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創立50周年を迎えて 
 

 

 

 東海化学工業会 会長 

河 本 邦 仁 

 

 

 東海化学工業会は1964年（昭和39年）に設立され、今年度に創立50周年を迎えました。1964

年は、東海道新幹線が開業し東京オリンピックが開催され、戦後の復興期を経て未来への夢と

希望を胸に日本中が沸き立った年でありました。そんな新生日本のスタートの年に設立された

東海化学工業会は、その後様々な社会的激動と変化の影響を受けながらも、着実に活動を続け

てきました。この50年の間に、大学紛争、公害問題、オイルショック、バブル景気、バブル崩

壊、湾岸戦争、9.11テロ事件、愛知万博（愛・地球博）、中部国際空港開港、リーマンショッ

ク、ノーベル賞受賞等々、数えればきりがないほどの良いこと悪いことがありましたが、本工

業会は設立時に掲げられた３つの目的「１．化学技術の水準向上」、「２．当地方の化学関係諸

団体との連携協力」、「３．会員の教養の向上、親和の増進」をいつも忘れず、関係者の皆様方

の献身的なご努力によってその使命を立派に果たしてきたと思っております。講演会、セミナ

ー、見学会、会報の発行等を通じて広く化学関連分野の知識・情報を提供することにより、会

員の技術レベルの向上に役立ってきました。また、化学関係学協会合同事務局の運営、各学協

会行事の共催、協賛等を通じて諸団体と連携協力するとともに、新春懇話会が一つの象徴的事

業として毎年開催され、親和の増進にも務めてきました。 

 今年度は、創立50周年記念事業として記念誌の発行、記念式典を計画してきました。記念誌

としては、本号すなわち2015年新年号を創立50周年記念特集号とし、創立40周年以後の10年間

の本会の歩みを記録しました。50周年記念式典におきましては、アモルファス太陽電池の開発

で有名な元三洋電機社長の桑野幸徳氏をお招きして記念講演をしていただきます。また、恒例

の新春懇話会も50周年記念新春懇話会として記念式典の中で開催することに致しました。 

 創立以来50年に亘って、歴代会長、幹事をはじめ多くの会員諸氏、関係者の方々によって本

会が維持・発展されて参りました。皆様にはこれまでのご尽力に対しまして深く感謝の意を表

しますとともに、次の50年に向けて益々のご支援・ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上

げます。 

 

Kumihito KOMOTO（名古屋大学大学院 工学研究科 教授） 

連絡先 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 
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東海化学工業会創立５０周年祝辞 
 

 

 

 公益社団法人 化学工学会東海支部長 

守 富   寛 

 

 

 東海化学工業会が創立50周年を迎えられましたこと、心からお祝い申し上げます。化学工学

会東海支部が昨年に60周年であったことを思うと東海化学工業会とはともに歩んできた半世紀

ということになります。この間、東海地区の化学技術向上はもとより、学術振興、学協会支部

の相互連携、会員相互親睦などの諸活動を支えてきた東海化学工業会の会員の方々ならびに諸

先輩の皆様に御礼申し上げるとともに慶祝いたします。 

  

 この50周年の祝辞を書くに当たり、東海化学工業会節目の20周年、25周年、30周年、40周年

の祝辞を読ませていただきましたところ、戦後の産業振興に根ざした経済成長期の姿とバブル

崩壊による経済停滞が始まる頃の姿が映し出されています。前半25年は高度成長の昭和の時代

であり、後半25年はバブル崩壊の平成の時代ともいえます。昭和は二度の石油危機を経験して

石油代替エネルギーの確保と長寿命化も始まり薬品や食品分野のバイオ関連が花形でしたが、

平成に入ると新エネルギーや省エネルギーおよび地球環境関連技術が花形であり、30周年あた

りまでは非常に活気に満ちた活動を展開してきたことはいうまでもありません。1990年代のバ

ブル崩壊による「失われた10年」、その後の2000年代の急速な高齢化や人口減少、急速な労働

人口の減少は「続く失われた10年」を創出し、追い打ちを掛けるような東日本大震災、その影

響は民間企業ばかりでなく、大学運営、学会活動にも影をいまなお落としています。50周年を

迎えた後の2015年以降がどのような展開になるのかの予測は難しい側面もありますが、科学技

術の15年周期、世代交代の30年周期を考え合わせると、創立50周年という時期は人も第２世代

から第３世代に移行する時期であり、まずは原点に返って「以和為貴」（和を以て貴しと為

す）こと、良きを伸ばし悪しきを縮める策をもって若手育成に努め、協調して建設的な論議を

重ねて進むべき道を示す時期といえるのではないでしょうか。中部・東海地区としてはこの地

Hiroshi MORITOMI（岐阜大学大学院工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 教授） 

連絡先 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1-1 TEL：058-293-2591 

E-mail：moritomi@gifu-u.ac.jp 
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域の特性を活かした「物づくり」と「防災」に主眼を置き、産官学連携強化を図ることにより、

世代連携の縦糸と異種業連携の横糸を結びながら前に進もうとしており、東海化学工業会によ

る連携強化の役割は今後益々大きくなるものと確信しています。 

 

 これまで参加させていただいている講演会は、その時々の“時宜を得たテーマ”を与えてい

ますし、技術サロンの“異業種おもしろ話”は研究開発のスパイスであり人脈形成の機会でし

た。縦糸横糸連携の人脈形成には講演会後の懇親は極めて貴重であり、若手の方が加わりやす

い仕組みも工夫する必要があるように感じています。少なくともこの今現在は“飲み方”も50

年前とは様変わりし、若者はオシャレに飲みます。そもそもハングリーではないのです。“新

人類”といわれた年代の方々も現在は中堅どころです。世代超えて年輩者も若者も“付き合い

方”を模索しているのだと思います。技術は人であり、人は和です。東海化学工業会が交歓の

場を拡げ、次の50年に向けた新たな発展を遂げられることを祈念しております。 
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東海化学工業会への期待 

 

 

 

 東邦ガス株式会社 代表取締役副社長 

佐 合 芳 治 

 

 

 東海化学工業会が創立50周年を迎えられましたことに、心からお祝い申し上げます。 

 昭和39年に発足以来、高度成長～公害規制～オイルショック～バブル経済崩壊～地球環境保

全問題～資源･エネルギー問題など、激動の半世紀の中で、本会が東海地区における科学・技

術・産業の発展、産官学の協力関係構築などに大きな役割を果たしてこられたことに対しまし

て、只々敬意を表する次第です。また弊社としても、初代会長の塚田実則氏をはじめ、役員・

幹事会社として微力ながら本会に協力させて頂きましたことを大変誇りに感じております。 

 

 私自身は平成６年から10年弱にわたり、幹事（うち庶務幹事２回）として本会の運営に参画

させていただきました。当時はバブル経済崩壊後でもあり、特別会員の退会・口数削減が続出

するとともに企画行事への参加者も減少するなど、財政事情が大変厳しくなってきていました。

このため、常任幹事の皆さまとともに協議を重ねた結果、「入るを量りて出するを制す」を柱

とした財政立直しに着手しました。 

 「入るを量る」では、①特別会員の増強（退会抑制）②セミナーの充実（参加者拡大）など

による収入増加に取り組みました。当時の特別会員口数は190口強でしたが、役員の皆さまの

強力な勧誘活動のおかげで220口近くまで増加しました。またセミナーでは「ヒット商品開

発」をテーマに取り上げ、開発に成功した各企業からその秘訣を紹介して頂くとともに、三菱

総研から今後の開発戦略を解説して頂く内容を企画しましたが、参加者が百数十名に達し、担

当幹事の皆さまと祝杯を上げたことを今でも覚えています。この他、新春懇話会では福引きに

「大当たり」を設けて豪華景品を用意するなど、参加された方々に楽しんで頂き、本会への関

心を高めてもらうように工夫を凝らしました。 

 「出ずるを制す」では、①会報費の抑制 ②同好会・座談会の廃止などで支出削減を行いま

した。当時、会報は約120万円の予算で年６回発行していましたが、編集委員長（平野先生： 

Yoshiharu SAGO（東邦ガス株式会社 代表取締役副社長 執行役員） 

連絡先 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号 
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前名古屋大学総長）が大変ご熱心で、しばしば予算超過となっていました。会報の質を落とす

わけにはいかないので、やむなく年５回の発行に減らすことにしました。 

 このような活動を通じて、大学の先生方はもちろん、地元企業の皆さまと深く交流できたこ

とが、その後の会社業務で非常に役立ったことは言うまでもありません。 

 当時、本会行事に初めて参加された企業の方が「これで○○先生と共同研究ができる」と話

しておられましたが、 近頻繁に開催されている「産学連携フェア」と同じ目的です。また10

年程前からは、企業間での「異業種交流」が拡大していますが、こうした点でも、本会の活動

は既に半世紀前から先鞭をつけていたと言えます。そしてこれが、無事50周年を迎えられた原

動力であったのではないかと思っております。 

 

 今年４月には、福島原発事故などを踏まえた新たな「エネルギー基本計画」が取り纏められ

ました。資源の大半を海外に依存せざるを得ない我が国において、エネルギー需給問題と地球

環境問題を同時に解決するには、革新的なエネルギー関係技術の開発と、これを社会全体へ導

入する取組みが不可欠とされています。そして今後取り組むべき技術課題が列挙されましたが、

この中には、化学技術に関連する課題が数多くあげられています。 

○ 水素社会の実現（製造･貯蔵･輸送技術、FCV・コジェネ等の燃料電池利用技術） 

○ エネルギー貯蔵能力の強化（蓄電池・蓄熱・水素吸蔵など） 

○ バイオマスや再生可能熱のエネルギー利用における低コスト化・高効率化 

○ 日本近海におけるメタンハイドレートの商業生産化 

○ CO2回収・貯蔵技術（CCS）の確立 

○ これらを支える新素材・新材料の開発       など 

  

 今後は、資源・エネルギー・環境といったその時々のニーズも的確に取り込みながら、本会

の活動を幅広く展開されることを大いに期待しています。また足元では、海外生産シフトの進

展などに伴い、中部圏のものづくり産業にやや陰りが見えますが、自動車産業に続く新産業の

育成やマザー機能の強化に向けて、本会が産官学連携の中核となってその役割を遺憾なく発揮

されますことを切に願っております。 

 後になりましたが、次の60周年に向けて、東海化学工業会のますますの発展と、会員の皆

さま方のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。 

 



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

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

 

東海化学工業会の50年 

－‘長寿企業’を目指して － 

 

 

 

 中村正秋技術事務所 

中 村 正 秋 

 

 

 1964年（昭和39年）は、東海道新幹線が開通し、東京オリンピックが開かれるなど、わが国

にとっては記念すべき年であり、国中が高揚していました。 

 こういう時代背景の中、東海化学工業会は1964年（昭和39年）に創設されました。創設に至

る経緯を平林芳夫先生（岐阜大学名誉教授、本会名誉会員・顧問）が「あの頃」と題して、本

会の創立25周年記念号（平成元年11月）に執筆されています。創立50周年を迎える間に本会の

会員はほとんど入れ替わり、創設の経緯を知る人は平林先生を含め数名の方になりました。私

は創設の年には大学４年生で、もちろん創設の経緯は知らず、平林先生の「あの頃」を通じて

知りました。 

 

「長寿企業」を目指して 

 わが国の長寿企業（創業以来100年以上）は全国で26,000社あり、2013年には1,410社が仲間

入りを果たしたそうです（帝国データバンク 2013.9.12現在）。これら長寿企業に共通する要

件が５つあると言われています。 

 １．「本業」を重視しながら、 

 ２．時代に合わせて変化する「柔軟性」を持ち、 

 ３．「身の丈」にあった経営、 

 ４．「社員重視」の信頼経営に徹し、 

 ５．創業当初の「家訓」や「社是」を大切に保持している。 

 本会が創立100周年を越える「長寿企業」の仲間入りを目指すためには、「本業の重視」（要

件１）と50年間の歩みを知ることが必要です。100周年への中間点にあたり、平林先生の「あ

の頃」を抜粋させていただき、創設の経緯を振り返りたいと思います。詳しいことは、「あの

頃」（創立25周年記念号）をご覧ください。 

 

東海化学工業会創立の前夜 

 昭和39年（1964年）１月、大阪にある近畿化学工業会をモデルにした会を創立すべく、東海

Masaaki NAKAMURA（H16年度会長、本会顧問・名誉会員、中村正秋技術事務所代表、名古屋大学名誉教授） 

連絡先 〒453-0808 名古屋市中村区郷前町3-28 TEL：052-451-3603  
E-mail：ntechx@nifty.com 
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４県下（愛知、岐阜、三重、静岡）の大学、研究所、会社からの20名による世話人会が開かれ

た。ここで設立準備会が結成され、やがて仮称「東海化学工業会」の会則（案）と会員募集

(個人会員）、特別会員(法人会員)のお願いが配布された。 

 

東海化学工業会の創立総会 

 設立準備委員のご尽力によって財政基盤の目途がつき、６月３日愛知県産業貿易会館におい

て創立総会が開かれた。創立祝賀会の後、午後は記念講演会、夕刻から名古屋都ホテルで晩餐

会が開かれた。 

 晩餐会で出された意見は「創業当初の家訓」（長寿企業の要件５）にあたるとも思われるの

で、ここに引用しておきたい。 

①人の和を主とし、云いたいことは何でも云える様な雰囲気を持った会合として貰いたい。 

②とかく固くなり易い学協会の人々を抱擁して、何でも気楽に話し合える様な会にして貰いたい。 

③専門学会の谷間を埋めるような会にして貰いたい。 

④学協会をコントロールし、また援助する様な会にしては如何。 

⑤コントロールには問題あり、既得権を犯さないこと。 

⑥弱体な学会もあるのでご援助願いたい。 等々、その後の本会の源流となっている。 

 

合同事務局の開設 

 当時、東海地区には化学系学協会の各支部が10以上設立されていた。それらの支部の事務や

お世話は、主として設立の中核となられた名大の関係学科、関係講座が担当されていた。東海

化学工業会の創立に尽力された方々の多くは、また各支部の創立に尽力された方々でもありま

した。 

 本会は創立以来、関連学協会との緊密な連携・協力を一つの柱とし、化学関係学協会の支部

長懇談会、同支部連絡会の開催、共催行事への協力などを続けていた。こういう背景のもとに、

各支部がさらに強力な活動および連携を深めて協力するには合同事務局を開設すべきであると、

本会役員会の結論に達した。学協会各支部の意向打診、意見調整および交渉が何回か行われ、

当面、日本化学会東海支部、化学工学協会東海支部、東海化学工業会の三者による合同事務局

が昭和43年(1968年)11月１日に開設された。詳しくは、平林先生の「化学系学協会合同事務局

の開設の経緯」（会報31号）をご覧ください。 

 昭和44年には高分子学会、日本油化学協会、色材協会、有機合成化学協会の各支部、昭和45

年には電気化学協会、日本分析化学会、日本原子力学会の各支部と中化連（中部化学関係学協

会支部連合協議会）、昭和49年には金属表面技術協会、日本農芸化学会の各支部、昭和55年に

は日本接着協会の支部が合同事務局に参加された。 

 

中部化学関係学協会合同事務局 

 その後、合同事務局に新たに参加された学協会、あるいは合同事務局から抜けられた学協会

があり、その変遷は割愛させていただき、現在は下記の14学協会で構成されています。 
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学協会名 略称 

中部化学関係学協会支部連合協議会 

公益社団法人 化学工学会 東海支部 

公益社団法人 高分子学会 東海支部 

一般社団法人 色材協会 中部支部 

公益社団法人 電気化学会 東海支部 

東海化学工業会 

公益社団法人 日本化学会 東海支部 

一般社団法人 日本原子力学会 中部支部 

一般社団法人 日本接着学会 中部支部 

公益社団法人 日本セラミックス協会 東海支部 

公益社団法人 日本分析化学会 中部支部 

公益社団法人 日本油化学会 東海支部 

一般社団法人 表面技術協会 中部支部 

公益社団法人 有機合成化学協会 東海支部 

中化連 

化工 

高分子 

色材 

電化 

東化工 

日化 

原子力 

接着 

セラ協 

分析 

油化 

表面 

有機 

 

 合同事務局の運営にあたっては、晩餐会で出された意見④、⑤、⑥ならびに当時の荒木鶴雄

会長の言葉「事務合同化で大きな学協会支部は小さな学協会支部を応援せよ。運営にあたる者

は公平で特定な学協会に偏するな」を守ってきました（長寿企業の要件５）。 

 しかし、合同事務局創立35周年（本会創立40周年）頃、合同事務局運営の見直しが必要にな

りました。このあたりの経緯は、本号の高橋秀郎氏「合同事務局運営の改革にたずさわって」

および私が執筆した「合同事務局―これまでとこれから―」（会報250号）をご覧ください。 

 本会ならびに合同事務局が「長寿企業」の一員となるためには、今後とも「時代に合わせて

変化する柔軟性」（要件２）、「身の丈にあった経営」（要件３）を継続していくことが求められ

ます。 

 また、45年間、合同事務局の実務を担当してくださった歴代の事務局員の貢献に感謝すると

ともに、「社員(事務局員)重視の信頼経営」（要件４）に徹していくことが創立100周年に結び

つくものと思います。 

 

東海技術サロン 

 合同事務局を置いていただいている中部科学技術センター、化学工学会東海支部、東海化学

工業会の３者がそれぞれ開催する東海技術サロンが永年続けられています。その内の２件を紹

介します。 

 第84回（平成15年(2003年)９月５日）は、「らせん高分子のナノ構造制御の魅力」岡本佳男

先生（名古屋大学）に講演していただきました。岡本先生は、2014年学士院賞（「らせん高分

子の精密合成、構造、機能に関する研究」）を受賞されました。 

 第86回（平成16年(2004年)11月30日）は、「窒化物半導体の研究と青色発光デバイスの創

出」赤崎勇先生（名城大学、名古屋大学名誉教授）および「青色発光ダイオードの開発・実用

化」太田光一氏（豊田合成）に講演していただきました。 

 赤崎先生は2004年の文化功労者（電子工学）に選ばれました。そこで、東海技術サロンで講
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演していただくようにお願いし、あわせて先生の発明を実用化した豊田合成にも講演をお願い

しました。赤崎先生は2011年の文化勲章（半導体電子工学）、2014年のノーベル物理学賞をお

受けになりました。 

 本会創立50周年にあたる2014年、赤崎、岡本両先生が栄えある受賞をされましたこと、謹ん

で両先生にお慶びを申し上げます。 

 

創立40周年記念特別講演 

 本会が創立40周年を迎えた2004年、アテネでオリンピックが開催されました。創立40周年記

念式典は平成17年(2005年)１月21日、毎年恒例の新春懇話会を兼ねて行われた。この時、創立

40周年記念特別講演として「基礎素材産業活性化に向けての課題と展望」を東レ㈱の榊原定征

(さだゆき)社長にお願いいたしました。 

 榊原氏は昭和42年(1967年)名古屋大学大学院工学研究科修士課程応用化学専攻を修了されて、

東レ㈱に入社されました。榊原氏は東レ㈱の会長を務めるとともに、2014年５月日本化学会会

長、６月日本経済団体連合会（経団連）会長に就任されました。 

 創立50周年にあたる2014年は、本会と関係が深い赤崎、岡本両先生ならびに榊原会長に大き

な出来事が起きた年として記憶されるでしょう。 

 

将来の化学はどのように変わっていくか 

 本会創立20周年記念号（昭和59年（1984年））に特集「十年後を予測する－将来の化学はど

のように変わっていくか－」が組まれている。編集の主旨は次のように書かれている。 

「戦後約半世紀弱の日時が過ぎて、終戦当時に現在の化学の現状を推測した人は、どのように

考えたでしょうか。同じように、今から五十年先の化学はと云うと、夢のような話になるので、

もう少し現実味のある将来、即ち各化学分野の専門の先生方に御願いして十年先の化学を予測

してみた。･･･読者の諸氏、十年後の今日、又この予測を再び引出して読み直してみません

か。」 

 ・「エネルギー需要の見通し」（名古屋通商産業局長）宇賀 道郎氏 

 ・「電力から見た十年後」（中部電力㈱総合研究所 担当支配人）大坪 重遠氏 

 ・「今後の都市ガス事業」（東邦瓦斯㈱総合企画室長）桜井 浩氏 

 ・「化学工学のこれまでと十年後の将来」（名古屋大学工学部 教授）白戸 紋平氏 

 ・「十年後の繊維産業」（鈴鹿短期大学 教授）根本 嘉郎氏 

 ・「電気化学の十年後」（名古屋工業大学 教授）伊藤 要氏 

 ・「バイオテクノロジーと十年後」（名古屋大学工学部 教授）小林 猛氏 

 ・「食生活の今までと十年後」（名古屋聖霊短期大学 教授）山本 良子氏 

 ・「“十年後はどうなる”有機化学」（名古屋大学工学部 教授）泉 有亮氏 

 ・「21世紀へ向かっての薬学」（岐阜薬科大学 学長）堀 幹夫氏 

 ・「ファインセラミックスの十年後はどうなる」（豊田工業大学 学長）斉藤 肇氏 

 2014年（本会創立50周年）を迎え、「十年後」を飛び越し、「三十年後」になりました。読者

の諸氏、三十年後の今日、読み直してみませんか。連絡していただければ、必要な記事をお送

りします。 
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合同事務局運営の改革にたずさわって 
 

 

 

 (公財)名古屋産業科学研究所 

高 橋 秀 郎 

 

 

１．はじめに 

 東海化学工業会の創立50周年を運営にたずさわった関係者の一人として心よりお祝い申し上

げます。 

 50年前に当時の公的研究機関、大学、産業界の先人の方々のご努力によりこの地方の化学と

工業に関連した産学官を横断した会としてこの会が設立されました。関係された諸先輩の先見

性とそれを実現された情熱に深く敬意をはらい緊張感をもって会務につかせていただいたこと

が思い出されます。 

 前任の中村正秋会長の時代（2004年度）に40周年記念行事が盛大に執り行われ東海化学工業

会の存在感が高まっていました。また、当時は我が国の経済も失われた10年といわれていたバ

ブル経済崩壊後の低迷期を脱し、産業界に活況が戻ってきた時期であり、21世紀 初の万国博

覧会（愛・地球博）の当地での開催、中部国際空港の開港、東海北陸自動車道、東海環状自動

車道の開通などまさに“東海が元気”といわれていました。このような中で中村先生から引き

継いだバトンを苦労なく次期会長の融先生にわたせるのではと思っておりましたが、合同事務

局運営の改革が喫緊の課題となり東化工、関係学協会、㈶中部科学技術センターの多くの方々

にお骨折りいただくことになりました。 

 

２．合同事務局  

 関係学協会（当時は13学協会、現在は14学協会）の一般の会員の方々には、あまり周知され

ていないように思いますが、東化工の大きな役割に「化学関係学協会合同事務局」の運営があ

ります。私も高分子学会東海支部長時代に大いにお世話になりながら支部長当時は、不謹慎な

表現をお許しいただければその恩恵を忘れていました。「化学関係学協会合同事務局」はいわ

ば“空気”のような存在です。合同事務局がなければ関係学協会の支部長をはじめとした主要

な役員の所属機関に非常な負荷をかけることになり、支部長などの役員に就くことは企業関係

者からは敬遠されます。また、大学関係者においても国立大学の独立法人化（2004年４月）以

降の状況を見ますと支部長の教授が准教授や助教に支部の事務的仕事を指示できるでしょうか。

講座制の時代と違って難しい状況にあるのではないでしょうか。その結果、学協会の支部長・

役員になり手がなくなり支部等の運営に支障をきたすことでしょう。 

 合同事務局は東化工創立の５年後に開設されました。当初より㈶中部科学技術センター内に

Hideroh TAKAHASHI（H17年度会長、本会顧問・名誉会員、(公財)名古屋産業科学研究所 上席研究員、㈱豊田中

央研究所 元取締役)) 

連絡先 〒464-0819 愛知県名古屋市千種区四谷通 1-13 ノア四谷ビル 2F（名古屋産業科学研究所研究部） 



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

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

置かせていただき、事務職員はセンターからの出向となっていました。すなわち財務・人事上

の管理・監督責任は「合同事務局運営委員会」の委員長である東化工会長にある形態で開設以

来運営されていました（中村正秋，“合同事務局―これまでとこれから―”，東海化学工業会会

報，No.250, p18－19 (2006) 参照）。中村先生が会長時代に財務上の懸念から問題を提起され、

これは私への引き継ぎ事項となりました。財務上の問題の他に事務職員を合同事務局に出向で

受け入れていることを運営委員会すなわち東化工のリスクととらえ将来にわたって永続できる

運営形態についてセンターを交えて議論しました。 

 このために中村先生には会長退任後も合同事務局運営幹事として１年間ご苦労をおかけしま

した。また当時のセンターの星野章事務局長にも東化工の合同事務局運営幹事に就任いただき

議論に加わっていただきました。当時の皆様のご尽力により2005年12月20日付で合同事務局の

業務全般をセンターに委託する「業務委託基本契約書」と「委託業務の範囲」の契約書の締結

にいたりました。この結果、事務局職員はセンターからの出向ではなく、センターの人員配置

の一環とすることとなりました。この間、当時の関係学協会の支部長の皆様にお集まりいただ

き有益で前向きなご意見を頂戴しましたこととセンターの当時の近藤靖彦専務理事のご理解に

改めて感謝する次第です。 

 

３ むすびにかえて―将来への想い― 

 この20年間の会員の推移を見てみますと30周年（正会員数：246名、特別会員数：194口）、

40周年（正会員数：199名、特別会員数：144口）、50周年（正会員数：152名、特別会員数：

124口）のように大学・公的研究機関関係（正会員）、企業関係（特別会員）ともに減少してお

ります。これからも会員にとって魅力ある企画と交流・研鑽の場の提供により大学・公的研究

機関ならびに関係企業の皆様のご理解を得て会員の増強が必要と思います。 

 そのために、創立の時代に一度タイムスリップして、これからの東化工の姿を想ってみたい

と思います。 

 東化工設立の理念にある「化学関係の学協会からなる異分野、異業種の関係者の情報交換・

交流の促進による連携強化」の一環として合同事務局が開設され関係学協会の支部活動が滞り

なく行われてきました。先に“空気”のような存在と書きましたが、大学・公的研究機関なら

びに関係企業の皆様に東化工のはたしてきた役割の一つとしてご認識いただき、東化工への一

層のご理解・ご支援を願うものです。 

 また、設立当初の東海技術サロンをみてみますと石田退三氏（元トヨタ自動車工業社長・会

長）、井上五郎氏（元中部電力社長・会長）、高木健太郎氏（元名市大学長）といった当時の産

学官のトップの方々が講演しておられます。当時はまさに“サロン”的な雰囲気の中で産学官

のトップの方々に想いを語っていただき、当地の異分野・異業種の交流の場となっていたので

はないでしょうか。当時の東化工の情報発信力に優れたものがあったと思います。 

 次の50年に向けて魅力ある企画―例えば創立当初のように産学官のトップに想いを語ってい

ただく―で情報発信力のさらなる向上をとおして、東化工が将来にわたって我が国の科学技術

創造立国に寄与できることを願い結びとします。 
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東海化学工業会50周年を迎えて 

 

 

 

 静岡大学名誉教授 

高 部 圀 彦 

 

 

 東海地区の化学技術の向上と会員相互の交流、情報交換を目的として、1964年（昭和39年）

に創立された東海化学工業会がこのたび50周年を迎えましたことを、会員の一人として心から

お祝い申し上げます。 

 さらに今年度は、青色発光ダイオードの開発でノーベル物理学賞を赤崎 勇先生、天野 浩先

生、中村修二先生が受賞され、大変慶ばしく輝かしい年となりました。2001年、野依良治先生

のノーベル化学賞受賞から今日まで、名古屋大学と関係の深い６人の先生方がノーベル賞を受

賞されましたことで、東海地区の科学技術が世界的にも極めて高いレベルにあり、国内のみな

らず世界の「ものづくり」の中心であることが再認識されました。今回のノーベル賞受賞が多

くの学生、若手研究者を刺激し、グローバルで困難な研究課題へのチャレンジにより、科学技

術の飛躍的な発展をもたらすことを期待したいと思います。 

 東海化学工業会に入会してから40年近くになりますが、長年にわたり東化工には大変お世話

になってきました。入会後のおよそ20年間は、勤務先が浜松でもあり、東化工とのパイプは会

報を通してのみでした。会報は化学技術全般の幅広い内容であり、専門外の分野の現状や東化

工の活動状況を知ることができました。その後は、時間が許す限り、新春懇話会、見学・講演

会、東海技術サロン（CSTCフォーラム）、セミナーなどに参加してきました。新春懇話会は、

参加人数が年々減少気味でしたが、まさしく産・官・学の交流と情報交換の場であり、大学や

公的研究機関の先生方、企業の研究・開発部門の皆様と知己となり交流を深めることができま

した。また、この懇話会は同窓会のような雰囲気で、年に一度お会いする方もあり、この会で

互いの無事を確認したりしました。 後に行われる福引も楽しみのひとつで、大当たりの特別

賞をいただいたこともありました。また、 も思い出深い担当行事は、2002年７月開催の「ノ

ーベル賞の技術－誕生と進化－」の見学・講演会で、高砂香料工業㈱磐田工場と浜松ホトニク

Kunihiko TAKABE（H20年度会長、本会顧問・名誉会員、静岡大学名誉教授) 

E-mail：kunitaka@gd5.so-net.ne.jp 
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ス㈱中央研究所を訪れたことでした。名古屋からのバスツアーでしたが、野依先生の受賞直後

の見学会でもあり、多くの会員の皆様に参加していただくことができました。 

 会長を仰せつかった2008年度（平成20年度）は激動の１年でした。米国では、オバマ氏が、

「Change!」と「Yes We Can!」のキャッチフレーズで大統領選挙に勝利しました。しかし、サ

ブプライム問題、リーマン・ショック後の世界的金融危機は日本経済にも深刻な打撃を与えま

した。また、原油価格の乱高下、株価の急落、急激な円高は製造業をはじめとした産業界や庶

民生活にも大きな影響を及ぼし、「東海は元気」と云われたころとは様変わりし、東海地区の

自動車産業をはじめとした製造業に大きな打撃をもたらしました。９月に就任した麻生首相は、

その状況を「100年に一度の不景気」と表現したほどでした。 

 2008年度はこのように社会状況が大きく変化した年でしたが、東化工としての課題は会員数

の減少でした。これに歯止めをかけるため、東化工ホームページの立ち上げ、さらには新しく

入会された特別会員の会報での企業紹介などの広報活動にも力を入れました。しかしながらそ

の効果が十分あったとは言えず、次年度に引き継いでいただきました。課題の多い一年でした

が、大過なく乗り切ることができましたのは、会の運営、行事、会報発行に携わっていただき

ました役員、編集委員、会員の皆様および事務局のご尽力、ご協力によるものであり、心から

感謝しております。 

 その後、政治の世界では政権交代もあり、間もなく６年が過ぎようとしています。この間に、

東日本大震災、大型台風、集中豪雨、御嶽山噴火などの大きな自然災害が続き、甚大な被害が

発生し、多くの尊い生命が失われました。科学技術に携わるものとしても、このような災害の

軽減にこれまで以上に寄与できるような取り組みも必要となっています。 

 現在、地球上には食糧・人口問題、資源・エネルギー問題、環境、医療分野などに多くの課

題が山積しており、「化学」を基軸とした科学技術の役割はますます高まっていると考えられ

ます。これらの諸問題を解決するためには、産・官・学の連携のもとに叡智を結集し、ピンチ

をチャンスと捉え、未開拓な課題に果敢に取り組み、これを切り開いていくことが肝要と思い

ます。東海化学工業会の目的である産・官・学の連携強化のための研究・技術交流、情報交換

の場の提供、および学協会間の連携の重要性もこれまで以上に増してくるものと思われます。 

 創立50周年を契機として、東海化学工業会のさらなる発展と会員の皆様のますますのご活躍

をお祈りいたします。 
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東海化学工業会50周年を迎えて 

 －お世話になった７年間を振り返って－ 

 

 

 

 三重大学大学院工学研究科 

吉 岡 泰 規 

 

 

 まずは、50歳を迎えられた東海化学工業会（東化工）におめでとうございますと申し上げま

す。 

 東化工が誕生したときはPCも携帯電話もない時代でしたが、50歳を迎えた今日はあらゆる

便利な機器があふれ情報伝達があまりにも速い時代になっております。この間、参加企業では

多くの技術革新にご貢献をされたことと思います。東化工もまたそれに漏れない貢献をしてき

たと思っております。多くの先輩諸兄が東化工に参加され一石を投じられ東化工を成長させて

きました。50年の歴史の末席にいる者として先輩諸兄に敬意を表すると共に、東化工をこれか

らさらに発展させようとされている会員諸兄の方々に御礼申し上げます。 

 私は2006年の春から2013年の春までの７年間東化工にお世話になりました。この記念号の執

筆者の中では も若いと思われる私が大所高所から物申すのは憚られますので、７年間の本会

との関わりについて書いて、東化工50周年の祝福に替えさせていただきます。 

 私が東海化学工業会に初めてお世話になったのは2006年の春、編集委員会委員としての参加

でした。三重大学大学院工学研究科分子素材工学専攻が対外的に出している委員の一環として

ローテーションで指名されました。旧東海化学工業会事務局（旧学協会合同事務局）で右も左

もわからないまま編集業務に携わっておりました。１年経ち編集委員長である名古屋工業大学

の池田先生から「次の委員長はローテーション(？)で三重大学ですね」と言われ訳も解らない

まま引き受けてしまいました。この頃、私はローテーションという言葉をよく耳にしておりま

した。 

 編集委員長は報告をしないといけないということで常任幹事会に出席するようになりました。

この出席が東海化学工業会を理解する機会となり、多くの産官学の方々との出会いになりまし

た。 初に私の頭に浮かんだのは、私が関西出身であることも手伝って、東海化学工業会は近

畿化学協会（近化協）の東海版だと思いました。産官学の技術交流・情報交換など全く同じで

あること。その後、これが私の頭の片隅に残り続けました。 

 当初、もう一つ疑問に思うことがありました。近化協は化学・繊維・薬品関係の会社が中心

となって立ちあげられましたが、東化工は中部電力・東邦ガス・名古屋大学が中心となって立

Yasuki YOSHIOKA（H24年度会長、本会顧問・名誉会員、三重大学大学院工学研究科 教授) 

連絡先 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577 TEL・FAX：059-231-9742 

E-mail：yyoshi@chem.mie-u.ac.jp 
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ち上げられたと聞いておりました。言葉はよくないですが、「何故、化学に関係のない会社

が？」と思っておりました。 

 会報が年４回発行されています。今も同じではないかと推察いたしますが、原稿の依頼に苦

労しながらも原稿を集めておりました。時には、学術的な記事があまりにも多いと柔らかいお

叱りを受けることもありました。新年号の表紙には写真が掲載されていますが、私ごとになり

ますが２年とも裏話があります。１年目は東レの素材を使った自動車の写真を載せました。東

レに勤める大学の後輩に頼み込んだのですが、その１年３ヶ月後の４月から東レの後藤様が当

会の会長になられました。私は挨拶もせず頭越しの外交をしてしまい大変な非礼を犯してしま

いました。２年目は写真を募集することにしました。多くの方々から応募いただき、会員の投

票で決めさせていただきました。言い出した私もしなければと応募したところ私の写真が選ば

れてしまいました。裏工作をしたのではと思われてはいけないと黙っておりました。会報は会

員を相互につなぐ重要な媒体であると思っております。規則では、学術的内容に限らず、出張

での出来事や紀行文も良いことになっております。気軽に投稿していただければと思っており

ます。 

 ２年間の編集委員長の役目を終えるころ、監事の話があり、年度終わりに会計監査業務があ

るだけとお聞きし今度は気軽に引き受けました。確か秋ごろだったかと思いますが、名古屋大

学の次期会長（当時副会長）であられた椿先生から「来年、副会長をするように。２年後には

会長をするように。関係者の方々の了解は得ています」と電話をいただきました。知らない間

に外堀をいつのまにか埋められているなと思いましたが、大任だと思いつつ今度は覚悟を決め

て引き受けさせていただきました。 

 副会長のころの東化工の案件は、これは他の学協会もまた同様に持ち合わせていた案件です

が、米国を震源とするサブプライムローン問題で日本の経済状況が落ち込み、会員が減少して

いました。そこで会員の増強を図るべく、会員諸兄のご尽力により法人会員が前年度より増加

しました。法人会員に力を注いだためか個人会員はわずかに減少してしまいました。また別の

案件として、４年後には東化工が創立50周年を迎え、その記念事業を意識しなければなりませ

んでした。この件で、少しは勉強しなければと思い事務局で過去の記念号を拝見しておりまし

た。いつの記念号かは記憶が定かではないのですが、その中の記事に東化工の起こりが書かれ

ておりました。“… 近化協をモデルに …、中部地区の学協会をコントロールする …”と。こ

の記事で私の疑問の一つが解消しました。私が持った疑問が的外れでなかったと。しかし、学

協会をコントロールするとは大きく出たなと思いました。実際は、化学関係学協会合同事務局

運営委員会委員長を東化工の会長が務めており、コントロールとはいかないまでも予算等を含

め合同事務局の運営にあたっております。この時期に、名古屋市科学館の増改築によって中部

科学技術センターが現在の大須に移転することになり、それにともなって東化工の事務局も移

転しました。 

 50年前の1964年前後は高度成長期にあたり、東京オリンピックの開催、新幹線の東京・大阪

間開通、ビートルズの来日と日本経済が大きく飛躍し、家計も徐々に潤いだした頃でした。し

かしその反面、四日市ぜんそく、水俣病、カネミ油症などが社会問題となり複合汚染という言
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葉が生まれていました。大学への通学途次、阪急電車で神崎川を渡るときには異様な臭いとと

もに、川面には赤色や紫色などの模様が描かれていました。もちろん今は、川面はきれいです

し、河川敷を散歩やジョギングをされている方々を見かけます。この公害を何とか解決しなけ

ればそして解決するには化学の知恵と力が要ると、中部電力・東邦ガス・名古屋大学の諸兄が

中心となって、この東海化学工業会を立ち上げられたと聞いております。50年経って設立当時

の目的は変わっていますが、現在は、「化学技術の水準向上」、「東海地区の化学関係諸団体と

の連携協力」、「会員の教養の向上」を目的として本会が動いています。常任幹事をはじめ会員

諸兄は、何らかの意義を本会に見いだされているのではないかと思っております。 

 前会長から会長を引き継ぐ際、合同事務局と中化連の資金繰りが悪化しているのが各学協会

間で問題になっていますと、冨成会長からお聞きしました。そして、冨成会長から改善する方

策が提示されました。中化連は自助努力で改善する。合同事務局の資金繰り改善のために、各

学協会の分担金を増額する案が示されました。私はその増額案を運営委員会で説明し、各学協

会の了解を得るのが私の役割となりました。この頃法人化によって会計システムが変わったこ

とによって、学協会ごとに異なった事情がありました。また、単純な増額ではなく、8％そし

て10％の消費税の上積みが控えておりました。了解が得られるかと危惧いたしておりましたが、

各学協会のご理解とご協力をいただき無事に合同事務局の運営改善をすることができました。

この件では、東邦ガスの冨成様（23年度会長）と伊奈様（23年度庶務幹事）、運営幹事の小野

様と竹内様、そして合同事務局の森川様には大変お世話になりました。ここに厚く御礼申し上

げます。 

 東化工では、５月には総会、新旧役員の交代、受賞者講演会、７月には工場見学会と講演会、

９月には東海技術サロン（CTCフォーラム）、11月には東海化学工業会セミナー、１月には新

春懇話会を開催しております。この間、年５回の常任幹事会、年４回の会報を発行しておりま

す。これらの事業によって多くの人々の技術交流と親睦を図っております。 

 会長時には、何か新しいことをと思ったのですが、自分の非力と学協会分担金増額の件で力

をそがれ、結局は恒例事業を推し進めた結果になってしまいました。心残りに思っております。

さらに会長時に思ったことですが、東海地区の特長を生かし参加企業、大学、官の横串を刺す

未来を見越した共通の課題を設定し組合を作り、各参加者が役割を持ってものづくりをすれば

おもしろいなと。さらに大学院生が参加できる場、例えば、気軽な研究発表の場または単純な

交流の場などがあればと。これらは具体的なアイデアを持たない非力な愚者の世迷言と読み捨

ててください。 

 この７年間、多くの方々のお世話になりました。特に、合同事務局の森川様を筆頭に、椎野

さん、牧さん、澤田さんには無理難題を押し付けたかもしれませんが大変お世話になりました。

個々のお名前をあげませんが、常任幹事の方々には大変お世話になりました。厚く御礼申し上

げます。また会員諸兄から多くのご協力をいただき御礼を申し上げます。私にとって、東化工

の７年間、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。 

 後に、東海地区の発展と、そして東化工が絶えることなく、100周年へと技術交流および

人的交流に根ざして発展されんことを願っております。
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東海化学工業会のあゆみ（Ｈ17～26） 

 

Ⅰ．役  員 

 １．会 長 

 高橋 秀郎 (豊田中研；Ｈ17) 融   健 (名工大；Ｈ18) 

 河村 章司 (東亞合成；Ｈ19) 高部 圀彦 (静大工；Ｈ20) 

 後藤 栄三 (東レ；Ｈ21) 椿 淳一郎 (名大工；Ｈ22) 

 冨成 義郎 (東邦ガス；Ｈ23) 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ24) 

 鈴木 健一 (中部電力；Ｈ25) 河本 邦仁 (名大工；Ｈ26) 

 

 ２．副会長 

 岡田  寛 (協和発酵ケミカル；Ｈ17) 沖野 宏仁 (東レ；Ｈ17) 

 小友  允 (名工大名誉；Ｈ17) 融   健     (名工大；Ｈ17) 

 近藤 端彦 (中科センター；Ｈ17～20) 大原 康之 (槌屋；Ｈ17～23) 

 河村 章司 (東亞合成；Ｈ18) 後藤 栄三 (東レ；Ｈ18～22) 

 高部 圀彦 (静大工；Ｈ19) 椿 淳一郎 (名大工；Ｈ20～21) 

 中野  勝 (中科センター；Ｈ21～22) 本川 正明 (東邦ガス；Ｈ21～22) 

 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ22～23) 藍田 正和 (中部電力；Ｈ22～23) 

 神崎 修三 (中科センター；Ｈ23～26) 門井  晶 (東レ；Ｈ23～26) 

 石田 篤志 (中部電力；Ｈ24) 田中  宣 (槌屋；Ｈ24～26) 

 冨成 義郎 (東邦ガス；Ｈ24～26) 河本 邦仁 (名大工；Ｈ25) 

 臼杵 有光 (豊田中研；Ｈ26) 

 

 ３．顧問・名誉会員 

 村上 雄一 (名大名誉；Ｈ17～18) 吉永 勝也 (元静岡ガス；Ｈ17～19) 

 三野 秀雄 (東邦ガス顧問；Ｈ17～19) 杉山 幸男 (名大名誉；Ｈ17～19) 

 田中順太郎 (静大名誉；Ｈ17～19) 清水 眞男 (シーテック；Ｈ17～22) 

 伊沢 康司 (愛工大；Ｈ17～25) 

 林  政義 (元核燃料サイクル開発機構；Ｈ17～25) 

 伊藤 健兒 (名大名誉；Ｈ17～26) 伊藤 信夫 (元鶴見曹達；Ｈ17～26) 

 架谷 昌信 (愛工大；Ｈ17～26) 高木  遼 (東邦ガス顧問；Ｈ17～26) 

 小田  功 (日本ガイシ顧問；Ｈ17～26) 上田 英三 (元ノリタケ；Ｈ17～26) 

 杉山 幸三 (名大学名誉；Ｈ17～26) 太田 宏次 (元中部電力；Ｈ17～26) 

 田中 三男 (元中部テレコミュニケーション；Ｈ17～26) 

 平林 芳夫 (岐阜大名誉；Ｈ17～26) 鈴木  猛 (東邦ガス顧問Ｈ17～26) 

 櫻井  浩 (東邦ガス元顧問Ｈ17～26) 高橋 秀郎 (名産研；Ｈ18～26) 

 中村 正秋 (名大名誉；Ｈ18～26) 融   健 (名工大名誉；Ｈ19～26) 

 河村 章司 (東亞合成；Ｈ20～26) 高部 圀彦 (静大名誉；Ｈ21～26) 

 後藤 栄三 (東レ；Ｈ22～26)  
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 永澤  満 (豊田工大名誉学長；Ｈ23～26) 

 椿 淳一郎 (名大工；Ｈ23～26) 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ25～26) 

 鈴木 健一 (中部電力；Ｈ26) 

 

 ４．顧  問 

 二宮  清 (元豊田中研；Ｈ17) 山寺 秀雄 (名大名誉；Ｈ17～26) 

 酒井 鎮美 (静大名誉；Ｈ17～26) 浅見 柳三 (名工大名誉；Ｈ17～26) 

 白戸 紋平 (名大名誉；Ｈ17～26) 

 

 ５．監  事   

 正畠 宏祐 (豊田理化学研究所；Ｈ17～19) 

 佐合 芳治 (東邦ガス；Ｈ17～21) 

 北野 利明 (東海ものづくり協議会；Ｈ20) 

 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ21) 河本 邦仁 (名大工；Ｈ22～23) 

 星野 正人 (槌屋；Ｈ22～23) 西山 久雄 (名大工；Ｈ24～25) 

 林  宏明 (槌屋；Ｈ24～26) 関  隆広 (名大；Ｈ26) 

 

 ６．常任幹事 

 伊藤  淳 (イビデン；Ｈ17) 伊藤 敬人 (三重大工；Ｈ17) 

 近藤 昭夫 (東ソー；Ｈ17) 川泉 文男 (名大工；Ｈ17) 

 中村 正秋 (名大工；Ｈ17) 島田 正之 (ノリタケ；Ｈ17) 

 保尊 明彦 (中部電力；Ｈ17) 余語 利信 (名大エコトピア；Ｈ17) 

 久米 道之 (名市工研；Ｈ17～18) 高部 圀彦 (静大工；Ｈ17～18) 

 今西雄一郎 (日本ガイシ；Ｈ17～18) 佐藤  護 (黒金化成；Ｈ17～18) 

 星野  章 (中科センター；Ｈ17～18) 曽根 眞人 (静岡ガス；Ｈ17～18) 

 池田章一郎 (名工大；Ｈ17～18) 栗山  晃 (東亞合成；Ｈ17～19) 

 広瀬 美治 (豊田中研；Ｈ17～19) 上蓑 義則 (産総研；Ｈ17～19) 

 河村 光一 (竹本油脂；Ｈ17～20) 中村  仁 (東邦ガス；Ｈ17～20) 

 関  隆広 (名大工；Ｈ17～21) 安田 啓司 (名大工；Ｈ17～23) 

 立木 次郎 (愛工大；Ｈ17～23) 柴田 哲男 (名工大；；Ｈ17～26) 

 上宮 成之 (岐阜大工；Ｈ17～26) 美保  享 (東亞合成；；Ｈ18) 

 西山 久雄 (名大工；；Ｈ18～19) 川口 正美 (三重大工；Ｈ18～19) 

 椿 淳一郎 (名大工；Ｈ18～19) 佐藤 守彦 (東ソー；Ｈ18～20) 

 平松 正義 (中部電力；Ｈ18～20) 岩田美佐男 (ノリタケ；Ｈ18～25) 

 杉山  直 (イビデン；Ｈ18～26) 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ19～20) 

 間瀬 暢之 (静大工；Ｈ19～21) 望月 康行 (静岡ガス；Ｈ19～21) 

 大和田 巌 (日本ガイシ；Ｈ19～22) 松島 良明 (東亞合成；Ｈ19～23) 

 高橋 鉱次 (名市工研；Ｈ19～26) 小黒  聡 (黒金化成；Ｈ19～26) 

 石原  篤 (三重大工；Ｈ20～21) 鷹取 一雅 (豊田中研；Ｈ20～22) 

 鈴木 憲司 (名大工；Ｈ20～23) 小野 泰蔵 (産総研；Ｈ20～24) 
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 薩摩  篤 (名大工；Ｈ20～25) 谷口 滋樹 (東レ；Ｈ20～26) 

 山北  洋 (竹本油脂；Ｈ21～22) 森川  久 (産総研；Ｈ21～22) 

 廣山  徹 (東邦ガス；Ｈ21～22) 鍵谷 幸生 (中部電力；Ｈ21～23) 

 小島 義弘 (名大エコトピア；Ｈ21～24) 伊津野 真一 (豊橋技科大；Ｈ21～26) 

 斉藤 仁昭 (静岡ガス；Ｈ22) 大谷  肇 (名工大；Ｈ22～23) 

 北川 敏一 (三重大工；Ｈ22～23) 鈴木 久男 (静大工；Ｈ22～23) 

 三谷 昌輝 (三重大工；Ｈ23～24) 齊藤 仁昭 (静岡ガス；Ｈ23～24) 

 稲垣 邦保 (竹本油脂；Ｈ23～25) 伊奈  孝 (東邦ガス；Ｈ23～26) 

 竹内 久人 (豊田中研；Ｈ23～26) 鈴木 健司 (日本ガイシ；Ｈ23～26) 

 河本 邦仁 (名大工；Ｈ24) 加藤 禎人 (名工大；Ｈ24～25) 

 春日 智子 (中部電力；Ｈ24～25) 釘宮 愼一 (愛工大；Ｈ24～25) 

 山本 則幸 (東亞合成；Ｈ24～26) 松本 明彦 (豊橋技科大；Ｈ24～26) 

 冨田 昌弘 (三重大工；Ｈ24～26) 冨田 靖正 (静大工；Ｈ24～26) 

 坂本  渉 (名大エコトピア；Ｈ25～26) 柘植  明 (産総研；Ｈ25～26) 

 二村 文久 (静岡ガス；Ｈ25～26) 阿知波雅宏 (中部電力；Ｈ26) 

 永田  滉 (ノリタケ；Ｈ26) 菊田 浩一 (名大エコトピア；Ｈ26) 

 糸井 弘行 (愛工大；Ｈ26) 松本 浩成 (竹本油脂；Ｈ26) 

 北川 慎也 (名工大；Ｈ26) 

 

 ７．幹  事 

 若林 宏之 (デンソー；Ｈ17) 今西 秀明 (愛産研；Ｈ17～18) 

 桜井 昭雄 (昭和四日市石油；Ｈ17～18) 太田大次郎 (石原産業；Ｈ17～19) 

 月東 秀夫 (アイカ工業；Ｈ17～20) 星野 正人 (槌屋；Ｈ17～21) 

 荒木 修喜 (名工大；Ｈ17～26) 北村 雅人 (名大創薬；Ｈ17～26) 

 清水 真樹 (デンソー；Ｈ18～21) 高橋 清人 (昭和四日市石油；Ｈ19) 

 大西 保志 (愛産研；Ｈ19～20) 河村 俊彦 (石原産業；Ｈ20～21) 

 西山 久雄 (名大工；Ｈ21) 一ノ瀬治紀 (石原産業；Ｈ22) 

 関  隆広 (名大工；Ｈ22～25) 菅原 博好 (デンソー；Ｈ22～26) 

 明田  功 (石原産業；Ｈ23～26) 薩摩  篤 (名大工；Ｈ26) 

 

Ⅱ．事業業績 

 １．講演会 

  東海化学工業会賞(技術・学術)記念講演会 

  Ｈ17. 5.18 穂積 篤(産総研)，谷 孝夫(豊田中研)，高村幸宏(中電)，冨田靖正(静大

工)，井藤 彰(名大工) 

  Ｈ18.5.18 佐野利行・中島淳二(アイシン精機)，加藤直彦(豊田中研)，辻 裕文・稲葉

悦子・石川 誠(太陽化学)，藤代芳伸(産総研)，吉田寿雄(名大エコトピア)，

伴 隆幸(岐阜大) 

  Ｈ19.5.15 楠本慶二(産総研)，立元雄次(静大工) 
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  Ｈ20.5.22 廣嶋一崇(豊田中研)，朝岡賢彦(豊田中研)，松本信一(トヨタ自動車)，中西

治通(トヨタ自動車)，村田成亮(トヨタ自動車)，唯美津木(東大)，岩澤康裕

(東大)，玉木伸二(竹本油脂)，稲垣雅彦(産総研)，大河内美奈(名大) 

  Ｈ21.5.14 森 寛爾・舘 和幸(豊田中研)，望月克信・河合道弘・米田耕太郎(東亞合

成)，永野修作(名大)，平下恒久(名工大)，山本 靖(名工大) 

  Ｈ22.5.28 北川慎也(名工大)，木村辰雄(産総研)，佐藤浩太郎(名大)， 

 間瀬暢之(静大)，清水研一(名大) 

  Ｈ23.5.18 渡辺 修・星野文彦・井川泰爾・毛利 誠・成田麻美子・塩沢真人(豊田中

研)，坂尻浩一(岐阜大)，長津雄一郎(名工大)，伊藤淳一(名大) 

  Ｈ24.5.18 中村修一(名工大)，森 隆昌(名大) 

  Ｈ25.5.16 渡邉哲也(山八歯材工業)，原口直樹(豊橋技科大)，飯國良規(名工大)，豊田

英司郎・陣内亮典(豊田中研) 

  Ｈ26.5.15 金 日龍(名大)，南雲 亮(名工大)，万 春磊(名大) 

  東海技術サロン 

  Ｈ17.9.30 第88回 「ナノテク新素材「カーボンナノチューブ！」」 (106名) 

 １．カーボン・ナノテクノロジーの現状と将来 篠原久典氏(名大) 

 ２．カーボンナノチューブのディスプレイデバイスへの実用化技術の研究開発 

   上村佐四郎氏(ノリタケ伊勢電子) 

  Ｈ18.9.8 第90回 「燃料電池の実用化に向けた現状と課題！」 (108名) 

 １．携帯機器用燃料電池技術の現状と未来 山口猛央氏(東大工) 

 ２．自動車用燃料電池技術の現状と課題 森本 友氏(豊田中研) 

  Ｈ19.9.14 第92回 「美と健康の先端科学！」 (46名) 

 １．メークアップ化粧品における粉体技術の応用 鈴木高広氏(ロレアル化粧品) 

 ２．機能性食品の研究・開発－セサミンを中心にして－ 小野佳子氏(サントリー) 

  Ｈ20.9.22 第94回 「明日を切り拓くナノ空間材料の応用！」 (79名) 

 １．ナノ空間材料の自動車排ガスへの応用：HCTrapとスス燃焼触媒 

  大久保達也氏(東大院工) 

 ２．エネルギーの大規模削減を可能とする規則性多孔体薄膜技術の展望 

  松方正彦氏(早大理工) 

  Ｈ21.9.15 第96回 「 前線で活躍する企業研究！」 (67名) 

 １． アルツハイマー薬の開発 杉本八郎氏(京大) 

 ２． 新乳化・分散微粒化装置T.K. フィルミックス 

  澁谷治男氏(プライミクス) 

 ３． ナノ粒子分散装置の開発とアプリケーションについて 

  院去 貢氏(寿工業) 

  Ｈ22.9.17 第98回 「おいしい水と機能水」 (60名) 

 １．なごやのおいしい水 杉本智美氏(名古屋市上下水道局) 

 ２．浄水器の 新技術－中空糸膜の現状と新展開－ 

  上阪 努氏(東レ) 
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 ３．天然水および物理的処理水の水の会合構造の評価 

  近藤伸一氏(岐阜薬科大) 

  Ｈ23.9.27 第100回 「化学物質管理の技術動向」 (39名) 

 新しい排水管理の手法－日本版WETの提案－ 鑪迫典久氏(国立環境研究所) 

 製造業の成長戦略 －化学物質管理のビジネス上の重要性－ 

  遠藤智道氏 (産業環境管理協会) 

 環境・技術コミュニケーション 後藤尚弘氏(豊橋技科大) 

  Ｈ24.9.14 第102回 「レアメタル・レアアースの回収・適正処理・代替技術の開発動

向 」 (60名) 

 レアメタル・レアアースのリサイクルと国際資源問題 

  伊藤秀章氏(レアメタル資源再生技術研究会) 

 泡沫での流れの制御によるレアメタルの高選択分離 二井 晋氏(名大) 

 自動車触媒における希少元素代替材料技術  高橋洋祐氏 (ノリタケ) 

  Ｈ25.9.13 第104回 「地球環境との共生のためのセラミックス」 (68名) 

 産総研における新しい調光シートの開発 

  -調光ミラーシートとサーモクロミックシート-  吉村和記氏(産総研) 

 ナノ多孔質シリカ粒子を用いた真空断熱材の開発  井須紀文氏(LIXIL) 

 熱から電気を効率良く取り出す夢のセラミックス  河本邦仁氏(名大) 

  Ｈ26.9.12 第106回 「省エネ社会現実に向けた電池の 新動向と今後の展開」 (74名) 

 セラミックリアクターを活用した次世代電池の 新動向 

  -リバーシブルセル技術を活用する鉄空気二次電池- 藤代芳伸氏(産総研) 

 電力貯蔵用NAS電池 実用化例と将来展望 玉越富夫氏(日本ガイシ) 

 トヨタにおけるHV/PHV用二次電池の取組み 中西真二氏(トヨタ自動車) 

 

２．セミナー  

  Ｈ17.11.8 「フッ素化学の現状：電池、医農薬からナノテクまで」 (60名) 

 １．燃料電池用フッ素系高分子電解質の開発動向 下平哲司氏(旭硝子) 

 ２．リチウム電池とフッ素材料 高明天氏(ダイキン工業) 

 ３．含フッ素農医薬中間体とそれらの製造法 木村芳一氏(イハラケミカル工業) 

 ４．結晶相におけるナノスケールフルオラス相の形成とクリスタルエンジニアリング 

  小野泰蔵氏(産総研) 

  Ｈ18.11.8 「 近の分析装置の進歩と 先端分析技術」 (60名) 

 １．我が国の知的創造基盤の強化に向けて―先端計測分析技術・機器開発の動向― 

  二瓶好正氏(東京理科大) 

 ２．XPS(ESCA),TOF-SIMS,AES の 近の状況 鈴木峰靖氏(アルバック・ファイ) 

 ３． 新の高分子材料評価技術 太田 充氏(島津製作所) 

 ４．分析電子顕微鏡によるナノメートルオーダーの組成と状態の分析 

  遠藤徳明氏(日本電子) 

 ５．ナノスケールの観察・評価の 新技術 走査プローブ顕微鏡 

  鈴木克之氏(日本電子) 
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  Ｈ19.12.6 「元素を駆使した光・電子材料の研究開発」 (33名) 

 １．多ケイ素かご型化合物の液晶性と光物性 清水正毅氏(京都大工) 

 ２．希土類ドープ有機無機ナノ複合蛍光体の開発とその応用 

  股木宏至氏(KRI) 

 ３．日本発・酸化物熱電変換材料 太田裕道氏(名大工) 

 ４．青色LED開発の歴史及び現状・将来 太田光一氏(豊田合成) 

  Ｈ20.10.31 「地球温暖化対策技術の現状と動向」 (46名) 

 １．セラミックプロセスにおける環境負荷低減への取組み 

  勝川裕幸氏(日本ガイシ) 

 ２．地球温暖化対策としてのCO2の回収・貯留技術開発動向 

  伊東明人氏(RITE) 

 ３．トヨタ自動車の地球温暖化対策の取組みについて 

  岡山 豊氏(トヨタ) 

 ４．バイオディーゼル燃料の製造および現状と将来展望について 

  山根浩二氏(滋賀県大工) 

  Ｈ21.11.4 「 近のヒット商品開発－成功の秘訣は何か？」 (35名) 

 １．「金の粒」あらっ便利！シリーズ 長井 健氏(ミツカン) 

 ２．シエロ、ビゲン クリームトーン 加藤和夫氏(ホーユー) 

 ３．マイクロ・ナノバブルを利用した環境浄化 辻 秀泰氏(協和機設) 

 ４．おから da 元気 溶けにくいソフトクリーム 白石良藏氏(日本海装飾品研) 

  Ｈ22.11.16 「次世代自動車：政策展開と電池・軽量化の技術」 (71名) 

 １．次世代自動車分野における地域を挙げた国際競争力の強化 

  亀井敏之氏(経産省) 

 ２．自動車用燃料電池への取り組み 川角昌弥氏(豊田中研) 

 ３．自動車軽量化技術の動向 蛭田 敦氏(特許庁) 

 ４．自動車用高強度薄鋼板の開発動向 鈴木眞一氏(新日本製鐵) 

 ５．自動車軽量化に向けた炭素繊維複合材料の展開について 

  山中 亨氏(東レ) 

  Ｈ23.11.25 「エネルギーの現状、震災後の展望～創る、蓄える、活かす～」 (58名) 

 １．震災影響を踏まえたエネルギー政策の動向と見通し 

  冨成義郎氏(国立環境研究所) 

 ２．分散電源等の高効率化、低温作動を目指した固体酸化物形燃料電池(SOFC)製造

技術の開発 藤代芳伸氏(産総研) 

 ３．リチウムイオンキャパシタの特性とエネルギー貯蔵デバイスとしての実用化の進

展 丸茂千郷氏(JMエナジー株式会社) 

 ４．軽量低価格フィルム型太陽電池の研究開発 吉田 司氏(岐阜大) 

 ５．岐阜県における次世代エネルギーインフラへの取組 

  稲葉昭夫氏(岐阜県商工) 

  Ｈ24.11.1 「フッ素と化学工業」 (64名) 

 １．フッ素と地球環境問題 山辺正顕氏(産総研) 
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 ２．機能性フッ素樹脂とその新しい使い方 森澤義富氏(旭硝子) 

 ３．芳香族ペンタフルオロスルファニル化合物の新しい工業的製法 

  齋藤記庸氏(UBE America Inc.) 

 ４．フッ素系消火剤の新展開について 河田恒佐氏(東ソー) 

 ５．含フッ素フタロシアニン色素 柴田哲男氏 (名工大) 

  Ｈ25.11.1 「撹拌槽のスケールアップと省エネ化への工夫」 (71名) 

 １．省エネ撹拌装置・撹拌翼の開発 佐々木健介氏(佐竹化学機械工業) 

 ２．反応槽のスケールアップにおける生産性向上と省エネ技術 

  山部 芳氏(神鋼環境ソリューション) 

 ３．マックスブレンド翼の適用事例 ～伝熱スケールアップ技術 

  森永昌二氏(住友重機械プロセス機器) 

 ４．種々の撹拌翼の撹拌所要動力の推算方法とその応用 

  加藤禎人氏(名工大) 

  Ｈ26.11.19 「炭素繊維複合材(CFRP)技術の現状と動向」 (46名) 

 １．炭素繊維複合材の基礎と適用状況、今後の展望 鵜澤 潔氏(金沢工大) 

 ２．炭素繊維複合材の自動車への展開 影山裕史氏(元トヨタ自動車) 

 ３．炭素繊維複合材の航空機への展開 岩堀 豊氏(宇宙航空研究開発機構) 

 

３．見学会・講演会  

  Ｈ17.7.14 東海旅客鉄道株式会社 総合技術本部 技術開発部 (44名) 

 「鉄道システムとしての新幹線」 森村 勉氏(東海旅客鉄道) 

  Ｈ18.7.19 シャープ(株)亀山工場 (41名) 

 「可視光発光材料とデバイスの開発」 平松和政氏(三重大院工) 

  Ｈ19.7.18 資生堂株式会社 掛川工場 ／ ヤマハ発動機株式会社 (43名) 

 「燃料電池車の研究開発」 安達修平氏(ヤマハ) 

  Ｈ20.7.16 愛知県陶磁資料館 ／ (独)産業技術総合研究所 (21名) 

 「ナノ炭素材料の生体影響評価」 小野泰蔵氏(産総研) 

  Ｈ21.7.15 川辺木質バイオマス発電所 ／ 岐阜県立森林文化アカデミー (24名) 

 「グリーン電力証書の仕組みについて」 今井有俊氏(日本自然エネルギー) 

 「地域連携と木質バイオマスエネルギー利用について」 

  菊池與志也氏(森林文化アカデミー) 

  Ｈ22.7.22 東レオートモーティブセンター ／ キリンビール名古屋工場 (36名) 

 「CFPP の特性と材料構成要素との関係」 田邊靖博氏(名大) 

 「キリンビールの環境への取り組み」 竹内敏彦氏(キリン) 

  Ｈ23.7.7 味の素東海事業所 ／ コスモ石油四日市製油所 (27名) 

 「ゾルーゲル法による新規石油精製触媒の調整と反応性解析」 石原 篤氏(三重大) 

  Ｈ24.7.13 三菱重工業 小牧南工場 ／ 三菱重工業 飛島工場 (37名) 

 「航空・宇宙プログラムの現状と将来」 布施嘉春氏(三菱重工業) 

  Ｈ25.7.25 資生堂掛川工場 ／ ヤマハ発動機本社工場 (32名) 

 「二輪エンジン技術の現状と将来」 都竹広幸氏(ヤマハ発動機) 



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

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

  Ｈ26.7.29 出光興産 愛知製油所 ／ LIXIL 榎戸工場 (37名) 

 「LIXIL の商品技術と企業変革」 久留島豊一氏(LIXIL) 

 

４．新春懇話会 

  Ｈ18.1.19 メルパルク名古屋 (63名) 

 「高性能分析施設、SPring-8」 吉良 爽氏(高輝度光科学研究センター) 

 「SPring-8 の産業利用」 古宮 聡氏(高輝度光科学研究センター) 

  Ｈ19.1.10 今池ガスビル (63名) 

 「研究にはセンスと雰囲気，それにプラスαが大切―光触媒を例にして―」 

  藤嶋 昭氏(神奈川科学技術アカデミー) 

  Ｈ20.1.10 今池ガスビル (60名) 

 「みりん製造 よもやま話」 加藤孝明氏(白扇酒造) 

  Ｈ21.1.9 今池ガスビル (54名) 

 「21世紀：科学技術者の務め」 石丸典生氏(名古屋市科学館) 

  Ｈ22.1.13 今池ガスビル (57名) 

 「世界の水環境問題に貢献する日本の膜技術」 栗原 優氏(東レ) 

  Ｈ24.1.17 今池ガスビル (56名) 

 「プロフェッショナルとは」 牛島和彦氏(元野球選手・野球解説者) 

  Ｈ25.1.16 今池ガスビル (53名) 

 「医薬品産業の現状と将来」 土屋裕弘氏(近化協会長・田辺三菱製薬) 

  Ｈ26.1.15 今池ガスビル (39名) 

 「地上に太陽を -核融合エネルギー- 」 小森彰夫氏(自然科学研究機構) 

  Ｈ27.1.23(予定) 名古屋大学ES総合館 

 「化学からの太陽電池開発への挑戦とその将来」 

  桑野幸徳氏(太陽光発電技術研究組合理事長) 

 

５．表 彰 

  東海化学工業会賞(功績) 

  Ｈ17.5.18 中村正秋(名大名誉)，大原康之(槌屋)，吉田忠義(名工大名誉) 

  Ｈ18.5.18 高橋秀郎(豊田中研)，池田章一郎(名工大) 

  Ｈ19.5.15 融 健(名工大)，久米道之(名市工研) 

  Ｈ20.5.22 河村章司(東亞合成)，井上真一(愛工大)，上蓑義則(産総研) 

  Ｈ21.5.14 高部圀彦(静大工) 

  Ｈ22.5.28 後藤栄三(東レ) 

  Ｈ23.5.18 椿淳一郎(名大工)，立木次郎(愛工大) 

  Ｈ24.5.18 冨成義郎(東邦ガス) 

  Ｈ25.5.16 吉岡泰規(三重大) 

  Ｈ26.5.15 鈴木健一(中部電力) 
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東海化学工業会特別会員名簿 

 
 
【愛 知 県】 

社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

㈱アイセロ 代表取締役社長 牧野 渉 441-1115 豊橋市石巻本町字越川45番地 

ものづくりセンター コーポレート開発部 研究探索グループ 

 グループリーダー 古田 円 476-0005 愛知県東海市新宝町30番地の6 

㈱アーテック 代表取締役 浅井勇詞 498-0066 愛知県弥富市楠2-7 

旭有機材工業㈱ 技術開発・新規事業推進本部   

  兼岩敏彦 480-0105 丹羽郡扶桑町南山名字新津26‐4 

伊勢久㈱ 代表取締役 高木裕明 460-8558 名古屋市中区丸の内 3-4-15 

㈱LIXIL  藤森義明 100-6036 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関

ビルディング36階 

㈱イノアック・コーポレーション 翁 豊彦 450-0003 名古屋市中村区名駅南2-13-4 

黒金化成㈱ 取締役社長 増井國彦 460-0003 名古屋市中区錦1－6－17 

壽化工機㈱ 代表取締役 伊丹勝司 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通1－14 

㈱島津製作所名古屋支店 支店長 八代 智 450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際

センタービル19F 

ジャスコサポート㈱名古屋営業所   

 代表取締役 林 和久 453-0015 名古屋市中村区椿町 21-2第二太閤ビル 

シヤチハタ㈱ 代表取締役社長 舟橋正剛 451-0021 名古屋市西区天塚町4-69 

昭和化学工業㈱名古屋支店 支店長 臼井慈之 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三

井ビル本館1502号 

㈱住化分析センター名古屋営業所 所長 中津和弘 461-0005 名古屋市東区東桜1丁目13番3号 NHK名古

屋放送センタービル15階 

竹本油脂㈱ 代表取締役社長 竹本元泰 443-8611 蒲郡市港町 2-5 

中部ガス㈱ 代表取締役社長 神野吾郎 440-8531 豊橋市駅前大通一丁目55番サーラタワー 

竹岸産業㈱ 代表取締役 竹中右門 457-0046 名古屋市南区松池町1-18 

知多炭酸㈱ 取締役社長 鷲見輝男 478-0045 知多市南浜町23 

中京油脂㈱ 取締役開発センター長 田口義高 454-0037 名古屋市中川区富川町 2-1 

中部電力㈱ 代表取締役社長 水野明久 461-8680 名古屋市東区東新町1 

㈱槌屋 取締役社長 大原鉱一 460-8330 名古屋市中区上前津2-9-29 

㈱テクノ中部 技研センター 所長 平松正義 459-8001 名古屋市緑区大高町蝮池7 

㈱デンソー 材料技術部長 杉浦慎也 448-8661 刈谷市昭和町1-1 

東亞合成㈱名古屋工場 取締役 研究開発本部長 兼 R&D総合センター長 

  野村聡一 455-0026 名古屋市港区昭和町8 

東ソー㈱名古屋支店 支店長 渡部隆文 460-0008 名古屋市中区栄1-2-7 名古屋東宝ビル 
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社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

東邦ガス㈱ 代表取締役社長 安井香一 456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18 

東邦液化ガス㈱ 取締役社長 川合英州 456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-18 

東邦冷熱㈱ 取締役社長 辻 秀武 456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-18 

東レ㈱名古屋事業場 事業場長 沖田 茂 455-8502 名古屋市港区大江町9-1 

東レ㈱東海工場 工場長 中嶋隆文 476-8567 愛知県東海市新宝町31 

㈱豊田中央研究所 取締役 臼杵有光 480-1192 愛知県長久手市横道41番地の１ 

長瀬産業㈱名古屋支店 執行役員支店長 朝倉研二 460-8560 名古屋市中区丸の内3－14－18 

日本ガイシ㈱ 執行役員 研究開発本部副本部長 材料技術センター長 

  酒井 均 467-8530 名古屋市瑞穂区須田町2-56 

日本特殊陶業㈱ 代表取締役会長 加藤倫朗 485-8510 小牧市大字岩崎2808 

日本分光㈱名古屋サービスセンター 所長 山形 茂 453-0015 名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル 

日本メナード化粧品㈱総合研究所   

 専務取締役 中田 悟 451-0071 名古屋市西区鳥見町2-7 

日油㈱名古屋支店 支店長 山縣 徹 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三

井ビル本館13F 

日油㈱化成研究所   470-2345 愛知県知多郡武豊町字西門82 

㈱ノリタケカンパニーリミテド 永田 滉 451-8501 名古屋市西区則武新町3-1-36 

パイロットインキ㈱ 千賀邦行 466-8588 名古屋市昭和区緑町3-17 

林テレンプ㈱  松浦昭博 470-0375 豊田市亀首町町屋洞100-2 

三井化学㈱名古屋工場 工場長 藤牧義久 457-8522 名古屋市南区丹後通2-1  

㈱メニコン 代表取締役社長 田中英成 487-0032 春日井市高森台5-1-10 

㈱ユニケミー 代表取締役 服部寛和 456-0034 名古屋市熱田区伝馬1-11-1 

㈱リガク名古屋営業所 所長 鈴木博道 461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル 

リンナイ㈱ 取締役会長 内藤明人 454-0802 名古屋市中川区福住町2-26 

日本ペイント㈱愛知工場 愛知工場長 辻 真宏 441-1301 高浜市新田町3-1-5 

中村正秋技術事務所 代表 中村正秋 453-0808 名古屋市中村区郷前町3-28 

三洋化成工業㈱名古屋工場 工場長 太田英文 476-0005 東海市新宝町31-1 

山八歯材工業㈱ 代表取締役 遠山公男 443-0105 蒲郡市西浦町大知柄54-1 

アサダ㈱ 代表取締役 浅田 吉 462-8551 名古屋市北区上飯田西町3-60 

株式会社カネカ 名古屋営業所長 土井 徹 461-0008 名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルデ

ィング11F 

三和油化工業株式会社 代表取締役社長 柳  均 448-0002 刈谷市一里山町深田15番地 

富士化学株式会社 ハウトフォーム事業部 今井宏起 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1880  
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【岐 阜 県】 

社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

イビデン㈱ 取締役会長 岩田義文 503-8604 大垣市神田町2-1 

岐阜プラスチック工業㈱ 代表取締役社長 大松利幸 500-8721 岐阜市神田町9-27 大岐阜ビル12階 

日本合成化学工業㈱大垣工場 技術部 勝浦章夫 503-0917 大垣市神田町2-35 

東栄化工株式会社 岐阜工場    

 代表取締役社長 斉藤博満 503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4723-1 

 

【静 岡 県】 

社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

イハラケミカル工業㈱ 研究所長 竹藤伸雄 421-3306 富士市中之郷2256 

イハラニッケイ化学工業㈱ 取締役社長 佐藤 剛 421-3203 静岡市清水区蒲原5700-1 

静岡ガス㈱ 代表取締役社長 戸野谷宏 422-8688 静岡市葵区八幡1-5-38 

高砂香料工業㈱磐田工場 工場長 龍光純男 438-0812 磐田市海老塚1番地 

三井・デュポンフロロケミカル㈱    

         研究開発部門担当 李 庭昌 424-8631 静岡市清水区三保3600 

 

 

【三 重 県】 

社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

味の素㈱東海事業所 執行役員東海事業所長   

   山本倫哉 510-0885 四日市市大字日永1730番地 

石原産業㈱四日市工場 執行役員 開発企画研究本部 副本部長  

  高橋英雄 510-0842 四日市市石原町1 

太陽化学㈱ 代表取締役社長 山崎長宏 512-1111 四日市市山田町800番地 

JSR株式会社四日市工場 上席執行役員 四日市工場長   

  中澤和美 510-8552 四日市市川尻町100 

 

 

【東 京 都】 

社 名 氏 名 〒 連 絡 先 

川口薬品㈱ 代表取締役社長 北村和男 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-2 
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東海化学工業会編集委員（Ｈ17～26） 

 

 

１．編集委員長 

 池田章一郎 (名工大；Ｈ17～18) 吉岡 泰規 (三重大工；Ｈ19～20) 

 森川  久 (産総研；Ｈ21～22) 薩摩  篤 (名大工；Ｈ23～24) 

 松本 明彦 (豊橋技科大；Ｈ25～26) 

 

２．編集委員 

 中村 正秋 (名大工；Ｈ17) 服部 昌晃 (日本特殊陶業；Ｈ17) 

 平松 正義 (中部電力；Ｈ17) 兼松 秀行 (鈴鹿高専；Ｈ17～18) 

 川口 正美 (三重大工；Ｈ17～18) 河本 邦仁 (名大工；Ｈ17～20) 

 森川  久 (産総研；Ｈ17～20) 杉浦 元保 (豊田中研；Ｈ17～20) 

 井上 眞一 (愛工大；Ｈ17～21) 吉野 明広 (名工大；Ｈ17～21) 

 竹内 豊英 (岐阜大工；Ｈ17～21) 松島 良明 (東亞合成；Ｈ17～22) 

 伊藤 好晴 (東邦ガス;H17～24) 大野  正 (日本ガイシ；Ｈ17～26) 

 古賀  勉 (日本特殊陶業；Ｈ18～21) 春日 智子 (中部電力；Ｈ18～25) 

 池田章一郎 (名工大；Ｈ19～21) 宗内 篤夫 (鈴鹿高専；Ｈ19～26) 

 薩摩  篤 (名大工；Ｈ21～22) 冨田 昌弘 (三重大工；Ｈ21～23) 

 田中 洋充 (豊田中研；Ｈ21～26) 釘宮 慎一 (愛工大；Ｈ22～23) 

 鈴木 泰彦 (日本特殊陶業；Ｈ22～23) 舩橋 靖博 (名工大；Ｈ22～23) 

 伴  隆幸 (岐阜大工；Ｈ22～26) 齊藤 彰良 (東亞合成；Ｈ23～24) 

 太田 一徳 (産総研；Ｈ23～26) 松本 明彦 (豊橋技科大；Ｈ24) 

 伊藤 敬人 (三重大工；Ｈ24～25) 手嶋 紀雄 (愛工大；Ｈ24～26) 

 平下 恒久 (名工大；Ｈ24～26) 野田 芳朗 (日本特殊陶業；Ｈ24～26) 

 伊奈  孝 (東邦ガス；Ｈ25～26) 木全 良典 (東亞合成；Ｈ25～26) 

 阿知波雅宏 (中部電力；Ｈ26) 小海 文夫 (三重大工；Ｈ26) 
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特別(法人)会員紹介 
 
 

東 栄 化 工 株 式 会 社 
http://www.toeichem.co.jp/ 

 

 当社は、塗料の乾燥促進剤として広く使用されてきた無機金属塩の分散特性に関する欠点を

改良するため、業界に先駆けて脂肪酸金属塩の研究に着手し、昭和 25 年にナフテン酸金属塩

の初の国産化に成功しました。そして脂肪酸金属塩メーカーの先駆者として製造販売を続ける

一方、昭和 54 年からは各種化学製品の受託合成を手掛けるようになり、これまで培った技術

力を活かして医薬/化粧品原料、電子材料、機能性樹脂などの製造を通じ様々な分野からのニ

ーズにお応えしています。 

 当社岐阜工場は岐阜県の安八町に位置し、化学製品の製造に適した環境のもと従業員 30 数

名と小規模ながらも自動化に頼らない職人技を活かした仕事を提供することで顧客の皆様の信

頼を得てきました。近年は ISO9001、ISO14001 を認証取得し、顧客満足と環境調和を全社一丸

となって取り組んでいます。 

 

東栄化工㈱では様々な化学反応の経験を有し、各種化学製品の合成のお手伝いをさせていただ

きます。 
当社工場の案内はホームページで紹介しています（以下リンク抜粋）。 
☆金属石鹸 

http://www.toeichem.co.jp/kinnzoku.htm 
☆受託合成技術 

http://www.toeichem.co.jp/gousei.htm 
☆受託合成設備リスト 

http://www.toeichem.co.jp/setubi.htm 
 
お気軽にお問合せください。 

東栄化工株式会社 
本  社：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 4-16 
     TEL 06-6341-5611  
岐阜工場：〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田 4723-1 
     TEL 0584-64-2311 
 

 

 

 

 
訃報 

初期の東海化学工業会に非常に功績のあった（顧問）白戸紋平先生（名古屋大学名誉教

授）におかれましては平成 26 年 10 月 26 日にご逝去されました。 

心からご冥福をお祈り申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  阿知波雅宏 中部電力㈱ 電力技術研究所 

   材料技術グループ長 

  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 

  木全 良典 東亞合成㈱ 基盤技術研究所 主査 

  小海 文夫 三重大学大学院 工学研究科 

        分子素材工学専攻 教授 

  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 


