忘れられない私 の人 生の思人
( 私の人 生 をつくつた大 先生たち)
屯.愛 知第 一師範 学校 の 中川八太郎 先生 (化学教授)￨
愛知第一師範学校の化学の教機で、私が化学が好きで、理科室に入 り浸つて実験
を していたとき、理科室の薬品室 口準備室のキィを全部私 に3年 間貸 して下さつて
何でも好きなことをや つてみなさいといことで、ゃ らせてくれた先生です。も し私
が火事でも出 したり、けが をした りすれば先生は大きな責任を取らねばならぬ立場
であつた くと今私が考えてみると大変な ことをさせて くれた)人 であったと思いま
す。
この先生のおか げで私は化学実験 にのめ り込んだのです。当時の化学実験 の本は
倉林源田郎著の化学実験であったと思 う。やろうとする学生にそ こまで信 じて、や
らせてくれる先生は日本中探 してもいないであろう。私はこの先生のおかtず
で化学
を身につけたと思 つています。私 の人生の最大の恩人です。

2.鵠 替屋大 学理学部の菅原健教 襲 と工学部 の後 幾恭畿襲
この 2名 の先生は、私の直接 の率論指導者であった:人々です。私が名古屋大学 の
理学部 の化学科を卒業す るときの準論 の指導者が曽原先生であ った。この先生は私
が書しヽ
た輿文 の率論を、私を呼ぴ 1つ
けて少 しずつ読んで、 ここはど うい う意味か と
歩 じず つ全 部 に訂正 を入れ て くだ さった方です。私がアメ リカで Case Western
費eserve Umiversityの
助教授を していたときに、アメ リカに来 て私には日本へ帰 らな
いか 逸製業銀行の方と共に強 く私に申 し入れ を して くださった方です。私 の研究に
対する熱意と研究の考え方に大 き く惚れ込んでおられたか らで しょう。
私 の人生で忘れ られない先生で、大 きな熱意で私 をア メ リカか ら呼び戻そ うと し
て、アメ リカヘ来 て 2〜 3日 私 を説得 された方で、私 として忘れ られない人です。
しか し、私は当時ア メ リカで教 授 になれ るメ ドがつ いて おり、会社な ら副社長級 の
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フ ェロー までは確実と考えて いたので、大変申 し訳な いと思 つたのですが、日本 ヘ
帰 ることはお断 りしま した。忘れ られない私の大先生です。

3.京 都大学 の 岡 田辰 三教授
京都大学 の岡田辰三教授は私が第 1回 のアメ リカ留学か ら日本 へ帰 つて、アメ
リカの電池事構 を 日本 の皆様 に数回お話 しt′
たとき、 「
君は日本 に婦 らないでア
メ リカで電池の研究 を して、日本へ年 1回 帰 つてアメ リカのことを話 して くれな
いか ?」 と熱意を持 つて私に申 し入れ をされ,、最後 に 「
若 い君 がアメ リカで研究
して いていつでも日本 へ掃 りたいということな ら、私が責任 を持 つて君 に仕事 を
見 つtナ
ます。従 つて、ア メ リカで しつか り電池 の事情 を勉強 して、年 1回 日本 ヘ
帰 つて、アメリカの電池披衛を我 々に話 して くれないかゴとい う申 し入れで した。
その闘霞先生￨ま
東大 を退管後、 遷本電池株式会社 の社長 ￨こ
なられ、その社長を辞
め られ る少 し前 に私のところへ来 られ て、 『
私はあなたに昔大変な約束 を して じ
ま つていますが、あなたは日本 へ婦 る気はあ￨りませんか ?Jと 、わざわざアメ リ
カヘ来 られて昔 の約束 (私もす つか り忘れていた)を 話 し出 されま した。私は、
r飽生そんな ことはもうお忘れ ください。私 はアメリカで電池の研究でかな り有
のフ ェロー に
名にな り、1,C国際サ ンプル をつ くつた り、近 く UCC社 で電池部F局
とも札惨誌 しも出ていますので、私は このままア メ リカで電池研究を したいのです 』
とは つきり申 し上tず
ま した。先生はそれな ら (君がそんなに晋 うなら)昔 の悪 は
なか つたことに して ください、 と言 つて日本へ掃 られま した。
しか し今考えてみ ると、岡田先生 のひとこと く
君はアメ リカでア メ リカの電池
事情 を しつか り調べ て日本 の人々に話 して くれな いかとの 申 し入れで、私はア メ
よ し、それな ら日本のためにやろう」 と)決 意 したのです。
リカ永住を 「
従 つて、岡田先生は私の人生の 一大恩人 と考 えているのです。
私 自身も、誰かよい人 を発見 して、岡田先生の ように、その人の人生 を大き く
電池 に集中させてみたいと、時 々考 えていま した。 しか し、そ の ような人は見 つ
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からなかつたのです。
しか し、私がフロリゲ大学で客員教授 をしていたとき、佐賀大学の芳尾先生が
日本へ帰 つたら何をしようか?と い う話をされたので、私は 「
電池用の 陶 θとを
や りませんか」と Mn02を 今の ェ楊推 同 じサイズの電解槽で3倍 つ くる方法 をや
つた らどうですか ?と 勧めたらやる気になつてくだ さつたのです。芳尾先生はそ
の後、佐賀大学で教授 とな り、その後宇部興産の吉武氏が実用化され た リチウム
イオン電池の添加剤の研究をされ、電池に大きな貢献をされま した。
私が鉛電池でも添加剤 により今まで 3〜 4年 の寿命が 8〜 10年 となります と
い う諾演を中国で行つたとき、首武さんがその話を開いておられ、私に 3000万
の研究費と 増名研究者を出すか ら、君の技術のすべて (大切なところ)を 教えて
くれないかとの 申 し入れがありま した。この話で、一人の女性研究者 に、私のや
つていたことをすべてその研究者 にや らせ、吉武様に技術を話 しま した。その結
果、私は吉武様か ら 3000万 円の研究費をもらいま した。大変な援助金で した。
しか し、吉武さんは鉛電池の添加剤 の事業には入 られず、また芳尾先生もその後
Mn02の 仕事からは離れて、 リチウム電池の研究をやられま した。

4.忘 れられないソニーの人々 (井深さんと盛田さん)
私 の勤務 していた Union Carbide Corp.の
電池部会は、 1970年頃 に日本へ乾電池
を販売 しようと していま した。私の上司の副社長の Cameron氏か ら 「日本 でスー
パー マーケ ッ トが出店 した ら報告 して くだ さい」と言われま した。U00社 は日本
で乾電池 くアルカ リマ ンガン乾電池)を 売 つてみ ようと していたのです。 日本 に
ダイエーができて U00の アルカ リ電池 を販売する ことにな つたが、何 ヶ月経 つて
も売れませんで した。日本では松下のナシ ョナル プラン ドか東芝、日立という名
前 の乾電池 しか売れな い、いかに UCC社 が電池で世界 の No,1の電池会社 という
"よ
ことでも単 日本 人にtま い電池だか ら買 つてみ ようル とぃ ぅことにはな らず、
全 く売れませんで した。そ こで rt暮
らしの手帳どなどに UCC社 の電池 は よい電
力
池です などと性能 を PRし ても￨、鶴本の消費者には全 く効果 がな しで した。そ
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の後 2〜 3年 経 ち、UCC社 の乾電池の販売 に1は名前 (会社名、ブラン ド名)が 大
切だということを知 ったのです。そ こで副社長は私に日本で電池をつ くつていな
い会社で有名な会社は どこか と聞 いて きて、よい会社 を探すよ うにと言われま し
た。そ こで私は、ソニー、シャー プ、キヤ ノンをあtず
て報告 しま した。その結果、
ソニー と話 してみよ うということにな り、私が 日本へ来てソニー の盛田さん、井
深さん と話 しま した。その結果は、 ソニー の人々は、 乾電池は松下か ら買えば
よい何 も じ00か ら買う必要はないルとぃぅことにな り、ソ品一 との電池の共同事
業は成立 しませんで した。その時代 の ソニーの考 え方fま
、洋深 さんか ら 「ソニー
tま
技術 肪ベルの高 しヽ卜り長 卜回ンとい うチ レビをつ くつて売るほどで、安い乾電
池などは絶機か ら貢えぼ娘もヽ
」と言 うご憲員で あた。それでその後、私が井深 さ
A̲rと
盛 轟春ん と話 蟻合いま じたが、戴 じ翁いこ
ま成功 しませんで した。そのと き
U8Gの 種寵 題副社長 か らもう一度井深 きる、盛題きる1転
最後 の議を してくれなもヽ
か ?盤 憲 串極姓!重
な 甥.盗 禅書手旗され歳 した等その裁揺 4ま
過去 10年 の乾電池
鶴寵上輩 継た。そ鋳額 線播 軍ソ量車 職 恭争レジス療番ジォ密開義 じて、世界中で
矯軽F&審舎亀が. 算ジンジスタラジォ 審踊舞 したソ品― 途、それfこ
寵電議を表 ●

畿 背= 玲寵逸メ…洗中姓ぽちらのl l lが大
轟 きか舎魚か曾選と言う逮亀警泰す 1 0
揮軽のポー害轡あた。 卜移レジスタラジオのおかずでやや晶寅の憲七
‐
竜 電池で義
な く暮Aブ
も鶴〔脅畿鶴 拳ジオ:&尋$特森の鐘粛れ る誹鎖1最
薫☆
安
ュ争
犠 幹て軽ヽ
.
々ソ量… f蓋
卜春 ンげ課Ⅲ
争ラジオ の翻発で頼犠!こ
な っなが、本当￨&その 争ジオで紳f益悲あげた
鶴嬢寵進展であるcな ぜ 電池 をや らないのかと言 う話を私が最後の 申 し入れな 極
私持 つて行書泰 じ推っその後非深さん￨ま
て非灘 書る「
、そるな1重
憲 う犠 ら2韓 愚醸
待 牟て くださいな言 つて、私 に 響00社 の乾電池工颯稼見せてす
ましもヽ
逮の申 極入れ
こ松下の乾電池玉場 の見学 番され、その後 蓼88
密名らもヽ
ま した◆鉾深 さん1ま
す ぐす
戦の ェ,らと
見せてほ しいなのことで した。井深 さんをジ ニッ ト機 で羽田空港か ら
世界各地の UCC社 の電池工場 へ案内す ることにな り、奥様 も同遺 され、おかげで
私の家内は同 じ UCC社 の飛行機で数 日ア メリカやシンガポー ルの U00社 の電池
工場を見学 してもらいま した。井深 幕は U00社 の生産方式 にび っくりされ、ソニ
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一 との共同乾電池生産が日本 でソニーエバ レディ社 として郡 山に新 工場ができ
ることになりま した。 この ソニーエバ レディ社で後 日、リチウムイオン電池が開
発されま した。
その後、井深さんは英語教育に大変な関心を示され、私 の発音から入る英語教
育を受け入れて くださつて、私の提案でソニー式発音演習器 を開発されま した。
井深さんは私 にとつて忘れ られない人です。

5,日 本 の電池技衛委員会 の人 々 (竹原委員長、その他)
日本 の 電池技術委 員会 は、ア メ リカで出版 され ていた Advanced Battery
Techndogyとい う出版物を、出版社に無許可でコピー して日本の会員に 10年以
上配布 していま した。私はアメリカに住むようになり、その出版社の社長 と話 し
なり、彼は 『
なぜ日春で私共の ABTが 売れないのか」 と言つてもヽ
合うよう￨こ
ま
した。私が日本ではヨピーが広 く出回つているからと替えないでいたときに、そ
の社長が こんな コピーがでているよ うだと言 つて持 つてきたのです。私は これは
まずいことだが、私が上手 にこの無許可の コピーの件を片付けてあtず
ようとその
社長 と話 し合いま した。その条件は、他の弁護士に頼まないで、私に任せるとい
うもので した。
いるいると話 し合 つて、一定の金額を骨本 が支払 つてこれを片付tす
ることに し
ま した。私 としては大 変よいことをしたと思つていたのですが、日本の人々、靖
に電池技術委員長の竹原氏 らは 「
小澤 さんが このコピー問題をつ くつた」と言わ
れていることを知 り、びつくりしま した。私が このコピー問題をつ くつたのでは
なく、無許可 ヨピー を何年もや って きた人が著作権上問題のあることは明白であ
るのに、私が このコピー問題を出版社に持ち出 したと言 つていることがわか り、
大変驚いたのです。竹原氏は 「
私が委員長のときになぜ こんな ことを持ち出 した
のか?」 と言 つて私 を怨んでいるようで した。会社関係 の人々は、「
小澤 さんが
信念をもつて何かの支払で片付けようと、努力 して くださつていることはよくわ
か ります」といおれ大変好意的な 2、 3の 委員の方々の慰めの晋葉を聞いていま
‑ 51 ‑

したので、私としてはこれでよかったと、先方から私が受け取 つた2倍 近い 500
万 を電気化学協会へ寄付 して、この件を私 として片付 1す
ま した。
つか￨ま
軽ヽ
この件の真相をどこかに書いておきたいと考えていま した◇そ こで今
回ここに書 くことに したのです。日本側の しかも電池委員会の委員長が何人も害!
き継ぎ、無料でアメ リカの出版物の コピー を会員に配布という国際的な著作権に
報わる問題 を起 こ じていた認識 がなく、この時点で若幸の麦払で解決 した私にお
Lの言葉があつてもしかるべ きものを 『
幹
小澤さんが言わなiす
れば こんなヨピー闘
越は起 こらなかったJと 電池技術委員会の幹事が言つていることは全 く許 じがた
ことです。 こんな人々が日本政府か ら叙勲等 されていることに対 して、私が新
も｀
聞社へその実情を報告 しようと決心 していま した。自分の行いの善悪が判断でき
ないような人が委員長をしてい る日本の学会 (電池技術委員会)は 、私には到底
許せることのできない会です。

Case Western Reserve University化
0.YeageF教 授 く
学科)
私は 1957年 に Duke Universityの
V osburg教授 のところで Mn02で 留学 し、そ
の 1年 後 に Case Westem Reservo大学 の Yeager教授 のところへ移 り、 2年 間燃
料勉韓轟メッ轄命研究 をしま した。Yeager教授 との第 1回 宮の面機では、「
君は
今 PttEDB番
持 つていないのな ら、留学 と しては給与 は年 3000Sしか うちの大学では
蝕ないが、それで も来て くれ るか ?」 当時私は Duke Univertttyか
ら年 6000ド ル
をもらつていま した。Duke Universityで
は Pれ口
D口
は持 つていな くても論文が 15報
以上 あるとい うことで、
Ph.D.Equivalentと
大学で認めたか らの給与で した。Yeager
教授 fま
当時まだ associate Professorで
〜年齢も私よ り 1つ 上とい う若 い方であ争
たので、教授会で Ph・
D.Equivalentを
押 し通す こ とは困難 であつたと思われま じた。
そ こで私はその場 で Yeager先生に年 3000ド ルで Acceptしますか ら契約書を欲
たところ、翌日契約書 を くだ￨さいま した。
しいと申 し上 tず
Dukeか ら Caseへ 移 つてか らの私の仕事 1ま
キ セ ノンガスの吸着 によ る、液体表
面積 の測定で した。この研究にはア メ リカ人の博士課程の人が 3年 近 く行 つて も
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データが取れなくて困 つていたことで、私が手伝 うことになったのです。そ して
この仕事を2ヶ 月で片付けて報告書を出 し、Yeager先生 をぴ つくりさせま した。
要するに学生が真空系が リークするので四 つていたものを、私は リー クの程度を
測定 して立派な結果を出 したのです。それまで学生と Yeager先生は、 2年 間 リ
ークを完全にとめることのみに苦労 していたので、結果が出なかつたので
す。
その2ヶ 月間の研究で、Yeager先生は私の研究力を認め、君には年 3000ドル
では申し訳ないので、他の会社 関係 で年 8000ド ルの大 きな仕事があるからやつ
て くれないかと言 つてこられま した。それ は缶詰の缶をつ くるブリキ (鉄板への
錫 メ ッキをする)の 仕事で した。現在 のメッキ法の問題点はす ぐに話 してはくれ
ませんで したが、今、U.S.Steel社
が世界中でライセンス契約を している技術の添
加剤 として使用 されているものに、発がん性が見つか り、何と しても発がん性の
ない他の添加剤の開発が必要で した。U,S.Steel社
としては、添加剤 く
硫酸溶の Sn
メ ッキ溶 Sno4+H2S04)に 添加 して、半光沢の錫 メッキのできる添加剤の開発を
要求 していて、Yeager先生のところにこの研究が来たのです。
私は、事務局の女性 (タイ ピス ト)に アメリカ中の新化合物 の合成会社へ手紙
を して、新 しく合成 した新化合物をすべて集めさせま した。Yeager先生は、電気
化学的見地から、添加剤 の種類と量で錫電着の分握 を測定するようにとのア ドバ
イス を くださいま したが、私が日本 でやつていたハルセル テス トを使 つて、どん
な有機物 (特に最近合成されてまだ用途の見つか つていないもの)が どう作用す
るかをやってみることに しま した。その結果、有機ポ リマーの中に添加剤として
優れた化含物がた くさん見つか りま した。それは下配 の論文に出ています。
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ッキェ場を訪問 しま した。

この錫 メ ッキ技術は U,SeSteel社
が世界中へ,サルフォンとい う化合物 (これ ら発 が
ん性 をもつ)を 使 つて実用4ヒし、金世界そのメ ッキシステム を流出 していたもの
で した。それで私にす ぐ入社 じて くれ と多額 の入社支度金 を提示 されま したc私
↓
ままず 日本 に帰 つて Pね
.B口
ももらつてか ら帰 つて くるとい うことで一応 この入社
は断 りま したが、Yeager先生は婦 って きた らす ぐ助教捜 に し、2〜 3年 の うちに
畿
S3081ate profetts8軍
俺稼って私 と共にいろいる なや って くれないかと提案 されま
強た。私￨ま
、 通れ らもすべ て断 呼革日本へ婦 りま したが、あとか らいるいると早
く来 て くれ という手紙 が きて、やむな く名古屋大学 の助教授 を退任 して、アメ リ
カヘ移 ることに したのです。
Yeager先生のところは、研究費 は十分 に あ り、フランス、 ドイツ、英国からの
留学生もた くさん毎年来て いま した。また当時世界的有名な電気化学 の大先生方
‐
の衆り 落 ゑ す 力 々 )の 訪問も多 く、私が研究室 の案内役 になつ
(Dttckrisそ
て しまいま した。私はこれでは 自分の研究がで きない と、強硬 に会社 へ出ること
の訣 f傍
を したのです。私がそれ を話 した ら、先生はその こと 花 U00社 の課長を
じ電偽 られた J8ぬ
n Yettger氏
に F早 くAktyaをとれ ど と言われたようで、UCC社
か らぜひ燕 て くれ と、Korが
esch博士か らも声がかか り、私は 5年 間の大学研究を
やぬて馬観$◇機 の種池部門へ入 りま した。
簿2者 中心 魅じた私の得憲 の研究で したので、大変築 じい研究客
そ 晟では、盟鈴
ぽる ぼるや り、新 しい提 案をた くさん出 しま した。Kordesch氏の 私泌側を電気自
動韓i亀
もの り、一緒にや りま したじ1974年 rこ
使 う話iこ
副社長相当のフ ニ日― 趣
しヽあ笠場 をも らい、私独 自の研究予算 を亀つ身分 にな りま した。
導80社 が私 を上 手,こ
使 つて ソ五一 との合弁会社 をつ くるうと した ことrま
前 i塁
書 いた通 りです。また、日本か らた くさんの研究者 を呼び込んだ七 ミナー を しま
した。
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?=聾 響部 か ら二等部 へ移 ヴ銭 々恭教襲 M爵02 の研究予― マ をもらう
理学部の強響報を曜親 ユ好馨 ば9葺基 辱)施 率業 し、二学部の鐘 々慕教授
軽tま
拳覇裁逮へ助手 とに
夕【就職 じ畿 じた。当時は、就職が困難な韓袋であ つたか ら、
ま!寧隷 簿韓業 務電増
まありませんで 装なっ錨検 め能申畿欝 i重
とまも輯 職先 「
督犠稼れ
齢響督構繁 ‐
ゃていたのです。そんなときに五学部 の動手な瞭て熱 て くれ
掩 義惣f鹸
犠静か 姓静う議がきて、私 自身簡毎ヽ
たので輩◇捨 墨警出準部へ 曲か や
す、薗畿 番費
Gか
ま
すた途こる、会社iこ
ら犠苗昌大学二学部へ栄 られた途 々本熊重
最 く鞠められ
先盤で した。私 iま
なんでも実験 をさせてもらえる仕事ならあ りがたthと思 って、
睦 々木先生の仕事をお聞き しま した。研究チr̲マ態与日本 の理解二酸化マンガン
4ま
い技義あ るのに、念湾の会社が、永分が 10%も 含まれ てもヽ
′
乾電池に素晴 らほ
各
のでそのままでlま
寮えない。水を取 つて持 つてきてくれと替 うことで あたが、 こ
の水を取ると電池用 として悪い 劣 化 と確 Mn02な つて しま うので、霜r転
お騒
もヽしたい 量とは、退の電解 M慎転に入つて毎ヽ
ま電池 に進っ
る水を研究 して、 これ↓
て重要な永であるこ迭を証明 して くれなしヽ
か ?と い う研究テー マ輩 じた。

マンガン 畳MD=豊i範
私1ま
乾電池嵐の電解でつくつた 将掬
tr81yti6
郎 電解二酸4ヒ
頼舗富
anese酎
oxide)の水分の研究をはじめました。まず EMDを 3も
8℃で乾燥 じ
て、これ,岳
水分吸簿させるとどこまで水 を吸着するか 番桑験 しま した。理学部の
工学部く1何をしているこ
移か ?と 闘 くので、統電池轟 の 挿協あの表分翻
友人が君fま
究な書えると、彼 らfま
私をFぎ
かに したような 国で見て、稼んだ二等部 亀ま
まそる犠
途二るか?と バ カに したような対応にな りま した。私￨ま
心の中で、そうか理学部
鐘身者は、立派な目寮級の五整塔でもつ くるうと考 える人 々が 多い中で、私態鐘
工学部 でプ レ
学部懇嘉書 逸むて磁電池の稼器 の蕪分測農 という議をすると、君￨ま
ヽ
r l ジゴ
:ヽ
最鶴もっと欝:く器 くる研究捲ヽとでも替 も
た脅場で私鮫夫変残念 で もたが、
馨えられた研究に霞鍵 くまで実験 しているいると砦えま した。
曇翻D》iこ
議嬢 じた電館 蹴殴ぞ て
戦議する水船t哉
下圏C'ようた水蒸気歴の異なる
畿気中で、懇宇型の戦着番する最数を鶴見 しま した。水蒸気圧の異なる場所をつ
くらi & 嬢、院酸 の濃度を 10%、 2(〕
% 、 300/0、
4 6%、 503/。
と したもの をつ くり、
量の串へ畿嬢 した ほ稲Dを ボー トに入れてキ晩置き、く￨の目方の増加から水分吸
｀
っ ゞく
こ
諸量を測定 しま した。 (b女与1官
う。
う

D
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