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ー一応用化学科創設 50周年記念式典特集一一

応用化学科が早稲田の森に創設されてから，はや 50年を経過し，その間着々と発展をと げ数

多くの人材を世に送り出してきた。これを記念して昭和42年11月4日(土〉午後3時から理工学

部新校舎において来賓，卒業生，学生多数の参列のもとに記念式典が挙行された。 本号はその

様子を集録したものである。

式次第

1.会長挨拶

2. 創設50年を顧みて

3. 功労者表彰

早稲田応用化学会会長 水 野 敏 行

早稲岡大学教授 山本研

元早稲田大学教授 富 井六造

応用化学 会 前 会 長
早稲田大学名誉教授 武 富 昇

応用化学 会 前 会 長 肝付兼英

5. 記念講演

応用化学会前会長
早稲田大学教授

早稲田大学総長

元東京工業大学学長

早稲田大学理工学部長

日本化学工業株式会社
社 長

山本研

4. 来賓祝辞

長

賢

俊

資

部

回

井

阿

内

村

棚橋幹

6. 教室側挨 拶 応用化学科主任教授 大 坪 義 雄

司会 早稲田 大 学 教 授 加藤忠蔵

なお，式典終了後，椿山荘 ・新館国際ホール噴水の聞において記念パーティ ーが行われた。

1 



感謝状と記念品を受けられた諸先生

着席者前知j右より 富井，武富，肝付，山本の言者先生，
後列に記念講演された棚橋氏の顔がみえる。

会 長挨拶

応用化学会会長 水 野 敏 行

応用化学科50周年式典に臨み.来賓，校友の多数参 生が.学会，実業界の各方面にご活躍されております

加に接し，私共応用化学科関係者として同慶のいたり ことは欣快にたえない次第であります。しかしながら

に存じます。今日50年の歴史を経て. 2000余名の卒業 50年において 2000名ということは，さびしい気もあ

開会の辞をのベる水野会長

着席者前列左より来賓の
阿部総長，内田元東工大学長

り，今後共質，量ともに発展することが必要と思われ

ます。幸い近年は 1学叡 140名，約600名の学生を擁

するに至り，一層日本の各界で多数の方々が活躍され

て行くであろうことを信じて疑いもありません。
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創設 50年を顧 りみて*

早稲田大学教授 山 本 研

青年は未来を論じ，老人は過去を語る，といわれる。 画されたと聞いていたが， 化学系の施設や経常費のか

私も，いつの間にか，齢だけは人並にとって，現役で かる学科のことではあり，なかなか容易に踏み切れな

は教室の最年長ということになった。その関係で，こ かったものと恩われる。

のような演題で，過去を語らねばならない羽目になっ しかし，当時，財界の長老格の一人であった男爵，

たわけである。 故森村市左衛門翁の主宰する森村豊明会からの特志寄

しかしいまここで応用化学科のあまり記録的な歴 付があって，初めて応用化学科が生れたわけである。

史を申し上げても繁難になるので，詳しい記録の方は 森村豊明会からは，その後も応用化学科の建物が関東

別表の応用化学科，並に応用化学会の年譜の方に譲っ 大震災で焼失し仮建築，本建築と再建された際. 2 

て，ここでは私個人の憶出に残るいくつかの事項を， 回に亘っ て御寄付を戴いて，その記念の レリ ーフは今

一応，年代順に記して，その過去を基礎に，将来，応 も本部キャンパス 9号館に掲げてある。初めの建物

用化学科のあり方とその発展を希望し期待しTこいと は9号館の目資源工学科の位置に，赤練瓦. 2階建の

思う次第である。 延坪約 300坪の，その頃と してはなかなかスマートな

(1)草創時代一一創立当時の伝説と憶出 建物であった。

早稲田大学に理工科が設置されたのは1908年，明治 私は大正6年 4月に応用化学科の第2回生と して理

41年で，初め機械， 電気の予科が，続いて採鉱科と建 工科の予科に入学した。これも丁度いまから50年前に

築科の予科が開設された。 なる。本日，同席の水野会長，肝付前会長や数名の級

応用化学科の開設は10年遅れて，本科の開設は大正 友も同学年にあり，われわれは応用化学科.50年の歴

6年9月で，丁度，今から50年前となる。 史と共に生き，歩んできたことになる。その頃，私学

私学の早稲田大学に今から60年も前に理工系の大学 として自然科学系の学部としては早稲田に理工科があ

が初めて設立されたのは，当時としては，なかなかの り，慶応には医科が創設された年で，共に世間から注

冒険で，これは進歩的で先見の明のある，当時の総長 目され，入学難も相当なものであった。

大隈重信の卓見と大英断によるものである。 応用化学の創設当時の記録は昭和25年の30周年記念

その頃，大限総長の後援をうけていた「文明協会」 号に故小栗先生と富井先生が，また昭和32年の40周年

という会があり，欧米，先進国の最新の原書を翻訳し には武富先生が記載されておられるので，詳しいこと

で，教養や科学知識の普及に一役買っていた団体があ は省略するが，最初は故河合勇先生が学科主任とし;て

った。当時，私もその何冊かを読んでト，非常な感銘を 就任され，続いて富井先生も教授として迎えられた。

うけ，この応用化学科を志したことを憶えておる。 河合教授は御都合で，翌年，退任され，後任として故

恐らく大隈総長はそれらを通じても，科学や科学技 小林久平先生が迎えられた。以後，約初年間， 小林先

術の将来の進歩，発達が国還を左右する程の重要性を 生の学科主任としての小林時代が続いたわけである。

もつことを認識され，経営困難な理工科を私学に率先 (2) 第 1;期 小林時代

して創設されたのではないかと思惟する次第である。 応用化学科の50年の歴史で忘れてならないことは応

応用化学の設立については，理工科創設当時から計 用化学科の初代主任の小林久平先生のことである。私

講演中の山本教授

は学生時代から10数年に亘って先生に師事してきた関

係で.1意出は山のようにある。

しかし詳しいことは昭和30年の早稲田応用化学会

報，第61号の小林先生追悼号に，またいろいろの雑誌

社からの依頼で，詳しく書いておいたから，御覧の方

もあったと思う。

小林先生は若い方々にはもう伝説上の人になった装

みもあるので，月刊雑誌 「化学」で企画した「日本の
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化学を築いた人たち」という“連続もの"の中にのせ

た， (昭.38.12月号)ほんの一節， (巻頭言〕をつぎに

紹介させて戴く。

「小林先生の“人となり"を一言でいえば，先生こ

そ，いわゆる“根性の人"であったと思う。その理

由は本文を見て戴きたい。先生は40代の中頃から学

問，研究を再開されて，多くの学術論文や著作を発

表された。先生はお子様に恵まれず，趣味 ・娯楽と

いう程のものもなく，その後の生涯を研究と教育と

学会活動にその情熱をかけられた。先生の研究は郷

土，越後の関係で，資源に乏しいわが国に天産する

酸性白土と石油に，戦時中は草炭(泥炭〉の基礎と

応用の研究に，またその工業化にまで打ちこまれ

た。そして研究成果の発表に止まらず，同学者の文

献も丹念に紹介した著述の「険性白土J，I石油およ

びその工業J，I人造石油J，I草炭」などを出版され

た。晩年に至って失明に近い視力で，なお議和こ鞭

打たれて，つぎつぎに改版，校正に励まれた先生の

姿には今もなお， 心うたれるものがある。」 以上。

大正・昭和初期の時代には，先生の研究を初めとし

て，それに続いて教授として迎えられた武富昇先生，

故松井元太郎先生，故小栗捨蔵先生その他の 諸先生

や，われわれの研究は現在と比較すれば，研究そのb

のの内容は極めて初歩的なものであったで、あろう。し

かしその当時としてわが国の応用化学界の分野で他

の大学と比較して，決して引けをとるもので、はなかっ

たと信じている。

戦後，デモクラ シーの時代となり ，組織の長たる者

は万事，公選で決ることになった。しかし，選ばれた

者の責任感とか気通という点となると，戦前の任覧制

の時代の指導者の方が強力であったように思う。教育

はつまる所は最後には人であるといわれている。小林

先生は初代の学科主任として良い意味の明治のパック

ボーンを通して今日の応用化学科の基礎を固められた

ので，その効績は第一位にあるものと考える。
しの

教室と卒業生は先生を忍んで，御遺族の教室への御

寄付を基として，その後の校友の多くの寄付も集め

て，小林記念基金をつくり ，若い研究者の研究費とし，

また毎年，優秀な成績の新卒業生に小林賞を授与して

きた。

応用化学科が第 1回生， 20名を卒業させたのは大正

9年 7月で，当時は官立大学は入学期は 9月， 卒業期

は7月であった。またそれまでの早稲田大学は名称は

大学でも，実体は専門学校令による大学にすぎなかっ

た。それを大正6年のわれわれの学年から高等予科を

2年とし，年限的にも国立，公立と同ーとなったので，

われわれは慶応大学などと協力して，文部省などへ昇

格運動を行い，幸に認められて，新大学令が公布され，

そのため，われわれのクラスは在学期間を一年延長し

て卒業論文を 1年半行った。これも懐出に残る一つで

ある。

応用化学科の学生定員は初めは 1学年， 24名であっ

た，がその後30~40名に増員された。大正の時代には

わが国の化学工業，といっても，今から考えると今日

の中小企業程度の幼稚なものであり，またその実数も

少し殊に昭和初期に入って，わが国の化学工業は，

深刻な不況に見舞われ，就職難の時代が続いた。当時

学内の制度上の問題もあり，在学生数も 1学年， 10 

名内外の時代が続いた。応用化学科の歴史のうちで一

番暗い時期であり，数倍ないし十数倍もの就職の申込

のある今日から見れば，隔世の感がある。

昭和 5~6 年から，御承知のように，わが国の政治

情勢は次第に右に旋回し満洲事変，支那事変と次第

にエスカレートして，ついに，昭和16年，大東亜戦争

に突入した。

(3) 第 2期一一戦中時代ー一一

石油工学科のf分様設立

現在の応用化学科の在学生や卒業生の多くは戦時

中，応用化学科から，分離独立した石油工学科の事は

知らない方も多いと思うので，この話にふれておく。

石油工学科は日本石油株式会社の当時の社長，校

友，故小倉房蔵氏の要請で設立された。大東亜戦で石

油の重要性がいよいよ高まり，多数の石油の専門技術

者が必要になってきたからである。当時，小林先生は

既に退任されており，建築科の内藤多仲先生を通じ主

任の小栗先生に申出があり，建設費として当時の金額

で 100 万円(これは現在の 5~10億に相当する〉の寄

付があり，昭和18年，石油工学科が応用化学科から別

れて設置された。それで、教室の意向として小林先生を

顧問格として私と村井，後に大坪両教授で企画した。

当時は建築物は統制下で新築が不可能であったので，

大学附近のパフ.チスト派宣教団の土地と建物(スコッ

ト・ホーノレ〉を求めて出発した。

しかし敗戦と同時にわが国の石油産業そのもの迄も

禁止されたので，石油工学科と しての存在の意義がな

くなった。そこでいろいろ相談の上，当時，戦後で固

体燃料も非常に重要な地位にあったので，燃料の範囲

を拡げて燃料化学科と改称した。同科はその後，昭和

24年，新制大学設置までに 7回の卒業生，計 146名を

世に送った。

燃料化学科は新制大学の学部の学科としては狭きに

過ぎるので，学科の方は応用化学科と合併し，大学院
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制度の中で燃料化学専修に実質的に昇格されることに

なった。昨年迄，私と村井 ・森田・藤井教授らが担当

し現在， 石油関係の卒業論交研究者は30人近くなっ

ている。

なお小倉氏御寄付になる旧燃料化学科の校舎は戦

後，教団に返還し，昭和29年，旧応用化学科の続きに

小倉記念館として再建され，ここで、燃料関係の研究を

続けてきた。

小倉記念館は理工学部の移転に際しては未だそのま

まになっている。熱烈な母校愛に燃えた小倉さんの事

を考えると，われわれは是非，その志を継いで，記念

館を永く存続することが大学並にわれわれの責務であ

ろうと思っている。

(4) 第 3期一一戦後混乱時代一一

新和l大学， 大学院の発足

終戦後，数年間は国家的にも社会的にも大変な混

乱，激動時代で，続いてわが国の!日秩序も大幅に変革

された。

早稲田大学も戦災により非常な損失を被むり，殊に

理工学部は赤煉瓦の建物が多かったので，応用化学科

の外.2~3の建物を除いて全く惨倦たる有様になった。

このさなかに，昭和21年，私が旧制理工学部長に選

任され，学内の山積する難問に以後3ク年間，取り組

まねばならないことになった。

しかもこの困難な時機にわが国の教育制度は6・3・

3・4制えの大改革が行われた。大学術j度もまた全面

的に改革され，旧制j大学の理念を是正し，新制学部に

おいては一般教育を重視し人間育成を旗印として，

昭和24年より発足したので、ある。続いて新制大学院も

昭和26年に設置され，わが国の大学教育は根本的に改

変されることになった。

(5) 第 4期ーーその後の時代

大学院制度の方は戦後の経済事情もあり，なかなか

初期の目的通り進まなかったが，近年になって漸く軌

道に乗り，将来に大きな期待をかけうるまで、になって

きた。

しかし新制大学の学部の方は早稲田大学という旧制

大学の古い“のれん"のお陰で，予想外に多くの学生

が集りすぎ.1部ではマスプロ教育の欠陥を露呈して，

昨年はあのような学生騒動を起して皆様にも御迷惑を

おかげした次第である。なおこの改善対策として，現

在，本部に2つの委員会ができ，審議中である。

戦後の10年間はわが国の社会も，また大学も大変な

困難に遭遇したが，わが国民の勤勉，努力と国際的に

いろいろの幸運に恵まれたお陰で，漸次，旧に復し，

昭和30年以後は，御承知のように，国運上昇し，非常

な好況に恵まれ，世界各国からも奇蹟の復興，発展と

いわれる程の繁栄を続けて，現在に至ったので、ある。

わが応用化学科としては，大正年代の教室陣容の教

授3名，助教授4名， 学生総数60名，内外から，現在，

教授.12名，助教授， 専任講師を入れ，計17名のスタ

ッフとなり，学部学科の学生定員も 1学年.140名，

3年以上は工業化学コースと化学工学コ ースに別れ，

大学院学生も70名となったのである。

(6) 早稲田応用化学のこと

ここで応用化学科と早稲田応用化学会の関係につい

て申上げてみたい。早稲田大学は学校側と卒業生であ
きづな

る校友の鮮は国立や公立大学に見られない程，緊密で

あるといわれている。ある有名な政治家の校友は「自

分が早稲田にいた期聞は僅か数年で，それも余り出席

の良い方ではなく，またそれ程，魅力ある議議もなか

ったように思った。しかし年が立つ程，母校に引かれ

るのは何故だろう。」 としヴ意味の述懐をもらしてお

られた。
ひ “

これは私学が国立と違い，国家の庇護をうけず，い

やでも自立していかねばならないため.学校側と在学

生，卒業生の 3者が占詰上，いわゆる運命協同体とし

て，協力せざるを得ない宿命にあるからと考える。卒

業生を運命協同体の中に入れるのは，在学期聞は僅か

数年に過ぎないが，社会に出で数十年を経て，なお昔

の出身校の名に促われる，わが国，社会の風潮や，何

万の卒業生中，唯一人の不心得者がニュースになって

も社会はその大学の責任を問う程，厳しい限を大学

に向けるからである。

わが応用化学科でも校友，教室，在学生 3者の協

力連合体が早稲田応用化学会である。早稲田応用化学

会は犬正12年設立され，以来，年，数回学術雑誌とし

ての早稲田応用化学会報を発行し，現在，卒業生会員

2.400名， 学生会員.600名，計3.000名に及んでいる。

校友との連帯制を一層強めるために，現在t士会長も校

友側から選出され，肝付，水野と引継がれて，非常な

後援を得ている。卒業生会員は化学工業界の各方面で

活躍され，全国の応用化学関係の主要工場には誰か必

ず勤務する程に生長し，研究商でも惇士の学位，取得

者は現在60名を越えている。

この様に応用化学科とその母体でもある応用化学会
ひ.

が生長発展してきたのは，偏えに校友諸君，また関係

諸先輩の御援助の賜ものと，深く感謝している次第で

ある。

(7) 将来への期待と念願

以上が夜、から見たこの50年の応用化学科が歩んでき

た姿である。
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ふり返ってよく考えれば考える程，この過去. 50年

は大変な時代で，よくぞ生き抜いてきたものと思う 程

である。 しかしこれから先の将来も また，さらに作め

でない時代が続くことが予想されるのである。

大学は宗教，政治，思想その他，う[ゆる権力から自

由でなければ， 真の学問は正常にやや暢発展しなし、。そ

れだけに大学というものは，自由であればある穏，無

防備で，右や左の圧力に弱く， 国際環境や社会環境の

影響もうけ易い。わが国の国際環境として現在，隣国

院は，右と左の違いはあるが， 戦前jの日本以上に強大

な武力と独裁，独善的イデオロ ギーに凝り困った中共

が厳として控えている。一方，これからの科学と科学

技術の時代に，その競争に遅れをとるものは，国家も

企業も理工系の大学も，個人の科学者，技術者と いえ

ども落伍者となるきびしい時代にはいったのである。

この厳しい環境条件の中で，わが応用化学科がさら

に生長，発展するためには，過去に残された多くの問

題点を解決，改革していかなければならないと思うの

である。これら残された課題はいずれも難問であり，

いまこの課題をここに論じて，意、を尽すことは許され

ないので， その 2~ 3 について，つぎに個条書とし，

学部当局と教室側にお阪'11，、してお く次第である。

(1) 大学の発展は結局，教授が中心であるから，広

く学界より人材を求め補充すること。過去においては

いろいろの制約があったにしろ，現状は余りに母校出

身者が多すぎる。この事は理工学部もまた，早稲田大

学全体についてもいえることである。

但) 基礎の化学科を早急に設立して，これと充分連

繋して協力体制をとること。工学を進展させるために

はその基礎である理学と協力することが宿命で純化学

科の設置は戦前からの理工学部の悲願でもあった。

(3) わが国の大学における研究面は今後は大学院

が，殊にその博土課程が中心となるので，大学院組織

を強化拡充すること。そして助手，専任講師級の裾野

を拡大強化すること。

(4) 学聞は発達するほど分化するが，将来の応用化

学科とし、う学科の存在の意義と価値を明確に して方向

ずけを考えておくこと。 (1沼.42.11.4)

応用化学科，早稲田応用化学会， 年 譜

年 月
明治 41. 2 (1908) 早稲田大学，第2期拡張企珂と して理工科を創設し 機械，電気，採鉱，土木，建築，応

41. 4 

41. 5 

42. 4 

大正 5. 4 

6. 4 

6. 5 

用化学の 6学科を漸次設置することに決す。

まず機械，電気の2学科の予科を開設。

理工科の創設に対し，明治天皇よ り金 3万円の御下賜金あり，これを記念 し， 恩賜記念館

が着工され，明治45年5月竣工す。

採鉱，建築.2学科の予科開設。

応用化学科， 予科が理工科予科のなかに合同して開設。

早稲田大学の高等予科を 2年に延長。

河合Z号，学科主任と して就任。

6. 7 富井六造，教授として就任。

6. 9 (1917) 応用化学科，本科 (3年11¥11)の授業開始。

応用化学科創立の起点とする。

7. 1 当時の森村銀行頭取， 男爵，森村市左衛門翁の主宰する森村監明会よりの特志寄付により

赤煉瓦実験室 (延坪 303坪〉が本部キャンパス内，現 9号館南側棟に着工され..10月に竣工

し 議議実験が以後ここで、行なわれた〔早稲田応用化学会報.29号に写真など掲載〕。

7. 11 河合教授退任，小林久平，学科主任と して就任。

9. 4 (1920) 新大学令による大学となり ，理工科を理工学部と改称。

9. 7 旧理工科応用化学科， 第 1回生.20名卒業。

9. 9 武宮昇，助教授と して就任。

10. 4 松井元太郎，教授就任。

12. 3 新大学令による理工学部応用化学科の第2回生.23名，第3回生.23名，同時に卒業。
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12. 5 早稲田大学応用化学会創立，恩賜館教室で創立続会を附く。

小林学科主任，会長就任。

12. 9 (1923) 9月1日の関東大震災で応用化学科実験室の薬品室より発火，同建築物全焼。会報29号に

掲載。

12. 10 応用化学科，後援会設立，卒業生その他より(一口年額6円〉毎年，寄付を集む。

13. 7 早稲田応用化学会報告rn号，創刊。

13. 9 焼失実験室跡に建築学科，内藤多仲教授設計の欽什鉄鋼コンクリ ート仮実験室 (2階主13，

昭和 2. 4 

3. 9 

年月不詳

11. 9 

12. 4 

326坪〉竣工。森村豊明会より金 3万円寄付せられた。

講師小栗捨蔵，教授就任。

松井教授退任。東京高等工業学校(後に東京工業大学〕教授就任。

応用化学科後援会を早稲岡応用化学会へ合併，会費他上。

本部キャンパス， 現 9号館の一部として応用化学実験室講議室などの本建築，延坪約1.000

坪，竣工。11月1日竣工祝賀式開催。 会報30号参照。

小林学科主任退任，小栗教授，学科主任就任。

早稲田応用化学会会則により ，学科主任小栗教授会長就任。

15. 12 早稲田応用化学会常会，第70回目を内幸町大阪ビノレ，レインポ ーグリノレで開催。以後，戦

時遠慮。

16. 3 小林教授退職。 小林先生'退職記念会を(昭17.2.15)帝国ホテノレて、開催，出席者160名，盛

会，会報49号掲載。

17. 10 (1942) 応用化学科に石油分科新設。 (昭.18.4石油工学科と して独立。学科主任山本研一， 昭.

21.4燃料化学科と改称〉。

18. 10 学徒出陣令により理工学部以外の政経，法，商，文各学部の在学生の歓送会を安部球場で

開催。問中穂積総長の悲想な送別の辞あり。

19. 2 会報53号発行，以後6年間休刊。

20. 5 (1945) 5月25日の空襲で学園，理工研，大限会館などのコンク リート建築物を除き殆んど焼失。

20. 9 武富教授，学科主任，応用化学会身長就任。

21. 10 山本教授，理工学部長選任。

22. 7 武富主任の下に応化実験室内部設的資金の1市付募集，44万円集り 4階に実験室を造 り，

また化学工学実験室の設備を改善した。

24. 4 (1949) 新制早稲田大学開設，11学部。山本研一，新制第 1理工学部長就任。

24. 9 山本教授，島田総長の下，理事就任。

武富教授主任退任，小栗教授再選任。

24. 11 会報54号，復刊。

25. 10 10月9日応用化学科創設30周年記念祝賀会を大限講堂，記念祝賀宴を大限会館にて行う。

(会報56号掲載〕。

26. 4 (1951) 新制早稲田大学，大学院，6研究利，修士課程，創設。 工学研究科には機械工学，鉱山およ

び金属工学， 電気工学 ， ~設工学，応用化学の 5 専攻を設置。 応用化学専攻には燃料化学，

醗酵化学，高分子化学，応用電気化学の 4):J:修設置。(現在はこれに無機化学，化学工学，

有機合成化学の 3専修を加えて 7専修となる〕

28. 4 大学院，6研究科に博土課程設置。

29. 2 小林名誉教授逝去。(29.2.7) 会報61号，小林先生追悼号発行。

29. 9 山本教授学科主任就任。応用化学会々長就任。

29. 10 村井教授，大浜総長の下，本部教務部長就任。

30. 11 小林先生御遺族より 40万円寄付。これを基に小林基金募集，募金65万円， i'i十 105万円(肝

付委員長。〉
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31. 10 村井教授，理事就任。

32. 3 小栗教授定年退職，会報64号，小栗教授の名誉教授就任記念特集号発行。記念事業企画。

32. 9 宇野教授，学科主任就任。

32. 10 (1957) 早稲田大学創立75周年並に応用化学科40周年を記念して会報65号発行。

34. 6 富井教授定年退職。記念事業企画。

35. 1 小栗名誉教授逝去。 (35.1.3)

35. 9 宇野教授主任退任，石川教授主任就任。

3:>. 10 宇野教授，理工学研究所長就任。

山本教授，大学院工学研究科委員長就任。

36. 5 会報72号， 小栗名誉教授追悼号発行。

山本応用化学会々長退任，会則変更 して肝付兼英会長就任。

39. 1 宇野教授逝去。 (39.1.2)

39. 3 石川教授主任退任，吉田教授主任就任。

石川教授，理工学研究所長就任。

40. 5 肝付応用化学会々長退任，水野敏行会長就任。

41. 1 早稲田大学学生騒動勃発。

41. 5 大浜総長退任にともない村井教授理事退任。

41. 9 吉田教授主任退任，大坪教授主任就任。

41. 10 村井教授，理工学研究所長就任。

42. 4 応用化学科，西大久保理工学部キャンパスに移転。

42. 10 村井教授，理工学部長就任。

42. 11 (1967) 11月4日，応用化学科創設50周年式典施行，同記念パーティ ーを絡山荘で閣催。 出席者

160名，盛会。

一 以上一

来賓祝辞

早稲聞大学総長 阿 部 賢

早稲田大学応用化学科の創立50周年式典にあたり心 頭脳の力によって しか国と しての発展が望めない不利

からお祝い申 し上げます。 な状態にあって，この応用化学に寄せる期待は多大な

今日の応用化学の進展にともなって，学界，企業 ものであったし 今後も更に強まる ことと思う。重化

界，その他における多大の期待を担うまで・には惨僑た 学工業というものが，日本の工業界，更に世界の産業

る苦労があったことと思われる。それを考えるにつけ 界の発展を左右するものである ことを考えると，応用

思い出すのは，故大限侯が高峰譲吉氏に，応用化学科 化学科創設の意義は増々大切なものであると思う。

の新設を相談 した時. rそんなものは金がかかるから 多くの先生が研究に，教育に励まれ，多くの学生を

ょした方がよかろう」と答えた話が残っているが，そ 世に送り ，学問と企業とが協力した応用化学会という

うい う当時一般の意見にもかかわらず，先見の明に秀 ものが学生その他の人々を援助 しているということは

で、た大隈侯は，森村氏の援助のもとでその創設にふみ 喜ぶべきことである。この際.50周年を新たな出発点

きったので、ある。 としてこれからの日本を支えてゆく学問， 技術の高揚

日本のように資源不足の国にあっては，学問の力， をはかり， 発展せられることを願うものである。
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来賓祝辞

今回，早稲田大学応用化学科の創立 50周年記念に

あたり ，心から御祝申 し上げます。

この機会に，私の関係 していた東京工業大学と早稲

田大学，特に応用化学科との関係について思い出すま

まに述べてみたい。東京工業大学が，その前身である

東京高等工業から大学になったとき，早稲田から松井

元太郎氏が移ってこられ，そのときこの応用化学科の

出身の神原 周氏ら若い方を工業大学に連れてこられ

たのにはじまり ，数年前には柴田和雄氏が早稲田から

移られて現在でも工業大学で教えられている。東京工

業大学が，私学からこのように比較的多くの学生を迎

えたということは非常に珍らしいことで， 早稲田と東

京工業大学との関係がいかに親密なものであったか，

推察できると思われる。

もう一つ，早稲田大学との関係について述べると，

私が大学を出て後， 化学工学というエンジニアリング

の方面に手をつけはじめた頃，私達はその学会の必要

来賓祝辞

元東京工業大学学長 内 田 俊

性を痛感し，化学機械協会一一今日では化学工学協会

と呼ばれているーーとL、う 会を創設した。その第 1回

会長になられたのが，早稲田の小林久平先生であっ

た。先生は当時，酸性白土や，草炭等の発見にみられ

るごとく ，独自の力で開発研究してゆくという ，学者

として大切な考えを持っていた。というのは，由来，

日本では西洋から移入する際，学問と して体系づけら

れたものでないと発達しない風潮にあったが，小林先

生は一つの技術でもそれと少しでも違ったところがあ

れば，それを追求し， 育成するといった方法で，今日

の日本の化学界においても重要な考え方だと思うから

である。

最後に，学聞は長い年月を要するもので， 50年とい

っても西洋の大学と比較すると短期に方に属するもの

ではなしゆると思うが，早稲田大学はこれからも長く学

問，教育の場と して発展 し， 特に私立と して多大の前

進を望む次第である。

早稲田大学理工学部長 村 井 資 長

私は，第13回目の卒業生で，今度表彰された，富 ようになると ，先生自身が，学生の名前を覚えるのに

井，武富岡先生からは，御教示を受けた者で，私が今 苦労すると し寸事態です。この際，学生の増加に対

回，理工学部長となったのも，山本先生はじめ，これ し ただ社会の要求に答えて，視野のせまい，技術者

ら諸先生や，応用化学科の先輩の皆様の御指導による としてのみ，世に送 り出すのではなく ，高等教育を受

もので厚く御礼を申し上げます。 けた社会の指導者と して，教育したいと考えて い ま

私達が学生の時代には，同級生は21名で，理工学部 す。

全体でも，一学年 300名でしたが，最近では，高等教 近頃の学生の傾向と して， 一部の学生ということが

育の普及にともない，大学生の急増が目立っていま よく言われますが，学生の中には，学校や社会に対し

す。それに対処すべく ，設備の充実が要請され，今 不満があることを思います故，今後こう した言葉が起

日，見られるがごとく，理工学部新校舎が出来上った らないよう，大量化した理工学部においても， 過去に

次第です。 そうであったように，親密な雰囲気をつくってゆきた

以前，私達の時代には，同級生はもちろん，前後の いと思います。終にあたっ て，応用化学科50周年にか

学年の人や，応用化学会を通じて，先輩，後輩の間 んがみ，この隆昌を築かれた諸先生，校友にお喜びと

で，親しみのある交歓がなされていたのですが，今日 同時に，御礼を申 し上げます。

のように，応用化学科だけでも l学年 140名を越える
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記念講演

無機化 学工業の現況について

1. 近年の化学工業の発展

1 • 1 重化学工業化の促進 わが国の産業の重化学工

業化は，過去10年来著しく促進され，昭和35. 36年ご

ろを境としてその率は既に60%以上となり ，勿論欧米

諸国なみの水準に到達している。昭和42年度経済白書

によると ，昭和40年の日本の重化学工業率は英国につ

いで第2位を占め，米国，イタリヤ，フランスのそれ

を上廻っている。この こと は鉄鋼， 造船.~気機械等

の金属，機械工業と共に化学工業が今やわが国産業経

済の主柱となってきたことを意味するものであること

は今更申 し上げるまでもない。

昭和40年の工業センサスによる産業別生産額及び付

加価値額を見ると第 1表の通り。

第 1表 昭和40年度産業見IJ生産級及び付加悩値寝耳

産業矧J I生産額 |糊…
(百万円) 1 (%) 1 (百万円) 1 (%) 

イじ 学 2.695.132 12.2 1.000.763 14.2 

鉄 鋼 2.589.259 1l.8 599.488 8.51 

(輸船舶送，用自動機車等械〉 2.792.267 12.7 813.958 11.6 

電気機械 2.158.300 9.8 812.358 11.5 

一般機械 1.956.579 8.9 749.759 10.7 

繊 正佐 2.021.651 9.2 539.329 7.7 

全 産業 22.030.999 7.035.428 
(除食料〉

第 2次世界戦争で設備，原料，資金の各面で主主滅的

な打躍を受けた日本の化学工業が戦中，戦後の空白を

加えて生産規模，技術水準において少くとも20年位の

対米隔差を生じたと見られた昭和30年ごろまでの実情

からすると，その後10年間における長足の発展は質的

にも量的にも実に驚異的なものがあ る。

1・2 過去10年の経過 いま通産省の統計年報でこの

化学工業の生産指数(動摘物油服・医薬品を除く〉の伸

長率を見ると，昭和30年に対して昭和35年が202%(年

平均15.4%).昭和35年に対してflB和41年が 255%(年

平均16.9%)を示しそれぞれの期間の鉱工業総合の

伸長率 228%(年平均 18.3%)及び195%(年平均 12.0

%)に比して昭和35年以降の伸長が目立っている。殊

日本化学工業株式会社社長

棚橋幹

にここ 5か年間の伸長率は顕著でト，昭和35年に対する

昭和.1，1年の生産伸長率 255%は輸送機械(船舶，自動

車等〉の 295.化学繊維の 288につぎ，鉄鋼業の205.

機械工業の 227をはるかに上回っている。日本の化学

工業の伸長は世界的にも稀れに見る処で米，ソ，独，

英，仏，伊を何れも伸長率においてしのぎ，売上高に

おいても少くとも1963年以来米，ソ，独について、 4位

を占め. 1965年では 74.3億ド ノレで， 米国の 5分の l

強，西独に 2.5億と隔差をちぢめている(OECD年報〉。

ところでこのような化学工業生産の伸長はもとより

わが国経済の高度成長の一翼をになった設備投資の増

大，海外技術の導入による生産の合理化，量産化及び

新規製品の国産化に負う処が多く ，そしてまたこれに

対応した新!日園内需要の開発拡大に支えられたもので

ある こと は云うまでもない。しかし一方急激な生産力

の拡充は当然に海外市場の開拓を不可避な要件とし，

また国際収支のパランス確保のための国家的要議から

も輸出の増強が今や成長産業と しての化学工業の最大

の課題であるといっても過言ではない実情となってい

る。

1 .寸3 化学品の輸出 参考考‘まで

輸出入を見ると ，輸出が約6.69億ド、ノレ(対前年比22%

増).輸入が 4.97億ドノレ (22%増〉で，差ヲ11.72億ド

ノレの出超を示し過去 30か年の輸出の平均増加率は

29%で，わが国の総輸出額の22%より高く ，機械類の

31%についでいる。しかし化学品輸出額の総輸出額に

占める比率は，昭和41年が6.8%で機械類の 34%との

隔たりが大きく ，また化学工業の全生産額に対する輸

出比率も漸く 12~ 3 % (工業センサスから見ると 7%

内外〉に止ま っている。これは西独の32%.英国の18

%.カナダの16%. スエーデン'920%. オランダの60

%等(日化協調査〕に比してなおかなりの隔たりが見

られる。

2. 無機化学工業の現状

2・1 無機と有機の比重 扱て近年の化学工業の目覚

しい伸長の内容を通産省統計の主要部門別の分類に従

って概観すると，昭和35年基準による昭和41年の生産

指数が 150未満のものが化学肥料，火薬類，油脂製品
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の3部門， 150以上200未満のものがソ ーダ工業薬品，

ターノレ製品，合成染料，中間物，写真感光材料の 4部

門， 200以上のものが塗料，印刷インキの207，無機薬

品の 259，有機薬品の 272，合成樹脂の290，石油化学

の96411闘で5部門となっている。.RIJち近年の化学工業

の総生産を押し上げた最も有力な要素は新興石油化学

を筆頭として合成樹脂，有機薬品，無機薬品の 4部門

て¥これらの部門は生産指数が何れも大なり小なり 化

学工業総合の 255を上回っている。なおこれによって

も概 して化学工業における有機系統の伸長が目立つ

が，更に化学工業の生産額を無機化学(火薬を含む〕

と有機化学の 2部門に大別 して，昭和36年に対する昭

和41年の伸長率を見ると，無機の 159%増に対して有

機は 172%:1:将を示しまた両者の生産額の割合は昭和

35年の47対35から昭和4-1::1エでは32対68と有機のウェイ

トが著しく明大していることが判然とする。これは戦

後の化学工栄ーが硫安を侭幹と して復興 し化学肥料が，

名実共に化学工業を代表して早期に増産を達成したこ

とと近年における過燐酸石灰の減産，石灰窒素φの伸び

悩みなどで，工業薬品部門の順調な増加にも拘らず，

全体としての無機部門の伸長を圧縮し，一方合成樹脂

につぐ石油化学工業の勃興を迎えた有機部門の急激な

伸長との聞に相対的な隔差を拡大したためである。

2・2 無機化学部門生産推移 無機化学系統の業種別

の近年の生産動向を見ると第2表の適である。

第 2表 生 産指数の 伸 長率

業 種(品 目〉 I ~~~/昭和 l 町和 l 41年の生産額

30年 41年 35年 数量(トγ) I金額(百万円〉

メ口当、 言十 680，505 

アンモ ェア及び誘導品 155.9 120，742 
ア ン モ 一 ア 171.4 188.7 2，430，082 14，628 
硫椴ア ン モ ニ ウ ム 113.8 117.2 2，654，534 42，428 

尿 索 377.4 231.2 1，503，928 48，100 

塩 化 アンモニウム 377.9 231.4 558，359 8，166 
硝 酸 155.0 212.3 282，013 6，334 

カーパイ ト及び石灰皇室索 134.3 2，077，950 54，552 

カ 一 ノ、 イ ト 175.9 140.5 1，699，529 45，347 

石 灰 窒 素 69.9 105.9 378，421 9，205 

り ん 酸 質 月E 料 81.0 1.829，409 24，656 

過 り ん 目立 石 灰 119.8 60.0 1，290，896 15，242 
J日昨分 IJ~ り ん 月巴 135.8 84.3 348，540 4，904 

複 A lコ Jl巴 料 227.9 153.2 3，524，630 83，105 

硫 酸 135.3 135.5 n換00算グー)6，031.117 45，893 
ソ ー ダ 工 業薬 品 170.6 160.3 3，832，652 83，171 

虫、 性 ソ ダ 168.0 165.9 1，440，842 36，030 
ソ ダ 灰 157.0 155.2 805，571 16，052 
塩 酸 147.8 173.8 慣例 727，819 5，705 
液 体 塩 プ吉行n 221.0 160.2 242，678 6，165 

無機薬品及び顔料 204.1 259.0 131， 294 

illクロム酸 ナト リウム 148.5 252.3 43，640 3，831 

けい酸ナトリ ウム 192.1 199.0 325，692 3，743 

トリポリりん酸ナトリウム 706.2 73，177 5，140 
硫酸アルミニウム 227.9 166.4 272，382 3，325 
過 目安 イじ 水 索 276.4 380.0 44，875 3，408 
活 性 炭 194.9 164.0 17，456 3，728 
亜 鉛 望書 212.4 133.7 38，882 4，538 

酸 イ乙 チ タ ン 285.8 207.9 102，735 日 79 I 
硝 貫主 銀 162.4 168.9 621 5，624 
ノ、e p ク ム 塩 199.6 234.9 37，957 2，004 I 
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i]!i 高!i R空 :!1J 154.2 245.6 167.161 3.683 

リ1¥ イじ 水 表 R主 417.4 250.6 14.162 1.025 
りん及 び りん化合 物 261.0 374.8 52.200 6.074 

般 化鉛， 炭 酸 鉛 210.2 180.7 28.342 3.761 

tiii イじ 1Ui 4昔 201.7 165.0 12.069 784 

塩 イじ 鉄 300.2 359.0 19.703 347 

硫 酸 鉄 250.0 123.0 72.700 335 

酸 イじ 鉄 (ベんがら〕 281 .4 211.9 23.965 1.850 
主!t 鉛， その他の顔料 166.1 197.9 18.203 4.440 
ホワイト ・ カ ー ボン 341.9 14.640 1.053 

塩 ピ 安 定 弗l 210.3 29.782 10.877 
ヒ ド フ シ ン 3.303 1.093 
水 銀 fじ iロh 物 229.1 150.0 599 2.527 
クロノレ スルホン酸 172.5 194.6 29.054 849 
E 西空 イじ 銅 159.6 1.477 996 

(以上日工薬関係〉

硫 イじ 炭 索 115.3 115.5 25.007 6.188 
硫化ナトリ ウ ム 148.5 80.2 24.276 910 
硫酸ナトリウム(結品〉 151.6 111.9 856.690 1.764 
カ ー ボンブラック 321.2 540.1 134.971 9.624 
カ リ ウ ム 塩 211.6 331.6 84.688 6.217 

石灰及ぴ軽質炭酸カ lレシウム 155.1 162.0 3.345.162 15.360 
高 圧 ガ ス 205.3 102.235 

酸 素 lr ス 1.042.4 
Cl03m3) 

257.9 2.941.910 78.719 
Cl03m3) 

水 素 ガ ス 286.9 178.3 15.518 773 
〈ト>')

落解アセチレン 605.0 193.3 51. 2.34 10.291 

ア Jレ ゴ ン 584.7 
Cl03m3) 

385.2 3.782 1，322 
(トγ〉

液 体 炭 酸 936.7 184.8 144.628 3.829 

産 業 用 火 ヨE 156.8 140.5 58.924 17.497 

2・3 アスモ二ア系誘導品 わが国の無機化学工業の る。アンモ エアの用途別消費割合を昭和年41で見ると

分野におけるアンモニア系誘導品なかんずく硫酸アン 尿素が 35.7. 合成硫安が 17.5. 塩安が8.3. ア系複

モニ ウム(以下硫安と云う〉と，尿素を双壁とする窒 合肥料が4.9. 硝酸が2.7. その他 30.9となってい

素肥料のウ エイトは依然高く ，生産額，従業員数，輸 る。近頃のこれら製品別の生産を見ると硫安が尿素及

出額， 設備投資の規模から見ても現在及び将来の産業 び主主化アンモニウム(以下塩安と云う〉の増加に比し

構造ならびに殺業政策との関連において重要な地位を て相対的に伸びが鈍化しているが，尿素と塩安は内需

占めている。 及び輸出増を反映して好調である。

アンモニアの生産は昭和41年で約 244万トン弱で，

前年に比べ12%増と これまでの最高を記録している。

(これは米国の 965万ト ンに次ぎ第3位の西独を約 70

万トン上回っている。〉製法別に見るとガス法が全面

的に増加したのに対して電解法は減少している。近年

アンモニア製造設備はコストダウンを目的とした大型

化が世界的な傾向で，わが国でも既に日産 500トン以

上 700トン台の新設計画が，次々に具体化しつつあ

ロ
ロ日

硫

第 3表 昭和41年の需要と輸出

尿素 11.423.7651 1381 1.059.1411 154 

塩安 574.33711301 347.401 1 147 

計
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なお硫安の昭和41年の生産源別の構成化は合成が

51.6. 回収が36.7. 副生が 11.7となっているが，近

年合成硫安の低下に対して回収および副生硫安の増加

が顕著となっている。

2・4 カーバイド及び石灰窒素 カーパイ ドは近年石

油化学のf台頭に伴って，往年の主需要分野であった極

化ピニルをはじめとする有機合成部門の原料転換が促

進されているため，最近目立って伸び悩みの傾向があ

る。 昭和41年の需要は約 170万 トン弱で， 前年比6%

増，需要内訳は約60%を占める有機合成用は横ばい，

約16%の石灰窒素が 12%増，約 24%の溶接，その他

が20%増となっている。

石灰窒素は昭和31~32年にわたる原料カ ーバイドの

急激な需要に伴う値上りとその後，石灰窒素自体の需

要が無硫隊根肥料即ち尿素，塩安への転換を来 したこ

とから以後生産減少の一途をたどっている。昭和41年

の生産は複合肥料及びメラ ミン用の需要増で前年比10

%増を示 したが，昭和35年に対しては僅かに 6%弱の

増加に止まっている。 昭和41年では中国向を主体に約

5万 トン余の輸出を記録 した。

2・5 りん酸質肥料 過りん酸石灰は近年需要が単!I巴

から複合肥料に転移したことと往年の活i穫であった輸

出も低調となったため，昭和35年の年間生産 215万 ト

ン強をピークと して昭和35年以降は年々減少傾向をた

と事っているが，最近では単肥用ばかりでなく複合肥料

用と しても伸び悩を来している。 昭和41年の生産も前

年を 17%下回り，昭和35年に対して約 60%の生産に

低下している。世界の生産現況から見ると. p，u.と
して米国の 400万 トン， フランスの 76万 トンに次ぎ

13本は約 68万トンで第 3位を占めている。需要は内

需向けが 13%減.輸出は95%減で8千トン余に極減

した。

溶成りん肥，重過りん酸石灰，焼成りん!IE.複合肥

料などは年々若干の増産を示 しているが，その伸び率

は比較的小幅である。

昭和41年のりん酸質肥料の圏内需要は約 354万 トン

弱で前年比6%であったがd 輸出は45%の著減を来 し

205.686トンであった。総出荷金額の約987億円0 %

増加)に対する品種別の割合は複合肥料が83.3%.過

りん酸石灰が8%.浴成りん肥が4.4%.焼成りん肥

が2.5%，'重過酸石灰が 1.8%となっている。

なお原料りん鉱石の昭和41年のりん肥料消費量は約

215万2千 トンでわが国全輸入量の約 80%強を占めて

いる。

2.6 硫酸化学工業をはじめ繊維工業その他あら

ゆる工業部門の基礎薬品と して鉱工業生産の伸長とと

もに需要は逐年増加の一途をたどり ，昭和41年度の生

産は 600万トンを上回った。これは米国の 2，467万 ト

ンに次ぐ位界第2位で，第3位の西独の 313万 トンの

約倍額となっているO この生産を業態別にみると硫安

工場が 39%.過りん椴石灰工場が 18%.金属精錬工

場が29%.専業工場が 14%となっているが，前の 2

業種は勿論自家消費を，後の 2業種は専ら外販を主目

的と している。また生産を製法別にみると接触法82に

対し鉛室法. (搭式を含む)18の割合であるが，それ

ぞれの生産は接触法が増加し，鉛室法が減少傾向にあ

る。昭和41年の総需要量は約 596万トンで，その約 53

%が肥料工場の自家消費で賄われ，更にその自家消費

の92%までが肥料用にあてられている。硫酸需要の最

近の概略の用途7J1j構成比は肥料用が55%.その他化学

工業用が 16%.繊維が 15%.その他が14%であるが，

近年肥料用の比重が相対的に漸減の傾向にある。

硫酸の原料の硫化鉱消費量は昭和 41年の年間で約

493万 トンに達し， その 64%を硫化鉄鉱に依存してい

るが，最近は国内産の需給が円滑で大部分が国産によ

って賄われて い る。生産設備の面では老朽設備の更

新，金属精錬工場の新増設が繰り返えされて，昭和41

年末現在の生産能力は年間 670万 トン余となり ，近年

の平均稼働率は1f;に90%内外の高率で比較的安定化

している。なお，近年硫酸需要の増大と硫化鉱需給の

逼迫傾向とら一時硫黄輸入による硫敵センタ ー構想、が

提起され，通産省の産業構造審議会を中心として検討

されたが，輸入硫黄の当面のソ ース難とコス ト高から

その具体化が見送られた。 処が辰近ではこれに変っ

て，重油燃焼の亜硫酸ガスによる公害防止対策として

原油，ナフサからの含有S分の回収計樹が逐次実施段

階に入った。既に出光千葉精油場内に70憶もかけて，

重油脱硫装置が完成 した。引続き日石，東燃等も逐次

)悦硫設備をすることになっている。こうなると近い将

来に予想される彪大な回収硫黄の処理対策に重点が移

り s源の最大の使用部門としての硫酸工業と硫黄需

給の関係が新らたな問題と して注目されて来た。この

ためS源需給の総合見通しの確認，硫黄使用による硫

酸設備の更改及び硫酸の生産コス トの問題などが事前

の解決を要する重要課題となっている。

2.7 ソーダ工業薬品 主要製品のか性ソーダ，ソー

ダl凡塩素，塩酸などが各種化学工業をはじめ諸工業

の基礎薬品と して硫酸と同様広汎な需要分希を持ち，

鉱工業生産の伸長に対応して年々需給規模を拡大 して

いる。特に近年塩化ピニノレの増産に伴なう塩素需要の

著増から，電解法のウェイト 昇によってソ ーダ工業の

内部構造に変化を来 している。
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ソーダ工業の昭和41年度の紙生産額は 832億円， 対

象工場は電解法か性ソーダが49工場，アンモニア法が

4工場である。原料騒の消費は約 341万トンで，電解

法66対ア法34の筈l台ーであるが， これを昭和35年と対比

すると総額が 153%，そのうち電解が 217%，ア法が

94%となっている。なお苛性ソーダとソ ーダ灰の昭和

41年の日本の生産は，前者が144万 トン余で米国の666

万 トン，西独130万 トンの中間にあって世界の第 2位，

後者が80万 トン余で米国の460万 トン弱，西独の119万

トン，フランス110の万トン弱に次ぎ第 4位にある。

わが国のソーダ工業の基本問題は原料盗の完全な輸

入依存を主因とする対外競争力上のハンディーを如何

に克服するかの宿命的課題と近年の塩素需要の増大に

伴って予想されている余剰l苛性ソ ーダの処理対策であ

る。この問題は基礎薬品たる ソーダ工業薬品の性格上

独り当該工業の問題に止ま らず，広く関連産業にその

影響をもたらす問題であり ，殊にソーダを主原料とす

る無機薬品部門等にとっては原料の動向如何が自らの

対外競争力を直接左右することとなる。また余剰ソー

あるが，輸出もまた年々漸増を示している。
、

無機薬品の輸出を昭和4幻l年度で見ると約 5，8回30万トド

ノルレで

となつている。通産省の化学品輸出会議で本年5月に

策定した化学品の昭和42年度輸出目標と昭和41年度の

輸出実績は第表通り。

第4表 i昭和41年度輸出実績及び

昭和42年度輸出目標

i昭和4問 |対前年|和昭叫度i対前年
実絞万 ドノレ 比 目標万ドノレ 比

化 学 肥 料 16，568 103 18，666 113 

ソ ー タ 957 150 1，016 106 

?係機薬品 5，831 123 6，219 107 

有機化学品 31，581 125 35，060 111 

化成品 1，561 106 1，637 105 

illl脂製品 3，380 140 4，183 124 

医薬療品 7，454 118 8，507 114 

映 間 448 92 600 134 
メ口、、 67，780 118 75，888 112 I 

ダの処理対策と関連して既は提起されている原料一貫 無機薬品は，いわゆるフ 7インケミカノレとして使用

の生産形体による新規設備の需要工業への大量参加問 量:は限定されながらも用途的に不可欠の生産資材であ

題の如きは，これを無調整に放任する場合，当該需要 って品質の純度，均一性が極めて重要視されるが，こ

工業の既存の生産秩序を磁波し， 混乱に落し入れる結 れは，その品質，数量の円滑な供給如何が需要工業，

果を招 くおそれが大である。 何れにしても生産，消費 特に日本の化学工業のレベノレの高低を左右する結果を

の両面からの均等かつ慎重な打開策の樹立が急務とな 来たすこととなる為である。国産品は今や技術品質に

っている。 おいて大部分のものが国際水準をしのぐ域に到達して

2・8 無機薬品 ここにいう無機薬品は前喝の駿アノレ いる。

カリ等の基礎化学品と各種の金属，鉱物等を原料とし しかし無機薬品は元来生産原価に占める原科費の

て生産される高次の無機工業薬品及ひ顔料であって， ウエイトが高く，それだけに設備，技術を含む合理化

硫酸，ソーダ工業薬品アンモニア誘導品等の第一次的 の余地が極限されているため，価格的な国際競争力の

な基礎化学品から見ると第二次乃至は第三次の製品訴 優劣は専ら入手可能な原料品の価格の高低如何によっ

の総称である。従ってこの範暗に属する製品の種類は て制約される面が多い。この点は大なり小なり全無機

多種多様で通産省の生産動態統計調査の現行対象品目 薬品に共通しているが，問題は国産原料なかんずく非

だけでも約85品目に及んでいる。これらの品目は，個 鉄金属，鉱物及びソーダ苛などの主原料の対外比価が

々の需給:規模は比較的小規模なものが多く，中には零 未だかなり割高であるということである。

紺!なものもあるが，これを総合すると無機化学の分野 この問題点を補なうための原料輸入の制度的な合理

では昭和41年における生産額は第 1位にある。そして 化対策が確立されることによって，無機薬品の輸出は

その生産額は 1，313億円で無機化学総生産の19%を占 一層の伸長を来たすことが可能である。

めている。 無機薬品の近年の生産伸長の内容を見ると，昭和30

近年の生産動向は，これを品目別にみると各品目の 年を基準として昭和35年が 204，昭和35年を基準とし

需要部門の状況によって多少の相違が見られるが，こ た昭和41年が 259で何れも顕著な伸びを示し，特に昭

れを総合すると鉱工業生産及ひ化学工業総合の生産伸 和35年以降の伸びは無機化学工業中の最高となってい

長率を上回る伸長を示している。このような無機薬品 る。この高成長を支えた主な品目をあげると，ク ロム

の順調な生産伸長を支えているのは，塗料，印刷イン 塩，酸化チタン， りん化合物，過酸化水素，珪酸塩，

キ，ゴム，合成樹脂，合成洗剤，金属 ・機械，製紙， 弗素化合物，欽化合物，カーボンブラック，カリウム

建材，浄水等の各需要部門の伸長による内需の増加で 塩等があるが，これらの品目についてそれぞれ言及す
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ることは時間の制約があるので，ここでは代表として

クロム塩，酸化チタン， りん及びりん化合物の 3部門

について現況を紹介することとする。

2・8・1 クロム塩 クロム塩の国産化は遠く明治末年

にさかのぼり ，重ク ロム酸カ リウム，同ナトリウムな

どは昭和1O~1l年頃既に輸出産業にまで成長して，西

欧各国と覇を競うに至った。第2次大戦後は戦災が僅

少であったため，生産の回復も早く ，特に昭和30年以

降は内外需要の増加に対応して年々需給規模を拡大し

た。昭和41年度の日本の生産は重ク ロム酸ナ トリウム

として約46.300トンで米国の約13万トン台および西独

の5万 トン内外に次いで自由世界の第3位を占め，輸

出は約 1万ト ンで、米国，南アを上回わり，ソ連と首位

を争う段階にある。主要品目はク ロム酸ナ トリウム，

向カリウム，無水ク ロム酸，酸化クロムな どがある

が，主要用途は金属表面処理， 顔料，皮革草案斉1]， 媒染

などで，重ク ロム駿ナト リウム換算の昭和41年度の総

出荷は内需が約37.000トン，輸出が約10.000トン，合

計47.000トンとなっている。

国産品は前記のような長い生産技術の伝統と娩ゆみ

ない設備の改良拡大によって品質的に世界最高水準を

確保しているが，生産コストの面では原料ソ ーダ灰の

価格高が主因となって，米国，西独，南ア，ソ連等に

比し割高となる難点を持っている。

従ってこの陸路を克服 して今後とも世界的な地位を

持続し，今後の成長を遂げる為には. 1)ソー夕、灰の

早期自由化による国際価格なみの原料入手. 2)企業

多発の防止による生産の収約化. 3)操業度の向上に

よるコス ト軽減が最大の要因となっている。

2・8・2 酸化チタン 酸化チタンは現在最も優秀な白

色顔料として近年世界的に需要量の増大を来している

が，その最大の消費部門は塗料でほぼ全需要の50%以

上70%を占め，印刷インキ， 合成樹脂，製紙工業など

を需要対象としていることは世界共通で、ある。

日本の駿化チタン工業は第 2次世界大戦後の揺箆期

に於て欧米先進国からの技術導入，指導を受けたが，

現在は品質上世界の一流品に伍して遜色かないばかり

ではなく生産規模も年産 12万ト ンに達し(7社).米

国，西独等に次いで世界の第4位を占め，工場別に見

ても日本の最大メ ーカーの生産は，米，英，独のそれ

に次いでいる。また国際商品として酸化チタンの日本

の輸出は，昭和40年度の30.150トン(輸出依存度は38

%)を最高として最近3カ年の年平均は37.000トンに達

し，西独，英国に次いで世界第位を占めている。輸出

先は北米をはじめ西欧，アジア，太洋，南米，アフ リ

カの全世界50ヵ国を対象と して販路を拡大している。

H本の酸化チタン工業の生産体制が一応で、きあがっ

たのは昭和32年頃のことであるが，このように急速な

成長発展を遂げるに至ったのは， 何といっても 1)逸

早く海外技術の粋を取り入れ国産の品位向上に資した

こと。 2)内外需の増大を見越した量産設備が計画に

たがわず高率の操業をあげ得た需要の順調な治加があ

ったこと。 3)原料硫酸が量的にも価格的にも国際的

に競争可能であったことともに，原鉱石(イノレメナイ

ト)が輸入依存でありながら，その立地的な需給事情

が欧米生産国とほぼ同一条件下にあったことなどによ

るものである。

しかし近年の日本の酸化チタンの価格が欧米品に比

して，品質的に遜色がないにも拘らず世界一安いとい

う結果をまねいたのは，それ自体日本品に対する内外

需要の増加を来したとはし、え，反面に於て国内的な過

当競争が大いな原因となっていることも見逃し難いと

ころでトある。

以上のような日本の酸化チタン工業の経過を顧えり

みて，今後の成長発展を目指す上で問題点となり，同

時にこれが解決のためにとられねばならない点として

は，おうよそ次の諸点、であろう。

1) メーカー及び商社聞の過当競争の防止一協調体制j

の確立。

2) 輸出の安定的増加ー輸出比率が高率であるための

需給の不安定性を念頭においた設備の調整。

3) 原料鉱石対策の確立ー輸入依存のイノレメナイト鉱

石の長期的な需給安定のため海外鉱山の開発，共同

購入体制の確立。

4) 海外市場調査の綿密化及びその分析の徹底。

5) 現在の硫酸法の一層の合理化と極素法の技術開発

の促進。

2・8・3 りん及びりん化合物 りん及びりん化合物は，

黄りん，赤りん，硫化りん，塩化 りん，りん酸 (肥料

を除く〉及びりん酸寝類を含み，その製品の種類は現

在統計の明らかなものだけでも約 18品目を数えてい

る。これらのりん化合物の総生産額〔 トリポ リりん酸

ナトリウム用の湿式りん酸の自家消費を除く〕は昭和

41年度で約 138.300トン(黄りん換算で39.200トン〉

で前年比23%増を示し. 35年度に対しては約 3.7倍の

増加となっている。この増加は主としてりん酸及びり

ん酸塩類，なかでもトリポリりん酸ナトリウムを主体

とする重合りん酸ナトリウ ムの治加によるものである

が，その他の品目も近年順調な需要増加を示している。

りん化合物の生産形体は1)乾式法による貰りん，

りん酸から 2次.3次の製品までの一貫生産と 2)湿

式法によるかりん酸らのそれと. 2)乾式及び湿式の
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りん酸を購入して各種りん酸塩を製造するもの，及び

4)賞 りんを購入して塩化 りんを製造するものの 4つ

の形体に区分されるが・業態別では乾式法メ ーカー及

びりん酸購入による二次製品メ ーカ{が主として専業

であるのに対し，湿式法の一貫メーカ ーは肥料，ソ {

ダ等の兼業によるものが多い。

日本のりん化合物の生産は前述のように無機薬品中

でも有数の高成長を示しているが，これを米国の生産

量に対比すると ，米国は日本の約40イ音程度で，その他

の無機薬品の対米比較が4倍乃至5倍程度であること

と著しい懸隔がある。このことは米国によって代表さ

れるりん化合物の需要開発が日本に比して如何に進ん

でいるかをものがたると同時に，今後日本のりん工業

が広汎な関連工業の発展に対応して果たすべき大きな

発展の余地を残すものと見てよい。しかしわが国の生

産環境は先ずその原料りん鉱石を全量対米輸入に依存

するため，乾式，湿式の何れに於ても対外的特に対米

のコスト高が避けられない。このため生産業界でt土目

下需要の開発と設備の大型化， 量産化による合理化に

注力し対外競争力の強化と将来の内外需要の啓発と

備えつつある。今後の問題点もまたこの点につきてい

るが，これをなるべくスムーズな発展に導びく為 に

は，最近提起されている余罪判官f性ソ ーダの処理問題に

起因するユュ ーカマ ー問題の合理的な調整など先ず何

をおいても既存業界の安定強化が先決である。

なお， りん化合物の輸出は，赤りんのような戦前か

らの輸出品目に加えてりん酸， トリポリりん酸ナト リ

ウム及びその他のりん酸塩の漸増を見，昭和41年度で

は総額1万 トン余 (9億 5千万円〉の実績を記録し，

昭和35年度に比し約20倍となっている。

ちなみに昭和41年度のりん化合物の需要(出荷〕を

主要製品別に見ると第5表の通りである。

3.結 語

以上に略説したク ロム塩，酸化チタン及びり人化合

物の 3部門は，その国産の基盤，近年の需給状況，対

外競争力等に於てそれぞれ異なった要素と形体を持

ち，当面の問題点についても若干ニュアンスを異にし

ているが，これらはその他の無機薬品一般についても

ほぼこの 3部門によって代表することができる。即ち

クロム塩に施ける国産技術の優秀性と国産原料の問

題，酸化チタンにおける国際商品としての特殊性と安

定輸出の問題， りん化合物における原料輸入依存と需

要開発の問題，そして各部門に共通した問題は輸出促

進による需給規模の拡大の必要性，業界協調と新規メ

ーカーの多発防止による既存企業の拡大強化の助長で

ある。そして，これらの問題の根底をなしまたその

主張を裏付けるものは技術品質が既に国際水準をしの

ぎ，今後の国際競争力の増強の主要因が原料価格問題

の解決と集中生産によるコ スト引下げの可能性如何に

かかっているということである。

無機化学工業に於ける無機薬品の地位は前述の通り

で，大握みに見て当面の無機化学は化学肥料を主体と

するアンモ ニア系製品，それにこれら基礎製品の応用

分化を荷負う無機薬品類の 3つの支柱のうち今や無機

薬品はその最大のパックボ ーンとなっている。云うな

れば，無機薬品は酸，アノレカリの基礎化学品のみき

(幹〕に枝葉をはり ，開花に導びく 需要開発の主体で

ある。従って無機薬品の動向如何は無機化学，延いて

は化学工業全般の消長を左右するといっても過言では

ない。目下わが国が当面する資本自由化，関税一括引

下げは化学工業としても重大な回りかどに立つことを

余議なくされているが，このときこそ無機薬品の内外

における地位とその重要性が全化学工業の立ち場から

は勿論，全国民経済的視野から再認識され，とかく落

ち入りがちな基礎産業重点の事大主義的施策によって

仮にも校をためて幹を枯らすような誤ちがおかされて

はならないことを痛感する次第である。

(昭和12年早大応化卒〕

第 5表 昭和41年度 りん化合物の需要(出荷〉

|出荷 |41/35 ロロロ 目 王 要 用 途
年年

(%) (トン〉

191 黄， 赤 り ん 1.900 マッチ，青銅，輸出等

222 り ん 酸 37，000 りん酸二次製品，金属表面処理，電解研膚及めっき，医薬，食品，輸出等

305 硫 イじ り ん 2，200 農薬，選鉱剤，輸出等

220 塩 化 り ん 6，500 可ソ剤，農薬及防疫薬剤，塩ピ安定剤，医薬，染料等

276 正 り ん 酸 塩 6，900 清缶剤，染料 ・染色，合成ゴム，医薬，醸造，輸出等

655 トリ ポリりん酸ナトリウム 76，700 合成洗剤，清缶剤，食品，輸出，その他

341 その他の りん酸盗 5，000 f青lfr剤，食品，染料 ・染色，輸出等

369 計 136，200 
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教室側挨拶

応用化学科主任教授 大 坪 義 雄

本日来賓先輩の多数御参加を得て応用化学科創設50 援を願いいたします。終りに50周年の歴史の聞に御尽

周念式典を滞りなく終了致すこ とができま した。 50周 力を賜わった諸先生，諸先輩に 心 から御礼申し上る

年の記念を心に留め，心新たに して，立派な化学技術 次第です。

者をつくる決心でございます。今後とも御支援，御鞭

司会を終えて

早稲岡大学教授 加 藤 忠 蔵

図らずも記念式典と祝賀パーティ ーの司会をやるこ レンヂは記念式典に関しては特に長谷川教授，幸田校

とになりましたが，これは大坪先生，長谷川先生のう 師その他の方々により ，祝賀パーテ ィーに関しては特

まい誘導作戦にひっかかって引きずりこまれたもの に宇佐美助教授の御尽力により盛大にとり行う ことが

で，まずい司会の不行届きをおわび申し上げます。頼 できたので‘あり，最後に厚く感謝の意を表させていた

まれ仲人と同じで表面にでておりま したが，実際のア だきます。

早稲田大学理 工学部応用 化学科

創設 50周年記念式 典・ 祝賀会

収 支決算表
昭和 42年 12月9日現在

出収 入

摘 要 |金 額

祝 金(肝付兼英氏) 1 10，000 

ク (土 木科) 1 2，000 

祝賀会々費 ￥2，000X136 1 272，000 

祝賀会記念写真費 ￥500x48 1 24，000 

支

摘 要

案内状， 礼状
(紙，印 刷代，郵便料金〕

功労者記念品

式典費

祝 賀会経費

寄 付金利息

応 化 教室 補助金

応化会補助金
/戸/

----

210，125 11 祝賀会記念写真費 (送料共〉

34，672 11 写真 ・資料 プ リント費

45，687 雑 費

--------

///|  

~ 
〆

/ -

----------

金 額

28，828 

56，360 

63，405 

392，134 

38，800 

12，475 

6.482 

598，484 598，484 

以上のほかに概算￥ 15，000の未払金があります。 この分だけ応化教室または応化会補助金が

追加となります。

(サ



応用化学会事務担当 者 か ら お 願 い

応用化学会の会員数は現在 2，500名を越える迄に増 27回 田島一徳

加致しました。これに伴って転勤等による住所変更が 28回 内 山 謙，唐住理照，葛山秋二，

非常に多く，発送する郵便物の一割位が宛先不明で‘返 合田克己，小 池 淳，永井尚治，

送されてきます。 橋本彦太郎，梅敷光治，増井 譲，

会員の正確な消息、を把握するために返送されたもの 村瀬武男

は会社，身上調書，電話帳等によって問合せて調べて 29回 鈴本和友

おります。このため非常に時間と労力を消費している 31回 桜井 孝

状態です。その上今年度より理工学部の事務組織が改 32回 鎌倉 潔， 北島治明

草されま して応用化学科の職員も理工学部事務所に吸 燃料3回 岡本 弘， 朽木 毅，矢 沢 志 郎

収されま したため極度に人員が不足しております。現 4回 新治吉雄

在は実験室の職員がこの業務を兼務している状態で 5回 池田秀雄，伊藤秀雄

す。何卒窮状お察し下さいまして今後住所，勤務先等 6回 長沢寛一，安藤成ー，井倉 叡，

を変更されま したと きはその通知の一枚を是非当会宛 岸田 耕

にお送り下さいますよう切にお願い申 し上げます。 7回 袴塚卓雄，本間 喬，安田定治，

尚43年末には新名簿作製の予定になっておりますが 鈴木幹夫，牧野 将

現在下記の方々は消息不明ですのでお判りの方があり 工経7回 佐藤憲雄，高橋 動，仁賀保成行，

ましたらご一報下されば幸甚に存じます。 野口義一，林清士郎，松岡 巌

8回 工藤寿一，久村欽一鈴木信之，

消息不明の方々 (敬称は略させて頂きます〕 津田毅一

旧制2回卒高橋泰吉 9回 富永 孝，福田健二

3回 遠藤多喜雄，岡崎金造，豊田重臣 12回 寺尾 隆，岩田 明，長尾欽中，

4回 河辺 健，渡辺 秀 小田切 護

5回 石塚 誇， 川津輿仁，工藤義郎， 新制 1回 伊藤公一， 大 逸 静夫，小林昭夫，

藤本資雄 佐藤幹雄，西岡芳生，葉山 昇，

7回 井上 清，花村重久，増淵吉長， 古 川 忠，渡辺晴夫

村上義比吉 2回 佐藤和夫，林 達也，渡 辺 敏 雄

9回 御厨国男 3回 山本 智也

10回 平田 蒸，松本実司 4回 秋山新治，井上浩二，熊木三郎，

11回 石田兼吉，神津東吾，西村経太， 笹野昇平，山田義晴，山田 浩三

参成辰雄，三村倫次郎〔旧姓菊楽〉 6回 斉藤和彦

12回 河野和夫，長行司晴味 8回 石坂竜夫

13回 佐久間一彦，長浜 弘 9回 阿武靖彦，山本晃司，佐藤 久

14回 佐々木浩，島田園郎 10回 山口正則

16回 大原源之助 11回 江 崎 友 康

17回 今村竹利，上条長一郎 12回 北中 静二， 堀川 義晃

19回 中野大輔 13回 湯沢 恩

20回 御所譲吉 17回 石井 利典，木管宗昭

22回 平 正 徳

23回 稲垣武彦，桑野馨夫，斉藤英生，

佐藤忠夫 ，崎尾 要，樋口健二 昭和 42年 12月 15日

24回 吉田 忍，吉田元徳，天野弘昭， 発行人 長谷 川 肇

井上理基，中村四郎，原因鵬ー， 編集人 宇佐美 昭次

林 章，春海 浩 印刷 早稲田大学印刷所

26回 岩田繁太郎，島森有礼美
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