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20 世紀前半の化学

井本　本日は諸先生にものをお伺いする
という意味でせんえつですが私が，司会
の役をいたしますことをお許し願いま
す．無機化学の槌田先生，有機化学の野
津先生，応用化学の櫻田先生ということ
に偶然でしたがなりまして，まぁ，そう
いうことで仰云っていただきたく存じま
す．1951 年ということで，20 世紀も後
半にはいりました．20 世紀はよくいわ
れておりますように，量子力学が 1901
年にベルリンで，マクス・プランク（Max 
Planck）教授が最初の声をあげることで
はじまった偉大な世紀であるわけです
が，21 世紀はどんなにまばゆいような時
代になることかと非常に期待されます．
これから 50 年間，21 世紀への進展が行
われるわけですが，そして，何よりも，
われわれ化学に何らかの意味で関係して
いるものは，ともかく，その進展の一翼
をになうのですから，今，われわれの化
学が何をしているか，何をしようとして
いるかを知ることは大切なことだと思う
のです．本日の座談会は大体そういう意
味をもって企てたものであります．

まず，しかし，今日に立ちいたった歴
史的な回顧からはじめることは一番妥当
的で必要と思われますので，一番はじめ
に槌田教授に無機化学方面の簡単な発展

をふり返っていただくことにしたいと思
います．

X線結晶解析は化学を推進した

槌田　そこで，20 世紀前半の無機化学か
ら始めるとしても，無機化学は物理化学
と関係が深いので，20 世紀前の無機化学
と物理化学及びその基礎となる物理学と
の連繁について考えねばなりません．

今世紀の初頭から最もめざましく進
歩したのは物理化学，特に溶液論なの
です．ノーベル賞がこの間の消息を雄
弁に物語っています．1901 年化学賞の
第 1 回受賞者はファント・ホフ（T. H. 
van’ t Hoff）で主として稀薄溶液の理論
によるものです．1903 年はアレニウス（S. 
Arrhenius）でいうまでもなく電離説，
1909 年にはオストワルド（W. Ostwald）
が反応速度の研究で受賞しました．だか
ら 20 世紀の物理化学はファント・ホフ
とオストワルドとアレニウスによる溶
液論の発達に始まったのでして，ファ
ント・ホフ，オストワルド，ネルンスト
（Nernst，1920 年ノーベル賞）等はエネル
ギー論即ち現象論の立場から物理化学を
進めた．これらの人が大たい 20 世紀初
頭の物理化学の基礎をきずきました．

化学が現象論で進んでいる時，物
理は既に実体論の方向に進んでいまし
た．ノーベル物理学賞が之を示してい
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ます．第 1 回即ち 1901 年はレントゲン
（Röntgen）の X 線，1903 年ベックレル
（Becquerel）とキューリー夫妻（Curie）
の放射能，1905 年レナート（Lenard）の
陰極線，1906 年トムソン（J. J. Thomson）
電子理論等がその口火を切ったのです．
その後は物理と化学双方から実体論が発
展して行きました．先ず物理賞は 1914
年ラウエ（Laue）と 1915 年ブラグ父子

（Bragg）の X 線結晶解析，1918 年プラン
ク（Plank）の量子論，1922 年ボア（Bohr）
の原子構造，1923 年ミリカン（Millikan）
の電子荷電，1930 年ラーマン（Raman）
のラーマン効果，1935 年チャドウィック
（Chadwick）の中性子，1936 年フェルミ
（Fermi）の放射能，等とまず粒子論に食
い込んで行ったのです．化学賞もまた，
1908 年ラザフォード（Rutherford）の放
射能，1911 年キュリー（Curie）のラヂウ
ム，1921 年ソディー（Soddy）の同位体，
1922 年アストン（Aston）の質量スペク
トル，1935 年ジョリオ夫妻（Curie-Joliot）
の人工放射能等と実体論へ進みました．

物理化学は当然これらの研究の影響
を受けてファント・ホフや，ネルンスト
のエネルギー論の立場から，ラザフォー
ド，ボア，アストン，ソディーの原子
論の方向に移って行ったのです．更に物
理学では波動力学が物質構造の理論的
基礎を固めて行きます．その後のノー
ベル物理賞が之を示している．つまり
1929 年ドブロイー（de Broglie），1932 年
ハイゼンベルク（Heisenberg），1933 年
ディラク（Dirac），シュレーディンガー
（Schrödinger）等の受賞が之です．物理
は更に素粒子論に進んで 1949 年湯川博
士の受賞になりました．物理化学はやが
ては原子核の問題に触れる時期があろう
が，現在のところ，それどころではない．
波動力学の大波にのまれそうになりなが
ら必死に之を泳ぎ切ろうとしている有様
です．

20 世紀の無機化学上の注目すべき
研究としては，若干の元素発見が挙げ
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られます．1907 年ユルバン（Urbain）の
ル テ シ ウ ム，1917 年 ハ ー ン（Hahn）の
プロトアクチニウム，1923 年ヘベシイ
（Hevesy）のハフニウム，1925 年ノダク
（Noddack），タッケ（Tacke）のレニウム
等がこれです．しかしこれ等の元素は地
上に僅かしか存在しないもので学術的の
興味はあっても，その後の化学には大き
い影響を与えませんでした．これにくら
べると 19 世紀末のラムゼイ（Ramsay）
の稀ガス元素発見と，キュリー（Curie）
のラヂウム，ポロニウム発見は偉大な功
績でした．ラムゼイは 1894 年アルゴン
を発見したのを手初めに，翌年はヘリウ
ム，1898 年には矢つぎ早にクリプトン，
ネオンクセノンを発見して，1904 年の
ノーベル賞を受けましたが，この稀ガス
元素発見は化学結合や原子価理論の基礎
となりました．またキュリーのラヂウム
発見は，その後多数の放射性同位体の発
見の端緒となり，原子核研究を誘発し，
更にラザフォードの元素変換やジョリオ
夫妻等の人工放射能の発見から，終には
超ウラン元素の製造にまで延びて行きま
した．1930 年頃の週期表上の未発見元素
は 43，61，85，87 でありましたが，いずれ
も発見されてそれぞれテクネシウム，プ
ロメシウム，アスタチン，フランシウム
の名が与えられましたが，フランシウム
が放射能で発見された他は皆人工的に作
りだされたものです．こうなると全く無
機化学の手を離れて了いました．更に超
ウラン元素，ネプチニウム，プルトニウ
ム，アメリシウム，キュリウムの製造と
なると無機化学は茫然自失，ただ傍観し
ている始末です．気を取り直して無機化
学の本来の領域に戻りましょう．

分子概念が一変した

20 世紀の有機の最大の問題の一つ
は珪酸塩化学であります．アベッグ
（Abegg）が 1913 年に“テラインコグニ
タ（terra incognita 未知國）” と匙を投げ
ていたものが，数年の間に開拓されて化

学の最も豊饒な分野の一つになったので
す．ブラグ等の X 線結晶解析の進歩の
ために固体の構造がよく判る様になり，
多くの無機化合物の構造が明らかになっ
た中に，各種珪酸塩の構造の解明は特に
目ざましいものでした．

珪酸塩化学の発達に大きい副産物があ
りました．それは分子概念の変革でして，
近世化学の理論は気体化学から始まって
います．ドールトン（Dalton）の原子説
すら，エチレン，メタン，炭酸ガス，一
酸化炭素等の組成から倍数比例の定律を
見出し，その解釈に原子概念を持ち込
んだ事に始まったのです．アボガードロ
（Avogadro）の分子説は人も知る如く，
ゲイリュサク（Gay-Lussac）の気体反応
の定律とドールトンの原子説との矛盾を
解決する為に生れたのです．従って分子
概念は先ず気体について起ったものです
から，分子は初めは一定数の少数の原子
の結合から生じた微粒子を指していまし
た．この様な分子を仮りにアボガードロ
分子（Avogadrian molecule）と名ずける
としましょう．ところが X 線結晶解析
の進歩につれてダイヤモンドの様に無数
のしかも不定数の原子から成る巨大分子
（Giant molecule）の存在が明らかになり
ました．珪酸塩の構造が解明されると各
種の巨大イオン（Giant ions）の存在が動
かす事の出来ないものとなりました．こ
の巨大分子や巨大イオンの概念は，アボ
ガードロ分子では説明出来なかった多く
の物理的化学的性質や化学反応を見事に
解釈したのです．

その後無機化合物中にもこのような巨
大イオンや巨大分子のあることがわかっ
て来て，その扱い方が違ってきました．
更に化学工業もこの知識なくしては進
まないことが分りました．従って 20 世
紀前半は無機化学では巨大イオン，巨大
分子の考えが大きな問題であったと思い
ます．このような巨大分子の考え方が他
の無機化合物にもとり入れられ，今まで
判らなかった色々多くのものが明らかに

なった．これは無機化学の一大発展です．
しかし残念ながら無機化学自身の功績で
はなく，ブラグの結晶解析即ち物理学の
功績だといっても過言ではありません．
ここでも無機化学は影が薄いのです．

全般から見て無機化学は物理化学や
有機化学に比して萎縮している様に思
われます．この中にあって独り無機化
学の体面を維持している者はウェルナー

（Werner）を始祖とする錯塩化学の発展
であります．ウェルナーは 1893 年に配
位説を立て，これに基ずいて錯塩化学の
基礎を確立し，1913 年ノーベル賞を受け
ました．初めはかなりの反対を受けてい
ましたが，配位説は今では無機化学の中
核となってしまいました．20 世紀前半の
無機化学の研究は錯塩化学に集中したか
に見えます．そして 20 世紀後半は錯塩
化学が無機化学の全領域に戻って来る気
配を示しています．

無機工業化学も 20 世紀には花々しい
スタートを切りました．先ず空中窒素の
固定が最も大きな業績であって，これに
対し 1918 年ハーバー（Haber），1931 年
ボッシュ（Bosch）がノーベル賞を受けて
います．しかし初めの花々しいスタート
に似ず，その後の発展は有機化学工業に
於ける程のめざましさがありません．こ
の無機化学工業の窒素工業一辺倒が延い
ては無機基礎化学の萎縮に影響している
のではないでしょうか．

有機化学の中心は分子構造

井本　それでは，次に 20 世紀前半の有
機化学について野津先生にお願いしま
す．
野津　有機化学もゼネラル・ケミスト
リーの一翼として無機化学，物理化学か
らはなれて考えられるとは思いません
が，有機化学は炭素化合物の化学といわ
れていましても，有機化学の重点は 20
世紀前半迄の研究であります．即ち構造
化学が有機化学を特徴ずけているといえ
ます．この構造化学を樹立した人達はラ
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ボァジェ（Lavoisier），ベルチェリウス
（Berzelius），ケクレ（Kekulé）等でファ
ント・ホフ，ウェルナーなども除外出来
ない．かくて 30 万以上の天産，合成の
有機物質を構造化学的に研究したことは
有機化学の偉大な業績でしょう．その結
果，有機化合物の分子構造と性質の関係，
延いては構造と反応性の関連が逐次明ら
かになり，分子構造を考に入れて反応機
構を論ずることが有機化学の最も興味あ
る分野となりました．

つまり，分子構造を論ぜずにどんな説
明が出来ても，それは暫定的であってど
うしても分子構造との関連がつけられな
い以上納得が行かないのです．槌田さん
のお話に出た Macro 或は Giant- 分子の
概念を明確にしたパイオニヤーは有機化
学者（E. Fischer，H. Staudinger 等）であ
り，高分子物質の構造化学の発祥は有機
化学でも矢張り忘却出来ない大きな収穫
であったと思います．
井本　そうですね，無機は原子の化学で
す．これに反して有機化学は分子の化学
です．
槌田　分子概念の生れたのは矢張りアボ
ガードロ（Avogadro）（1811 年）の頃で
しょう．
野津　その時代にタイプセオリーとかラ
デカルセオリーとかが唱えられ分子の概
念は不明確で愚弁的に，哲学的に考えら
れた古い分子と相去ること遠からず，た
だ元素の構成割合を表面的に取扱ってい
たと思えます．
槌田　先ず立体化学が出た時に始めて分
子の実態が掴まれたといってよいので
しょう．
櫻田　有機化合物についてそれが無機物
と全くちがった構成原理で出来ていると
いうことをベルツェリウス（Berzelius）
が 1849 年に述べている．分子の実態が
掴まれたのはそれ以後としなければなら
ない．
槌田　原子価概念が確立したとき分子概
念もはっきりしたといえませんか．

井本　原子価が判っただけで，ボーダー
ラインは不判然だ．その辺，有機化学の
確立は技術的には元素分析よりもむしろ
分子量の測定ということにあると思うの
です．
槌田　それはやはりケキュレの頃分った
といえませんか．ケキュレの原子価説は
1859 年で，アボガードロの分子説がカ
ニッツァーロ（Cannizzaro）によって一
般に知れわたり分子量決定法が定まった
のは 1860 年ですから．
櫻田　しかし，ウイルヘルム，オストワ
ルトは長い間分子の実在を信じるとはい
わなかった．
槌田　とにかくアボガードロの説が通っ
た時，原子価説が出ました．その時，分
子の確立が出来，その中の並び方におい
て化学構造の概念が生れたと思います．
野津　とにかくケキュレの時だったと思
う．
櫻田　そうでしょう．

分子の科学から物の科学へ

井本　それでは櫻田先生に工業化学につ
いて．
櫻田　工業化学というと，この席では僕
が専門家ということになるが，その専門
もあやしいので，さきに化学について考
えていることを述べて見たいと思いま
す．

化学は考え方によって深浅があるよう
に思われる．“化学とは何ぞや”というこ
とになるが，つきつめると化学なんても
のはなくて全部物理になってしまうよう
にも思うし，見方を変えると逆にとても
範囲の広い学問になる．

化学の中心が分子にあることは誰も異
存がないと思う．そうすると更に分子の
研究の中心はその自体としては，分子構
造になる．それは野津先生がいわれる通
りだが，化学はそれから両方に伸びる．
化学結合論の問題から更に細かくなると
原子核となる．一方大きくなると分子の
科学から分子の集団たる「物」（Substanz

でなくて Gebilde の意）の科学になる．
この科学にはまだ名称がついていない．
もっと大きくなると，植物学，鉱物学等
だが，しかしその中間がない．強いてい
えば，オストワルトのコロイド化学です
が，大幸先生も物理化学の屑籠がコロイ
ド化学だといわれた．どうも人間は屑は
中心に置かずに周辺におくらしい．周
辺即ち限界領域 Grenz gebiet へ化学が
伸びてゆくだろう．高分子化学が正にそ
の格を造っている．そうすると，化学は
分子自身の科学から分子の集団である

「物」の科学へ行くのではないだろうか．
これが 20 世紀から次へ化学を送りこむ
一つの大きい道であるという気がする．

工業化学というと，19 世紀の後半に
パーキン Perkin をパイロットとして石
炭の一部たるコールタールが化学工業の
原料になった．また主として今世紀に入
り，石炭を原料とするカーバイド工業が
生れた．ハーバーは空気迄を工業の原料
とした．今度の大戦後は Petrochemistry
の工業がどんどん起って来た．石炭，石
油などのエネルギー源が物質源となって
使われる化学工業，これが現在みとめら
れる大きい流れです．

化学と物理との境界

槌田　 “化学とは何ぞや” であるが，昔
は物理と化学の境界は物理は主としてエ
ネルギー変化を扱い，化学は主として物
の変化を取扱うものとされていた．それ
が 20 世紀になってエネルギーと物質と
の関連を考えるようになって物理化学が
生れたのです．しかし，矢張り物質の変
化を扱うところに化学の本質があるので
しょう．これを物質の粒子から見ると分
子をそのまま扱うのが物理で，分子の変
化を扱うものが化学といえるでしょう．
気体論や溶液論などはこの意味で全く物
理学に属するものでしょう．しかし従来
の分子概念がわざわいするので，分子を
変化させずに扱っている積りでも実は分
子を破壊したり生長させたりしている場
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最も深刻な変化即ち元素変換となると物
質の変化をしながら物理学で扱われま
す．こうなると物質変化の全然ない場合
と最も深刻な物質変化との中間だけを扱
うことになります．
櫻田　そうなると物理学の一部門として
かなあ？
槌田　いや，そうではありません．変化
の有無とか，変化の程度と考えると化学
の領域は両端を削られているようで肩身
がせまいが，質的の差異即ち分子以上と
原子核の問題は物理，外殻電子の問題は
化学とすれはまあまあ安心出来ません
か．
櫻田　しかし，エネルギーとかいうと普
通の物理と見るしか出来ない．
槌田　それではあきらめて化学は物理学
の一部門としますか．
櫻田　そうですね．
槌田　単なる縄張りの分け方の問題です
ね．しかし実際問題として物理学者に有
機化学の合成をやれといっても出来ませ
ん．特に有機化学は独立していますから．
櫻田　より本質的，より普遍的なものは
化学でないといえる．
井本　その辺のことはいえるのではない
でしょうか．
野津　それは科学に，もうこれ以上する
こともないという時が来るとしたら全部
物理だったかも知れません．
槌田　そういう時代は永久に来ないで
しょう．
野津　その通りだが，これは勝手に有機，
無機に分けたことが単に方便である如く
自然科学は一本であると見るのが本来の
姿なんでしょう．
槌田　結局物理とか化学とか，人為的に
分けなくてはならぬと考えるのがいけな
いのでありましょう．こういう人為的の
枠内に立て籠ると小さくいじけて真の
進歩はなくなると思います．だから部
分々々だけでなく，他の部分へも連がり
をもつ必要がある．科学の最も大きい進
歩は分科の中間領域にあるからです．

合があります．例えば分子が大きくなる
と気化や液化までが分子をこわすことに
なります．昇華はすべて巨大分子のこわ
れる化学変化と考えられますし，熔融も
全く化学変化の場合があります．例えば
水晶などは原子間の結合が断れなければ
熔融出来ません．コロイドが異状な性質
を示すのは分子が大きい為に起った問題
です．例えば珪酸塩をコロイドとして特
別扱いをするけれども，これは分子量

（実はイオン量）が大きいだけでありま
す．炭酸塩と珪酸塩とは粒子の大きさの
違いだけで大変な性質の差を生じます．

このような巨大分子や巨大イオンは普
通ならば物理変化を与えても分子が変り
ます．例えば水晶を熔融することは，こ
れは物理変化でなく化学変化です．ガラ
スとか樹脂の如きものの熔融も化学変化
として扱わねばなりません．だから高分
子化学は化学の最先端の問題です．有機
無機の中間にある珪素樹脂なども巨大分
子であって，20 世紀の大きな問題になる
でしょう．コロイドは手がつけられなく
て棚に大切にしまわれてあった化学で，
今後は割合に早く解決されるのではない
でしょうか．昔はコロイドは化学者が扱
い切れなくて分らないので身の程を知ら
ずに屑としたので，屑籠は当らないと思
います．

またアボガードロ分子の持たぬ性質を
巨大分子は持つのです．つまり量的変化
が質的変化を起すのです．構造論的には
巨大分子は単に熔融の場合ですら外殻電
子の変化が起ると思います．私の云おう
とするのは昔，物理変化と思われたとこ
ろにも化学の分野が開けたということで
す．この意味にまで高分子化学は化学の
新しい分野だと思うのです．
野津　化学は分子を取扱う学問といった
が，そういう化学は物理の応用科学で，
一方化学は鉱物学なり生物学なりの基礎
科学であるといってよいでしょう．
槌田　物理と化学の差異は普通は物質の
変化の有無と考えられているのですが，

櫻田　化学の周辺，限界領域に棄てられ
た屑かごが大事になる．

化学は人間に幸福をもたらしたか

井本　それでは，ここで化学は人間のた
めにいかに幸福にしたかについて─．
櫻田　その人間に対する貢献は大きいが
人間の考え方にどういう本質的な影響を
与えたかとなると，「生命力」しかつくる
ことが出来ないと考えられていた有機化
合物を人間が合成出来るようになったこ
と以外には一寸……．
井本　ビニロンなどについて．
櫻田　昔は階級を区別するのにパンにバ
ターをつけて食べる階級と何もつけずに
食べる階級というように階級が区別され
た．今日皆がバターをつけて食べられる
のは政冶のおかげではなくマーガリンが
出来たからだ．これは結局サバチェーの
水素添加の功績ですね．昔，ローマの某
皇帝が后を皆絹で装わせることが出来な
かったが，今は全部が美しい絹やレーヨ
ンのドレスをきている．これは人類のた
めにする大きい寄与で全世界の婦人を大
へん幸福にしているが，考え方によれば，
これは末端のことで本質的に如何なる寄
与をしたか？
槌田　物資が豊富になることを私は末端
だとは思いません．むしろ第一義的なも
のだと信じます．櫻田さんのいわれた食
糧も衣料も大切な貢献です．今後人口が
増えるから食糧増産は一そう大切です．
1798 年マルサスの人口論が出て以来化
学は肥料で人類に貢献し，1898 年クルー
クスが世界飢饉を警告した時には空中窒
素の固定によって之を杞憂に終らせまし
た．之も人類に対する大きな貢献です．
櫻田　これも見方によれば末端だ．
槌田　われわれは生命を最高と考えるべ
きです．そうすると一人でも生きること
は極めて大切なことだと思います．これ
は末端的だと云いたくないのです．
櫻田　人口の削減をなぜしなければなら
ないか．これを化学の問題として取上げ
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る前に全人類として考えるベきではない
か，現在に於ては世界の食糧は全人類を
飢えさせはしない．そこに考えるべき問
題がある．より根本に社界観というのか，
イデオロギーというのか，もう一つ根本
的な問題がある．
槌田　化学者が人口問題に対して無関心
なのは不合理です．化学者は澱粉合成を
なぜやらないのでしょうか．これは是非
やるべきだと思います．
櫻田　生れた人間を殺すのは悪い，とい
うことは明らかだが，生れ出ようとする人
間を殺すのはどうか，という問題もある．
槌田　それも罪悪でないとしても不人情
でしょう．それは澱粉合成をやれば解決
出来る問題なのですから．
井本　しかし化学者が努力するから生
め，と叫んだとしても誰も共鳴しないで
しょう．
槌田　それは条件が違います．そこで化
学者がいくらでも食糧を造ったら，また
有り余る程衣料を生産したら，子供の教
育に心配ない程生活に余裕があったら人
口は問題じゃないが，現在のように生活
物資が少なくて苦しいから人口削減が問
題になるのです．例えば明日からでも世
界の富める国，広い国が無制限に移住を
許したら，立どころに人口制限の問題は
解消しましょう．物資を思うままに濫費
して生活を楽しみ度い為に他国に人口制
限を強要するのが現在の世界の実情で
しょう．
井本　それでは回顧はここで終ります．
いまや講和が初まりつつあり，戦争と平
和の問題が大きくなって来ています．こ
のような時代から化学はどの方向に行く
べきであろうかについて話を進めたいと
思います．

化学の将来の動向

井本　先ず無機化学から．

現象論から実体論へ

槌田　無機化学は今まではどちらかとい

えば現象論的に傾き過ぎていたようです
が，これからは主として実体論的に進ん
で行くべきでしょう．20 世紀前半の現
象論から 20 世紀後半は実体論に入る時
期といえます．つまり現象論としての珪
酸塩化学の行きずまりが X 線結晶解析
等を手段とする構造研究によって実体論
となって初めて活路を見出した様に，総
ての無機化合物の構造がその性質や化学
反応機作の解明に活用されるようになる
事です．従って研究の対象もますます珪
酸塩やアルミナ等のような巨大イオンや
巨大分子の領域に入ってゆくと思われま
す．この種の縮合酸や縮合塩基は 20 世
紀後半の無機化学の花形の一つになる
事でしょう．この発展段階への当面の
最も困った障害は一般の常識となって
いる誤った分子概念とベルツェリウス

（Berzelius）の二元論の時代錯誤的な横
行です．分子概念の誤というのは「総て
の物質が分子という微粒子から成る」と
いう前世紀の考え方が依然として幅を利
かしていることです．アボガードロの考
えたような分子のない物質のあることが
一般に徹底していないのです．この種の
物質の第一群は食塩のようにイオンばか
りから成る物質，第二群は各種珪酸塩や
アルミナ等の様な巨大イオンや巨大分子
から成る物質です．第一群は無機定性分
析などの経験から比較的理解され易い筈
であるのに前述の分子概念の誤りからベ
ルツェリウス二元論の横行を許していま
す．第二群は有機化学の分野では，所謂
高分子物質としてよく理解されているの
に無機化学の領域では頑固に拒まれてい
るのです．無機化合物は有機化合物にく
らべて構造が簡単であるという誤った先
入観が無機化合物の構造研究をおくら
せ，従って無機化学研究を現在のような
振わない状態に陥し入れたといっても過
言ではないでしょう．例えば溶解現象で
も昔から知られた定性分析の反応でも物
質構造の考えがなければ理解できない問
題ばかりです．だから私は無機化学に於

ては先ず現在の誤った分子概念を是正
し，次に有機化学と同様に構造研究を盛
んにしなければならないと思います．中
等教育あたりから誤りのない分子概念を
教えて行く必要があります．構造研究の
問題は無機化学を次第に有機化学に接近
させる事でしょう．或は有機化学と無機
化学との境界が無くなる方向に進んで行
くともいえましょう．例えばベンゼン核
の炭素原子と或種の錯塩の中心の金属原
子とが非常によく似ているので，異節環
状化合物に金属芳香環化合物（metallo-
aromatic compounds）とでもいうべき化
合物も有機化学と無機化学の中間領域に
出て来ると思います．

無機化学に就いても同様で，誤った分
子概念が工場に於ける多くの隘路や壁を
作っています．色の鮮かな顔料の製造が
困難であったり，粒子の細かい酸化チタ
ンが出来なかったりするのも上のような
誤った分子概念からそれらの物質の構造
を見くびったからです．アルミニウム製
造の工業が水酸化アルミニウムの洗浄濾
別に困ったのも巨大分子の性質をのみ込
んでいなかった事にありました．しかし
今後は，教育の面で分子概念がはっきり
つかまされる様になるでしょうから，形
や構造をつかんで無機化学工業が起って
来る様に思われます．

物理学的方法と理論を求めて

井本　有機化学については如何でしょ
う．
野津　大まかにいって，今の状態の有機
化学の行き方が発達してゆくという結論
になるわけだが，化学的な方法，考え方
によって打ち建てられた有機化学を物理
的な方法と理論によって検討してゆくこ
と，これが益々増えていくだろうと思う．
要するに，有機化学は愈々物理学的な基
礎を得ようとするに進む，この辺が先の
話に出た，化学の本質的なものは先にな
ると物理学と同じものになるということ
になるのです．
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かく物理的な基礎を得ながら有機構造
化学は他方，その生来の目標であった生
化学に関連した方向にも発展してゆくだ
ろう．特に生命現象に関連して重大だと
思われる点は，屑籠に入れられていた先
程いわれたコロイド或は高分子領域の構
造化学的研究の成果が期待出来る．

不安定物質の問題

槌田　有機化学と無機化学との関連とい
う点について一言つけ加えますが，20 世
紀後半の最大の問題は触媒だと思いま
す．

有機物と触媒の関連が，とりもなおさ
ず有機化学と無機化学の関連になるわけ
ですが，触媒の機能については今まで本
質的な解明がなされず，ただやってみ
ただけ，研究の数でこなしたという形を
とっただけで，誠に情ない状態でありま
した．ですから今後は触媒理論を確立す
ることに大きな指針を与えるであろうと
いうことです．酵素で特に興味のあるも
のは金属原子を中心とするもの，例えば
クロロフィル，血色素などでありますが，
これらの機能を解明することが無機化学
の大きな問題です．

触媒研究のもう 1 つの鍵は不安定化合
物の研究であります．

学者は一般に，常に名前をつければそ
れで片ずいたと安心しがちであります．
例を生物学にとってみると，本能という
言葉で多くのむつかしい現象が一言の下
に片ずけられてしまう．そして本能とは
何であるかを解明しようとしない．触媒
の問題も，ご同様で言葉の魔術の性格を
おびています．これは化学者が不安定の
物質を取扱う能力がないからだと思われ
ます．なぜその能力がないかといいます
と，これは近代化学発生の昔に遡って考
えてみれば分ることです．

と云いますのは，化学は物質の性質を
はっきり掴むことが一番大切な仕事の一
つとなっていまして，それには物質を純
粋に扱うこと，作ること，これが先決問

題だと考えられ，そうすることに習慣ず
けられて来たのです．ですから，物質を
蒸溜とか昇華とか再結晶とかさせて，常
に出来るだけ純粋なものを取扱ってきま
した．云いかえますと，化学者の対象と
した物質は蒸溜とか昇華とか再結晶とか
可能な安定な物質ばかりと取組んで研究
してきたということです．そしてそれ以
外のものは不純物という名前で屑籠に放
り込んできたということなのです．この
不純物の中に不安定物質がひそんでいる
わけです．

ですから化学者は不安定物質と取組む
機会を自ら棄てて来たことになるのです．

触媒は不安定な中間化合物や不安定な
不純物を取扱うことになります．今まで
触媒の理論が確立しなかったことは，こ
の不安定物質を屑籠に放り込んできたこ
とが盲点となっていると思います．

今後この不安定化合物の研究が大きな
問題となるでしょう．そして 20 世紀後半
にはこれらのものの解明が出るのでしょ
うし，私はそれを大いに期待しています．

有機電子説への期待

井本　有機化学の今後の問題として，も
う 1 つ大きな問題があるように思うので
す．つまりいわゆる電子説のことです
が，現在では有機化学反応は大雑把にい
えば，やってみてはじめて分るというわ
けです．これが定量的にどんな速さで又
どんな割合で行われるかと，予知出来れ
ばいいと思うんですが，そういう意味か
ら電子論について野津先生はどんなお考
えになられますか．
野津　私は有機化学反応を定量的に予知
するというようなゴールが近い将来に来
るということについては悲観的です．

今の電子説の良さというのは，われわ
れの先輩や先駆者が数多い化学反応を取
扱った「感じ」といいますか，「勘」とい
いますか，そういうものの結論が電子説
の基礎をなしている．即ち電子説はこの
結論に近代の物理的な色ずけといいます

か，或種のサーティフィケーションを与
えた程度であり，今のところこれが有機
化学反応について新規に教えてくれると
は思えない．私には新しい物理学の発展
の可能性について皆目見当がつかないか
ら勿論気分だけのことです．
井本　野津先生や小竹先生のような有機
化学の指導者が電子説についてどう考え
られていられるかということは，私たち
にとって非常に暗示的なのです．野津先
生は電子説に非常に関心をもっておられ
るように私どもは思っておるのです．
野津　自分等としては，纏めて云い表わ
せなかった思想を，電子説がうまく纏め
てくれたのです．丁度無機化学反応に対
するアレニウスのイオンセオリーと同じ
関係だと思っています．
槌田　纏めたという点だけでしょうか．
野津　少なくとも今のところでは．
井本　こういうことが将来考えられるん
じゃないかと思うのです．つまりいま有
機化合物の構造を研究するという場合
に，赤外線や紫外線のスペクトルを使っ
たり，X 線や電子線の回折を解析したり，
まあそういったいろんな物理的な方法を
使うだけで，構造がわかってくるのでは
ないか，というわけなんです．もちろん，
これは極端な云い方なんですが．例のコ
レステリン核のシクロペンタノフェント
レンやペニシリンの骨格を決定するのに
X 線が一番大きい役目の一つを果した
ようなものだと思うのです．
野津　ファント・ホフの炭素四面体説は
多くの有機化学の事実を纏め上げたもの
であります．電子説はラプオースやロビ
ンソン或はインゴールドというような有
機反応に精通した人達が創めたものであ
り，前者は構造化学に著功があった如く，
後者は有機化学反応に効用が期待出来ま
す．
　将来に関しては，今日四面体説がよく
真実をいい当てていることが説明され又
定量化される日を期待するわけですが，
今日のところ量子理論は至って簡単な場
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合においてのみ正確に適用出来るという
ことを聞かされているのでその日が近い
将来に来るか心配なんです．
井本　しかしともかく電子説はこれから
ますます定量化してゆくことと思われま
す．有機化学反応を電子―それも一番
外側の外殻電子だけが，動くことで解決
しようというわけですから，統一的で美
しい姿をしていることだけはたしかで
す．そのあたりに，とくに若い人々に評
判がいい理由があるのかもしれません
が，だんだんと電子説が実際に役に立っ
てきつつあることも事実であろうと思う
のです─野津先生，若い人が理論有機，
とくに電子説に気をひかれていることに
ついて，何かお述べになって下さいませ
んでしょうか．
野津　今も申しましたように電子説は有
機化学反応に関する総括であります．若
い人達はこれを教えられ，又勉強するの
は当然です．ただ注意すべきはこの説を
理解するにはその発展経過を知らねばな
らんこと，又この説は未完成であり，こ
れが完成には有機化学者は実現によって
貢献せねばならぬこと，そして実現せず
に理解から万事予知出来る日は科学完成
の期であることを銘記すべきであると申
したいのです．
井本　将来の化学者も従来の有機化学者
と同様にいわば職人的な熟練への修業を
克明に積み重ねてゆかないといけないわ
けですね．私はそれはいいお話だと思う
のです．
野津　そうですね．

高分子化学と電子説

井本　私は高分子化学の生成論だけは電
子説なくしては駄目だと思っているので
す．
櫻田　結局野津先生の仰言るように色々
の事実を纏めて理解するには便利であろ
うと思う．それに化学反応を若干予知出
来ると思う．
井本　高分子の生成論というのは電子の

動き方を見つめるということにおちつく
ように思っています．
櫻田　もっともそれは高分子化学自体で
はない．高分子化学の領域は別だと思う
んですよ．

それから先に槌田さんが仰言った分子
構造を解明するということには賛成です
が，化学を学ぶ人に小学校や中学校で分
子論をより強調して教えることには反対
です．というのは今まで余りにも，小学
校や中学校で分子を教えすぎた様に思う
んです．それで結局化学は身につかない．

教養としての化学であれば分子論から
はじめるべきでなく，やはり歴史的発展
通りに「物」から分子へ行った方がより
よいのではないではないか．
槌田　電子論は現在は野津先生が云われ
たように多くの有機化学者達の経験をま
とめたもので便利であるという程度に止
まっていると思います．又櫻田さんがい
われたように若干の化学反応を予知出来
る程度と思います．しかし，私は実はそ
れ以上を期待しているのです．けれども
これが現在なぜ多くの反応を予想し得な
いかということが問題で，私はこれをケ
クレの構造式にとらわれ過ぎているから
だと思っています．例えば炭素といえば，
4 本の棒を引かねばならぬということが
暗々のうちに頭に入って抜けないからで
す．この問題は共鳴の解釈に重大な影響
を与えます．

量子力学的にレゾナンスは重要な意
味があるが，その意味が有機化学ではケ
キュレの構造式に拘泥してぼやけたり行
き過ぎたりしているように思われます．
分子内において電子配置が常に変動しつ
ずけているということとケクレの構造式
で示される電子配置が優勢であるという
こととは別問題です．

そこでいつでもケキュレ式を共鳴の主
要項に持ってくることは時々大きな危険
を冒すことになるのだと思います．いい
かえるとメソメリーの理論がケキュレ式
によって歪曲されていて，そのために予

想が利かなくなるんだと思います．
井本　共鳴概念は必ずしも追放出来ない
とは思わないのです．その試みはもうは
じまっているのですから，例えばデュワー
が最近に出した電子説の著書なんかで．
槌田　そうです．何れにしてもケキュレ
に縛られた電子論では駄目です．いろい
ろの反応を予想しうる時期というのはそ
う遠い将来ではなく，20 世紀後半の課題
として私は楽観している次第です．
井本　今迄の電子説は原子軌道の上に
立っていたわけですが，これから分子軌
道的に進む気配が濃厚ですし，それには
希望がもてうるわけです．
槌田　多少でなく非常にあると思いま
す．20 世紀後半は井本さんのいわれる
通り電子論は原子軌道的なものから分子
軌道的なものに移って行きこれに伴って
メソメリーの問題が一層大切となるで
しょう．
野津　尤もとは思いますが，ケキュレの
ホムラから実験をやらなくても予想が出
来る部分もあります．しかしクラウス， 
ラーテンブルグ以来私達はケキュレのホ
ムラがベンゼンの真実の姿をすべて表わ
しているとは思っていません．
槌田　誤解されないように一言つけ加え
ますが，私はケキュレ式を全部やめろと
いうのではないのです．飽和鎖式体即ち
四面体炭素については完全にケキュレ式
があてはまるわけです．ただ何処までも
これにこだわると芳香族や不飽和化合物
の電子論は発展し難いという意味なので
す．

化学の結核への闘い

井本　有機化学で一番胸の躍ることの 1
つは医薬品の合成だろうと思うんです．
じかに人間的なものに訴えますから，ホ
ルモンやビタミン，最近の結核の薬など，
こういった最新の医薬品の合成について
如何でしょうか．
野津　この頃は結核の薬も新しいのがど
しどし出て，お医者さんに聞くと，ここ
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十数年も経てば結核はなくなるだろうと
いっています．私達も結核の薬を少しつ
ついていますが，その薬は結核の蟲のコ
ロイド性を考えてゆく必要があるのはな
いかと考えている．

結核菌は負に荷電されている．これを
中和することがする一つの方法だと思
う．
櫻田　あれはワックスの部分が多いそう
ですね．
野津　そうです．ワックスが多いから抵
抗力が強いのだといわれています．
櫻田　結核菌のワックスはポリエステル
ではないんですか．
槌田　そうだとするとワックスの加水分
解の酵素が必要ということになるわけで
すね．

酵素と将来の工業化学

井本　20 世紀後半の工業化学は如何で
しょう．
櫻田　さっき櫻田さんのいわれた触媒の
問題，酵素の問題が大きな問題であるわ
けだが，もう一つの不安定物質と取組ま
ねばならないということは，たしかにそ
ういう見方は面白い．

後の不安定の問題はとにかくとして，
前の酵素を中心にした研究は 20 世紀後
半にその中心に突込む直前まできている
様に思われる．

戦前に，10 年程前ですが，ランゲン
ベックの小さい本が出まして，私達も講
義に使ったりしましたが，報告はすっと
ベリヒテに出ていたのですが，その後ど
うなったか戦後は分りませんが，有機化
学的に酵素類似作用のある物質を合成し
て更に種々の誘導体をつくり触媒能力を
高めてゆくことは，構造的には酵素と現
在無関係だが，これは酵素の一つの模型
として面白いと思います．

次に蛋白の合成が出来るか出来ないか
という問題ですが，これについてはウッ
ドワードの研究があります．天然にウッ

ドワードの合成した様な物質があれば誰
でも面白い蛋白質が見出されたというに
相違ない．そんなものは出来ている．ラ
ンゲンベックのやっている研究と，蛋白
類似化合物の合成の両方面から研究を
進め遂に酵素を合成し，駆使するという
ことは今世紀後半中には或程度出来るん
じゃないかと思う．

光合成の解明は近い

工業化学については現在高温高圧超高
圧の化学が進んでいる．それに対し次代
は酵素と光化学を応用した常温常圧の化
学工業が生れ伸びる可能性が大にある．

澱粉の問題もホスホリラーゼさえ合成
出来れば後は既に出来ている．しかし，
このホスホリラーゼさえが猫の首にどう
して鈴をつけるかというのと同じで，ど
うしてホスホリラーゼを作るかが今世紀
の後半から 21 世紀の化学として問題に
なると思う．現在，ホスホリラーゼはジャ
ガ芋の葉や茎から分離している．これを
精製し，試験管の中で葡萄糖の燐酸エス
テルに作用させると立派に澱粉が合成さ
れる．
槌田　光合成と原子爆弾とどちらが先に
完成するかいう問題を 1940 年ダニエル
ス教授が論じて光合成が早いだろうと結
論したそうです．ですからマンハッタン
計画で原子爆弾にかけた 20 億ドルを光
合成にかけたなら必ず今頃は出来ていた
と私は思っています．

日本は食料が不足ですから光合成を日
本の学者を総動員してやれば，完成は出
来なくても一歩でもその研究を進められ
るのではないでしょうか．実はこの話は
終戦直後に出て，戦争の罪を償う為にも
世界の人類に貢献する為にも是非やろう
と意気込んでいたのです．私は今でも是
非これはやらねばならんと考えて，この
夢は捨てていません．学術会議辺りで是
非提案してもらいたいと思っている．こ
れは 20 世紀後半の大きな問題になるで

しょう．まして原子爆弾より早く出来る
可能性がありそうだとすれば―．

たとえ原子爆弾より見込みが薄くても
これは必ずやらねばならないと思ってい
ます．

工業化学ということ

井本　それから工業化学という学問体系
はいったい何かという問題があります．
日本の学校で教えている応用化学とか工
業化学とかいうものが，中途半ぱなもの
にすぎない，ということはよく言われて
います．いったい工業化学は工業と直接
にむすびつくものとされているのです
が，そこに何か誤まりがあるような気も
するのです．工業は商品の生産体系だと
いうわけですが，生産のバックには，も
ちろん科学と技術とがあります．科学は
合理的な自然認識で，技術は生産を可能
ならしめる様々のものの組み合せだろう
と簡単に言えばなると思うのですが，科
学と技術は当然お互いに交流しているわ
けです．工業化学はやはりこのうちの科
学に直接にぞくするもので，理学部系の
純粋化学と本質的には同じだと思うので
す．もっとも扱う対象が違ってきます．
純粋化学では自然そのもの，工業化学そ
のものから対象を見つけてくるというわ
けです．そんなら技術は何がうけもつか
と言えば，それが化学工学，化学機械だ
と思うのです．いよいよこの 4 月から日
本の新制大学もシニヤー課程をはじめる
のですが，やはりこの辺のはっきりした
考え方が必要なような気もしてくるので
すが……．
櫻田　井本さんのように潔癖に考えると
そうなるのでしょうが，幸か不幸か現在
は工業化学でやっているのは理学部の化
学と同じことをやっています．一緒に
なっているんですね．
井本　なぜそうなのかが問題ですね．
櫻田　一寸途中で別の話題になります
が，理想的にいうと技術とか科学とかが
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あってこれに企業とか資本が附随して出
来てくるのが本来なのですが，実状はそ
の逆です．技術が主人か資本が主人かそ
のケジメは明らかではないが，これを理
想的に考えると計画的技術に資本とか企
業がついてくるべきでしょう．

ビニロンなどは仕合せな方で，技術が
うまく企業化された例ですが，技術が資
本と結びつかずに腐っている数は大した
ものですよ．ですから化学と工業化学を
分ける前にこの元の方を考えるのが化学
工業にとって重要ではありませんか．

教養としての化学

井本　大学などでこれからどういう教育
をしてゆかねばならないかということは
いかがでしょう．
櫻田　私は新制大学の専門教育に余り大
きい期待をかけていないんですがね，だ
から大学教育で有機化学だとか，無機化
学とか，繊維化学とか厳重な細かい区別
をつけない方がいいんじゃないかと思い
ます．又区別をつけても出来ない面もあ
ります．それから本当をいうと理学部の
先生方にはもっと高踏的なものをやって
頂きたいですね．
槌田　全くその通りです．理学部の方は
もっと基礎的な方へ進むべきですよ．今
の所はあまりに応用の方にゆき過ぎてい
るように見えます．今やっている理学部
の化学の中にはむしろ工学部でやった方
がいいものがかなりあると思います．
野津　そういう見方もありますが，井本
さんのいわれたように工学部の化学が工
業化学といいますか，技術といいますか，
そういった方へもう少し入った方がいい
ように思う．ところが何故入らないかと
いうと，これは一に研究費の問題だと思
う．工学部の先生方に研究してもらって
企業の基礎的なデータだけでも出しても
らえるようにしたい．

理学部でやるテストチューブと工学部
のパイロット・プラントとが同じ一講座

当り幾らで研究費がきめられるのでは困
る．

又理学部の方でも工学的な研究をやっ
ているが，工学部の人が理学部よりもっ
と理学部的な研究をやっている例もあり
ます．これは一に研究費にかかっている
と思う．せめて中間実験位は工学部でや
れるようにしたい．
槌田　問題は日本の化学工業のあり方
で，日本の資本家が手っとり早く儲けよ
うとして，外国特許をもって来る．です
から国内の研究費が何時までも潤沢にな
らない．要するに研究題目の選択が研究
費に支配され，研究費の問題は化学工業
の問題，資本家の心構えに帰せられるこ
とになるのでしょう．
櫻田　会社のおえら方の考え方もありま
しょうが，一面，私の後輩やお弟子さん
で会社へ入っている人達が時々いうこと
は，大学では基礎だけでとめてほしい，
余り学校で工場でやるような細かい部分
までやられると会社や工場でやることが
なくなるというような意見もある．

又中間試験なども色々な合成繊維会社
から支援して貰ってやっていますが，余
り詳しく中間試験をやると費用もかかり
過ぎるし，他の新らしい会社がそれを習っ
てはじめるので同じ仕事をする会社が増
えすぎるから，むしろ会社の方では中間
試験の手前のところで大学の研究は打
切ってくれ，といったような希望もある．

これは何処かに欠陥があるのですね．
私達が研究すれば大学は公の研究機関で
すから，聞きに来た人は誰にでも公開致
しますからね．
井本　物理化学が物理に，工業化学が化
学の分野になる様に思う．もちろんその
逆に互に作用することはありますでしょ
うが─．今後はどういう積りで大学の
工業化学教育などはやったらいいでしょ
うか．
櫻田　残念乍らこの頃の大学の学生は一
応まとまった大会社に入り，首にならな

ければいいという様な気持ちが大部分を
占めている．癪だがそういう現状です．
ですから，大学の教育などはもっと技術
者の視野を拡げてやることが是非必要だ
と思う．でなければ段々小さくかたまっ
てしまう．化学専門の科でも教養として
の化学を勉強する様にした方がいいで
しょう．
野津　そうです．ゼネラル・サイエンス
を教えて教養を身につけるの事の方が大
切だと思う．
櫻田　末端の方はやるべきでない．やり
出せばきりがないし，余り職人教育に堕
さない様にしたい．
野津　有機化学の場合も同じですね．
櫻田　大学で科が多く分れているのも文
部省の講座をとるために分科しているの
で，研究や大学院の為には是非必要だが，
それをのぞいた新制大学としては実際に
はこんなに分ける必要がどこにあるのか
と思う．僕等の方では化学だけでも随分
と分れている．
槌田　大阪でも同じことですよ．工学部
といえども職人教育に等しい特殊教育は
やるべきでないと思う．現場にゆけばす
ぐ分ることを 2 年も 3 年もかかってやる
のは無駄なことです．それより基礎を
しっかりやるべきでしょう．
櫻田　大学 2 年位で専門をきめることが
いけないんですよ．
槌田　工場技術者は無機化学工業に縁が
うすい様に考えがちです．そのくせ基礎
知識の欠如のために色々と工場でその欠
陥を暴露しています．

21 世紀への夢

井本　21 世紀への夢の化学というもの
をどうぞ．
槌田　戦争さえなければ 20 世紀後半は物
質的には私達の生活も非常に豊かになる
と思います．しかし，21 世紀になると石
炭・石油といった今までの大きなエネル
ギー源が全然なくなるので，これに変る
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べきエネルギー源が生れてくると思いま
す．それは差当り原子エネルギーという
ことになると思います．とにかく石炭や
石油が直接燃やされて動力機を動かすと
いう様な原始的なことは 21 世紀をまたず
してなくなると思います．今日も大阪か
ら新京阪でここへ来る途中で，汽車と電
車が茨木，高槻，山崎といった辺りで物
凄い競争をやるんですが，汽車は未燃焼
の微粉を吹き飛ばして黒煙を濛々とはき
出しながら走っているのにもかかわらず
電車に抜かれてしまっています．近代的
な電力エネルギーに原始的な石炭エネル
ギーがまけている，つまり 21 世紀への夢
を今現実に見せてくれたわけです．
井本　そうなると思いますね．
槌田　また衣と住の問題もよほど 21 世
紀には変るでしょうね．衣の方は櫻田さ
んにおまかせするとして，建築の主体に
なるのはコンクリートから軽合金に移る
と思います．木材などは建築材料として
よりも工業原料か，食料になるべきだと
思います．
櫻田　建築材料にプラスチックスはどう
ですか．

衣料については言わなくても分ると思
うんですが―衣服として長持ちする方
がいいかどうかも問題ですが，作業着の
ようなもの―私達が今着ている背広も
作業衣なのですが―こういうものは長
持ちした方かいいでしょうが，婦人服や
子供のものはどうですかね．

衣料としては弟が兄のものを受け継ぐの
は弟にとって感心しないですよ．勿論経
済的な問題をはなれての問題だが―． 

どうしてもこれからの衣料として問題
になるのは合成繊維でしょうが，私は濠
州辺りでも羊飼いが合成繊維を着て羊を
追う時代を 10 年程前に夢みたのですが，
此間化研に濠州からビニロンの販売をし
たいという問い合せが来ているのです．
ですからこの合成繊維の問題は 21 世紀
をまたずして実現すると思います．

井本　合成繊維が進出して木綿や羊毛や
絹がなくなるなんて話はどうですか．
櫻田　これは趣味の問題もありますから
全々天然繊維を駆逐することはないと思
います．現状ではスフ・人絹などの化学
繊維をも合わせたものは全天然繊維に対
して生産量は 20% 位になっていますが，
21 世紀をまたずして半々位までは，今
までの統計カーブからみてゆくでしょ
う．
槌田　櫻田さんが言われた様に長もちす
る衣料が必ずしも問題ではないというこ
とは，消費者と生産者の立場が異るから
だろうと思います．消費者としては長く
もった方がいいでしょう．
櫻田　今の経済状態で考えればそうなの
ですが―．
井本　有機化学の方では如何でしょうか．
野津　さっき槌田さんが仰言った様に石
炭や石油が 100 年以内になくなるとする
と，有機化学の殆んど大部分がこれらの
炭素源に依存しておりますから，これが
なくなると炭素源を何処に探したらいい
のか，実はさっきから考えていたのです
が，いい考えがないんですよ．アセチレ
ンといっても石炭がいるし，結局は光合
成をもって来て炭酸ガスを固定しないと
いけないでしょう．それも植物ばかりに
頼っていられないとすればアトミックエ
ネルギーでもかりて炭酸ガスを還元する
道でも考えねばなりますまいか．
槌田　石炭は植物で太古の光合成の産物
です．日本ではやはり日光による光合成
をやらねばならないでしょう．
野津　太陽のエネルギーを如何に利用す
るかというところですね．
井本　最後に，今の日本の化学にも政治
の圧力が加わって来る様に思われるので
すが，これをどう化学者として処理して
ゆくかという重大な問題も御座います
が，これは次の機会に検討して頂くこと
にして，本日はこの辺で閉じたいと思い
ます．いずれにしても，よき平和が続い

て，化学が人間の本当の幸福に献身しう
るようにあってほしいということは化学
者全体の希望であろうと思いますし，21
世紀への化学がその道を歩むようにあり
たいと熱望するわけです． 

（おわり）


