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新年のご挨拶 
 

 

 東海化学工業会会長 

 鈴 木 健 一 
 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

 会員の皆さまにおかれましては、ご家族とともにお健やかに新年を迎えられたこととお喜び

申し上げます。 

 昨年は、台風や集中豪雨などによる甚大な災害がありました。被災された方々には心よりお

見舞い申し上げます。一方で、年初から金融・財政政策、成長戦略など「三本の矢」が示され、

過度な円高の是正、株価の上昇、景気の回復傾向が続くなど、先行きに明るい兆しも見える年

となりました。 

 また、昨年９月には2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決まり、日本

中が盛り上がりました。プロ野球では、東北を拠点とする楽天イーグルスが創立９年目にして

悲願の日本一を達成し、本格的な東北復興への期待が膨らむなど、明るい話題も多く、しばら

く続いていた社会の閉塞感のようなものが、何となく和らいだようにも感じます。 

 そして迎えた新年。東海化学工業会は設立50周年という大きな節目を迎えます。昭和39年、

東海地区における「化学技術の水準向上」、「化学関係諸団体との連携強化」、「会員の教養向上

・親和の増進」を目的として東海化学工業会が設立されました。以来50年間。昭和40年代の高

度経済成長、２度のオイルショックと省エネ技術の進展、バブル景気とその崩壊、そして平成

23年の東日本大震災とまさに激動の50年間。諸先輩方が知恵と情熱をもって、激しい時代の荒

波・難局を乗り越えてこられました。50周年をひとつの節目として捉え、諸先輩方の志を受け

継ぐとともに、当会設立の原点に立ち返って更なる未来へと繋いでいくことが肝要と考えます。 

 平成26年度事業計画の策定にあたっては、講演会、セミナー、見学会などの例年の行事に加

え、いくつかの50周年記念事業を計画しています。50周年記念会報を発行し諸先輩から往時の

出来事や逸話などについてご寄稿いただく他、記念講演会なども企画する予定です。 

 東海地区は日本の「ものづくり」の中心として、高度な技術力を持つ研究機関や企業が活躍

しています。学界・官界・産業界が密接に連携し、次世代を担う新しい産業技術の創出に繋が

るよう東海化学工業会としての役割を果たして参りたいと決意を新たにするところです。 

 今年の干支は「甲午（きのえうま）」。「甲」は十干の 初で、大きな木、まっすぐ伸びた樹

木が枝葉を茂らせているイメージ。そこに「午（馬）」の活発な行動力が重なります。干支の

イメージにあやかって、何事においても発展・前進し、洋々たる未来に向かって天馬の如く駆

け抜けるような１年になることを願っています。 

 新年を迎え、会員各位のご健勝と益々のご活躍をお祈り申し上げますとともに、東海地区の

化学関係諸団体の更なる発展に貢献できるよう魅力ある事業展開し、皆さまのお役に立ちたい

と考えています。皆さまの一層のご支援・ご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶とい

たします。本年も宜しくお願い申し上げます。 

Kenichi SUZUKI （中部電力㈱ 取締役専務執行役員 技術開発本部長） 

連絡先：〒461-8680 名古屋市東区東新町1 
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アロンアルフアを用いた指紋検出 
 

 

 東亞合成株式会社 

 安 藤 裕 史 

 

 

１．はじめに 

 アロンアルフアと言えば一般消費者向け瞬

間接着剤の代表格として、ほとんどの方が日

常生活の中で補修や工作に一度はお使いいた

だいているのではないかと思う。貼り合わせ

てから数秒から数十秒で硬化し、被着体の材

質を選ばないという特徴から、使い勝手の良

さではおおよそ良いご評価をいただいている。

一方、硬くて脆い、耐水性に欠ける等いくつ

かの欠点も有しており、その一つとして、白

化という外観不良が挙げられる。この現象は、

接着剤を多く使いすぎた場合等に、はみ出し

た部分の未硬化のシアノアクリレートモノマ

ーが気化し、接着部周辺で硬化しポリマーと

なって析出したものが白く見える現象である。

この白化現象は根本的な解決方法がいまだ見

つかっていない。瞬間接着剤開発者としては

非常に頭の痛い問題である。いつもならばこ

の解決法へと本文が進むところであるが、本

報は日ごろの業務から離れ、その欠点を有効

に活用したおもしろい用途について述べたい

と思う。 

 

２．シアノアクリレートによる指紋検出 

 シアノアクリレート系接着剤は1947年にB. 
F. Goodrich社のA. E. Ardisらによって初めて

合成された1),2)。その後、1955年にEastman 
Kodak社のH. W. Coover、F. B. Joyner やG. F. 
Hawkinsらが、新規透明光学材料探索の目的

でメチルメタクリレートの類似構造化合物の

屈折率を評価する 中にガラス製プリズムが

秒速で接着されるのを発見し、短時間で硬化

する新たな接着剤として1958年にメチル 2-

シアノアクリレートを主成分として製品化さ

れたのが世界初の瞬間接着剤“Eastman 
910”である3)。一方、東亞合成㈱ではアク

リル酸誘導体の開発の中でエチル2-シアノア

クリレートがゴム、プラスチックや木材等に

優れた接着性を示すことを見出し、1963年に

“アロンアルフア”を発売した4)。今日では、

世界中で製造販売されており、各社色々な改

質を行った製品が取り揃えられている5) 。

白化に対しては、分子量を大きく極性を持た

せることにより沸点を上げ解決しようという

目的で、メトキシエチルエステル体やエトキ

シエチルエステル体などが各社から販売され

ている。 

 指紋検出が見出されたのは、このように瞬

間接着剤の普及と白化という問題が顕在化し

た1970年代ごろに遡る。特に広く使用される

ようになった日本、アメリカ6)、イギリス7)、

において、ほぼ同時期に開発が開始されたよ

うである。 

 初期のシアノアクリレートによる指紋検出

は、検体物をシアノアクリレートモノマー雰

囲気下に置き、指の表面分泌物の水分や塩、

アミノ酸から図１のように重合したポリマー

が白くなって見えるという方法であった。 
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図１ 硬化反応 

Yushi ANDO （東亞合成㈱ 機能化学品研究所） 

連絡先：〒455-0026 名古屋市港区昭和町８ 

E-mail: yuushi_andou@mail.toagosei.co.jp 
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 瞬間接着剤としては、表１のような様々な

モノマーが各社から製品化されているが、気

化しやすく使い勝手から（メチルエステルは

一般的な溶媒にほぼ不溶）、エチルエステル

を用いるのが一般的である。 

 こうしてエチルエステル中心に日・欧・米

で開発が進められてきているが、これまで東

亞合成㈱では日本各地の鑑識の各種指紋検出

方法の開発に協力してきている。ここ数年は、

兵庫県警察本部刑事部科学捜査研究所にて開

発が進められてきた新規指紋検出方法につい

て、シアノアクリレートの提供および技術協

力、製品形態の具現化に協力を行ってきた。

今回は2011年から2013年にかけて、この製品

のさらなる改良に協力し、より使い勝手が良

く、高度な指紋検出が可能な方法が完成した

のでこれについて述べる。 

 

３．指紋検出 

 シアノアクリレートを用いた指紋検出の改

良について詳細を述べる前に、そもそも指紋

検出方法というのはあまり知られていないと

思われるため、世界中の鑑識で行われている

指紋検出法について簡単に述べる。 

 一般に指紋検出が必要となる理由は、ほと

んどの場合肉眼で確認することのできない潜

在指紋であり、何らかの方法で見えるように

する必要があるためである。英語でLatent 
Fingerprint development（見えない指紋の現

像）などと表記するのもそのためである。一

方、何らかの汚れや血等を伴い肉眼で確認で

きる状態のものを顕在指紋と呼ぶが、こちら

は特に特殊な処理を必要としない。 

 肉眼では見えない指紋であっても、検体物

の表面には、人体からの各種分泌物が残って

おり、これらを何らかの方法で見えるように

することになる。当該分泌物は、一般に、水

分、脂肪分、塩、タンパク質（アミノ酸）、

その他からなり、それらの中から対象物質を

決めて物理的・化学的な処理を行うという流

れになる。またそれ以外に重要な点として、

検体物の材質、指紋が新しいか古いか、水や

血、油とうで汚れていないかなど、色々な要

因で指紋の状態が変化するため、それぞれで

適切な方法を選択する必要がある。指紋検出

の基本的な考え方を以下に簡単に述べる。 

3.1 粉末法 

 テレビなどでよく見かけるのがこの方法で

ある。特殊な配合の粉末等を刷毛やブラシ等

でなぞるようにして指紋を可視化する方法で

ある。この方法で検出可能なのは表面が平滑

な材質に限られるが、非常に簡便であり広く

用いられている。一般的には比較的新しい

（付着してから時間が経過していない）指紋

に適した方法であり、水分や油分が残ってい

れば、物理的に粉末が付着し、ゼラチンなど

で移し取ったり写真に撮ったりして可視化す

ることができる。指紋の状態や背景の色や模

様などで種々の粉末を使い分けることにより

（例えば蛍光染料入りのものを用い単色光の

照射下で背景との識別を行うなど）、検出感

度を上げる方法も行われている。また指紋が

古い場合や汚れや雨のダメージを受けている

場合も、残っている可能性のある成分との物

理的・電気的相互作用を増幅してやることに

より、当該方法で検出が可能になるような検

討も世界中で行われている。 

3.2 化学反応や特殊な処理を伴うもの 

 今回述べるシアノアクリレートを用いた方

法を含め、指紋に残った各種成分との反応を

用いて可視化するものである。他の手法との

組み合わせで種々の情報を得ることができる

ものもある。 

 皮脂をターゲットとした方法として、脂溶

性色素の溶液の噴霧（浸漬）や、ヨウ素など

エステル基 分子量 沸点 比重 粘度 凝固点
の種類 ℃／mmHg mPa･s ℃

メチル 111 55-57/5 1.100 2.2 1.5
エチル 125 60-62/5 1.050 1.86 -29.6
n-プロピル 139 73/6 1.008 1.95
i-プロピル 139 68/5 1.004 2.08 -18.7
n-ブチル 153 86-88/5 0.996 2.07
i-ブチル 153 78-80/5 0.978 2.02 -2.1
n-へキシル 181 112-115/5 0.965 3.66 -19.2
シクロヘキシル 179 119-128/5 0.954 -44.3
n-オクチル 209 120-123/5 0.946 3.92
アリル 137 74/4.2 1.066 2.0
メトキシエチル 155 96-100/3 1.06 2.6 <-74
エトキシエチル 169 104-106/5 1.070 5.0 <-74

表 1 シアノアクリレートモノマー物性 
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の脂溶性物質の昇華と選択的な吸着などが行

われている。雨等で洗い流された表面であっ

ても皮脂は残っている場合があるため、塩や

アミノ酸などの水溶性化合物を対象とした方

法で検出できない場合であっても対応可能と

いう報告もある。また、機械油や口紅などの

油分が残っていることが想定される場面でも

有効である。 

 アミノ酸をターゲットとした方法は種々報

告されている。この方法で比較的古くから用

いられているのがニンヒドリン反応による呈

色である8)。ニンヒドリン溶液を適切に噴霧

（浸漬）することにより、指紋中のアミノ酸

と反応して濃い紫色を呈色するため、可視化

が可能となる。この方法はニンヒドリン溶液

を噴霧（浸漬）した際にアミノ酸が洗い流さ

れるような平滑な表面の材料には適しておら

ず、紙や木などの多孔質材の表面に適した方

法である。 近では、ニンヒドリン反応後に

他の試薬を併用することにより背景の色や模

様に影響されない他の色に調色（蛍光）を可

能にする方法や、 1,8-Diazafluororen-9-one
（DFO）9)など、他のアミノ酸と反応する試

薬を用いて感度をさらに高めた方法などが報

告されている。特に皮膚の上の指紋を検出す

るといった難題に対しオスミウムで染色する

方法が日本の鑑識にて確立されている10)。 

3.3 その他 

 これらの他に高コスト、操作が複雑等の理

由でまだまだ汎用ではないが、既存の方法で

は検出できない指紋を可視化することができ

る方法がいくつも報告されている。個々の技

術は化学に携わるものとして非常に興味深い

ものであり、気になる方は参考文献を参照し

ていただきたい。 

① 金属のナノ粒子の表面を、皮脂やアミノ

酸などの目標物質に反応するよう修飾し

たものによる検出。感度が高く検体物の

材質を問わない。修飾する構造次第で喫

煙癖の有無11)、風邪薬の服用の有無12)と

ういろいろな情報を同時に得られる可能

性を秘めている。 

② 量子ドットを用いて、蛍光で検出13)。上

記金属ナノ粒子よりさらに表面修飾が容

易であり、非常に発光効率が高いことか

ら、今後の応用が期待される。 

③ Poly[1-phenyl-2-(p-trimethylsilyl)phenylacetylene]
（PTMSDPA）（共役系が長くつながっ

た構造）で作成したシートを検体物表面

に密着させ、ポリマーシート表面に皮脂

を写し取るだけで蛍光発色する14)。テー

プを張って剥がすだけというイメージで

簡便に検出可能。 

④ これらの他に、上述の種々の処理を行っ

た後、可視光やUVではなく、Scanning 
electrochemical microscopy15)を用いるこ

とにより背景色の影響を受けない方法、

上述可視化と他の検出方法を組み合わせ

て、Raman microscopyで服薬履歴が分か

る 方 法 12) 、 Laser-induced breakdown 
spectroscopy でTNT爆薬等の取り扱いが

確認できる方法16)など、指紋検出の枠を

超えた高度な検出も報告されている。 

 以上、指紋検出の様々な手法について簡単

に触れたが、普通の生活を送っている限りあ

まりなじみのない分野であるため、日々犯罪

捜査に寄与する新たな技術が開発されている

とは驚きである。さらには、これらの指紋検

出方法を検出物の材質や履歴から的確に判断

して 適な方法を適用し、世界中の犯罪捜査

の現場で指紋検出が行われているとは、その

技術レベルにただただ感心するばかりである。 

 

４．今回開発に協力したシアノアクリレート

による新規指紋検出方法 

 今回の検討では、アロンアルフアの製造販

売元である弊社はシアノアクリレートの技術

的なアドバイザーという役割であくまでも原

材料の提供と開発の協力をさせていただいた。 

4.1 過去の検討 

 世界的に見て、シアノアクリレートを用い

た指紋検出方法は、古くは密閉容器内に設置

した開放容器にシアノアクリレートを注ぎ、

検体試料を密閉容器内で数時間放置しておく

ことにより、指紋を白く浮かび上がらせる方

法であった。 近では、使い勝手を良くする
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変更点 効果
1 モノマー→ポリマー 品質安定・製品ライフ延長
2 UV蛍光→可視光蛍光 DNA検査も同時に可能

3 ２種の色材を準備
使い分けで背景色の影響受けにくい

指紋がやや着色するため可視光でも視認可能

4 電熱機→生石灰加熱器

電源のない場所でも使用可能
設備費大幅減
安全性向上

温度曲線調整不要

5 専用の暴露筐体開発
最適試薬量を指定し必要最小限の付着を安定的に再現、検

体物の復元（清掃）が容易に

6 キット化
全ての必要物をキット化し、だれでも同じ条件が再現容易に

手順が明確になり30分以内で全処理が終了

ため、湿度コントロールで感度を上げる方法

や、シアノアクリレートの気化を速めるため

に解放容器を加熱したり、曝露容器を減圧す

るといった方法もとられている。しかしなが

ら、これらの方法では、装置が大掛かりにな

ることや、液状のシアノアクリレート特有の

製品ライフの制限などがあることに加え、白

く浮かび上がらせることしかできないため背

景色の影響を受けやすいといった問題があっ

た。そこで2008年に、これらの欠点を解決す

べく、兵庫県警科学捜査研究所の下田らによ

って開発（東亞合成協力）されたのが、ポリ

シアノアクリレート粉末にUV蛍光染料を配

合し、電熱器でポリシアノアクリレートの解

重合と染料の気化を行うという方法であった
17),18)。これにより、所定の機器を使用すれ

ば比較的定常的にブラックライトとの組み合

わせで指紋が検出可能となり、製品のライフ

も問題ではなくなった。 

4.2 今回の検討 

 その後開発を継続した兵庫県警科学捜査研

究所の下田らは、当該技術の改良を進め（東

亞合成協力）、今回の新しい方法を見出すに

至った。今回、既存の検出方法より適応範囲

を広く使い勝手を向上するため、①DNAを

分解しないよう可視光領域での指紋の検出と、

②電源のない場所でも指紋検出が可能になる

よう新たな加熱源について検討した。 

 東亞合成では、適当と思われる色材や熱源

についての探索協力を進め、兵庫県警科学捜

査研究所の下田らによって適切な色材の選択

を進めるとともに、東亞合成では生石灰加熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶（アース製薬㈱様からアースレッドの加熱

部分を入手）を用いて加熱する方法を見出す

に至った。その際、赤・黄色材の沸点より高

い到達温度となるよう使用方法を厳密に規定

することにより、解重合と色材の昇華が常に

安定に進むことも確認した。またこの組成を

製品化するにあたり、エチルシアノアクリレ

ートの重合と粉砕および色材との混合等の量

産検討を進め、定常的に指紋検出用試薬が製

造可能な条件を確立した。 

 これにより、良好な使い勝手と非常に再現

性の高い指紋検出キットの製品化という面で

当該開発技術の普及に協力することができた。 

 これらの検討の結果、 新の指紋検出キッ

トは表２に示す特徴を持つものとなった。 

 今回の製品は2012年末から日本法医学技術

学会等で紹介を開始している19)。これまでの

技術より優れている点が認められ、2013年度

の警察庁長官賞詞を受賞し、鑑識分野で注目

されており、各所へサンプル紹介を進めてい

る 中である。市販の褐色ビンの表面の指紋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 指紋検出キット 
（左外観写真、右構造模式図） 

表２ 改良品特徴 

曝
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を本方法（赤色使用）で検出した場合の例を

図３に示す。25×25×40 cm程度の空間に

0.05gの試薬を気化させて曝露した場合、図

３の左のように可視光下では薄くしか視認で

きないが青単色光下でオレンジフィルター

（青光カット）を通してみると右図のように

蛍光で指紋が確認できる。図４では可視光下

の点線内の指紋が、右の写真では浮かび上が

っており、背景に模様や着色があった場合で

もその影響を無くすことが確認できる。また、

照射光波長とカットフィルターの組み合わせ

を変えても同様の結果が得られた。 

 当該技術については日本国内、北米、欧州

に特許出願した。当該キットは、警察用品商

社（PS インダストリー）から販売開始した。 

 

３．おわりに 

 弊社瞬間接着剤担当者は、日本国内各署の

鑑識の方の問い合わせに対し技術協力を行う

のが伝統となっており、いろいろな改良に携

わってきた。今回、警察内で 高の賞を獲得

し、全世界への普及も期待できるような技術

を製品化し普及に協力できたのは、非常に感

慨深い。 

 接着用途で新たな可能性を探るのは日常の

業務の中で当然のことであるが、接着以外の

用途についても幅広く取り組んでいきたいと

思うと同時に、公共の利益という視点も持ち

続け、より世の人々の幸せに貢献していきたい。 
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図３ 褐色ビン側面の検出指紋の比較 

可視光下の観察   青色光（495nm）下      青緑色光（575nm）下 

                   オレンジフィルターでの観察   レッドフィルターでの観察 

図４ 市販缶入り飲料側面の検出指紋の比較 
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シリカ系ナノ多孔材料の可能性 
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１．はじめに 

 材料の表面や内部に細孔を形成し多孔質化

すると、細孔の形状・サイズや、骨格の材質、

表面特性などによって、様々な力学的・光学

的・電気的あるいは化学的特性を備えた材料

が得られる。目的とする機能や用途に応じて

多孔質材料の構造を適切に設計すれば、様々

な分野で高性能・高機能材料として利用可能

である（図１）1)。 

 多孔質材料の特性は細孔サイズによって特

に大きく変化する。発泡やマクロ相分離を利

用して形成されるマイクロメートルスケール

以上の大きな細孔（マクロ孔）は、材料の軽

量化や衝撃吸収に有効なほか、吸水、断熱な

どの用途でも我々の身の周りで用いられてい

る。これに対し、分子やコロイドなどのサイ

ズ領域である数百～数ナノメートルの細孔構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造を形成すると、材料の比表面積が格段に大

きくなるとともに、優れた分子吸着特性やホ

スト－ゲスト相互作用に基づく新しい物理的

・化学的効果が発現する2)。身近なナノ多孔

材料としてはシリカゲルや活性炭が挙げられ、

乾燥剤や脱臭剤として用いられている。なお、

IUPACでは直径2-50 nmの細孔を有する材料

をメソポーラス材料と定義しており、これよ

りも小さな細孔はミクロ孔と呼ばれる3)。 

 本稿では、代表的なナノ多孔物質であるシ

リカ系メソポーラス材料について、合成法や

機能化へのアプローチ、応用の可能性につい

て述べる。メソスケールの細孔形成は、高比

表面積（数百～千数百m2/g）を確保しつつ、

細孔内への比較的自由な物質の拡散・出入り

を可能にする。さらに、シリカ系骨格には化

学修飾やゲスト材料の固定化を容易に行える

ため、多様な分子・イオンの選択吸着や、触

媒反応場の構築も期待できる。ここでは、通

常のメソポーラスシリカに加え、シリカ骨格

内部に有機架橋基を導入し、細孔壁そのもの

に機能を付与するという弊社でのアプローチ

も紹介しながら4)、メソポーラス材料の可能

性について論じる。 

 

２．メソ多孔構造の形成 

 メソポーラスシリカは一般に、界面活性剤

からなるミセル状分子集合体をテンプレート

として合成される（図２）。テトラアルコキ

シシランなどの骨格原料と界面活性剤を混合

し、酸性または塩基性条件下で加水分解・重

縮合を行うと、加水分解されたシリカ原料と 

1 mm

1 μm

1 nm

10 mm

10 μm

100 μm

10 nm

100 nm

1 Å

孔径

ゼオライト
（ミクロポーラス）

メソポーラス物質
シリカゲル

活性炭

セラミックフィルター

セラミックハニカム

アルミナ隔膜

軽量骨材

原子

分子

真核細胞

たんぱく質

細菌

ウイルス

毛髪

構造体の例

ミセル

発泡スチロール

多孔質ガラス

図１ 様々な孔径を有する多孔質材料 

Norihiro MIZOSHITA （㈱豊田中央研究所） 

連絡先：〒480-1192 愛知県長久手市横道４１番地の１ 

E-mail: nmizoshita@mosk.tytlabs.co.jp 
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界面活性剤の親水部との相互作用を介した協

奏的自己組織化により、界面活性剤ミセルと

シリカからなるメソ構造体が生成する。メソ

構造体から焼成あるいは溶媒抽出によってテ

ンプレートを除去することでメソ多孔材料が

得られる（図２）。材料中に形成されるメソ

細孔のサイズや配列秩序は、テンプレートの

選択や濃度、重縮合温度、添加物などにより

制御できる。界面活性剤以外にもブロックコ

ポリマーやナノ粒子をテンプレートとするメ

ソ多孔体の合成例も多い。生成するメソ多孔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体のマクロな形態も合成条件によって変化す

る。水系媒体中で合成されるメソ多孔体は主

に粉末として得られ、これらは吸着剤や固体

触媒担体としての利用に適している。一方、

有機溶媒を用いてゾル溶液を調製し、溶媒の

蒸発に伴う濃縮過程でメソ構造体を形成すれ

ば透明薄膜が生成する。近年、メソポーラス

シリカ薄膜中に形成されるメソチャンネル構

造の配向制御についても多くの報告がなされ

ており、光学材料や電気化学触媒などへの応

用を考える上で興味深い5)。 

 

３．構造修飾と機能付与 

 メソポーラスシリカの機能化・特性制御に

よく用いられる手法に、細孔壁表面の官能基

修飾がある（図３左）。官能基の導入は、多

孔体合成段階でシリカ原料の中に有機基含有

型のシラン原料（R-Si(OR')3 、R：機能性

有機基、R'：メチル基・エチル基など）を

混合して用いる方法と、メソポーラスシリカ

骨格形成後に後処理として表面修飾を行う方

法がある。酸性あるいは塩基性の有機官能基

をメソポーラスシリカ表面に導入・固定化し

た報告例が多く、主に固体触媒あるいは吸着

材料としての特性が調べられている。 

 これに対し弊社では、有機基に対して２つ

以上の重合性シリル基を導入した架橋型有機

シラン原料（R[Si(OR')3]n、n ≧ 2）から合

成されるメソポーラス有機シリカ（Periodic  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリカ源
（例えばSi(OEt)4）

界面活性剤
（例えばC18H37N+Me3Cl－）

加水分解・重縮合

メソ構造体メソ多孔体

鋳型除去

2－50 nm

20 nm

図２ 界面活性剤をテンプレートとするメソポー
ラスシリカの合成スキームと透過型電子顕
微鏡観察像 

表面官能基の導入 架橋型有機シランを用い た PMO 形成 機能性ゲストの担持

FG

FG FG

FG

FG
FG

FG

FG
FG FG

FG
+

FG

+
+

-Si(OEt)3(EtO)3Si-

例えば

(EtO)3Si Si(OEt)3 (EtO)3Si Si(OEt)3

(EtO)3Si

Si(OEt)3 N

O

H

(EtO)3Si Si(OEt)3

FG：-COOH, -SO3H, -NH2 など

金属微粒子
蛍光色素
金属錯体　 など

図３ メソポーラスシリカの構造修飾による機能付与 
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Mesoporous Organosilica、PMO）について研

究を行っている（図３中央）。PMOでは、有

機基が細孔壁の内部に埋め込まれた状態で固

定されるため、メソ細孔を閉塞せずに有機基

を高密度に導入でき、細孔壁骨格そのものに

発光性や電子授受能など有機基由来の新たな

光学的・電子的・化学的機能を付与できる6)。

さらに、1,4-フェニレン、4,4'-ビフェニリ

レン、2,6-ナフチレンなど、特定の架橋有機

基を導入したPMOでは、細孔壁内部に有機

基とシリカからなる分子スケールの層状秩序

が発現することを見出している。通常はアモ

ルファス構造となるシリカ系骨格に対し、架

橋有機基の導入によって細孔壁を“結晶化”

できる点は大変興味深く、表面修飾では成し

得ない細孔壁骨格の機能制御・向上が期待で

きる。 

 細孔内部への機能物質の導入・固定化も、

機能付与の有効な手段である（図３右）。テ

ンプレートと共にゲスト分子を導入する方法

や、細孔内部への分子・錯体の担持、金属ナ

ノ粒子のその場合成などが行われている。メ

ソポーラス材料は比表面積が大きいため、ゲ

スト物質を高分散状態で固体中に担持でき、

ゲスト同士の凝集を抑制できる。これにより、

蛍光色素の高効率発光や触媒活性点の高分散化

など、応用を目指す上でも有用な特性を示す。

骨格にケイ素以外の元素、たとえばチタンや

バナジウムを部分的に導入することでも骨格

の特性制御が可能である7)。この場合、メソ

ポーラスシリカの高い規則性や高比表面積を

損なわずに材料特性の改善・改質ができる。 

 

４．応用の可能性 

 メソポーラス材料は、高比表面積、大細孔

容量、分子吸着特性など様々な特徴を有して

おり、多岐にわたる応用が期待されている

（図４）8)。特に固体触媒を指向したアプロ

ーチは、反応生成物の容易な分離、触媒の回

収・再利用化などの利点があるため盛んであ

る。シリカ骨格表面に触媒活性サイトを形成

したものや、パラジウム・白金などの金属ナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノ粒子を細孔内に担持したもの、有機合成反

応に有用な有機金属錯体を固定したものなど、

多くの報告例があり、均一系（溶液反応系）

に劣らない触媒活性や、触媒の繰り返し使用

に対する耐性などが示されている。 

 メソポーラス材料は空気層を多く含む高空 

隙材料である。このため、低屈折率材料とし

ての応用が検討されている。シリカの屈折率

は1.43-1.46程度であるが、メソ多孔化する

ことで1.1-1.3程度まで低下する。成形性・

製膜性を鑑みて、ナノ粒子化したメソポーラ

スシリカを樹脂に導入し、低屈折率フィルム

を作製する試みも行われている。同様の観点

から、電子回路基板に用いる低誘電率絶縁材

料としての利用も検討されている。 

 その他、吸着熱を利用したヒートポンプ、

湿度調整材、農薬・香料などの徐放性担体、

ドラッグデリバリーシステムへの応用の可能

性も探られている8)。 

 細孔壁骨格に有機基由来の特性を付与でき

るPMOでは、より高度な機能化が可能であ

る（図５）6,9)。細孔壁骨格内に発光性有機

基を導入すれば、強い発光を示すPMOが得

られるが、細孔内部にゲストとして別の発色

団や電子受容体を導入すると、細孔壁骨格

（ホスト）とゲストの相互作用により、新た

な機能が発現する。弊社の研究では、蛍光性

PMOホストから細孔内ゲストへの励起エネ

ルギー移動あるいは光誘起電子移動が高効率 

高比表面積

大細孔容積（高空隙率）

吸着特性

低屈折率材料

低誘電率材料

吸着材料

固体触媒・触媒担体

分離膜

光・電子材料

薬物輸送担体
表面設計性

骨格組成の拡張性

徐放材料

調湿材料

形態制御性

ゲスト担持能

特徴 応用先

・
・
・

・
・
・

ヒートポンプ

図４ メソポーラス材料の特徴と応用の可能性 



 東海化学工業会会報 11 
────────────────────────────────────────── 

────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で生じることを見出している。励起エネルギ

ー移動に関しては、ホストの有機基に対して

ゲスト分子がわずか0.8 mol%しかなくても、

エネルギー移動がほぼ100%の効率で進行す

る系が見つかっている。これらの結果は、

PMOが光捕集アンテナとして機能すること

で、光刺激（インプット）に対するアウトプ

ットを大幅に増幅したり、細孔内部に高活性 

な光反応中心を形成できる可能性を示してい

る（図５）。これらの挙動を利用した高効率

多色発光材料の作製や光触媒反応系の構築に

ついても報告しており、今後、特異な反応活

性や新機能を固体状態で発揮できる新しい材

料系の創成が期待される10)。 

 

５．おわりに 

 シリカ系ナノ多孔物質は、マクロな形態や

ナノ細孔配列構造を比較的容易に制御でき、

構成元素の選択や有機基の導入による表面あ

るいは骨格内部の特性制御も可能であること

から、様々な応用展開が期待される。一方で、

産業的な利用を考えた場合には課題も多い。

特に生産性の面では、テンプレート除去のプ

ロセスが入るなど、製造工程が複雑で連続大

量生産が難しく、原材料あるいはエネルギー

コストの低減も必要である。したがって、シ

リカゲルやアルミナ、活性炭、ゼオライトな

ど、安価に入手可能なものの代替としての用

途は厳しいように思われる。 

 本稿で取り上げたシリカ系メソポーラス材

料では、より高度な機能の発現を目指すこと

が一つの方向性として考えられる。すなわち、

シリカ系材料特有の合成化学的な取り扱いの

容易さや優れた構造安定性・設計性、化学修

飾に対する高い自由度などの特徴を 大限に

活かして精密に設計・制御されたナノシステ

ムを構築し、高効率な界面反応や特異な光触

媒反応を実現するなど、機能発現の面で高付

加価値化することがそのポテンシャルを発揮

する上で重要と考える。 
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海外協定校との国際交流 
 

 

 三重大学大学院 

久 保 雅 敬 

 

 

１．はじめに 

 大学教員の任務は、教育・研究・社会サー

ビスが三本の柱と考えられているが、 近は、

国際交流活動も重要なものになっている。た

だし、日本の大学の場合、国際交流のスタイ

ルとしては、「行くのは欧米の先進大学、学

生の受け入れはアジアから」というものが主

であり、日本人教員が欧米に出かけ、学生が

アジアから来るというものであった。こちら

から旅費を出さない限り、欧米からは人がな

かなかやって来ない。すなわち、実際は、人

の流れは一方通行であった（国際直流？）。

近は、双方向の交流活動を国際交流の基本

とする考えが広がりつつあり、双方向の国際

交流を実現する上で、アジア諸国の大学との

交流が重要なものになっている。筆者は、三

重大学において、マレーシアのタチ大学

（TATI University College）との国際交流に数

年前から携わっている。本稿では、東南アジ

アの大学との国際交流について、筆者の経験

や考え方を紹介する。 

 

２．タチ大学 

 タチ大学は、マレーシアのトレンガヌ州に

位置する私立の工学系単科大学である。ただ

し、トレンガヌ州からの財政援助を受けてい

るので、実質的には州立大学に近い。トレン

ガヌ州は石油を産出しているので、財政的に

は 潤 沢 で あ る 。 TATI と は Terengganu 
Advanced Technical Instituteの略であり、前身

は高等技術専門学校であったが、2003年に単

科大学に昇格した。タチ大学が位置している

マレーシアの東海岸は、どちらかといえば、

開発が遅れ、伝統的なイスラム文化の影響が

強い地域である。マレー系マレー人がほとん

どなので、女性はトゥドゥンと呼ばれるスカ

ーフで髪の毛を隠し、街中のあちこちからコ

ーランが聞こえてくる。金曜日の午後になる

と、礼拝するために男性がモスクへ集合する。

同じマレーシアといっても、西海岸の都会で

あるクアラルンプールやマラッカとはずいぶ

ん雰囲気が異なっている。タチ大学そのもの

はジャングルの中にあるのだが、車で20分ほ

ど走ると、マレーシアを代表する国営企業ペ

トロナス社の巨大なコンビナート群が出現し、

工業都市としての一面も垣間見ることができ

る。 

 

３．タチ大学とのつながり 

 私は2010年の２月にexternal examiner（外

部評価委員）として、およそ1週間タチ大学

に滞在した。定年退職した隣の研究室の先生

に頼まれたのがきっかけである。タチ大学の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masataka KUBO （三重大学大学院地域イノベーション学研究科：教授） 

連絡先：〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 TEL: 059-231-9411 FAX: 059-231-9632 

E-mail: kubo@chem.mie-u.ac.jp 

タチ大学にて 
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教育カリキュラムや研究実態に関するレポー

トを書いて、トレンガヌ州政府に提出するの

が私の仕事であった。セミナー室に缶詰にな

り、うず高く積まれた学生の答案やレポート

に目を通したり、施設見学をしたり、夕方ま

ではけっこう忙しかった。当初は、マレーシ

アの片田舎に行くことに関して不安であった

が、タチ大学に着いてみると、人々は親切で

親日家であった。イスラム教徒はお酒を飲ま

ないことから、融通の利かない堅物ではない

かと勝手に想像していたのだが、実際は冗談

好きで、むしろ、「シラフでよくもそんな品

のないことが言えるもんだ。」と感じること

すらあった。教員の半数近くは女性であり、

女性の社会進出が日本に比べてはるかに進ん

でいることも大きな驚きであった。一夫多妻

が認められている国であるのだが、女性の力

が強くなっていることもあり、「一人の奥さ

んでも大変なんだ。奥さんが二人も三人もい

たら、気を使いすぎてどうにかなっちゃう

よ。」という言葉もまんざらうそのようには

思えなかった。また、マレーシアは、もとも

とイギリスの植民地であった影響か、ほとん

どの人は何の苦もなく英語をしゃべることが

できる。したがって、どこに行っても話が通

じるので安心であった。田舎のせいか、治安

も極めて良いので、一人でふらっと屋台に立

ち寄り、トロピカルフルーツやローカルフー

ドを味わうことが簡単にできた。外国人だか

らといって高い料金を請求されることもなか

った。物価は、特に食料品に関しては、恐ろ

しく安く、食堂では200円くらいで満腹にな

る。この１週間の滞在で、私はマレーシアが

好きになった。その後、タチ大学と三重大学

は、学部間協定を締結し、その１年半後には、

全学協定へと発展した。その背景には、教員

を三重大学に留学させ、博士号を取得させた

いというタチ大学の思惑と、海外からの応募

によって博士後期課程の定員を充足させたい

という三重大学の思惑が一致したからである。 

 

４．交流の進展 

 協定を締結することで、三重大学の大学院

に入学した場合、入学金や授業料が免除にな

るので、タチ大学にとっては、三重大学への

留学は魅力的なものである。実際、協定を締

結してから、タチ大学の教員が三重大学の博

士後期課程に入学し、学位取得を目指してい

る。また、 近はグローバル社会で活躍する

人材育成という観点から、大学内における英

語教育ばかりでなく、英語圏の大学への留学

が推奨され、さまざまな助成制度が用意され

ている。マレーシアの大学の場合、理系科目

の講義は基本的に英語で行なわれており、準

英語圏とみなすことができる。また、東南ア

ジアの場合、欧米に比べると旅費や生活面の

コストという点からも非常に有利である。し

かも、タチ大学は、もともとは職業訓練校と

しての色合いが濃かったので、大型加工ロボ

ット、樹脂成型加工機、中型化学反応プラン

トなど、基礎研究を重視する日本の大学では

あまりお目にかからない設備が充実しており、

現場に近い実験が可能という特徴がある。そ

のような背景から、ここ数年は、工学研究科

を中心に毎年10名近い大学院生が、大学から

の助成制度を利用することで、１ヶ月程度の

短期留学を行ない、英語の講義を受けたり、

そのような設備を利用する実験を体験してい

る。もっとも、留学時期については、ラマダ

ン（断食）や雨季など、考慮すべき点がある

ので注意しなければならない。一方、タチ大

学からは、毎年３～４名程度が６ヶ月間三重

調印式 
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大学に滞在し、講義を受講したり、研究室に

おける研究実験を体験したりして、双方向の

交流を行っている。また、工学研究科の国際

シンポジウムや地域イノベーション学研究科

の国際ワークショップに、招待講演者として

タチ大学の教員を招聘することで、学生間の

交流から１ランク上の、研究者間の交流も行

なわれている。今後は、共同研究による研究

発表や論文発表の実績をあげることで、より

高度な交流活動へ進展することを目指してい

る。 

 

５．パートナーとしての東南アジアの大学 

 東南アジアの大学をパートナーとして考え

た場合、時差が少ないというのも有利である。

例えば、いろいろな打ち合わせが必要になっ

た場合、Skypeによってface-to-faceの話し合

いが簡単にできる。若者人口の減少が続く日

本において、研究を支援する若い力を子ども

の多い東南アジアに求めることは、高度な研

究レベルを維持するためにも必要である。ま

た、若い世代から交流を進めることは、将来

に渡って、国と国との友好関係を継続すると

いう点でも意義あるものと思われる。ただし、

タチ大学に限られたことかどうかわからない

が、やはり、日本の大学と比較すると

organizeされていないというか、言葉は悪い

が、いい加減というか、事が予定通りに進ま

ないことが多い。そもそも、「予定」という

概念が我々のものとは異なっているのでは？

と感じることすらある。もろもろのことが行

き当たりばったりに行なわれるので、慣れな

いととまどう。大らかな気持ちをもって対応

しなければならない。 

 

６．国際交流の継続性 

 三重大学は現在、31カ国85大学と学術交流

協定を締結しているのだが、この中には、数

年間にわたり全く交流活動がないものがかな

りの数に上る。その原因は人である。国際交

流は、表面上は、大学と大学の関係であるが、

実際は、教員個人間の交流に負うところが多

い。継続的な国際交流活動を維持するために

は、その交流に多くの教員が関与することが

必要である。しかし、これは意外と難しく、

研究分野のマッチングの問題もあり、人の輪

を広げることは容易でない。どちらかの教員

が異動とか定年退職になると、自動的に国際

交流が終了してしまうケースが多いのが実情

である。少しずつ、関連する教員を増やして

いくのが、長続きの秘訣であろう。幸い、三

重大学において、タチ大学との交流３年間に、

三重大学からタチ大学を訪問した教員は、工

学研究科と生物資源学研究科及び地域イノベ

ーション学研究科の３部局から合計９名にの

ぼる。また、交流がイーブンの関係を保って

いることも重要な要素となる。５人来たら５

人行く。旅費を出してくれたら、こちらから

も旅費を出す。というように、人とお金の流

れがだいたい同じようにすることも大事であ

る。 

 

７．最後に 

 学内には、国際交流は欧米の先進大学と行

なうべきであるという意見も一部にあり、発

展途上にある大学との交流を快く思わない教

員もいる。しかし、世の中の状況というのは

急速に変わるものである。25年前に私が三重

大学に着任したころは、中国の北京大学の学

生が研究生として滞在し、いろいろな実験技

術を三重大学で学んでいた。いまや、北京大

学は凄まじい成長を遂げ、研究費・研究設備

・マンパワー・発表論文の質と量など、どれ

をとっても、もはや三重大学のレベルをはる

かに凌駕していると認めざるを得ない状況に

なっている。今から20年後の三重大学とタチ

大学の関係がどうなっているのか、想像もつ

かない。私はここ３年間でタチ大学へ６回訪

問した。訪問するたびに、新しい研究棟や学

生寮が完成している。また、大学周辺のジャ

ングルもどんどん整地が進み、駐車場に停ま

っている車の台数も明らかに増えている。博

士号を取得している教員の数も急速に増加し

ている。一方、三重大学では、毎年毎年、研
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究予算が減額され、教員数も事務職員数も減

る一方である。大学全体が少しずつ縮んでお

り、何だか情けなくなってくる。そのうち抜

かされる可能性は零ではない。 

 また、タチ大学は、学生総数が２千人に満

たない小さな規模の大学であるが、国際交流

に対してのサポート体制は、三重大学とは比

較にならないほどしっかりしている。タチ大

学を訪問する場合、現地到着が深夜であって

も、運転手や事務職員（たいていは女性）の

人が必ず空港まで迎えに来てくれる。宿泊場

所も、立派な高級ホテル（昨年は何とマレー

シア国王と泊まり合わした）を用意してくれ

るし、食事や国内移動など、いったんマレー

シアに到着したら、自分のお金は１円も使わ

なくてよい。ちなみに、旅費が先方負担の場

合、向こうから用意される航空券はビジネス

クラスである。一方、タチ大学の教員を三重

大学に招聘する際は、駅隣接の狭いビジネス

ホテルに泊まってもらうので、申し訳なく感

じる。しかも、受け入れ側にも不便が多い。

例えば、食事に関しても、大学が用意してく

れるのは限られており、教員の自己負担とな

るケースが多い。送迎についても、自分でし

なければならない。夜明け前の朝4時に大学

の車庫から公用車を取り出し、関西国際空港

まで自分でハンドルを握って迎えに行かなけ

ればならない。前述したように、三重大学に

は多くの海外協定校があるので、いちいち面

倒を見ていられないというのもわかるが、教

員個人に自己犠牲的な精神が要求される。 

 ということで、タチ大学から人が来るたび

に、食事や観光などでけっこうな出費にはな

る。しかし、６ヶ月間の三重大学滞在を終え

た交換留学生を関西国際空港まで送り、別れ

の挨拶をしたときに、涙を浮かべる学生たち

を見ると、こちらも胸にじーんとくるものが

ある。とてもいいことをしたという充実した

気持ちで、ルームミラーの中で遠ざかる夜の

空港ターミナルビルを見ながら、スカイゲー

トブリッジを渡る生活があとしばらくは続き

そうである。 

 

 

 

 

第105回東海技術サロン（第92回CSTCフォーラム） 

「石炭の利用技術と課題」 

主 催 化学工学会東海支部・（公財）中部科

学技術センター・東海化学工業会  

日 時 平成26年2月12日（水） 15:30～19:00 

会 場 メルパルクNAGOYA（名古屋市東区葵3-

16-16 電話 052-937-3535） 

  ＜交通＞ ＪＲ中央線・地下鉄東山線 

      「千種」駅１番出口より徒歩１分 

プログラム 

15:30  開会挨拶 

 化学工学会東海支部 支部長 守富  寛 

15:35  講    演 

 演 題 「石炭利用技術と課題」 

 講 師 出光興産株式会社 販売部 石炭事

業室  

  石炭・環境研究所 所長 藤原 尚樹 氏 

17:00  懇談会 

定 員 60名（定員になり次第締め切ります） 

参加費 6,000円（懇談会費および消費税を含む） 

申込方法 

 下記のページより参加申込フォームにてお申

込み頂くか、下記の参加申込書に必要事項を記

入の上、化学工学会東海支部宛にFAX（052）

204-1469または東海支部ホームページよりお申

し込み下さい。参加費は銀行振込（みずほ銀行

名古屋支店普通預金 1055521 公益社団法人化

学工学会東海支部）または郵便振替（名古屋

00880-7-5640 ）にてご送金ください。 

申込先 〒460-0011 

    名古屋市中区大須1-35-18  

            一光大須ビル7F 

     (公財)中部科学技術センター内 

    公益社団法人 化学工学会東海支部 

    TEL（052）231-3070  

    FAX（052）204-1469 

ホームページ：http://www.c-goudou.org/scej-tokai/ 

関連学協会の共催・協賛行事 
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色材セミナー２０１４『デジタル技術の塗装，

染色および３Ｄものづくりへの応用』(案) 

主 催 色材協会中部支部 

併 催 名古屋市工業研究所内 

         ３Ｄ関連装置見学会 

日 時 平成26年３月26日(水) 13:00～16:00 

   〔名古屋市工業研究所内３Ｄ関連装置見

学会 16:00～17:00〕 

場 所 名古屋市工業研究所 第１会議室 

              （管理棟３F） 

    名古屋市熱田区六番３丁目４－41 

    （地下鉄、市バス、「六番町」下車、

南西へ徒歩約２分） 

演題・講師  

    (13:00～16:00 休憩：12:00～13:00) 

１．静電誘引形インクジェット方式による樹脂

成型部品の意匠性コーティング技術の開発 

  旭サナック㈱ＮＣ事業部長  宮地  氏 

２．インクジェット技術による捺染法の発展 

  ㈱ミマキエンジニアリング 営業本部 

  グローバルマーケティング部 雲 卓思氏 

３．３Ｄプリンターの原理とものづくりへの応

用例 

  丸紅情報システムズ㈱ 製造ソリューショ

ン事業本部  

  モデリングソリューション技術部 

           課長  丸岡 浩幸氏 

併催 名古屋市工業研究所内 ３Ｄデジタル関

連装置見学会（定員60名）(16:00～17:00) 

見学装置：非接触三次元デジタイザ、X線CT装
置、三次元造形機(Stratasys社製３Ｄプリンタ) 

参加費 会員・協賛団体 8,000円、一般 11,000円、 

    学生 2,000円（テキスト代含む） 

技術交流会費（講師を囲んで）  

  会員 無料、会員外500円 

 （管理棟２F、交流フロア 17:00～18:00） 

定 員 100名（先着順） 

申込方法 ３月19日(水)までに下記申込書を郵

送またはFAX、E-mailでお送り下さい。 

下記ホームページからもお申込みいただけます。 

 色材協会中部支部 

  http://www.shikizai-chubu.sakura.ne.jp/ 

 中部科学技術センター 学協会事務局 

  http://www.c-goudou.org/ 
会費は、みずほ銀行 名古屋支店 普通預金口座

No.1106150 色材協会 中部支部宛 振込み、ま

たは、下記申込先に現金書留でお送りください。 

申込先 〒460-0011 

    名古屋市中区大須１丁目35-18 

    中部科学技術センター内 色材協会 中部支部 

    TEL 052-231-3070  FAX 052-204-1469 

    E-mail: t.inukai@c-goudou.org 
 

編 集 委 員 名 簿 

 委員長 

  松本 明彦 豊橋技術科学大学大学院 

    工学研究科 

       環境・生命工学系 教授 
 委 員 

  伊藤 敬人 三重大学大学院 工学研究科 

       分子素材工学専攻 教授 

  伊奈  孝 東邦ガス㈱ 技術研究所 

        スマートエネルギー基盤技術 

  太田 一徳 産業技術総合研究所 

    計測フロンティア研究部門 

  大野  正 日本ガイシ㈱ 生産技術センター 

     製造技術部 

  春日 智子 中部電力㈱ 電力技術研究所 

       化学チームリーダー 

  木全 良典 東亞合成㈱ 基盤技術研究所 主査 

  田中 洋充 ㈱豊田中央研究所 

        有機材料プロセス研究室 

  手嶋 紀雄 愛知工業大学応用化学科 教授 

  野田 芳朗 日本特殊陶業㈱ 総合研究所 主査 

  伴  隆幸 岐阜大学工学部 准教授 

  平下 恒久 名古屋工業大学大学院 工学研究科 

       准教授 

  宗内 篤夫 鈴鹿工業高等専門学校 教授 

【表紙写真について】弘法大師空海が 1200 年前に

開いた高野山は，和歌山県の北東部，標高約 1000m

のところに位置し，一般的に温暖な地域の多い和歌

山県としては異例で冬の寒さが厳しい。その高野山

の大門の近くにひときわ高くそびえる大杉が凍てつ

きながらも凛として，霊場を，そして参詣する人々

を見守り続ける姿に，畏敬の念を抱くとともに力強

さを感じた。 

【作者】竹田元則（Motonori TAKEDA）1955 年和

歌山市生まれ。工学博士。セイカ株式会社ならびに

和歌山精化工業株式会社 専務取締役。 
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