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巻頭言

早稲田大学応用化学科創設50遇年

の回顧とこれからの進路

前 会長武 富 昇

永い問研究と学生の教育に当って居られる。

大正12年 9月 1日の大震災のため，前記の如く応用

化学科の段初の建物は焼失したので，その翌年焼跡に

鉄骨パラックの応用化学実験室ができた。この建物に

も森村監明会より寄付があった。昭和11年 9月に現在

の応用化学科の本建築が竣工した。これにも森村豊明

会より御援比りがあったので，現在の応用化学科の入口

応用化学科の予科が創設されたのは大正 5年 4月で に豊明会記念の文字が刻まれている次第である。

あるが，その時入学した学生が大学に進学したのは大 大正12年 4月小柴捨蔵氏が初め講師として講義を受

正6年 9月である。大正 5年から起算すると本年で丁 持たれ，後教慢となり，昭和12年に小林教授が主任の

度50周年になる。この間に約 2，300名の卒業生を化学 地位を去られてから，小栗教授が主任と して永い間応

工業界に送り出している。50年を契機として過去をか 用化学科のために尽方された。応用化学科の主任はそ

えりみ，また将来の計画を立つることは意義深いこと の後，武宮，山本，宇野，石川1，吉田教疫を経て現在

と考える。 大坪教授が主任として教務に当って居られる。

大正7年12月に応用化学科の最初の建物が竣工し 昭和16年に第 2次世界大戦に日本が参加し，緒戦の

た。この建物は森村豊明会代表者森村市左衛門氏の寄 勝利により南方の油田地方が，わが7衰の有になり ，石

付によってたてられたもので，木骨煉瓦 2階建，延長l' 油技術者を多数必要とするようになった。この時に小

303坪であったが，惜しいことに大正12年の関東地方 倉房蔵氏の御渓!j;/Jにより，応用化学科から石油工学科

の大地震で薬品室から発火して全焼してしまった。 が分離独立し，別に建物を有することになった。昭和

大正 6年 5月に河合勇氏が応用化学科主任教授とし 20年 8月に終戦になり，一時は日本の石油工業の存立

て就任され，同年 7月に富井六造氏が教授となり ，そ は危ぶまれ， 且つ新制大学でt土専門学科を小さ く分け

の他数人の講師が参加して同年 9月から応用化学科の ない方針を係ったので，昭手'1]24年4月に新制大学が開

授業が初まった。大正 7年11月に河合教授が御退職に 設されると同時に石油工学科を再び応用化学科に合併

なり ，その後任には小林久平氏が迎えられた。小林先 することになった。

生はその後約20年間主任教授と して在職され，応用化 新制大学の理工学部の教育目的は単なる技術者を養

学科の基礎をi乍り，さらにその発展に努力された。 成するのではなく，高い教養と識見を有し，且つ技術

大正9年 7月に応用化学科の第 1回の卒業生を出し の基礎知識を有する人物を育成するにある。従って旧

た。当時は各大学共卒業期は 7月で， 9月より新学期 制大学よりも一般教育に重点をおいて居る。昭和26年

が始まった。大正 9年 7月に武富昇および第 l回の卒 4月から早稲田大学では大学院を開設し大学院で専

業生である山口栄一氏が助教授として教室に加わっ 門教育を行うことになった。大学院の理工学研究科応

た。その当時の専任教員は山 ノ内真三雄氏を加えて僅 用化学専攻はさらにつ6の専修すなわち無機化学，高

に5名に過ぎなかった。 分子化学，燃料化学，発酵及食料化学，応用電気化

応用化学科創設当時の早稲田大学は専門学校令によ 学，化学工学に分れている。

る大学であったが，大正9年に大学令による大学に昇 早稲田応用化学会は応用化学科の専任教員，学生お

格し，そのため第 2回の卒業生は在学年限を延長し， よび卒業生を会員とするもので，大正12年に会員の親

大正12年3月の卒業となっ ている。第 2聞の卒業生中 陸と応用化学科の後援の目的で設けられたものであ

より山本研一氏が教室に残られ， 同氏は今日に至る迄 る。現在は会員数約 2，800名に達している。この会で
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は早稲田応用化学会報を発行し，会員の研究報文，講

義，論説などを掲載している。その外に会員の連絡，

親睦のために「応化会だより」を発行している。早稲

田大学は大学と校友との関係が持に緊密である。応用

化学科においても卒業生諸君がよく母校および後輩の

面倒を見て居られる。特に本会の前会長肝付兼英氏，

現会長水野敏行氏，前副会長色川御胤氏，現副会長棚

橋幹一氏などいづれも御多忙中に拘らず本会のために

御尽方下され深く感謝している次第である。

さて今後は応用化学科はし、かに進むべきか。このこ

とは大学全体にも通ずる路である。旧制l大学の終り迄

は，応用化学科の 1クラスの定員は40名であったが，

新制大学になって60名に増員しその後80名となり ，

現在では 140名となっている。 1年より 4年迄の学生

数の合計は約 560名，それに大学院学生約80名をJJ";え

れば約 640名に達する。理工学部全体の 1年の学生数

になるであろう。かようにして今後応用化学科より優

秀な卒業生を多数社会に送り出し，また教室よりは優

れた研究論文を続々と学界に発表されんことを切望す

る次第である。 (昭和41・9・23記〉

同
町
ノ
-

よ一だ一室
一

教
一
感雑

学科主任大坪義雄

えんえん5ヶ月にわたった学園の紛争も表面的には

一応平静をとりもどし校舎建設の槌音だけが一段と

耳にひびく今日 この頃である。教室の先生方は皆お変

りなく，村井先生も久し振りに教室に戻られて教室会

議も先生方全員の元気な顔がそろうことが多くなっ
守恒

れ』。

は約1，700名，4年迄合計すれば，学部だけで約6，800 理工学部の西大久保新校舎への移転問題も第3期工

名である。学生数の急激な膨肢である。現在日本では 事としての地下 2階，地上18階の研究棟の完成をまっ

大学進学の希望者が非常にふえて居り ，また私大の経 て初期の計画を完成することになる。現在応用化学科

営上の点からも ，ある程度の学生数の場加は止むを得 は工業化学および化学工学の 2つのコ ースからなりた

ないと思うが，理工学部ではこれ以上の量的膨肢は当 っているが， この研究棟の 8，9， 10階に工業化学系

分止めにして，今後は質的向上をはかるべきであると の先生方の研究室，実験室がおさまることになってい

考える。 る。なお化学工学系の先生方はすで・に新校舎の10号館

大学は云うまでもなく ，教育と研究の場所である。 に移られていることは前号の「応化会だより」に紹介

多数教育で教育の効果をあげるためには，科学技術の された。

手段を充分に使うことも必要であるd しかし機械化さ この 9月には学内の役職人事の異動が行われ，第7

れた多人数教育だけで、は学生に学聞に対する情熱を持 代総長に阿部賢一先生がご就任されたことはご存知の

たせることは出来ないであろう。講義の種類によって とおりであるが，理工学部関係では学部長に機械工学

は，多人数で講義をきくことも止むをえないが，同時 科の難波正人教授が再選され，理工学研究所々長には

に少数の学生が教授の指導を受けながら，自分で勉強 石川先生の後任として教室の村井先生がご就任され

する制度が重要である。自発的に勉強する時始めて学 た。

聞に対する興味がわいてくる。多人数教育を行い，し

かも教育効果をあげるためには講義の外にセミナーの

制度を設け，教授と学生との接触する機会を多くする

ことが是非必要であると恩 う。

大学の教師には，研究が最も大事である。研究は教

授の学識を深め，これがまた学生の教育にも一直接つな

がるものであ る。今後大学に於ける研究は主として大

学院を中心として行われるようになるであろう 。従っ

てこれからは大学院の内容を充実するよう努方しなけ

ればならない。 現代の科学の研究には新しい研究方

法，新しい科学機器を必要とする。研究の成果をあげ

るためには設備の充実も大事であるが，それにもま し

て重要なものは教授，学生の学聞に対する情熱であ

る。応用化学科内に研究熱が盛んであれば， 若い学生

は自然にこれに同化し，自分から進んで-勉強するよう

終りに卒業生の皆様の一層のご支援をお願い致しま 4 
す。

阿部賢一総長略歴

明治23年徳島県に生る。同志社中学を経て同45年

早稲田大学政経学部を卒業。その後10年間同志社大

法学部教授。ついで・昭和12年まで学園政経学部教授

として教壇に立ち，かたわら大正15年より国民新聞

記者，昭和 4年からは毎日新聞の論説委員，径済音s

長，主筆，主幹を。暗主任し同20年退社。その後公職追

放を受ける。同25年解除後講師として再び母校の教

壇に立ち， 29年常任理事，37年理事を退き評議員会

会長，本年 5月総長代行に就任。その間30年より東

京都公安委員に就任。経済学博士。専攻一一一財政学

(校友課資料による)
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研究室に帰つての所感

村 ;:)1二資長

永い問教室をはなれて，大学行政に没頭していまし

たが，去る 5月15日大浜総長と共に常任理事を退任し

て，研究室に帰って来ま した。応用化学科の教育 ・研

究の面から12年間も遠ざかっていましたので，この間

の学生であった皆さん，卒業生，先輩の方々には大変

御無沙汰しておりました。 しかしながら80周年記念事

業の募金面をrっと担当していましたので，この面で

は直接，間接に大変な御援助をいただき，また御迷惑

をおかげしま したことを， 心から感謝するとともにお

詫びいたします。

教室に帰ってから既に 5ヶ月もたちました。いまの

ところ，永いプランクをどうやって埋めるかについて

苦慮しています。 10月初めから理工学研究所長に選任

され，理工学部の研究行政の面で，学部長，大学院委

員長と協方することになりました。この面では先輩，

卒業生の皆さまには，改めて御指導やら御協力を得た

いと念願しております。

さてこのたびの大学紛争事件は，t住聞を騒がせ，早

稲田大学の声価を傷つけ，大学理事者，学部教授会の

無力さを箆呈したばかりでなく ，日本の大学と学生の

評価のうえに大きな失望と疑点を残しました。ほんと

うに大学も学生も反省しなければならない菌が多々あ

りますが，この当事者だけの反省と改革で解決出来る

問題だけでないことは御承知の通りです。いつの時代

にも学生運動の種はあり ，学生運動家の絶えないこと

は過去の日本の歴史の上からも明らかなこ とで、す。進

展する社会にあって，大学生と 言う 恵まれた立場と，

理想、を卒i直に表現出来る自由さを持つ大学生の学生運

動の内容には貴重なものもあ る訳です。しかし学生が

大学に在学している目的は勉学のためで‘あるのに，勉

学をよそにして学生運動を本業と しながら在学が許さ

れている，大学の機構の中に大きな問題があるわけで

す。自治を叫ぶ学生が他大学の自治を平気で侵すとこ

ろにも問題があるわけです。いま早稲田大学では，学

生による校舎の占拠は解け，教育研究活動は一応回復

しました。おそらく当分の間，無意味なス トライキや

暴力的大学占拠というようなことに，大部分の学生は

ついて行かないと思います。 しかし大学構内の馬鹿げ

て大きい着板，ところ構わぬ集会でのガナ リたて，机

の持ち出し等々，学内秩序の破壊行為は跡を断ってい

ないので、す。学生自治の名のもとに，大学の自治を破

渡し，自己主張のために他人の自由も権利も奪うこと

が無反省に繰り返されています。

一般的に，現代将布の問題について，さ{:生の関心が

高まることは「インテ リの健全性を示す徴候として喜・

ばしし、」というこ とはでき るでしょう 。しかし節度，

礼儀など学園を支配する簡単なノレールを守ろうと しな

い学生は，大学とは無縁な存在といわなければなりま

せん。他人の権利を妨げる権利は，学問の自由に合ま

れないので・す。

現代社会における大学については，いろいろの角度

からの見かたや評価があ ります。大学進学者の増加は

世界的の趨勢で， 一つには人口増大の当然の帰結でも

ありますが，どこの悶でも大学は，一国がその過去ば

かりでなく ，未来を守り抜くための最も大切な機関と

考えられています。近代社会のほとんどすべての方面

で，大学教育を受けた指導者が要望されています。世

界中どこの老大国も，新興国も ，国の強弱，独裁国家

と民主国家の区別なく ，新しい大学が創設されていま

す。要するに大学は有史以来はじめて，社会の中心に

位するようになったと言へます。大学の地位は向上

し， その経営規模は拡大しただけに，大学に対する批

判，評価も一層厳正になったことは当然です。そのた

めにこそ，昨年の慶応義塾大学，今年の早稲田大学が

あのような規模でマスコミに取りあげられたわけで

す。

大学には 4種類の関係グ Pレープー一学生，教職員，

卒業生，それに一般社会の批判者たちーーがありま

す。これらのグループが納得するようなやりかたで‘運

営しなければならないわけです。大学当局はともすれ

ば学生にきらわれ，教職員から疑惑の目で見られ，世

間一般からは無能呼ばわりされます。大学当局といえ

ども万能ではないし，またそんな力を振ってはならな

いわけで、す。少くと早稲田大学では，当局まかせでな

く，全教職員 2000人が一丸となって 4万の学生と深

い理解を保って，なによりも大学が，その独立性を守

り，自主性を侵そうとする試みに対抗するために，白

から学園内の秩序を維持しなければならないのです。

今日の早稲田大学は，現代日本社会の健全性と活力

に重要な機能を果しているのです。 以前に比べれば，

はるかに大きな公共責任を負っているわけです。ひと

り早稲田大学だけでなく ，日本のすべての大学は， そ

の研究，教育の質と目的の正しさに対する社会の信額

を保ちながら， それに値するよう ，積極的な努力をし

なければならないと思います。

研究室に帰って今一度しっかり，大学の本質一一現

代社会における大学とは何カーーと教員の責任につい

て思索したいと思っています。
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外遊雑感

I~I |且 h
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本年 5月にモスクワ で開催の国際金属腐食会議に出

席を予定していた処，大学当局及び先生方の御好意で

本年度在外研究員に指名され，学内紛争の余燐未ださ

めやらぬ母校に後髪を引かれる思いで羽田を立ったの

は5月12日であった。 国際会議終了の後，モスクワ及

びキエフの大学で 1ヶ月余勉強し，スカンヂナピヤに

出て ヨーロ ッパ各地の大学，研究機関を視察，この

間 7月初旬にはチェッコ のプラ ハで開催の閑際ポー

ラログラ フ会議に参加し 8月5日に ロンドンからワ

シントンに渡った。 既に暑休に入ったので合衆国東部

はGE. INCO. UCC等々主として大会社の中央

研究所を視察，ナ fヤガラ に遊んで 8月末にカナタに

渡り，オタワ大学等で約 1ク月学んで後，合衆国西部

カリ ホノレニア大学のパークレ ー等を訪ねて後，ハワ イ

に遊び 9月28日に帰関した。思えば我ながら随分よく

その様な現状のように私には感ぜられた。金廠無欠と

称していた祖|邸主戦に敗れた。軍備防衛は他国に委ね，

民族は殆ど純血で， 同一言語一色の島国である。如

何にして融合し，自民族をいと しもうとする反省の機

会が無さ過ぎるからのように思われる。最近の朝日紙

上竹山道対j'氏によると .10年の平和を維持するのは10

年の戦争を継続するのより遥かに困難であるという 。

目標がなく，純血同一言語で余りにも平和であるが放

に， 何かと思い悩んで至上の理想のみを追求し，民族

を，国家を，職場を，大学を忘れて，血で血を洗 う争

いを繰返している傾向はないで、あろうか ? この間一

言語，純血に恵まれた御互の民族に感謝し，組国をも

っともっといっくしみ愛して行きたいものである。 同

時に現実を直視して，何事も自己の大学，職場，民族

の存立を前提と して論議を進めたいものである。
』

就職戦線今昔

篠 原 功

歩いたものである。ベルギーを除いては， 世界の日の 本年度の就職状況を応化だよりにと依頼を受けた。

当る国の表通りは殆ど全部見て来た。 5ク月の旅行中 現在学部一学年の定員は 140名で，クラス担任も 2人

百聞は一見にしかずの感を愈々深くするのみであつ になっている。 大学院学生の数もふえ，こちらの方に

た。国内の方々は勿論，海外の先生方の御配慮の御蔭 も担任が必要になってきたので、はないかとし、う声も出

で旅費に不自由もなく ， 健康を維持しつつ大)~有益な てきているが，現在大学院は学部の担任が大学院の指

旅を続ける事が出来た。留守中御迷惑をかけ御世話に 導教授と相談しながら就職の世話をしている。

なった教室の諸先生に拝謝の言葉てもない次第である。 本年度 4年のクラス担任は鈴木教授と私が受持って

帰国後未だ日も浅く.]iJiの整理もつかない昨今ではあ いるが，就職の世話は殆んとe鈴木教授に骨衡を折って貰

るが，最も強い印象を記させて頂こう。ソ速は勿論， い，私は側面から協力している。したがって就職状況

殆でど何処の国もそれはそれは烈しいナショナリズム について書くのは鈴木教授の方が適任であると思う

ある。若い学部学生や大学院学生達とお茶の時間に談 が，今昔の就職を，また好，不調のときを経験してい

笑する度に感ずるのは常にそれであった。 野にも 山に るので私なりに書いてみることにした。

も，ピノレにも住宅にも毎日国旗が翻っている。私の感 昨年から就職事情は逆転している。その前がよすぎ

じた範囲内では現在の我国程，自分達の民族を，相国 Tこともいえる。加えて本年度は早稲田紛争もあり見通

を愛しない閣はない様に思われる。深窓の令嬢が不幸 しは悪かった。蓋をあけてみて大学院の方はまあまあ

な事件で、貞燥を失って自棄的，自噺的になっている姿 だったが， 学部の方はよくなかった。しかし学部の方

の様に感ぜられる。骨て軍人達は金甑無欠の国体を強 も大方片がついた。大学院の方がよかったのは優先す

調して自己陶酔を奨励した。良識ある人々なら， 真に る方針をとった為もあるが，会社側の大学院学生に対

金甑無欠であったか否かは論ずる迄もない。国家も民 する評価が，新制発足のときと格段の相違があった為

族も御互不完全な人間の集団である。 である。初期の頃大学院をIi:た人達が気の毒な気がす

久しい歴史の聞に 2度も 3度もつまずき，敗戦の苦 る。

しみをなめつつ成長して行くのは当然の姿である。大 個々の就職内定先とか，就職後の心鍛え等について

なり小なり自己の所属する集団，組織を超越して正義 は何れこの応化だよりに絞るであろう。本年度の就職

を追求するのは勿論至上の理想である。しかし現実を 状況がよ くなく ，景気回復が就職に影響してくるのは

直視する時，小にしては自己の家庭，大学，職場…… 2. 3年後といわれている。悪かったといっても前の悪

大にしては自己の民族，国家の存立を前提として，然 かったときに比べればまだまだである。終戦後の虚脱

る後に正しさを追求するのは止むを得ない現状ではな 状態での就職はさておき，新制になってからでも，第

かろうか ? 現に世界の代表的な民族国家は殆と。総て 1問，第3回，第 5問の卒業生が悪かった。それぞれ
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理由のあることだが，第6匝lから上向いてずっと好調

なときが続いた。

私は第 2回，第5回，第8問を引き受けて就職の世

話をした。第 5聞についていえば，就職時期が今より

ずれてはいたが，約70名のうち暮までtこ片がつかなか

ったのが 27.8名居り ，卒業の際に残ったのが6. 7 

名居た。会社側で十~}討を手控え，よい者がおれば頂く

が見送りたいとのことで‘苦労した。せめて推薦状にで

も誠意を示そうと所定用紙を使わず美濃紙に筆で、家内

に書かせた。お蔭でこのクラスの殆んどの姓名を家内

が覚えてしまった。

昔は人生3難といわれたが，現在はそのうちの入学

難が前面に押し出されている。就職が本年度悪いとい

っても，就職希望者74名に対して現在約 380社が申し

込んできている。 何れにしても入学，就職，結婚が人

生の転機である ことに変りはなし、。この転機に不調で

あればグチも出ょう 。就職不調の折，他の友達の親は

一生懸命奔走してくれているのに自分の親はちっとも

構ってくれないとこぼされたことがあった。しかしこ

れは無理で，子供の可愛くない親は一人もいなし、。親

が化学方面の会社に縁がない場合，骨を折ろうにもど

うにもならないのであって，そんなことを気にしなく

とも学校側で面倒をみてあげるのだから，むしろ御本

人自身がしっか りして居れば，片親であろうが何であ

ろうが関係はないと励ま したことがあった。

この頃は学校は就職機関で老り ，先生は斡旋係，学

生諸君は自動車の運転免許証をとるのと同じ気持でや

ってくる という批判がある。そうでないとは云いきれ

O お知らせ く〉

武富 昇教授の最終講義の公開について

学科主任大 坪 義 雄

明春3月停年によりご退職され る武富昇教授

の最終講義が下記の日程によりおこなわれま

す。 この講義は公開されておりますから卒業生

の方々の多数ご出席をお願い致 します。

月日 昭和42年 1月24日(火〉

時間 午前10時より 111時30分まで

場所 西大久保校舎 2号館201教室

題 デンプンの化学と工業

燃料化学科懐古

戸 田地根

ない。大事なことを忘れてしまっては困る。 1:蔦夜ふわが学舎は奥つづき

就職や結婚の世話をすると気持がよく掴める。私に | 学習院の森果つるところ

とっては就職のどん底でともに苦労した昭和30年卒の

第5回生が一番馴染の深いクラスである。人生歪IJる処

に青山ありと送って10年以上たった現在，転社したも

のも相当いるが，皆元気で，中には私以上に主主禄のつ

いた者もいるo 逆境を乗りきってきているだけに楽し

L 、。

なお最近当科の卒業生が，北大，東大，東工大，京

大，阪大等で元気に活躍し，また学会で、卒業生にお自

にかかる機会のふえてきたことも誠に楽しいことであ

る。

うす日さす春の研究室に白衣活:る

われに空しき天秤のフレ

日に千せるフミン自主泥昼時の

児等の投せ.し泥と化しぬる

(燃料6巨l卒，金光教四谷教会)
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会 員 の 声

デンマーク訪問の記

旭化成 :些凶善雄

昨年 0965年)11月5日羽田空港を夜ノレフ トハンザ

機で立ち途中アラスカ，アンカ レッジ経由，美しいマ

ッキンレーを眺め北極廻り でデンマ -(1の国際空港コ

ッベンハーゲンに着いたのは朝であった。途中北極を

通った頃より夜空に有名なオーロ ラを偶々見ることが

出来た。その幽玄なうすきみの怒いヒョ ロヒ ョロした

広い縦の青い縞， 一種の淋しさを感じた。

欧州に近づき夜が明ける頃，かなたに七色にみえる

水平線が飛行機より低く見え出した。こんな美しい又

はれやかな夜明けは北極ならでは拝めない，いよい よ

北欧に近くなり着陸態勢になった。 11月ともなれば日

本で云えば北海道の北の方の11月だ，霧が深く 着陸と

云っても左右何も見えない霧の中の着陸だ，どんどん

飛行機は降下するがこれで大丈夫なのかと不安に思え

る。着-陸寸前地上数百米の頃パッ ト霧のな い所 に出

た。目の下飛行場だ。やれやれと思ったとたんにゴ ト

ンと着陸した，コ ッベンハーゲンの空港であった。欧

州の玄関であること南の ローマ空港と同じだがローマ

と途って北欧らしく 重厚な感じの空港でこれから ドイ

ツ，ハンプノレグに行く人々とコッベンで降る人々とに

別れた。 しかしハンフ勺レグ行きは何時間か空のコンデ

イションのよくなる迄待たされるようであった。 飛行

場の車でSASの経営する20階建てのホテル，ロイヤ

ノレに宿をとった。ホテノレには日本人のウエイトレスが

いたし又田Iに出れば東京館と云うレストランでは日本

酒，豆腐，刺身，なんでも日本料理があり全部日本婦

人のサーピスである。又北欧は富んで、いると聞いては

いたが老人ホームでは 1日500門で食事から病気の治

療等すべて国がしてるのには驚かされた。コッベンハ

ーゲンで;有名な港にある人魚アンデノレセンの家，害事を

一応見た，それからとても早いヘリポートで対岸のス

エーデンのマリモに約一時間で行ける。デンマーク，

スエーデン，ノーノレウエーの所謂北欧三国は全く 同ー

の国とまで行かなくてもとても緊密な間柄で例えばこ

のヘリポートでスエーデン，マリモよりデンマークの

コッベンハーゲン迄買い物に婦人，子供が行きかいし

叉このヘ リポート内では無税で或程度タパコ ，洋菓子，

チョコレートなど安く貿え，お金も共通で両国間通用

する。スエーデンでは道端でオープンサン ドイツチを

立ち食いが出来，又美しい上流婦人でも子供述れでこ

れを買って行っているのはのどかな風景であった。

次に小生のコッベンでの用件を簡単に申しますと，

コッベンハーゲンで我社と 同じくベンベノレグ製品を作

っている欧州三社， Jl[Jち独逸の J. P.ベンベノレグ;社，

パイエノレ社，イタリーのイタリベンベノレグ社の四社の

販売協定並に トレイド・ マークの協定の円卓会議が行

はれたのに出席したことである。欧州三社は社長自ら

秘書をつれて出席していた。 11月は霧が多いので飛行

機を遠慮して ドイツよ り自動車で社長自ら運転して来

てしイたのに驚かされた。

会議の内容は不問として戴いて欧州一流の社長と会

談をしてその内より所調国際感覚を皮膚で感じたこと

が何よりの収穫であった。

例えばド イツ人，イ タリ一人の第二次大戦後日本を

みなおしたこと又非常に友好国と しての親衛感を持っ

ていること。 ドイツ人の重厚な感じ石頭と云はれる製

自尊心が高いこと。イタリ一人の独創的と云うか天才

的な感じ日本人に似た熱情，等であった，何時も外国に

行って感じることではあるが社長の秘書が非常に俊秀

であり叉ヒガメかもしれないが美人であることであっ

た。会議も三日間で無事済み毛皮製品，人形，チーズ

など北欧の土産物を貸ってコッベンの飛行場より SA

Sに乗り ノーノレウェーの上空を通り大西洋を横断しニ

ューヨークへと向った，米国でテネシ一以行きチャタ

ヌガよりロスアンゼノレスを通りハワイ経由大平洋を横

断し世界一周を約半月で廻って11月20日もとの羽田空

港へと着いた，羽旧より帰途東京の建物のfK¥，、こと人

口の多いことに今更乍ら溜息をついた。(1日flJlJ16四半)
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随 想、

東iJE石川1 -~I 成 克

先11，l.J泌l述出lのS氏から，今年の10月から愈々石

油の生産調整も廃止になるので，それと関連して，太

平洋岸製油所の再開のとき工業クラプで開いた業界共

催の石油業再開記念パーテーの写真が，君のところに

ないか，新聞社のO君からの依煩なのだがと電話があ

った。当時，もう殆んど無駄だよと云はれながら， 王寺;

心， 数々の賠償調査団や，GHQの述中との交渉に当

っていたので，資料や写真も ，ある筈だが，当時は，

公外すべきものではないと判断し， 箱に詰めて，しま

い込んでその健ほこりをかむっているので，15年振り

に探して見た。資料は殆んど虫l食いになっており，当

時としては一枚一枚が重要な意味のあったGHQのメ

モランダムも虫喰となりカピがはえ，それに正比例し

て，私の記憶も段々と忘却のかなたへ走り去りつつあ

ることが半uった。

日的のパーテーの巧'真は見当らなかったがそのjIij後

における記念'手県が/:1¥て米た。

竹 11 1 の官邸一当時‘通産大陀宵)í;I\ と して ， 球~jは辿貨

I'!Hとして利用していたーにおける， GHQの述，'，を凶

んで ，11石の佐々木社長(故人)，11針石小山社長(故人)，

大協高橋社長(故人)， 三石竹|人l社長(現会長)，東燃，'，

b主主uミ(現会長)，興}If(i博子|羽IJ社長("，1政人)，の顔ぶれに

我々が入つての記念写真である。

進駐軍が米たo .-，-，には石油に見切りをつけて他へ転

業した人もいた。 X1ヨ油に関係したくともれておが/1¥ぅj(・

ないで，他へ転業した人もいた。 GHQが米て Nイ

エス，サ_ N式のサーピスをした人もいた。 敢然とG

IIQの憲兵隊におどかされても ，主張をまげずに，11 

本の経済復興のためi絞った人もいた。 消費地粘ー製主義

と現在呼ばれている日本での石油業再開の交渉は長い

ものであり ，辛抱を要するものだった。

そして，はじめは全体で僅か 1日当り 3万パーレノレ

のものではあったが，稼動することとなった。

私はこの写真を見つめていて， 15年振りにはじめて

tJI.闘の再興を願って，奮斗して米た人々の，世Iiくよう

な11'1¥を発見した。

夜、は昔から，記念写真というものに余り興味がな

く， 何となく出会者のする事位に考へ自分のアノレパム

には，積極的に，貼る気になれないでいた。

一寸キザな云い方になるが，この一枚の写瓦を見て

いると ，日みりおき 11本人グノレープが，いささか，プラ

イドをもって，GHQグループと接している状況が伺

われる。

当時の 3万パー レノレは現在は 200)jパー レノレの粉製

能力に鳩力uしているのだから ，15{1:振りの凶組、も ，tja

式の走馬燈て、は間に合わず，と云った感じだ。

今年に入ってから，ガノレフの30万 トンタンカ ーの建

造が伝えられるや，我々の業界でも CTS構怨等とい

う従来の工場単位の考え方では間に合わない 「とてつ

もない」考へ方が，現実のことと して目前に迫りつつ

あり ，一方では石油などをl食う菌，硫黄分をl食う菌，

等の話も出て，応化出身者にとっては，忙しい事ばか

り，つづきそうだ。

私は， 早稲旧の応化の若い世代の方々の，活躍の分

野が益々鉱大していくことに対し，大いに期待して，

このとりとめもない随想を終ります。 (1日制17回卒〉

クリーニンゲの近代化

jdiリ日ンfテラ?佐藤 一 91

今11の科学妓術，或いは産業の進展は目覚ましいも

のがあり ，このlQ{rの進み方は，過去 100年のそれに

匹敵するか，XI主b主総すると云っても過言ではない。

わが，"リーニング業界に於てもその例外ではな

く，関連する洗剤，繊維，加工.機械設備及び自動制

御ミ?の新技術の/J¥現に応媛にいとまがない。

思えば， 10{1-.紅白ij， :fL、が入社した頃， ドライク リー

ニングに幽JVJ的なブj式がJ初日され，業界の注目を集め

ていた。

これは，従米石油浴斉1/或いは合成浴剤lに洗剤として

脂肪椴石鹸が1mえられていたものが， 界面活性~Jに変

り，史ーにそのミセノレに水をlIf(if化させることになった

のである。

この方式全「チャージシステムJとIi子び，洗浄力の

用力11. 水治性しみの除ームに，;，;)J史的で研究テーマとして

も非常に興味深いものがあった。今日に於ては，この

システムはドラ イタリー ニングに於ける日 a常の事;にな

って しまっている。

クリー ニングに於ける，今日の課題の中にク リーニ

ンゲ後の繊維加工による衣服特性の再現と，自動能IJ御

や，I高能率化のプラン トの問題がある。

衣)J1i!は，残念ながらク リーニングによってその加工

ガIJの一部は汚れと共に取り除かれて しまうとし、う街命

をもっている。

洗ったら艶のあったものがくすんでしまったとか，

逆に渋L、感じのものが変に光ってしまったとか，牒の

あるものがへなへなになり ，柔軟なものが出きくなった

とか，奥様相手の商売だけに，こういったグレイムは

全て洗濯屋の責任に帰せられる。
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クリーニングをしても?0れはとれるが.1m工剤には

彬響を与えないということになればよいが，現実はそ

うではなし、。そこでク リーニング後にjlf加工というこ

とが考えられる。

ところでその加工の方法であるが，加工斉l卜¥b加工法

が，製造過起のそれと同じ方法をJ采iHするというわけ

にはゆかない。紡績や繊維の幣理加工の段階に於てそ

の処理に末、Iする条件は，衣服となったものには適加で

きなし、。

然しf/リーニング後の加工については，それなり

にいろいろ研究が重ねられ，艶出 し加工，柔軟加工，

サイジンタ 加工，艶消し加工，防f虫加工，防徽加工，

サニタ リー加工.ItJI炎加工，そじて最近になって，パ

ーマネン トプレスl時代にf.t::えてJji日加工も取り上げら

れて米ているO

かつては.f1リー ニング後のIJII工と云えば防水加工

i立のものであったが，今日に於ては尖に多種ー多様にわ

たってきたので、ある。

さて.f1リー エングの設備については，同産，輸入

共新ら しい型に変りつつある。 小は，近頃あちこちの

応にみられるコンパク トなク リーニング機械， 大はリ

ネンサプラ イ用の高能率仕上機械等， にわたってい

る。

米国では「コ fンオップ」と云って，自動販売機の

僚に，貨幣を入れて自E揃守にク リーニングできる機械

を応頭に置いている。わが国に於ても似た様な機械を

使っているが，本当のコ インオップではない。

liijに述べた リネンサプライというのは繊維製品の リ

ースであるが，使胤すれば汚れるから，そのク リー ニ

ングをも含めて，工場の作業衣， ホテノレのシーツ，タ

オノレ，レス トランのテ ープノレクロ ース，ナプキン等を

t;rしている。

リネンサプラ イを利用することにより，常に清潔

で，新らしいものを必要な数だけ，手に入れる事がで

き，無駄な投資や，不必要な管理から解放され，それ

ぞれ本米の業務に専念できるということになる。

一方， リネンサプラ イのプラン トに於ても所調ク リ

ーニングに於ける多種小量;の生産方式から，規絡化に

よる小種多量に変り，生Pf~の単純化，際ì'\主化， 専門化

のJJttJ!IJiI!iり ，合理化をはかり，コス トダウンの災付と

なる。

今日 ，舌が国の リネンサプラ イをパックアップして

いるのは紡績会社，観光事業，そしてク リーニ ング会

社で，その経史は浅く，益々そのマ ーケッ トは広<.

深くなるだろう。

東海道新幹線の目立!lit-のあの I ~I\" 、ヵパ ー もサプラ イ で
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突はわれわれが担当しているものである。

工場は1時間に5.000枚も仕上げる ことができと，.....

ングノレを設置し， その高能率は，まさに列車のスピー

ドアップに応えるかの立IJくである。

隆史的には，レ ス トランの淋製のクロース，オゾキ

ン類の貸し付けから始まったのでこの種ーの産業を リネ

ンサプラ イとli子ぶ様になったのが，今11.使用素材の

大半は綿で，一部Jt.j(或いは合織がよ日し、られている。

然し新幹旋のモタ レは全て麻であるからこれこそ名

')投与に リネンサプライと云える。 (新制 51'-U"I';)

応化会への要望

日本エクスラン 小 林 子貸

先11.会社のー先輩から flOOOC以上のi制品に耐へ

且つ高粘度紡糸原被中の空気を食べっくす様な，徽が

ないものか」との質問を受けた。一笑に附し ながら

も，自信がないので，久々に，卒論時に学んだ，生化

学の本や通気培養の本に目を通 してみたが，私の知っ

た範聞で、は， その様な便利な微にお目にかかることは

できなかった。世は将にア イディアの時代と云われ，

私の如き，紡糸の製造現場に居る者でも ，作業員の小

さなア イディアが企業に莫大な利益を与える例を，数

々経験している。ところで，この様な，ア イディアや

ヒン トは， 若い熱心な，作業員の中から， 偶発的に発

生する事が多く ，とか し 大学卒の技術者からは，研

究成果は提出されても，ア イディアの， 出されること

の少いのは不思議である。若い作業員なら勝手な事を

述べても恥をかかないというのも原因だろうが，一

方，学問なり ，技術を学んだ者は， とかく演緯的に考

えがちであり ，従って，一見，理論外とみて.Jtiてる

傾向のある事実は，歪めなし、。この点は飛躍的に或い

は，逆説的に，物事を考える習性を身につけることに

よって解決すべきと思われる。現場ではよく ，あるテ

ーマを取 り上げて.Brain Stormingを試みることが

あるが，その際，どうも説明がつかないといって，或

るア イディアを捨てて しまL、，後で実験や報文で，そ

の正しさを知ることが，ままある。このことを更に，

っき進んで，考えてみると，やはり ，私自身の実力不

足が，最大の原因であると思う O

卒業をして，数年を経過すると，その道の，ベアラ

ンと称される様になるが特に，企業の中にあっ ては，

狭い範囲内に閉じこもった生辞引となって しまい，“広

い妓術的， 学問的，素地を，失う傾向にある。時々

学会や，講演会にいって，頭に燈明をともされること

が多い。近年，応化会の活動は，とみに，活発になる

Mi I ~'J にあるが，その活動の~J;;t として，応m化学科 を



年に数日間，卒業生の為に，開放して，先生及び諸先

輩に依るシンポジュームを，開催してはいかがなもの

でしょ うか，その中で最近の化学界の状況を聞き，自

由に討議し，且つ親睦を図ることにより，卒業生は大

いに潤い，新しいアイディアの源泉を，得るのではな

かろうか0 ・ (新制 9回半〉

国際会議と言葉

東工大大学院高橋紘 一 郎

9月13日から一週間，東京文化会館と京都国際会議

場で「国際ガラス会議」が開かれ，私はアノレパイト方

々出席した。この会議は毎年主として欧米を中心に開

かれていたものでアジアでは，この会が始めてであ

る。日本人約 320人，外国人約70人の参加者があり盛

会であった。 研究の成果とか，方法論，論文の水準と

かいろいろ考えさせられることがあったが，一番の問

題は H言葉'であった。発表は英語と日本語で同時

通訳がイヤーホーンで伝えられた。講演者は殆んど事

前に原稿を通訳者に渡してあったので，通訳な講演者

の発表をなぞるようにして進められた。この時は問題

がなかったが，質疑応答の時は，専門外の通訳吉なの

で，内容が解らずに翻訳することになり ，しばしば混

乱した。

私も会議場の中で裏方を勤めながら，なれない英語

を聞いたが 3割程度も解っただろうか ? 全く 心も

とない限りであった。日本語が国際語でない悲哀を思

い知らされたような気がした。しかし後で、解ったこと

だが，歓迎会や，旅行に参加してみて，いろいろな国

の人身に片言英語で話してみると，外国からの参加者

の内，半数が;英語闘民だが，後の半分は英語以外の母

国語を日常使っている人々であった。確かにドイツ語

と英語， ロシア語と英語は同じ系統をひくものである

が，発音や言い回しがかなり違うことも事実である。

その人々の間にも，英語を母国語のよ うに流暢に話す

人もいるが，まあ極めて稀といっても言い過ぎではな

いように思う。ちょうど日本人でも東北批りの標準語

や大阪流イントネ ーションで-話す人がいるのと同じこ

とであった。英語国民と話す時は実にくたびれたが，

それ以外の人々と話す時は向うも時h間違えるので大

gi~楽であった。

日本人が英語を請す時はまだなんとなく心にひっか

かるものがある。外国人と話している席に日本人が2

人以 l二L、ると.お互いにけんせいし合い，なんとなく

日本式の発音や，平板なイントネーションをやらない

と，キザに問える。 外国人がいるのに日本人どうしで

は，英語を使わない。別に外国人には特別親切にせよ

と言っているのて-ない。例えば，中国語を知らない¥:1

本人が中国にいって同じような状況に会ったら，どう

いう気持がするだろうか ?

そう理屈では考える私も，まだなんとなく英語を話

すことにわだかまりがある。大学時代ほんの少しばか

り英語会に属したことがあった。どうもその会の雰閤

気が私の肌には合わなかった。時々英語の練留にワシ

ントンハイツに出かけたりした。英語会のいわゆる

dアクティプメンパ-"達は，この将校長屋の余り教

養があるとは思えない，しがないマダムにも先生々々

とあがめたてまつるような調子で話し，時々日本人に

はコッチンと耳目にくるようなことを言われても，それ

に同調こそすれ反論を加えることは殆んどなかったか

らであった。私は苦々 しく思ったものの，なにせどう

いったらし、いものやら，解らず作文しているうちに.

もう会話はあさっての方に進んで、いた。そんな時に

は，中野重治の'帝国ホテノレ4 という詩の一節を思い

うかべた。 '中野さん'は占領軍の象徴と して帝国ホ

テノレを仕立て，連中にベコベコするやからをこう呼ん

だoHここは西洋だ。 イヌが英語をつかう ……，この

一句を思いうかべて，溜飲を下げたものである。

しかし最近ではそれはヲ|かれ者の小唄でしかないこ

とが判ってきた。大学の食堂ではしばしば留学生に会

うし，研究室を訪ねてくる外国人もいる。今度の国際

会議に参加して判ったことは.英語という言葉は，英

米など一部先進国民のものではなく ，アラプや東南ア

ジアの人々のお互いの共通語ともなり，ちょうど度量

衡にメ ートノレ法を使うように，国際語として不可欠な

のだと割り切って， 考える必要があると思うようにな

った。

京都ホテノレで司さよならパーティが終った後フィ リピ

ン，オーストラリア，アメリカ，カナダの人々とロビ

ーで，ウイスキーの杯をかさねながら，風俗潟慣など

の違いを，夜中まで，話していた情景は，言葉の不自

由さを越えた何者かが，後にのこったような気がす

る。

折しも，台風性の雨が，ステンドガラスの窓を激し

くたたき，京の秋の訪ずれを告げていた。

(新制13四半〉

阪大大学院に進学して

阪大大学院原田忠夫

9月末がこの原稿の締切りなのだが 9月末の日曜

日にさて書こうと思って，机にむかつたが，一向にベ

ンが進まない。これが3.4年前なら質という点を考慮

の外におくなら，原稿用紙3枚書くのに苦労するよう
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なことはなかった。このことは専門の細分化という こ

とと無関係ではないと思われる。これはよく考えねば

ならない問題だろう。けれど締切りはとうに過ぎてい

るのに，これからゆっくり考えるとし、うわけにもいか

ないだろう。そこで，これから早稲田を出て他の大学

の大学院に進まれる方も多いことだろうから，他大学

での生活について少し書いてみようと思う 。

大阪大学で、は大学院への進学のとき内部推せんを行

わず，試験も内部，外部平等に行われる。さて入学する

と修士課程 2年間のうちに講義で12単位と らねばなら

ない。とはいってもほとんどの人が 1年のう ちに12単

位と って しまう。これには毎週 1日ないし 2日開講義

を受ける必要がある。あと 4日聞は実験と研究室単位

のゼミナーJレだが，いま私のいる研究室では，皆でい

応化生のページ

スーパーマーケットとモッズ族

4年 小 場瀬宏之

先[1，中国へわって米た人の話を聞いた。中国のデ

パー トや小売庖では，物資は豊富で買物はすぐできる

が，お金を受取るときに数枚の伝票を書かねばならぬ

から，会計が遅くな り，従ってカウンタ ーの前に長い

列が出来て しまう 。この非能率を解消するためには，

スーパーマーケット方式を採用すればいい のである

が，しかし中国では未だこの方式を取採れていない。

スーパーの理論は中国でも十分学ばれているし，日本

ろいろ話し合った結果，ゼミナーノレ，雑誌会などはす のように万引の多い所でさえ，スーパー方式はうまく 句

べて取り止めにしたので， 結局あとの 4日聞はすべて 行っているのだから，泥棒のいないと言われる陶にお

実験ということになる。もちろん， 2年になればほと いては，道徳の菌から言会っても，大じようぶである。

んどの場合講義をうける必要がなくなるので，毎日実 それならはなぜスーパ一方式を取採れることが出来な

験だけになる。修士論文のテーマ決定の時期は各研究 いのであろうか。スーパーでは食料品をはじめとする

室により，また同じ研究室でも人によって異なる。 入 各品物を，ビニ ーノレの袋に入れて分類しておかねばな

学と 同時に決めることもあれば， 2年の秩になって， らなL、。このピニ ーノレの生産が十分て、なく ，ビニーノレ

それまでにいろいろやった実験のなかからなにか一つ 袋が不足しているからだと言う。

とり出してそれで修士論文にまとめる というようなこ 他のあ らゆる条件は十分そろっていても，たったピ

ともある。この 2年間は d教育'ということに主眼が ニーノレの生産不足ということのためにスーパ一方式に

おかれるので，ある意図のもとにこうし、う 実験を行っ 切替えることが出来ないのである。言い換えれば，こ

たが，ダメだったということでもパスするようだ。論 の方式に切替えるには，理論，道徳，産業の発達・ ・・

文は英語で書いても，日本語で書いてもよいがやはり などのあらゆる条件が満されていないと実行出来ない

日本語で書く人の方が多いということだ。英語で書く ということになる。この事は，次の事を意味している

となる と，大学入試のとき以来6年ぶりで英作文に汗 ように思われる。あらゆる ものは，どんなに些細な事

を流さねばならなし、。そしてめで‘たく卒業である。修 柄にせよ，政治，経済，文化，社会，歴史……等々の

土 2年聞を通してみると，早稲田の場合よ り講義の時 総体なので、あるということ。 これらのものが，ごちゃ

間数が少なく 一ーもちろん講義をも っと受ける ことは ごちゃに組合わさった混成体と し一つの ものが存在し

可能なわけだが一一突験に使う時聞は多し、。どちらの ている という ことーである。

方がよいのかはまだ先になってみないとわからない。 さて近頃田丁を歩くと，まことに奇怪な服装におめに

博土課程への進学だが，私のいる科ではいまのとこ かかることが出来る。ピンクのワイシャツに花柄の太

ろ試験は行っていない。だが進学希望者の多い科では いネクタイ， 真赤な ソックスに黄色のつぶれたような

選抜試験を行うところもある。博士論文のテーマは教 帽子を身につけて静々と町を歩いているのなんかは，

授といろいろ相談してきめる。そして自分でたてた計 最近日を号|し、たスタ イノレのうちの一つで・ある。なんで

画に従って実験を進めるということになるのだが，そ もこの風体，モダーンズの略で‘モッズとか いう らし

れ以後のことはまだよくわからなし、。 l、。おもしろいものが発生したなと思っている。いや

早稲凶を出て，他の大学に来てみると，早稲闘がなっ 発生したというより ，仕立てあげられたというべきか

かしくなる。これは大学にいるときにはあまり予怨し も知れなし、。なにしろ男の子の方が流行病に弱く， デ

なかったことだ。(向日IilJl4回卒〉 ザイナーの大先生が「この秋はこれ」とのたまえば，

次の日から!苫に多勢の者がおしかけるそうである。で

もこのブームなんだかおかしいようである。

モッ ズ族の本家はイギリスである。イギリスは言わ
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ずと知れた伝統のl司で、あり ，完全な横刻り社会がし、ま

だに厳然として存在し，何から何まで格式がきちんと

決まっている。身のまわりのものを取ってみても ，1m
はもちろんネクタイ，ハンカチ，帽子，タパコ用品，

カサ， に到るまで全くうるさL、。早い話がカサ一つに

しても， これは細ければ細いほど良いと決っていて，

紳士は，傘を傘屋に持って行き，-lill五百円なりで細

く巻いてもらう。(だから雨がふっても. ちょっとや

そっとではカサをささないとL、ぅ 。〉 こうし、 う社会に

して始めて，今まで考えられもしなかった奇抜な服装

をっくり，まとうことがある意味を持って来るのだと

思う。 『私達は反抗し，そして勝った。』 これが彼等の

叫びなのだが，この叫びがナ γセンスであるかない

か，ほんものなのかにせものなのかはわからなし、。し

かし彼等をしてこ うして叫ばせる何物かがあるという

こと，またモッズ服がこの叫びと一緒に出現したとい

うことは，確かな事だ。発生した所では，ある意味で

革命的な意味を持っていたものが，日本に直輸入され

れば，正真証明のピエロ衣裳と化してしま う。

どんな事柄も，経済，歴史… などの総体であると

するならば，それらの要因のうちの目立つところを取

上げて，あれこれ議論しても.本質が欠けてしまった

り，思わぬ所にぬけ穴があったりして，すべてをとら

えることはできないだろう。叉さらに警戒すべきは，

同じ次元で議論しなければならない事を，現象面の目

立っところだけを取上げて議論をすりかえてしまうこ

とである。一方が「悶家権力の帝国主義的教育改編反

対/Jと叫んでいるのに，一方ぼ「集団の暴力反対/J

と111十んでいる。 こんな論法が我国最高議決機関たる国

会でも大手をふってまかり通っている。いったい我々

の代表は，モッズ族なのだろうか。

早稲田雑感

4年八 尋 攻

西大久保の新校舎の完成も近付き，鉄骨・で組まれた

18階建ての建物も，日に日にコ γクリート の肉を増

し，遠方にまでその威容を誇り，ここに早稲田の俊秀

が集い勉学に勤しめるのは喜ばしいことだと思います

が，その反面，総合大学としての早稲田から理工学部

がだんだん孤立して単科大学の様相を呈してくるのを

淋しく思うのは私だけではありますまい。私達は，よ

り充実した人生を送るため，この学生時代に同学部の

人々とは勿論，異った学部の多くの人々とも接して見

聞を広め，共に学び，更に理工学部生の陥り易い欠点

を知らされ是正されていくこともできるとL、う長所を

持った総合大学に席を霞いているのは意義のあること

だと思います。そして，その総合大学の彩が薄れるこ

とは，他学部の学生と共に悲しむべきことのように思

うのです。 しかし大学の方針が決定して新校舎の完成

も間近い現在，理工学部をまたもとに戻すことは不可

能でしょう 。そこで私たちには旧校舎におけるクラプ

活動への参加や講演の聴講が今迄より一層強く望まれ

るわけでーす。

振り 返ってみれば，私たちは一年の時の全授業を旧

校舎で受け，二年になって新旧両校舎を往復するよう

にな り， 三年の時からは新校舎だけで授業を受け四年

に至るという ，ちょうど新校舎への移転の過渡期にあ

って，幾分旧校舎との接触を保つことができたわけで、

す。現在は卒論のため旧校舎に通ってお り， そこで大

隈さんの銅像や時計台，古びた，それ故にす.っしりと

重みを感ずる校舎，それらを眺めて Hああ俺は早稲田

の学生なのだH と新たに感じたり ，故郷に帰って早稲

田という大きな胸に抱かれているような安心感を味わ

ったり しています。新校舎では.なにがこのようなも

のにと って代るかわかりませんが，後輩の方々には，

早稲田が総合大学であることを認識し ダ仰 ぐは同じき

理想、の光uのもとで，心のふるさとを捜し求めてもら

いたとい思います。

理工展西大久保校舎開催にあたって

1年入江 伸 一

私は今理工燥の活動に大いに興味をおぼ えて いま

す。それは自分の思考分野の進展が実践の領域と極め

て緊張した関係と して私に提示されているからで‘す。

そして，今年から理工展西大久保校舎開催という 新し

い要素が力uわり，新たに考え直すべき事柄に対面して

いるからで‘す。これ等の事実は，今まで一種の楕性の

ように進められてきた理工展活動を転期にたたせざる

をえないでしょう 。事実西大久保開催にあたって，夜、

の担当している会計の予算部門には大分変動があった

ことは事実です。たとえば，今まで以上の理工展のみ

の宣伝活動費，或いは西大久保校舎内の放送設備のた

めの技術費の項目が新たに加わったのをみても確かに

転期なのて、す。理工展委員会があらゆる部門全部に渡

って責任を明確にしていかねばならない時代になった

わけです。同時に今あげたこと以外に西大久保開催に

は正負の面が続出するでしょう 。ですから，西大久保

での開催を巡っての議論の応酬は激しかったのです。

総合大学である以上，統ーした大学祭を催すのは当然

であり ，理工学部のみ分離した地域で・の開催は一種の

単科大学化ではないかといった意見が，充分に納得で、

きる ことも又事実だったのです。 しかし，教室の絶対
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数不足という事実は理工展本学開催を不可能にしまし

た。 メイγキャ γパスでのサークノレ参加は，今年は例

年を上!illわる数であり，同時に今まで建築科使用の部

屋は社会科学部事務所となり ，ここに我々は西大久保

校舎開催に踏みきったわけです。しかし，応用化学科

のように本学に研究室を釘し，しかもその場所での方

が展示をしやすいといった学科は厳として存在する以

上，今後の理工展の教室割り当て問題を始めとして充

分考慮しなければなりません。

今まで列記してきたように，西大久保校舎での理工

展開催が確定されたからといっ て，この問題はかたづ

いてはいません。むしろ，出発点に立ったという べき

でしょ う。たとへば，統一早稲田祭である以上，理工

展と早稲田祭の関係といった問題は随時表面化し，同

時に学生問で徹底的に論議されねばならないと思いま

す。つまり今までは同一場所で、行なっており .早稲田

祭即理工展という関係、が比較的無意識ですまされまし

た。しかし今後統一早稲田祭を追究する場合どのよう

な方法をとるかということは極めて重要になってきて

いるといえます。一般に単科大学祭よりも総合大学祭

の方が好まれるといった現象面にとどまらず，深く討

論がなされる必要があると思います。

今や各学科とも試験明けの追い込みを目指して，そ

の力を蓄えつつあります。しかし西大久保校舎開催

という理工炭の現状に対して，まだ学部生は問題にし

ていないようで、す。 しかし，西大久保校舎での開催は

昨年度よりも人数の激減(観客〕はやむえないようで

す。しかも，場所が離れることによ って本学早稲田祭

の観客の一部が来るわけですが，その方々の層はいか

なる人々かということもはっきりしません。したがっ

て展示の対象とする人々等の問題をはじめ， 今後の活

動の一切は今年の理工展の反省にかかるといって過言

ではないでしょう。その意味で今年の理工展は新たな

試金石であり ，今後の重要な方向性を決定する第 1歩

であると考えられます。ですから，今早稲田祭に関し

て，なかんづく理工展に学部生が無関心などというよ

りも.我々は今年度のこういった重要課題にどう答え

ていくかを明確にすることが先決だと思います。それ

は，同時に理工展の学部生参加を容易にいく 途である

と考えています。

五ヶ月間の大学生活で感じたこと

1年広瀬正之

長かった早稲田紛争の間，私達新入生……いや，ま

だ受験生であったが…・・は心穏やかではなかった。願

書受付にはじまる一連の入試要項の変更は，我々の目

耳を新聞，ラジオに注;音、させざるをえなかった。そし

てついに入学式までもが5月1日に延期された時には

ro、し、加減にしやがれ」とさけびたくなったものだっ

た。

入学後，すでに5グ月が過ぎ，前期授業を間もなく

終ろうとしている現在，この数ク月間をふりかえって

みると，高校時代に頭に描いていた大学生活と，入っ

てからの実際のそれとの差異というものをはっきり感

じる。「環境が変われば，人は一時的に失望感に襲わ

れる」とはよく 言われることだ。しかしそれはあく

までも，個人の心の問題である。

高校時代には大学入試というものが，大なり小な

り，各自の内で一つの壁となっていて，それを打破す

ることが当面の目標となっているし，受験勉強などを 1 

している と，どうしても一種の束縛感を感じるが故 ¥ 

に，壁の向うには何か自由な世界があるような気がす

る。そして，それ以前まで・に得た大学生活に関する断

片的な知識のうちで， r自主性を重んす.る」 という 言

葉や，某大学生の生活のある一面をみること等によ

り，ことさら強く「壁の向うの自由」を感じ，而して

「大学に入ったら……」とL、う大きな夢をうちたて

る。この夢が受験勉強をするためのエネノレギーとなっ

ているのかもしれない。

大学入学後，入学という喜びも薄れてくると，それ

までの生活とのちがし、にうんざりしてくる。固定した

教室もなく，休講等の時の居場所もなく ，何か落ちつ

かない。サボろうと思えばさぼれる授業……そうした

状態、に於いて，自然と気のゆるみが生じてくる。以前

の「大学に入ったら……」という意気込みも，入って

しまった以上，過去のものに思えてくる。

こんなことは，よく世間でも言われることである。

そして，それは入学後の一時期の心の乱れをかなり表 ぞ
わしているかもしれぬ。けれど，世間では，これをす

ぐに麻雀，喫茶底への入り浸りと結びつけようとす

る。果して，そんなにも学生は単純なものなのだろう

カミ。

ジャーナ リズム関係が， 早大紛争は.前述のような

状態における各自の「ウサ晴し」と言ったことがあ

る。そんなにまで皆，自分を見失しなっているのだろ

うか・ ...と思いながら私は入学してきたものだ。確か

に麻雀ばかりやっている奴も，喫茶庖入り浸りの者も

いる。けれど各人各様に何かを求めているし，皆，そ

の内に断固たる何ものかをもっているような 気 がす

る。大学の授業は人格形成を為さぬ・・…と言う人がし、

るが，大学におけるそれは，小学校の道徳教育とはま

るで別固の形で行なわれる・・ ・・すなわち，個人が主体
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となって行なわれるのではなかろうか。それが「自主

性」とL、うものでないだろうか。

実生活の菌では大学生活への夢は破れたような形と

なったが，入って.大学生活にもなれてきた今日この

ごろ.今まで知らなかった大学の別の菌を感じるよう

になってきTこようだ。

会 務 報告

O山口栄一先生退職記念会 O

本年 3)j本大学を御退職になりました山口栄一先生

の御在職中の御功労にたいし記念品を贈呈して感謝の

意を表わしたいと計画致して参りま したところ多数

の方々の御賛同をいただきまして，計画を実絡致しま

すのに十分な御芳志を得ましたことをここに御報告致

しますと同時に御寄附下さいました方々にたし、レむか

ら御礼申し上げる次第でございます。 山口先生には其

後御身体も順調になられ悠々自適の生活をおくられて

おられますが，また機にふれ皆様の近況などおたより

を御書き下されば先生もさぞ喜ばれることと存じま

す。なお御賛同いただきました各位にはおって明細を

御報告申し上げます。 (宮崎記〕

。庶務O

1. 昭和41年3月22日，運営委員会(工業クラブに於

て〉。

1) 応用化学会誌の発行は 1~2年これを延期し ，

応化会だよりを充実する。

2) 会費の値上げはしない方がよし、。

3) 応化会基金を充実するため，有志による任意苦手

付をつのる。

4) 山口先生御退職記念について，役員は募金のた

めの発起人となることに同意。

5) 其の他，講演会，見学会等の計画。

2. 3月25日，卒業式及び送別会

小林賞は松下宗，斉藤昌弘両名に受与された。

3. 6月6日，新入生歓迎会(新校舎6号館地下食堂

に於て〕。

この日は早慶戦と重なり出席は悪く，来賓の方々

に申し訳けなかった。

4. 7月11日，役員会(大限会館に於て〉

40年度庶務，編集，会計の報告があった。

会員数

正会員

名誉会員

2.957名〔内学生会員 548名〕

1名

持別会員 11社

有志会員 21名

5. 9月21日，運営委員会(工業クラプに於て〉

1) 見学会，千葉県の工業地帯の工場2~3 を選び

土曜の午後ノミスにて見学，夕刻懇親会，期日は11

月19日(土〉の予定。

2) 会報は更らに 2~ 3 年休刊とし，応化会だより

'a:続け益々充実さすこと。

3) 武富先生御退職記念に就て，武富先生は来年3

月を以て長い早稲田の御生活より退かれることと

なった。この間親しく蒸陶を受けた者多く ，感謝

の印として記念品を贈呈するため，募金を行う。

4) 関西支部設立に関して，今まで鎮目さんを始め

として多くの方セのお世・話になることが多く ，又

同窓会も益々発展していくと思われます。この際

関西支部を説立して，会則に明文化してはどうか

との意見が多数出された。この点は役員会に計ら

なければなりませんが，これに就て関西の方々の

御意見を賜われば幸と存じます。

6. 11月19日，工場見学会

13一

会員相互の啓発と親睦のために工場見学会を計画

したところ本日 (11月10日〕現在で85名の参加申込

をえた。当日は千葉県五井の出光興産製油所および

デンカ石油化学の二工場を見学したのち，千葉市内

で懇親会を催す予定である。(長谷川記)

。会 計。

昭和40年度会計報告

貸借対照 表
(昭和 41年 3月31日〉



収支決算表

(皇昭和40年 4月 1日)
昭和41年 3月31日

収 入

摘 要 !金 額

'
i
Aリ

d生

nD

-hd

A

U

ph
d

n白

'
i

-

η
4

4

6

6

1

1

0

6

2

5

一
4

2

8

1

0

4

0

7

0

9

一
9

no

q

L

q
L

市

i

'

L

A
U
C
O

ヴ

4

'
A

一η
4

pb

'
i
pD

句

d

qδ

唱

i

n
o

一
7
・

qo

a
-

-

A
U
 

費

費

費

費

費

費

費

費

費

金

一

会

越

一

報

簿

会

部

金

部

品

務

繰

一

生

期

一

会

名

集

学

集

支

用

事

雑

次

一

戸

b

n

u

n

U

A
リ

A
u

q

G

A

U

A

U

Aリ

一

。
L

F
O
A
U
A
U
A
U

AU

q
u

n

u

n

U

A

U

一
j
A雪

下

2

6

7

5

1

0

1

0

一
9

1

3

3

4

6

5

0

0

0

一
2

4

4

3

8

4

5

1

0
一
円ゾ

aaτ

‘EA

-

-

一
n
U

金

費

費

費

金

息

金

入

雄

一

越

会

会

会

山

一

員

員

員

料

付

収

側

一

E
会

会

告

刊

一

期

会

志

生

年

一

前

正

有

学

広

利

寄

雑

制

一

昭和41年度予算表

収 入 支 日1

摘 額 摘 要 |金 額

前期繰越 金 61，951 出 版聖堂 250，000 

!学生向 100.000 

学生会員会費 140，000 集会主主 80，000 

利息 75，000 集金主主 60，000 

/ 
支部費 10，000

用 品費 20，000

事務費 70，000
/ 

雑費 10，000

/ 予 備費 106，951

小林奨学基金利息収支決算表
(自昭和昨4月 l日1
至 昭和41年 3月 31日/

収 入 l 支出

摘要 l金 額l摘要 |金額

前 期 繰越金 I105，194!1 教員研 究費 80，000

貸付信託収益針 120，20011第12同小林賞 21，480

普通預金利息lI 1， 981il雑 費 2，900

-------勺 il次期繰越金 I122，995 

1 227，3吋 1机抗

基金9口 総 計 164万円

(鈴木記)

編集後記 ここに第 3号をおとどけすることができ

ました。ご多用のところをご執筆下さった皆様方に厚

くお礼申 し上げます。

次号は明年5月頃の発行となると思います。会員の

皆様からのご寄稿をお願い致します。

(宇佐美記〉

昭和41年12月1日発行

発行人 長谷川肇

編集人 宇佐美昭次

印刷 早稲田大学印刷所

町
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