大先設が私共みたい

ので，ここで想し、出の話をさせられますと，同じこ なノj、僧つ子みたいなところまでよく来てくださると

とが奮いたものに出るかも知れませんけれども重複 思って感心しておったのでございます。それから，

になり ましたら御勘弁願いたいと思います。 親類になってそう親しいおつき合いはいたしません

あなた方と同じように，私は小林先生とはいえな でしたが，だんだんみておりますと，どうも私は小

いのでありまして，小林さんには教わったこともな 林さんはーい今かもいったか志知れませんが一生き

いものですから，私は，先生とはいいなれないので 7こ神様だと思うのです。

すが，払の母の星は小林というのでありまして，私 小林さんの神秘説はー，二度ほかでも申しました

の家内の皇も小林であります。親類に小林が非常に けれども， 小林さん位真面目で，勉強家で親切で，

多いものですから，ただ小林ではわかりませんので きどらないで，質素で，いろんな点を考えましても
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どうしても小林さんは神様だと思うのでございま 図面をひかせておるのでございますけれども，小林

す。金銭慾はないし，名誉慾もない。ぜんぜんない さんはみんな自分で図面を筈かれまして，そうして

とし、う こと はないかもしれませんが，ほとんどな ほかの本から獄ってひっぱって来たということはな

い。学会で発表されても非備に兵面白だし，新聞へ いと思います。さっき山本さんのお話でもあり まし

先ニ出し て世の中の拍手を得ょうというよう なと こ たが，小林 さんは，外国の精密な図など，いきなり

ろもぜんぜんないし.ホラもふかない。非常に質素 本に出しでも，読む人には精宿すぎてわからない。

であるがけちんぼというわけではありませんし，ど 要領を簡単に読者のために親切に書くべきだという

う考えても小林さんのような方は神械だと思うので ことで書いておられたということ はまったく 著述と

ごさ L、ます。 しての良心に恥ない立派な態度だと思って感心して

レま内藤さんのお話を聞きますと，外からも察し いるのでございます。

ておったのでございますが，早稲田大学の教授陣は それからまた内藤さんも らょっとお話なさいまし

'/J'*木流:こ与ってゆく ということ は，非常に結構なこ たけれど、も，非銘に郷土の人の世話を よくされると

とだと思っておりまして，追悼記の中でも，小林さ いうこ とが，小林さんは非常にあるのであり まして

んは早稲田の先生の中に生きているだけでなく ，卒 東大の総長をせられた，長岡出身の小野塚さんは一

業生もみんな小林さんのような心もちでやってゆか 風愛っておられて，郷箆の方の世話を決してされな

れるとJ、うことを切に希議するのであります。 い人であ りまして，これは御郷里の方はよく御存知

私 i 工，ノj、j本u んが混科大学の教授でなく ，理工科 だと思いますが，自分は臼木の小野塚であって，長

の，ms用化学のま任教筏をとやられたことは，早稲田 岡の小野塚でないとい う観i気分でしょうかね，余 り

のために，小体さんのために非1.ls:こいいことだった されなかったのでありますが，そこえゆきますと小

と思し、ます。こ ういう小林さんみたし、な方は，得難 林さんとか，日石のずっと前に社長をされており ま

し、教室主任だったと思います。Z二科という のは，理 した橋本さんは，実に郷星の人をよく世話されるの

科乙巡し、まして，理科の方は真理の探求さえすれば でありまして，それぞれ理くつaはありましょう ，け

いいのでゐりますが，工科lよその真理を工業に応用 れども，私共は郷皇の人の一身近な人の一世話をし

するのであ りますから，笑際的なことも始終気にか てくれる人に親しみをもつのであります。

けなけれはならない。ところが小林さんは，宝田石 また小林さんは非常に正証であり まして，本の図

油とか，日本酷酸とか，酸性白土の関係で，笑際の 面も西洋のものはひっぱらないということであ りま

経験を非常におもちでありますので，そういう点で すから，もちろん万事非常に正直なんでありますが

得難いと思います。いま方 4の工学部の主任教授位 早稲田大学の寄附金募集かなんかしりませんが，早

のロ ーダーをみてみましても，小林さん位の経験を 稲田大学の数名の教授団が地方を演説して歩し、た話

もって，学問や研究をやっておられる方はないのじ を聞いたのですが。小林さんは毎回どこへいっても

ゃなし、かと思います。その点で非怖に立派な方だっ 違った話をしようと思って，宿屋に帰つでも一生懸

たと思うのでございます。 命演説の原稿を作っておられる。ほかの先生が聞く

大~堅苦しい話ばかり申しますが， 話が甚だへた 人はみんな迷うのだからどこへいっても同じ話をす

で面白い話も出来ませんが，ー，二感心した笑例を ればいいのに，おまえは馬鹿だなといわれるけれど

申上げますと，さうき内藤さんのお話で，小林さん も，どうも気が済まないので，いちいち新しいもの

が書物古事くとき図面を奮し白から脅かれるよう をということで，前の晩なんか，酒なんかなにもの

なお話かゐりま したが，これは私非憶に感服してい まないで苦しむということをいっておられま した。

るのでありまして，私もそうでございますけれども みんな聞 く人が追うというととはよくわかっている

日本で出ます多くの本をみますと，凶菌は外国の警 のだが，気分としてどうしても出来ないという こと

物を引写したものが非常'に多いのでございます。ほ

とんど全部そうです。私は.IIU権の陪il越で一度大き

な問題:こなるのじゃないかと，突は心配しており ま

すが，私は，自分自身で図を宮こうとはしませんで

で苦しんでおられたようであります。そういう 点小

林さんがまったくそっくり 出ていると思います。

私，小林さんはなかなか偉いt憂秀な人だという こ

とで観察して，研究のいし、対象だと思って，人さま
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には申しませんがいろいろ研究しておるのでありま す。東京大学を明治三十三年小林久平さんと同年に

して， 私共の方の先輩に田中芳雄という先生がおら 卒業されて，青写真かなんか，印刷渓係を自信して

れるのでありますが， この先生も研究のいい対象に おられました。どういうわけだかしりませんが，早

なっております。小林先生は非常にいろんなことに 稲田応用化学の創設以前に先生をしておられた河合

博識であられまして，新しいことでも，あの年にか さんという 方はー私知っておりますがー非常にいい

まわず突によく理解される し，注意もされるので， 方であります。いい方ではありますが，一番いいこ

どうしてああいうことが出来るのか，出来ないこと とをしたのは，私は同窓の小林さんを早稲田の先生

はないでしょう が。どうしてああいうふうになるの に推薦して，自分は身をひかれたということが，河

かということで，長年観察し、たしましたけれども， 合さんのした一番いいことじゃないかと思います。

私はこれは一つの勉強の仕方として，非常にいいや 教室のリ ーダーとなってゆくのに，学究の小林さん

り方だと思って感心しております。 の方がはるかにいいわけでありま bて，河合さんは

あなた方お若いから僕の分析した小林さんの勉強 学者ではありません。自分が退いて，同窓の小林さ

の仕方をー僕の考えfこ小林さんの秘訣をー申します んを推薦されたということは，河合さん自身のため

と，小林さんは万事なにからなにまで酸性白土なん にも，早稲田にも，小林久平さんにもいい賢明なや

であ りまして，酸性白土が中心なんです。ですから り方だったと思います。その河合さんのあとに小林

例えばカタライザーの話をされると，私なんか講演 さんが来られて，応用化学科の創設をせられ，教育

を 11尋問も 2時間も聞いていると忘れてしまうけれ 事業に従事され，そうして立派な教室を作って，こ

ども，小林さんは，おれの理論のどこかに役に立つ れが長く早稲田の気風として残っているというとと

ところがあるのじゃないかということで始終聞いて は，小林久平先生の記念と して非常にいいことだと

おられる。例えば脱水反応とかカタライザーの話に 思うのであります。

なると，酸性白土はどうだらうか，ウルト ラマイグ いろいろの点を考えてみますと，どう しても小林

ロスコー プは酸性白土に役に立fこなし、かという こと さんは神様だと思っているのでありまして，どうか

で，酸性白土に，自分の理論に応用出来ないか，酸 ーっこの小林さんの立派な気風を体得して受けつい

性白土lこ使えないかと、うことで，駿性白土一点ば で‘いただきますことを切に希望するものでありま

りで，難かしい説明を聞いておるので，細い点まで す。 (拍手)

頭に残っておると僕はみておるのでありま して，な 司 会者

るほどこれはしゥ、やり方だと思って，感心して，な それでは，小林先生がお若い頃，木材の乾溜の仕

にか御参考になるかと思ってちょっと申します。 事をやっておられた時御呪懇でJうられた賀回さんに

酸性白土を研究されたのは，僕は郷土愛だと思う お願し、致しますし

のでありまして，石油をやられたのも儀一郎さんに 賀沼 立 ニ 氏

伺いますと，小林さんのお父さまになる方は非常に 私，大正2年に学校を出ましたが，それは了度目

偉い方で，石油を息子にやらせたい，甥御さんには 本酢酸で小林さんが技師長をしておられた時で，私

地質をやらせたいと思ったんだという話であります どもの世話をして下さった河喜多先生という人が，

が，小林さんの方からみますと，酸性白土， 石油と 小休さんに綴んでおし、たから会いiこいつて くれ，と

いうものは，まあ郷里のものだというとこ ろにある いう わけで私は小林さんの御尽力で，日本酢酸に入

のじゃないかと思います。 って御世話になったわけであります。

私は早稲田にー，二度教えに来たことがあるので その前lこ亀山さんのお話で、は記憶がないとおっし

あ りますが，早稲田の古いことをちょっと知ってお やし、ま したが，小林さんが浅野さんの南北石油にお

るので，そ ういうことをちょっと申上げたいと思い られた頃一弘は大学の 2年で一実習に行った事があ

ますが，水野さんや山本さんが大学へ入いられる前 ります。その時小林さんが工場を見学する前の予備

に河合さんという方が早稲回の応用化学の教授をし 知識にいろいろと私どもに説明して下さった，それ

ておられたのでござfいます。河合勇という方は，お が小林さんにお目にかかった一番初めであります。

宅は小川町の方で牛肉屋を しておられたかと思いま そういうことを思いながら，今のお話なんかを聞い
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た りして，考えてみますと，私は早稲田の皆さんよ かしいですがー工業に役に立っている。その持代に

り少し前の小林 さんの生徒であります。 は，単lこ脱色剤に応用されるというぐらいで，日本

大正2年から大正7年まで日本酢酸におりま して 内地の一部の土地に産するように思われておりま し

小;j;jえさんの御指導を受けました。日本酢酸では，木 た。酸性白土はいろいろの性質を もっていたため

材の乾溜がその仕事で，いる人は楽学の人ばかり ， に，酸性白土もしあわせだったし，小林さんもしあ

応用化学;立小林さんと後は私だけでした。いろいろ わせで，その趣味を楽しんで一生を終ったというわ

のこ とを考えると，小林 さんが早稲田にゆかれたと けで、す。之も一種の運命だと思います。

い うのも，一つの運命のように思われます。 またJ.jljな話であ りますが，小林さんは極めて綿密

南北石油 と浅野さんのお話を聞 くと，浅野さんが で，何時もきちんとされていましたが叉お酒も好き

アメ リカから原油を買われ，原油の精製の工場を横 だった一平生はあがらなかったがー宴会でもあって

浜にこしらえた時，小林さんは宝田石油で石油に経 のむとあまり芸がないものだから，いろいろ議論を

験があったものですから，まねかれて工場長をされ なさる。そのために私は，お酒をのむ度に小林さん

ておりました。ところが建って間もなく ，石油，原 の教訓lを受けた。しかし私は小林さんの教訓を果さ

泊の輸入という ことを，政府が関税の関係て祭止し なかったので、今でもぼんくらであり ますが。それか

たので輸入石油を精製することは採算が合わなくな ら小林さんはまた非常に卒直でありました。自分

って，浅野さんの事業はつぶれてしまった。それか は大学におる時は，卒業の成績もよくなかったが学

ら小 体さんは日本酢酸にゆかれた，その聞の詳わし 校を出てから，コツコツやってこの位になった。君

い ことは知り ませんが，私は日本酢酸におられた時 も一生懸命勉強しなければならない。学校なんかど

の事はよく知ってお ります。その頃は，会社の首脳 うで もいし、，社会に出てからコツコツ勉強しなけれ

は事務系統が多くて，技師長の小林さんの意見がな ばならない。もう一ついわれたのは，仕事が気にい

かなか通らない。支配人の権力の方が強くて，技術 らなかったら何時でもやめてしまえ，それで自分一

者はある経度技術の方にはロがたつけれども，事務 人が食えんようじゃ駄目だということを，酒をのむ

系統のものより勢力がない。結局，小林さんは，ま と何時もいわれた。

あ意見があわずにやめられたというわけてーす。 早稲田で多勢の方をいろいろ小林 さんは教育され

その時，早稲田の方のお話が丁度でてきたのでし たと思いますが，大正2年から 7年まで，私は小林

ょうが，もしその時，日本酢般にずっとおられたな さんの 1人の生徒でした。私は先生の直系で会社に

らば，あるいは早稲田に来られなかったかも知れな 小林 さんの紹介で入り小林さんがやめられると大正

いと思います。 7年:こ私もやめたわけであります。別に私はやめる

さっき飽山先生より，酸性白土のお話がありま し 必要はなかったのですが，その頃会社の重役に，酢

たが， 日本酢酸におられた時:こも，小林さんは，木 酸，木材の乾溜は将来はどうかわからない。それで

材の乾溜について研究されるかたわら，悩'に酸性自 カナダに合成酢酸をやっている工場があるから，そ

土に注意され，試験室にいっても何時も酸性白土を こにいって一つ調べて来て研究しないかといわれた

もって来る。そういうわけで非常に熱心だった。しか のですが，私は頼みにしていた小林 さんがやめたの

し殴性白土というようなう まい性質をもっているも で私 も何かゆくのがいやで，別に口があったわけで

のがよくまあ小林 さんに出 くわした。当時は酸性白 もないのですがやめてしまったわけです。

土の工業についてはよくわかつてお らなかったが， 小林さんはその頃から極めて九張面に勉強されて

あらゆる方面から酸性白土に対 して小林さんは知識 いた。

をもっておられた。 これがもし も知識をもっていな 年をと られても勉強され，本も若わし，そのため

い ものに酸性白土が出 くわしたとしても，また酸性 に一層限も怒くなられたという ζ とでありますが突

白土がそういううまい性質をもっていないのに，小 際よ く勉t恋されていま した。 とれは別のこ とですが

林さんに酸性白土，酸性白土といわれでも，酸性自 小林さんはいろいろの学会に関係されておりました

土 も困ったろうし，小林さんも闘ったろうと思いま が非常に淡白で，ものにとらわれない。自分でわか

す。今ではあらゆる方面に一八方美人的というとお らないことは，極めて簡単にh知 りません g と言 う
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わからないととでも，普通の者ならば，相当の学者 ります。

であり博士であれば自分で知らなくとも，何かそれ その主任会においてもいろいろ慎重に審議されま

に引き合わせないよう なことをいってにごすという して，これを設置しようというととになったのであ

こと が有 IØ~ちですが，小林さんは， 極 めて簡単に りますが，ほとんど多くの人が認識不足であ りまし

、わからない F といった。そとが非常に小林さんめ て，設置に随分刻航を極めたのて、あります。私もそ

てらわれん美徳だと思います。 の当時f主任会の末開をけがしらておったのであります

その他この席でいろいろお聞きしてーたしかに人 が，小休先生，内藤先生それから山本先生あたりの

1ぶには運命とい うものがあるー私も小林さんの運命 強力な支持がありまして，本大学に工業経蛍学科が

で自分の運命が斐ったようなわけで，もしも小林さ 設置されたわけであります。その初期は各学科に分

んが直下酸会社におられたならば私の将来も迷った境 科の形式で一応設置されました。そういうわけで私

過になっていたと思います。私もいろいろ小林さん は応用化学科の学問は全然、存 じないので，ことごと

から御教訓を受けたわけで、ありますが，その教訓を く主任教授の小林先生の御指導をあおぎまして，学

守らないために大したこと もなく終るのではなし、か 課の配当その他の作成をしたのであ ります。その20

と思います。小林さんの想い出に，昔をしのんで御 数年前に小林先生に御指導を受けま して，爾来，小

参考までに。 林先生の在学中は始終工業経営の問題についてお世

司 会 者 話ねがL、ました。

それでは，次に理工学部の工業経蛍科の主任教授 したがって，常にその御人絡に抜し，学者として

をされている上回先生。 の高徳をI~~ に私は尽得しておりました。 この偉大な

上回 輝雄氏 人格と，それから高し、学徳というものが，私の舷複

御指名がございましたので， 一言御挨拶を申上げ から常に慨れませんでした。私の現在もっておりま

ます。私は応用化学ではございません。私の専問は すこの敬慕の念が，これ位大きな影響を与えると い

電気でございます。本日お集りの皆さんの中には存 うことはないのではないかと思し、ますが，この高い

じ上げておる方は極く少数であります。小林先生を 人絡，学徳を私考えますのに，現在のこの応用化学

はじめ応用化学の諸先生方には，私といたしまして の学風の基礎をつくられたのではなかろうかと思い

公払ともに大安お世話になっておりますので，その ます。

ことを申上げまして追悼の辞にいたしたいと思いま それから，公私の，私の方であり ますが，甚だ自

す。 分のことになりま して申しわけないこと になります

小林先生の御生前のことを，いろいろ頭に浮かべ が，実は私の愚息が府立四中におります時に，その

ますと，ことごとく私の追慕の念をそそるのであり 当時lよ戦争たけなわでございまして，説努動員にま

ます。この機会に，私は先生の御尊影の前で御生前 いります行先を，家内などがいろし、ろ心誌にいたしま

お世話になりましたことの御礼を申上げたし、と考え して，学絞のどこかで'sI)労劃員をするようなと ころ

三のであり ます。 はないだろうかというような話になりました。当時

20年前に理工学部に工業経営学科というものを設 燃料科がございまして，私は山本先生，村井先生に

:Ev、たしまして，この春には20回の卒業生が漸く 出 相談いたしましたところ，それでは自分の方で使つ

るようになったのであります。小林先生が応用化学 てやろうという ようなこ とになりまして.燃糾学科

科の主任教授であられま したと き，その主任会に工 で動労駒民をするということになり交した。これは

義経色学科の設置を提案しておったのであります。 考えてμると非常に恵まれた翫員であり まし て，ど

持の主任教授は応用化学は小林先生， 建築の方はこ んな手伝いをしたか知 りませんが，おそらくあまり

こにお見えの内藤先生，それから電気は部長であら 働くことよりも，教えを受けたという方が多いので

れ，数務しておられた山本忠興先生， 機械の方は沖 はなかったかと思うのであります。

先生，採鉱治金は故人になられました徳永先生であ その当時小林先生は，安中に疎開しておられま し

りましたが，20年前であ りますと工業経営学科とい て，安中におかれていろいろ御研究になっておられ

うものはほとんど一般人には認識がなかったのであ たように伺っております。そとで私の恩恵、が，山本
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先生，村井先生の御命令で始終安中へ荷物の運搬に 午後，日も暮れた頃伺ったのでありますがー先生は

いった，応用化学のことでありますから楽も随分も 非常に謙虚なことをいわれたのをおぼえておりま

っていったのではないかと思いますが，物資の輸送 す。私.戦後の研究の安りました姿を先生に何とか

も相当あったので、はないかと思います。帰ってくる お目にかけたい。お率をもってあがりますからと申

と，小林先生は今日はどうしておられたか等と聞い 上げたのでありますが，もうついに突現を見なかっ

ておりましたが，随分感心な先生がお られるものだ たこ とを，今もって残念至極に存じます。

というこ とを始終思っておったのであります。 先生が草炭に大きな夢をお持ちになり ，北海道ま

そういうことをやっておったものですから，本人 でいって，親しくおやりになったことを見たり ，こ

は果して応用化学が適するのかどうか甚だ疑問であ れにかんするいろんな計画等を承わったり ，またあ

りましたが，何とわなしに応用化学が好きになって の大きな字で，本を著わされたことにしても非常な

しまって，応用化学の方にお世話になりま して，と 教訓を受けたわけであります。先生の御高徳をしの

もか く卒業させていただき，今日，サラ Pーマヅに び，これからも，ベト ロケミカ Jlスの方で私も何か

なっているような次第であります。 尽したいと考えております。甚だ愚にもつかんこと

私は公私ともに，小林先生ならびに応用化学科の を申上げました。

諸先生に，常に感謝をしており，なおかつ，常に頭 司会者

があがらない点，甚だ言論を封鎖されまして，勤務 次に卒業生で，工業大学の教授をしておられます

しておるものとして因るのであります。以上のよう 神原さん。

なわけで，応用化学の小林先生とは，浅からぬ関係 符原 周氏

にある一人であ ります。どうか，小林先生の伝えら 諸先生のお集りのところで，小林先生の追悼の辞

れました学風を，あとに続く諸先生方が一段と御努 をのべさせていただく ことを大変:に光栄に存じま

カになりまして年とともにますます先生の入絡，学 す。私は，先生から親しく， 御薫陶を受けましたも

徳が，光を添えるというふうになってく ることがー のの. 1人として御礼の言葉をのべたい と思いま

つの大きな使命ではなかろうかと考える次第であり す。

ます。甚だ自分勝手なことを申上げまして，追悼の 私，昭和5年に卒業いたしました。昭和5年と申

書平になっておりませんがおゆるしねがいたいと思い しますと ，満洲事君主の始まる前で，まだ日本は非常

ます。 にはなやかな頃であります。その頃，小林先生に払

司会者 は親しくお世話になりま した。松井元太郎うえー生もお

次に日本石油中央研究所長の多国さんにお願しま いでになり ，小林先生，その他，諸先生が，非憶に

す。

多国知十郎氏

アプラがのりきったお元気の時に.1;li，しく ，そして

自由な時代に，私の学生生活を終えることが出来た

諸先輩の多勢おられる中で失礼 と存じますが，感 ことを，自分の一生にとって非常にしあわせだとし

怒をのべさせていただきたいと思います。私は長岡 みじみと感じております。

の産でありまして，小林先生は郷土の御先輩であり 小林先生からいろいろいいことを教えていただい

ます。只今日本石油におるものであります。只今あ たわけであります。先生の講義の中にF特別講義F

づかつております砂限Eで人を育てるような段になり というものがございま した。私達それが非常に面白

ますと，今さら先生のあゆみの大きかったのにうた かったので，何も ノート をとらず， ぼんや り考えて

れるのであります。私のと ころに，早稲田のお弟子 おったわけですが，それで頭に残っており ます。そ

さんー卒業生の方ーをおあづか りしており まして， れは，一番最初に会社のっくり方，計画，企画のた

今までいろいろお話が出ましたよう な，応用化学の て方，発起人総会のや り方，いろんなそういう説義

学風と申しますか，孜々 としてたゆまない先生の御 であります。そういうことは，私はその後ずっと大

研究のあゆみを，私達うかがえるのであります。 学にお りますが，私自身到底出来ないし，こういう諮

先生が床にお着きになりましてから. 1人の卒業 義をしてくれる先生はおられないのではないかと，

生を伴いましてお見舞にあがった時一梅雨の一日， いまだに非悌iこ面白いことだと思って頭に残ってお
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ります。 を排して馳せ参じてまいりました私の気持の一端を

とれはさっき質問先生のお話の，日本酢践の頃だ 御披露申上げまして，御挨拶にかえたいと思いま

ったと患いますが，正確なことはわかりませんが， す。

小林先生の計画になった工場に大きなボイラーを遂 司会者

びこもう としたのであ りますが，途中に小さな トγ なお，皆さん方お 1人， お 1人から伺いたいと存

ネ月 があって，越そうと思っても越せない。駅から じておりましたけれども，時聞が大分経過したして

運びこむこと が出来ない。ボイラーがト γネJtにつ おり ますので，このへんで会をとじたいと考えてお

かえてしまう。もうーベん計箇をたてて，小さなポ ります。最後に教室の武富先生。

イラー にした。そういう ことで工場をつくる時には 武 震 昇氏

途中， ネツグのある ところは避けなければならない との応用化学の会合は時々開きますが，今晩程，

というこ とを教わったのであります。面白い話で私 多数の先懇の方占がお集り下さったのは，まれでど

はよく覚えております。 ざい まして，これはまったく小林先生の人絡，徳望

先程，色山先生のお話もありましたが，税しく先 のしからしむるところだろうと思います。皆さんも，

生は御自分の御体験になったことをしみじみとお話 おそらく久し振りに小林先生にお会いするような気

して下さる，それがやはり私達一生頭の中に残って 持で，お出で下さったことと思います。小林先生も

おるのではないか，そのようなお話を誌々 として下 さぞかしお喜こびのことと思います。小林先生の想

さった。本当にノ ート にでもとって整理しておいた い出話はまだ皆さんござfいますでしょうが，近く早

らよかった と，今から考えると非常に残念に思いま 稲田応用化学会報に，小林先生の追悼号を出します

す。なまけて漠然と考えておりましたが非7ii;に面白 ので，その中に面白い想い出話を出したいと思いま

かった。そのような教育を親しくして下さったこと す。お寒いところ，多数お集り下さいまして，心か

そ感謝してお ります。 ら御礼申上げます。それではこれで会をとじます。

その後先生はいろいろ立派な本を書れる度に，私 有難うございました。 (拍手) I文責 ・大坪J

にわざわざサイ シして送って下さった。私は先生の

お書きになった本を大事にもっておりますが，私の 編集者

ような末席をけがすものに，著書を送って下さった あとから，小林久平先生の従弟にあたられる泊質

ととを有難く思っております。おそらく ，お前も し 学者 小林儀一郎理学問士から「家庭から見た小林

っかり勉強しなければいけないぞという ，私に対す 久平に就し、て」と題する回齢、文をいただきました。

るいましめのお志と思って，頂戴したわけでありま 小林儀一郎氏

す。何か先生の御思に報い，御霊前に捧げるような 今夕は小林久平が亡くなってから早くも一周忌が

仕事をし，本を書きたいと思いながら，っし、なかな 参りました処， かくも銚大なる追悼会を御催し載き

かそういう仕事も出来ないで，つまらない本を書き 列席の栄を得'ましたことを早稲田応用化学会幹事の

まして，包山先生のお言葉にありましたように外国 方々，特に山本先生に厚く御礼を申上げる次第でゐ

の本をそのまま写したようなものばかりっく りまし ります。私しは久平の最も近い親戚の一人として御

て先生の足もとにも及ばないことをはじている次第 挨拶をさせて貰いたいと思ます。久平の母と私の母

であります。 とはすぐの姉妹でありまして，私の母が妹でありま

早稲田の校歌にあ ります，4'心のふるさと F早稲 した。従て久平と私しとは従兄弟の関係であるのみ

回の森の中に，鎮守の森がある。その中に小林先生 ならず私l士幼にして父に別れ久平の父伝作の家に写!

という神様がいらっしゃるという気持を心の中にい 取られ，同じ家で育てられたものであります。勿論

だいていることは，私達の一生にとって有難いこと 久平と は年も十才も迭し、ましたので私らが中学校の

であります。このような気持をもち続けたい。私， 生徒のとき久平は大学生でありました様な訳で可な

今日用がありま して，おそ くかけつけまして，皆さ りの長幼の差がありました。

んのお話をじっく り伺えなかったことを残念に思つ 家系，小林家は新潟県長岡市泊吻哩でありまして

ておりますが，小林先生の追悼会というこ とで万難 菅は町でありました。小林一家は親類一族が多 くあ



72 早 稲田応用化学会報 第21巻第61号(1955)

りましたが久平の処が総本家て、ありまして，!明治以 てはと一同が大に手加減してをりましたが本人決

~íJから越後紬の前売をやり ， 日本全国に支府叉は代 して負けたとは思はなく，何度でも勝つ迄やりま し

理告を置き汽車のない時代にはまあ手広く やって居 た。久平は旅行が大妻子きで私も山野を馳け，廻るのが

った方であ りました。久平の首視父f式右衛門なる者 喜子きで時々ー処に旅行をしました。

が当時の苦手主牧野候から信機川分水工事に功労あ り 大学卒業後張之?同の招きで支那湖北省長沙の学堂

として持主の紋のついたカミシモを載きましたのを に教鞭を取ったことがあります。前後2年も居 りま

土蔵の虫干しのときよく見せられましたことを私は したか，そのころ支那の方々な旅行した日記があ り

子供ながら覚えております。久平の父伝作は益子で ます，私が政府の命令で支那各地の鉱山資源の調査

久平の母の婿であります。この人は中々進取の気象 を6年間やり四川省の石油税強?を 24二rFli従事しま し

;こ富み頭もよく明治初年に長岡町に中学校を創立し た。英旅行に久平の書いた日記や記録が大安参考に

たり ，叉始めて国立銀行を設けることの主役の 1人 なりました。久平は支那を大安好んだ様で，支那か

となり，二十二三才の若さで主主役となったりして光 ら帰った後は性絡に可なり前と異なった点が見られ

ず当時の新知識の 1人でありました。 る様に感じました。大陸的の芥気に人生を見る一面

当時長岡の説家の子弟は語、く奉公に出されたもの とも云いましょうか。久平は南北石油， 臼木強酸会

ですが，父lt之れに反対して子供を学校に出したi兼 社等の会社に!1iJj務奉職しましたが何と申しましでも

なわけでゐりました。明治二十年頃にはfOi潟県iこ石 早稲田大学lこ勤めてから一番実処を得て専心愉快に

油事業が勃興し尼瀬，宮川等の西山油田，長岡の近 研究に波頭し)'，:j蜘こ見られます。私は久平は早稲田

くの東山油田採1&Jが開始されて日本石油， ~田石油 大学:二弘めて大g;幸福であったと信じます。

蔵王石油等の株式会社が創立され，所謂石油ブーム 家庭的に見たる久平，と申しますと少々批判的に

時代を皐しました。久平の父もこの主役をつとめ涼 なりますが子供がなかったどと，晩年目を怒くした

玉石油会社を創立しまして当時の地質の権威包智部 こと等で家庭杓には極めて淋しい生活を送りま し

将士，中占~7博士在招きj\Jltj査して貰ったり，叉石油化 fこ。家内も先に亡くなり一層慰安もなく気の毒な経

学消 L代， 近豚会次郎氏等の指導を得て石油事業の でした。袋女とし主主に列席の邦子を賞いましたが，

経誌に紫、牛致しま した。 乙れも殆んど数年病院生活に終始し益父の面倒を見

石油化学に志させし動機久平がこうした澱境に る処でなし、のでありました。邦子i:i久平の弟で渋谷

育て られたことが後li:応用化学をも攻し特に石油化 家に俊子に行った者の孫に当り小林家とは縁が速い

学:こ進んだ梨阪となったことは疑なきことで，後年 人であります。この邦子を炎女とするときには久平

伝作が久平;こは石油製造の方をやら せ る。儀一良1¥ は自分の家内lこも一言の相談もなく叉小林家の親戚

(予〉 は山歩きが好 きだから地質を勉出とせる と口 の諜:こも相談をしないで全く独断王手行的，こなされfょ

く冶:に申しておりました。子供心に必;から平悦そう ものであった。亀山君は先.)(IJ久平を神様であると迄

言はれつけたことが互:n:こ以み理屈なしにそうするん ほめられましたが神線のすることは常人の批判を超

だと思込んでしまったと信じます。少な くも私:こは 越するかも知れません。

そう云う夙に感じられます。 久平が死11)前，最後の 1tド位:土全く気の荷な状態

久平の一家が東京に移転して小石川区の大山りに でありました。盲目の上初身の肢話をするもの とて

居を栴へました(当時中村敬字氏の隣り)と きは屋 もなく ，食事は女中任せで日中も物の味いがよく分

是正が広ったかものですから我々と親戚の子弟が5， らない状態で心身共慰安と云うものが皆無であつだ

6人 1芯II叢生部長を持って久平が東大!こ巡って書生 にもかかわらず，愚痴一つこぼさず息を引取った。

の大将絡となってをりました。 其態度は常人の真似の出来ない処であったと皆から

家庭的に見fこ性絡を申しますと，無欲てん淡のIE 感心されてをります。 (私は了度群馬県に出張留守

広そのものの様な性絡で，よく後夜子弟の碕{:fUを見 {こして死に目{こ会はず，葬式のJjj)j帰京，かろう じて

てくれました。中々負けん気が必く ，庭:こ相撲場を 式の聞に会いま した)

作ったり ，室長剣道具を突って自ら卒先してけいこを 扱て久平の性絡は規帳面で，山がったこと は嫌い

やりましたが一番身も小さく ，カも弱く係我があっ で事)jから抗迄石油と酸性白土で暮した様に考へらる
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るかも知れないが，ー聞に大いに旦ーモアにも富ん 段々調べて見fこ処がポケグ トば何れも底が空で切 り

でをるのであります，椅話の一つを記しましょう。 放してあった。アメリカ人の小供位の久平にほ大人

久平が南北石油会社に居った頃，社長の浅野総~ß!II の上衣では長すぎて間に合はない，急ぎの間に合せ

氏と共rc北米石油業視察に行った ことがあります。 に上衣のス ソの方を切り取って英まま着たものと分

急の話で十分の仕度も出来ずアメリヵ :二渡って方々 って大笑に終った。これは何10年も昔の話しであり

視察して廻る内にサγ フラ γシスヨ かと記憶、して居 ます。私しも フラジスのパ リで小児のズポソを長さ

りますが洋服が必要になったのです。或るデパー ト が了度合うので買った処， 牒の廻りが小さくて閉口

に入り上衣を買込んで得々として「アメリカ旅行lこ した事があります。

仕度など内地でさわぐことはない，何所でもすぐ間 扱て今夕は非常に大勢の方々から久平に関する思

に合うものがある」と大いに得意になって旅館に帰 い出話を伺う ことが出来ましてしかも悉く御賞讃の

った処，新しき上衣のポケ Y トに入れた財布から品 詞を裁き非常に光栄に存じ感謝に堪へない次第であ

物全部が一つもないので ぜY グリぎようてんした。 ります。厚く御礼を申上げます。
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第2[巻第61考古 (1955)

(2 )役員異動

会長更送

昭和29年10月 1日山本教授が応用化学!科主任に遷

会報60号発行以後に開かれた諸会合その他の会務 任されたので，当会定款によ り会長は白齢的にイ療

に関して以下報告致します。 前会長より 山本教授に引継がれた。

区!務委員交替

( 3 ) 昭和29~手度役員 村井教授が本大学教務百~-~長:二就任されたので， 29' 

会長小栗捨蔵(4-9月)山本研一(10月以 忽[ 0 月 より tr~ 務委員ば宇野教授え交替した。

降)

副会長山沢松男 監事 肝付兼英

評議員

(3)会 ノ¥
口

当E業生送別会及び新人生態迎会

281f:度卒業生送別会

29年2月26日思い出の教室で来賓の祝詞，小栗教

授始め話先生の銭けの言葉があり，新卒業生59名が

新しく社会に巣立って行った。

新ス生歓迎会

5月13日3時より卒業生を送り出した と同じ教室

で新入生70名を迎へる会が聞かれた。

肝付先輩，及び水野先輩の有誌な話があり，小栗

会長及び諸先生より新入学生に対する希望， 心得等

が述べられた。

若山和彦，小寺 孝男，鹿島次郎，田上 信常会及び役員会

青木J問次郎，畑山三良11，安生信平，正住 弘 定期役員会

田中 良雄，舟橋六助，進藤喜信，百武 究 29年5月[3日大隈会館書院で多数の役員が参集し

山中 敏，太刀川正郎，大友恒夫，中山総一郎 て開かれ，決算報告，予算審議が行はれた。

安部通夫，小坂直太郎，岩崎 馨，小 野 隆 席上会費を多く集める事等会の発展の為種々討議

関J俣 吉 郎 ， 竹 内 敏 郎，上回|盗三，種村 哲 哉 された。

甲谷孝一，佐族連3月，gs脇六郎， 福田喜男 臨時役員会

古関敬三，塩沢 i宵茂，中曽根荘三，太田 鎚j三 29年10月28日大隈会館書院で開催。

長谷川敏夫，服部 裕，市 川 竹男，岡本軍l情 山本新会長の就任並びにJ:fj務委員交替もの件:こ就

伊藤政勝，嶋中卓見，上田 忠雄，蓮見 光雄 き報告。更に山本新会長より ，現在迄会長は定款に

杉山 馨，常岡 正，藤井達夫，村松林太郎 より学科主任が就任する様決まって居るが，当会の

岩城謙太郎，大坂克己，保正秀雄，小田五郎 発展の為には教室外の先輩の方が良いのではなし、か

吉田茂治，戸銀三郎，若 松 禄良1¥.赤 林 安 との発言菱があり，この問題について色々論ぜられ

安川j閏一郎， 田中 守，加藤忠男，松本俊雄 た。結論l土得られなかったが主な意見としては会長

矢部 長，大矢進，堀内志郎(以上卒業生側) は従来通り学科主任とし，副会長を卒業生より 2，

染谷 和夫 ，山 沢貞 雄，谷津昇一，津富正孝 3名出して活発に運営した らど うかと云う意見が強

小栗捨蔵， 富井 六造，武 富 昇，山口 栄一

山本 研一，宇野昌平3 石川平七，大呼義雄

村井 資長，吉田 忠，篠 原 功，柴田和雄

森田義郎，城塚 正，加藤 忠蔵，長谷川 鐙

長E弁修治，鈴木晴男，宮崎智雄(以上教室側)

石田 武敏，山沢松男，長谷 タ，水野 iJ.良行

大西義之助， 桑原光雄，小川 政得，高木 外次

佐野竜二郎，芳茸惣治，鳥居敬文，海野長正

七井永寿，高木暢太郎，秋山佳一， 宮本五郎

神原 周，浦川 {吉蔵，木村正次，iWI井 信 三

大越 博，井上裕之(以上学生側) し、総て、あった。

会計委員石川平七宮崎智雄 常 会

編集委員大坪義雄加藤忠蔵 小栗前会長の長い間本会の為に尽された御苦労に

庶務委員村井資長(4-9月)宇野昌平 (10月 感謝する為，並に新会長就任挨拶の為，前記役員会

以降〉藤井修治 にひきつづいて開催された。その為今也酒なしで行

はれていた常会に少量ながらも酒が出て，小栗前会
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長，山本新会長の為に乾杯せられた。ii!ii会長の挨拶 した。

の外に主主塚氏の「米国留学幸m感」と題する競演があ 奈美生選別会

った。 恒例により卒業生ぷ別会を 2月23日3W~戸1': より ，

運 動 会 411教室に於て開似した。I-U太会長，肝付， 水野間

学生，教職員，卒業生の親睦を兼ねて，10月10目 先援の僚挨拶の後，在与さと主代表として 3年谷津君の

甘泉闘で早ijiJjより行はれた。生悩曇天で寒い日であ 主主別の辞，卒業生代表小松君の答辞があ り，其後各

ったが，学生の意気恥んで，綱引にさJ!.長汗をかき， 卒論研究室の代表の謝辞があった。

午後には来賓，教職員もスプジレース，スモーキシ

ノゲレース，アベヅグレース等身と種々の競技;こ参加 ( 4 )昭和28年度民事務報告

して非常に段会でトあった。
]. 木会会長の現況

林先生一週忌逗悼会 昭和28巾 4月 昭和291下4月

30年 2月5日大際会館書院で御遺族，来賓，卒業 名衿会長 l名 1 ~ 

生，教室一同多数出席して行lまれた。 正 会 員 1，206グ 1，272グ

臨時役員会 幹別会員 12グ 12グ

2月16日午後5時より理工学部会議室二段て :自 有志会員 22グ 22グ

催。先づ山本、会長の挨拶，宇野庶務委員より小林奨 学生会員 321 p 327 p 

学基金設定に関する小委員会の経泊報告の後，故小 計 1，562グ 1，634グ

林久平先生御遺族より応用化学教室に寄付せられた 2・ 集 会

40万円を応用化学会に移管する件につき可決。次に 役 崎 会 2固

とれによって優秀学生の表彰 (I小林常」授与)教 ?常 会 3グ

員研究費の徽助な どを行うために「小林奨学基金」 新入生歓迎会 1グ

を該定し， .~こ第 1 J切計凶として基金を 100万円と 卒業生送別会 1 // 

するため寄附委集を行う事を決定したc 夏、こ小休奨 運 動 会 ! ，7 

学基金募集委員長の決定に移り種々討論の結梨，教 3. 刊行物

窒側よ りも卒業生側にする方が適当であらうと云う

総論に達し，肝付費ft英氏を満場一致で委員長に推挙

早布 団応用化学会報 1回

60号 1850部

( 5 )昭和28年蓑会計報告

貸借対照表(昭和29年 3月311ヨ)

借

三一-l一一一年 一一一一乙一一
科 目 l科目 ! 金銅|

貯蔵出版物

銀 行 預 金

1，000.00 i. 次期繰越金 I 43，605泊

援 替 貯 金

現 金 目 1.竺1 上一 一

合 百十 05.:28 I1 合計| 札 6白 28
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薮 (自昭和28年 4月 1日
\~戸ー昭和29年 3 月 3 1 日• 決支ヰ生

部の出支部の入l以

額

90，558.00 

16，440.00 

600.00 

12，000.00 

:::7，091. 00 

5，000.00 

11， 630. 00 

7，000.00 

8，145.00 

26，030.00 

43，605.28 

金目

会報印刷及紙代

集会費

交通費

人件費

通信費

支部資

発送 EFt

慶弔費

雑 著者

盗難に依る損失額

次期繰越 金

項

合

長買金項 目

前 JPI 繰越金

正会員会費

特別会員会費

有志会員会費

学 生 会員 会 費

Jj_~ 1-";'止、仁:1 '1'" 

利息(銀行利子)

制収入

248，099.28 計

署長 (自昭和29年 4月 1日
¥，盃昭和初年3月31日算予耳目次

部のT
1
 

1
0
・
f
h
v
 

支自~Iの入J{i 

金 額

190，000.00 

17 .000.00 

2，000.00 

12，000.00 

24，000.00 

29，000.00 

5，000.00 

48，105.00 

額

43，605.00 i 会報 印刷及紙代

155，000.00 1: 集会費

20，000，00 li交通費

6，000.00 t[ 人件 !i1J:

40，000.00 i発送費

60，0∞・00 1; 通信資 |

1， 500.00 !I 支 部資 |

11 予備 金 |

抗ゆ 00 11 合 計|

目項金

fiij 則繰越金

正 会員会費

特別会員会資

有志会 員会費

学生会員会費

広告 料

利息

目E員

327，105.00 '+s
・

2
n
 

合



学内記事

昭和29年度夏期見学悠行記

( 1 )北 陸班

学生々活の最後を飾るべき見学旅行は，我 々にと

って有意義な且つ数知れぬ楽しい想ひ出を残したも

のとなった。梅雨未だ明けやらぬ 7月5日に始ま り

本州の約3分の lを縦断し，終点大阪に着きしは入

道雲すら現われた 7月12臼て‘あった。此の間，篠原

先生を光頭に総主主16名は，夫々学ぶべきは学び，遊

ぶべきは遊んで，いずれも悔ひなき 1週間を送る事

77 

うけたまわる。此処は恰かもセメシト工業の好調を

物語るかの如 く活'えに梢ちていた。

宿に着けは目立セメ シ ト岡田，目立製作所松島，

磯野，小野，日本鉱業高木の諸先披より，昼間の御

厚窓に も優る勧待を受け，会員先松迄の疲れも忘れ

て，若き日 の勧告ーを駆ふ。先輩諸氏もこれに負けじ

とばかり応酬し，なかんず く松島，磯野j，q先認の芸

術(? )には感服す。旅行は斯くし て率先 き良きス

ター トを切る。

7J:16日(火)

若 さは昨日 1日の疲れを全く拭い去る。

8 : 24分，目立を発ちて第 2の予定地小名浜へ向

が出来たそしてー名の落伍者もなく終了出来た事は う。泉駅で下車し，刻iJ:，横沢l必先輩の出迎へを受

心から喜ぶべき事であった。 け，パスで日本水素の小名洪工場に着 く。先づ上野

今主主:二，当時の事を顧みて，その想い出す事ども 山重役の一般的説明とヨニ場技術者とし ての心1おへに

そ綴って見る事にする。 就いての話がある。仕事に打込む事，=月兵を l本書

7月5日 (月) かせてもその人が如何に仕事に打込んでいるかが判

旅行とは，その出発する時が最も楽しいものであ る，叉機微等の知識を位去Hがらずに把趨する事，そ

る。その喜びにi満ちて我々は6: 30の列車で上野を して面倒合j毛て呉れない等 と云はずに自分で開佑す

発つ。汽車は一路北へ走る。数時IMjの後，第 lの目 る事等益する所の多い話しであった。その後，メタ

的地目立に到着する。 ノ- l~ 合成，硫安の製造等を見学し， 特に当社独特

岡田氏，松島氏等諸先輩の出迎へを受け，パスで の結晶の大きい硫安は今迄に見たものと異 り，この

工場へ行 く c 内藤技術部長より一般的説~U-jあ りて後 点大し、に注目する。叉来年夏完成予定のコヅパース

電線工場を見学する。電線工場はカラー・ ダイ ナミ 炉の話も興味があった。 捌~I先設の親身のある熱心

ツグスが施され，特に編組工程は紡箆て‘あった。昼 な案内で 2時頃迄見学した後昼食を御馳走になる。

食を御馳走になり，午後は海岸工場を見学する。此 高し、所へ上ったり，降 りたりでいささか疲れたが，

処では発電機，笈圧器，化学機械等を作っている。 懇切な案内に心からJ議論Jしつつ，日本専売公社小名

設計室;こは多くの人が居るが工場は余りし、ない。機 浜製塩所に向 う。此処で力日庄蒸溜法に依る製櫨を見

以工場の特徴であらうか。その後絶縁物材料工場と 学する。立派な工場で，康上ーからの見11青しはよい。

しては全国第 11立の絶縁物工場を松島先議の案内で フルに動けば境田 150町歩に相当するとの事に驚か

見学し，合成樹脂，主食料の知識を深める。そこでは される。

マイ カベーパーを貼付する女工般の余りにも燥用に 夜は，日本水素の御l享窓に依り，先輩諸氏の御出

動 く手先きに篤くと共に，如何にも日本的だなと袋 席もいただいて，観迎会を催していただく。

息する。見学終了後，工場長日月氏のエソヂニヤー 7月7日(水)

心得とも謂ふべき司11諾を拝聴する。以上で目立製作 夜来の雨も階れ上 り，挨一つ立たぬ因舎道を 自主伝

所の見学を終ったが，各工場へ出掛けるのに自動車 水素御厚意のメスに揺 られて平へ向う。8: 35分平

に分乗し，兎も角区大な，近代的な工場で，之が嘗 発の鐙越東線で郡山へ向う。郡山の保土ヶ谷化学の

って空襲艦砲射撃で甚大な依害を受けた工場かと疑 見学は，アーレソムーアY去に依る電解苛性ソ ーダの

われる程で，陽の当る会社と云う印象を受けた。 製造及び塩素製品，合成右塩酸，染料関係であった。

更にその後，岡田氏の御好意に依 り日立セメ y ト 戦争中，此処と 日首一二本木工場で阻エチ l~鉛を作

を見学する。命ほ当社では昨年「常陸セメ y ト」を っていたそうで，当時使はれた焼失が工場内に所狭

現在の社名に笈更したとの事である。粉塵煙るセメ き主主に立並び現在療雄と化し， 往時多くの徴用工や-

Y ト工場には胸部疾患身者は存在せぬとの御高説を 動員学徒が働いていた頃を思い印象的であった。
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再ひ車中の人とな り， 会津若松で下車する。嘗つ じ確かにどこか異る縦だ。黒ずんだ青色，それば何

ての城下;;rfの国影を随所にとどめる この町の名物が かしら不気味な感じを抱かせる海の色だ。

//メチ床Fであるとは微苦笑の限りだ。蛇足乍ら， 青海に到策すれば，電気化学より水野大先誌や多

篠応先生が旅行中散髪された唯一の地はこの町であ 勢の若い先輩の出迎えを受け恐縮する。更に水野常

る。 務:を初Jめ先翠諸氏の御厚窓でそのタは盛大な歓迎の

今宵は七夕祭り，主主か天上の牽牛織女の恋の成]沈 宴を聞いていただく。日l臼と積った疲労もこの時

を祈りつつ，旅行第3夜の夢にまどろむ。 ばかりは全く消しとんで，大いに飲む。宴も酎の十

7月8日(木) 二時半，切手)jの予定あるを以って全員就寝す。

7 : 40分の列車で会津若松を発ち喜多方iこ向う。 7月10日(土)

喜多方にては昭和電工のアルミナ電解を見学する。 午前 5五時;こ起き，セメ γ トのロ ータ リー・ キル

ア l~ ミ ナ，永品石， 弗化アルミを夫々シヤベ 7L で程 yのパーヅの陸上げを見る。見るからに原始的なデ

解炉に投入したり，長い鉄総で炉辺を撹持したりす レソキを自由自在に使って， 小面白から何と手際よく

る操作がすべて入手に依って行.はれるのを見て奇具 陸揚げする事か。外国ではどうしているか知らぬが

に感ずる。 然しゼー ダー ベl~ グ電解槽に就き実地の 若しグレーソでも使っているのだったら，これを見

知識を得るのは初めての事故大いに参考になる。工 たらばさぞ篤く事であら う。入時より電気化学の見

場では小沼氏に大斐世話になり，更に会社で昼食を 学。先づ石友石の採婦を見学する。日本は石友石資

御馳定になる。喜多芳を発って，卒窓より左右に点 源に恵まれているとはかねてより開いてはいたもの

存する発電所に気づく。これが只見川かとうなづき の，全山悉く石友石より成る黒姫山が，石友石の地

^ > 
i口つ。 肌も新たに霊童岩されるのを見ずこのは初めての事であ

汽卒が長岡を過ぎる頃から降り出した雨は宿泊地 る。工場では池田先輩の案内で，生石友，ヵーパイ

柏崎に着く頃愈々激しくなる。駅迄白石の自動車で ド，石友重量索の製造過程を見学する。 之が東洋一の

お迎えをいただき旅館迄送って頂く。そのタl主，日 カーパイドざであると説lほされ，改めて見直す。ニ

石平野氏の御厚意で旅行中初めて日本酒の味に接す 日間に亘る当地の諸先輩の御厚情に全員感謝しつつ

る。夜と共に雨は一入激しくなり ，W]日の見学が危 14 : 4分の列卒で青海を発つ。

ぶまれる。 連日の強わ訟のせいか，全員可成りの消粍を来た

7月9日(金) した様だ。明日の日i胞は見学がないので，この時か

気遣はれた雨も止み，午前7時宿を出でてガソP らsj]日夕刻，京佐百万遍CT;宿所に集合する迄，各人

γ ・カーで情国石油西山鉱場に行く。岩松鉱場長よ 自由行劃をとる事にする。戚る者は折柄降り出した

り西山油田に就いて，又体験談;こ就いて担当話をうか 雨をも厭はず //~現不知 F に足を向ければ， 他の者は

がう。話の上手な方ですっかり聞き入る。更にプロ 加賀百万石の名残りをとどめる金沢完l!六園な馳ける

パγの分持11，充填工場を見せてし、ただく。そこは凹 7月11日 (日〉

辺全く山に閉まれ，働く人影すらまはらで，機紋の 行を共lこせざるとは謂え，殆んど全員この日の朝

音以外何も聞えぬ。余りにも絞渓とした感じだ。 には京都に到着した様だ。

引 きi渇き日石柏崎製油所の見学在する。そこでは き々グル ープは浴者1;の風致に長せんと西に東に馳

操業が計器級でよくコジ トロ-7Lされているのに感 け廻る。金閣寺，二条城，嵐山，清水寺，平安神宮

心する。小学生の一回が見学している。解り易く説 と廻れば，流石に秀る。それにも拘らず筒，夕食後

明するのに骨が折れるであらう。見学終了後所長の 再び今度はその人情に触れんと連れ立ちて，四条河

平野先輩と昼食を共にし，更に平野所長自 ら工員諸 原町界隈を俳御する。落ち付いた街，のんびりした

君相手:こ卓球をし，工場リグ リエーシヨソと は斯く 人の心， そして美 しい風光。あらためて日本のシ ソ

あるべきだとの手本を示される。昼の休みを和気誌 ボルとしての京都を再認識する。見学旅行も愈々朗

々と過す工員諸君の姿を見て，何か心に明るいもの 日1日を残すのみとなる。心地良き疲れを覚えた身

を感ずる。青海への途中， 梅雨の合聞の青空の下に 体を，静寂に包まれた庫裡の一隅に横たへる。

拡 がる日本海は，いつも見馴れた太平洋の水の色と 7月12日(月)
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此の日の見学は寿医山崎工場に始まる。彼の有名 ( 2 )北海 護班

な天王山に閉まれたこの地の自然~1~で英国のス コ 本年度の工場見学旅行lj:，関西班と北海道責任{こ5)1]

ヅチと類似しているとの事，日本で ウヰスキーのプ れて， 日以消先生に教授していただいた，応用化学

レγ ドの出来るの:土当社の社長唯一人であるとの事 の知識を笑際"こ試め し，その応用を習得するため，

等の諾を7f<iJ，自慢の ウヰスキーの試飲をi認められ 村井先生に引卒されて総員[5名は元気一杯北海道え

る。此処では大先輩上回重役，山田工場長，古川次 と向った。

長の世話になる。 我々学生生活の最後を飾る楽しい思い出と数々の

次に，高槻の京大化研を見学する。アイソト ープ 工場データー及ひ工場突務を，身!こ付け併せて学生

C14を有する有磁化合物の合成，レツペ反応，議自主 同志の集団生活による相互迎解と，人格啓蒙が達成

繊維素の乾式紡糸を説明して頂く。此処では冨:ili博 出来た事は，とみに工場見学の主旨をはたしたと確

士の世話になる。 弓 l~S~ き朝日ピー Jl-吹田工場の見学 信するものである。依って恕に其の時の紀行文を，

を行い，窪田先輩のお世話になりピ-J~ の饗応、に与 北海道班員緒兄を代表して書かせて載く次第で御座

る。こ の見学を以って全見学予定を終了する。 居ます。

そのタ，大阪堂島の大東楼;こ在阪の上回支部長を 7月5日(月)

初め先輩三十数名の御出席lz依 り，歓迎会を開いて 夏の太陽が，自然の恵ぐみを，おし気無く降 りそ

頂く。会!立先づ各先設の自己紹介で始まる。円卓を そぎ始める頃， 9: 37分上野発青森行の急行れ手ち

閣んで先輩，後輩:土交々語り，盃を交はす。全旅訟 のくぢ，//は北え北え と走って行く 。松島を右に望み

を終えし安絡のせいか，溢るるばかりの活気は，嘗 左に岩手富士を遠望する頃ともなれば，車内は臨気

つての前例も何んのその，篠原先生を皮切として援 に裂われ彼方此方に船を潜くeのが増えて来fこ。 夜の

を切 り，蛮欽，喚声の応酬!となる。大いに飲み，大 限が下 りれば，汽工事[土一散走りにと青森え燥進して

い:こ食らい，大いに謂う。全く悔ゆる所なし。誰の 行った。23:59分青森到着。 7月とは云え肌寒い青

顔を見てもそれは喜びに昔話れ，幸福;こ満ちている。 森は，さすがに港青森であって連絡船乗客の従来が

9時，出席者会員で早稲田応用化学会の繭栄を祝つ 激しかった。連絡船洞爺丸は翌朝寝の中の函館港に

て散会する。苦々も夫々別れを告、.y，j沿ぎし lj)t，j問 機附けに成った。

の想い出にふけりつつ，更にこの歓喜の後:こ控へし 7月6日(火)

ものへの険しき道程を考えつつ，三々五h ネオ Y 北海道の玄関函館;立実にお寒い町で，荷物をライ

の色 もあざやかな大阪の街へと去って行った。 ォユノ油脂の特約居に置き，腕の町中にと飛ひ出す。

一後記ー ライオソ治路の工場に行くには時間が在るので，湯

目立に始まり，大阪;こ終った苔々の見学施行に対 の川を通って有色な トラピスト女子修道院に足を向

し，各地に於いて先輩諸氏より身に余る御厚意をた ける。敬炭な心を抱く我々に神も感じ賜うたか，滅

まわ り，厚く御礼申し上げます。叉吾4一行を終始 多に拝観出来~;) f;íJJのミ?に淫らなる事が出来た。 帰

御引率され，御指導をいただいた篠原先生;こ対し， りに トラプス トの庭内に八重桜が咲いて居るの空発

会員深く感謝して居ります。その楽しい想い出は終 見して今更に北海道の寒い事:こ驚嘆した。

生吾々の胸;こ五Ijまれる事と思います。そして更に各 9時ラ イオソ油脂の出迎えを受け初めての工場見

地で受けた有益なる教訓や経験は，今後の苦々の進 学を行う。イカ泊の化学成分とその集荷工業経携の

むべく道で強い力添へとなる事と確信します。 話は今でも印象的である。工場[土石鹸及び化成肥料

最後:こ北陸見学旅行llfl全員の氏名を御報告致しま の製造を目的としたもので某のスケーJl-は小さいも

す。 のである。康食のときの所長の化成肥粉の応用 iこつ

篠原先生，小早川保，飯島徳治，今津和郎

上原申次，岡村 賢治，小野 貞夫， 大野 英男

川島手Ij夫，桜井 殺，島根 政霊安，染谷和夫

勝井俊民s，藤田秀治，松本 初男，宮島 フとまロ2 

山沢貞雄 (山沢貞雄記)

いての話しは興味があった。

午後[よ所長のj享意による差廻しのフォ ードで市内

にある函館魚網会社に，アミラジ，ナイロシの;魚網

及糸の染色紡績の工じを見学する為行った。更に英

の足で市外の日本セメ y トに行きセメ y ト製治工業
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の大要を知る事が出来7こ。此の工場は湿式Y去に依る -}l，.の瓶詰なるものを御馳走に成り，ピ- 1I..の飲み

セメシトを作っている。アメリカソフィルターには 方社会学の話し遂には脱線して教養論まで飛び出し

皆関心を持ってその構造を考え，キルソが了度耐火 て非常に愉快に有意義の内に散会 出来た。帰りに

レヅガの張換え期間中で、あったのでキ}l，.γの中に入 は，北大楠物園によって高山植物をみたりした。

る事が出来て思わぬ特男1)見学をする事が出来た。 7月9日(金)

夜は昌福丸に宿を取り市内のパチソコ屋で 2階が 今日は事)jから市内の時計台や名所巡りに，;g1(いは

球で飯を食わせる処を見物した。 向学の志[こ燃えて北大の低猛研究室に三々五々と散

7月7日(水) って行った。夕方，森永より草が廻されて，其れに

朝 5 : 50分函館を出発する。此処で後続の諸兄姉 分乗市内の「精益軒Jに行く。森先輩を問んて、大い

と一緒に成る。 II: 47分札幌駅に着くと駅頭にすで に飲み成古思汗鍋を食べ，話しに花を朕せた。涼風

に北海道庁の方4が出迎えに出て下さって居た。花 :ニ吹かれて1"11-をさまし，銀河の下:二急行 F まりも ，

村課長の案内で織物園横の林産課の寮に初めて数日 の到着を待つ。

来の疲れを癒す。午後琴似の森永の工場を見学，長 7月10日(土)

新の自動包装々置， 自動調温調湿器. automatic 10日の夜明けは北海道随ーのパノラマ台狩11母峠に

weight Inspeetor等の機械を見学，包装係の女工 さしかかる頃で、あった。素早くデYキに飛び出じ先

の手つきの素早いのに驚き亦，同工場自慢の女子厚 生を始め諸兄達は，やつぎ早:こ此の自然の美さを記

生設備を見せてもらう。終って工場技術，業界消息 録しようとしてシ ャツター を切った。此れも し 5

などのお話をしていただき，WcJ後日には北海道自慢 分で過ぎ去 り気事は信号所駅えと峠を駈け下って行

の羊肉粉理「成吉思汗」に招待される事に成った。 ノ¥。
7月8日(木) 日も高く昇った頃，日本の涯謝11路につく。もう比

明けて8日は昨夜の熟陸で素り元気を取り返し， 処迄来ると自然の風景は完全に改たまり，北国の諸

我々一行は清々しい札幌の朝もやの中を北大都内を 々の物は内地人には皆目新しかった。ただちに北海

散歩しながら帝国製麻にと向った。北大の有名なグ 道パタ -5ill!路工場:二行く。パターの製造工税， dry 

ラーク先生の像は:ft1々 杭内中央にあり ，よく絵葉書 milk f1ash dryeI'，チーズの味みを行ったり して熱

などで見るあのポプラ並木道は，今は普の半分にも ωこ見学した。お蔭で生バターのまずさ，英国民lや
満たない物と は成っているが，昔の面影は充分;こ在 オラソダ風のチースの味を比較する事が出来る。屋

った。製麻に着くと既に所長がお待ちかねで，製麻
上より遠出する5il11路の草炭原野~ _-如何にも大陸的な

工業一般についての解説があった後，各人に作業衣

が渡たされ工場に向う。原料，撰別，圧縮，製糸の

各工程を見学する。工場の殆んどの設備は女子工員
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広がり を持って居る。昼食にミルク，チーズをふん

だんに御馳走:こ成り此処を辞す c

帰り道の魚港の風影風俗は北海道を理解するのに

るが力を入れて居る様で、工場技術者も特に此の点を

強調していた。

午後は札幌ピ - }l，.に行き醗酵工業の内容を見学し

た。工場内用水の水源である深し、井戸の説明から始

につか りボー トを槽ぎ，みやげな物色し手紙を書く

など皆，思い思いの事をして楽しんだ。

7月11日(日〉

まって，原料麦についての可成詳しい説明に聞 き入
寒雌阿寒に別を告げ一路川湯温泉にと向う。途中め

り，浸漬発芽，麦芽の乾燥，糖化，冷却， 醗酵そし
摩周湖は，昨日の心掛が惑かったのか，湖神は主要を

て最後に瓶詰と殺菌の各工程を見学した。工場内は

工員達が元気に働らいて居り業界の好況と併せて考 めぐらして某の会E廷を見る事が出来無かった。エゾ

えると故無き事では無いと思う。見学後，工場長の イ '.)~v ジの道筋を亭は川湯の町にと入って， 我身

主催による歓迎会に招待される。東京には無い生ピ 一行はやっと尻の痛さから開放された。

[自;経5cm もある大フキの若手生地帯を縫って雄阿
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7月12日(月〕 杭内マソのスタイルであった。夜はグラブで先輩を

網走に夕方集まる事にして，硫黄精錬工場， ~II路 間んで食事を一緒にしながら，早稲田の事，スポー

糊美幌峠にと各人向った。川湯より網走に向う途中 ツの事と談話し大いに歓待される。

の斜里附近は左が広びろとした牧場の連続で右はオ 7月13日(水)

ホーヅグ海の大波が打上せている処で，汽王手は盛夏 三井鉱山の方キに見送られて苫小牧に直行する。

を一時にと色とりどりの花咲く花畠の中を走って行 王子製紙の工場は全国屈指の紙の生産工場で主に新

くのである。 聞用車ll:を製造している。流れる様に抄紙された紙は

網走では臼ろ魚業のカニ工場を見学，カニの缶詰 誠に少数の人聞に依って運伝されており，将来の企

の製造工仰を習得した。更に急いて、此の町の郷土館 業形態は恋々此の様に成るのではないかと思われ

そ訪れた。一堂:こ集められた先住民アイヌの資料は た。夜は支勿湖の王子製紙の寮に一泊する。

実に立派な物て、あった。 7月14日(木)

さてライラツグの花の咲いている網走とも夕刻;こ 支勿湖を出て輪西の富士製鉄に向う。横椛先輩の

は別れ，夜行で南下して砂川えと向う。 案内で工場全部はとても見学出来ないので5化工部関

7序13日(火) 係のみをみる。コ ー グス ， タ ー ル蒸溜，ベソゾー l~

ハグカ畠や刈入れ前の麦畠，亦草炭地と続いて逐 フエノ -Jl..-， ナフタリソ系，境基性油等無人の工場

に砂川え到jく。直ぐに東洋高圧に向い案内を請う。 を次4 と廻る内，足が棒に成った。

先輩の出迎えを受けて会議室;こ通され工場全体につ 此処で我々は見学旅行の金行軍誌を l人の落伍者も

いての説明があった後，合成アソモニヤ，硫安，硫 無く無事終了した。

骸関係を次々と見学，特に尿素合成塔も見学させて 其の夜は富士製鉄の察で盛大に解散会を行った。

もらった。質疑応答を行った後，昼食を御馳走にな ー後記ー

り此処を失礼して三井鉱山に向う。課長先輩多数の 比の後数責任に別れて思い思いに登別温泉，大沼公

出迎えを受け，グラ プに行くnuに機械撰炭場そ見学 園，北洋薄覚会，にと向い充分に北海道を見学すこ

した。 ゴー ゴー と 鳴る雑音の中を地下より ベ}~ト コ とが出来fニ。とにかく金行程2千キロの我々の大li蒔

ジベヤーで運ばれて来る石炭は次々にと撰炭と洗t走 行l土行 く先々の諸先輩の親身のお世話によって完逐

とを兼ねて分離されて行く。昔の女工の悲話など会 出来，此処に改めて感謝申上げる次第で御座います。

くこの三井鉱山で、は見渡らず機械化による合理化が 更に我々一同の終始愛らぬ御指導を賜りました

進んでいた。 村井教授に謝意を呈するもので有ります。

それからグラブに行き作業衣に着換え，地下 400 参加者氏名

m迄一気に下る。他の炭杭と異って砂川の杭内は冷 村井先生，鴻池淳志，宮島信夫，今村恵滋，

い位で，我々は切羽のそばまで近ずく事が出来た。 伊藤 淳，中里慎江，スザナ ・パイラ γ，小栓

其処彼処に動力化の跡がみられるが，完全合理化に 嵩，小林雅道，佐藤貞JI::.北川 正博，神坂栄

は遠い様であった。杭口より 出ると，大腸が一時に 治，問 中 浩，奥野昌司

軍事き一同の顔は媒けた色に成り，ちょっと一人前の (神坂栄治記〉
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小林奨学基金 設 定

2月16日本会臨時役員会に3ないて，応用化学台IJ立当時より多年にわたり応用佑学科主任

~w.ぴに本会ノマ長として尽枠された名誉教授投小林久平博士の功績記念のため， 本会に 「小

林奨学基金」を設定し優秀学生の表彰(小林賞 授与〕及び教員研買費の補幼たどを行ろ

ととに決定した。 昭和 30年 2月

早稲田応用化学会

昭和 30年 3 月 25日 印 刷 昭和 30年 3月 31日発行

人

人

人

所

行

集

刷

刷

発

編

印

印

宇野

大呼

笠井

株式会社

昌 平

義雄

康頼

国際文献印刷社

東 京 郎新宿 区戸 塚 町 1丁F1647帯地

発行所 早稲田大学理工学部応用化学科内 早稲田応用化学会

電話 九段 (33)8481-6 8581-9 振替貯金口路 東京 629
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。六八四(94) ;巌大話電

営業案内

医 薬 品 原料

特殊工業薬品

特殊化学薬品

顕微鏡刑色素

化学研 究用薬品

分析用試薬

製造販売

特殊注 文 ズ応

社/-込
孟三証式株~‘ 

f 化正純
東京都中央区日本橋本町 3 ノ 5
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理化学器械 分析用硝子器具

化 学 磁 者是 度 量 衡計量器

電 気 炉 県=-宝dτ毛， ホ。 ン フ

乾 燥 器 伊l=l】 圧 釜

ト フ ン ス 高 i監 度 言十

フイノレタ ー プレス 温度調節器

其ノ他設計製作販売

東京都千代田区神田花房町三番地

井上商事株式会社

電話神田 (25)8 0番 81番

万世橋都電停直前
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三菱石油株式会社
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竹内俊

本 社 東京 都港区芝琴平町一番地

電話代表芝 (43)5 1 5 1 6 1 5 1 
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電話 代表川崎 754 1 
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化学機械装置

蒸溜蒸発装置

夏空熱風撹梓乾燥装置

合成樹脂同装置

息庄工業用諸装置

薬品工業用諸装置

食呂工業用諸装置

其他一般イt学工業用装置

設計製作建設

御使用傑イ牛ヲ御示シ下核イ

入江鍛工所
顛手実名E 江蕪区大阜四七 I/ ¥二 O

電話 I成東 (68) 3155.3166 



石灰窒素-、:rrL配肥料、カーバイド

酷 酸、酷酸ビニーノレ、ヂシアン・デアミド

塩化ビニール、ホルマリン、メラミン、チオ尿素

電 イと

電気化学工業株式会社

社長野村奥曾市

本社東 京 ・日比 谷 ・三信 ピノV

電話東京 (59) 6451 (代) 6461(代)

工 場 新潟県青海 ・大 牟田 ・東京本所 ・溢 川
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イワキボルトラシドセメン卜

イワキ申庸熱ポルトラシドセメシト

イワキ早強ボルトラシドセメ〉ト

イワキ生コシワリート

イワキ渡型・厚型スレート
イワキヒュ-b. J~ イフ。
イワキコシクリートポール・パイル

資本金7億 5千万同
セメント

生産能力 年産220万砲

磐線セメント株式憲社
本社 栃木県安蘇郡葛生町

支社 東京都台東区 北稲荷町

取締役社長 粛 藤 次 郎
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。白旗鉱業
電気鋼

電気金

電気銀

硫酸

硫化鉱

石油製呂

硫酸銅

資本金 21億円

取締役社長

阿部楠男

本社

東京都港区赤坂葵町三番地

支社

大阪市北区梅田町 47番地

新阪神ピ;V

純 鉄

電気鉛

銅 粉

セレン
白金
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