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序にかえて 

 

 私は、2020 年 3 月 31 日をもって、42 年間勤務した神奈川大学を定年退職するため、最終講義と記念パー

ティーを 3月 14 日に実施する予定でした。ところが、2019 年 12 月に新型コロナウィルスへの感染が中国武

漢で始まり、その後、中国では膨大な数の人々が感染し多くの人が亡くなりました。さらに、海を越えて日

本へも広がってきたため、神奈川大学においても感染拡大防止のために 2020 年 2 月 19 日に当面のイベント

の中止が発表されました。このため、私の退任に伴うイベントも中止することにしました。この冊子は、最

終講義において参加者に配布する予定であったものです。神奈川大学工学研究に掲載した記事とそこでの引

用文献をまとめており、神奈川大学での 42 年間のことは、この冊子に書かれていることに尽きています。こ

こでは、最終講義ではお話しする予定だった、大学に赴任する前のことと、今後について述べておきたいと

思います。 
 

 私は 1949 年、長崎に生まれました。幼い頃の思い出としては、日本はまだ貧しく、街角では傷痍軍人がア

コーディオンを引いている状況でした。また、ソビエトから舞鶴への帰還兵の名前がラジオで延々と流され

ていたのを覚えています。遊びに来た従兄弟を浦上天主堂に連れて行き、瓦礫の山に登ったこともありまし

た。これらは、それぞれ重い現実の一コマであったことを後になって知ることになります。また、ベビーブ

ームの時であり、小学校の時は 1 クラス 55 人くらいで、低学年時は教室不足で二部授業も実施されました。 
 

 私の父方の祖父は小学校の校長でしたが、祖母、伯父叔母、そして父も全て教員でした。このような家庭

環境に育った私は、勉学一筋の真面目な少年でした。子供の頃から理科が好きで、小学校の頃は昆虫採取を

していましたし、中学校の頃はアルコールランプや試験管を買って、畳の上で実験の真似事をしたものです。

高校時代は理科部の部長をして文化祭で銅板の表面処理に関する実験をして展示しましたが、その時に顧問

の先生から、面白い内容だったと褒められたのを覚えています。それが一つの自信にもなって、東大の理 I

を受験し、無事合格することができました。 
 

 長崎から東京に出てくると、交通網の複雑さと地震の多さに驚きました。安田講堂で行われた入学式から

既にヘルメット学生がなだれ込んできましたが、６月になると全学無期限ストになりました。長崎から東京

に出てくるだけだけで大きなカルチャーショックを受けてマゴついていたところに加えて、毎日が授業もな

くクラス討論となり、途方に暮れました。事態は日々、深刻度を増してきました。クラスには革マルシンパ

の学生がおり、「大学解体のために封鎖するか、封鎖阻止するかだ」とアジられ、私は大学に問題はあるが解

体はおかしいのではないかと考え、封鎖阻止すべきだと考えました。全共闘グループが全学で最初に封鎖し

ようとしていたのは本郷の図書館でしたが、私は一人、図書館前の封鎖阻止の隊列に加わりました。最初は

後ろの方にいましたが、次第に前に押し出され、頭の上にはコーラ瓶らしきものが飛んできたりして危ない

な、と思ったものでした。その後も、封鎖は次々に試みられました。私はその度に、今度は死ぬかもしれな

い、と思いつつも、やるべき時にはやるのだと自分に言い聞かせて、封鎖阻止の隊列に加わりました。私自

身は暴力が嫌だったので人に危害を加えたことはありませんが、投石が当たって裂傷を負い頭を３針塗った

り、ゲバ棒がほおに当たって顔が膨れ上がったりしました。おかげ様で大事には至りませんでしたが、この

時に怖れと責任感との間で揺れ動きながらも行動し続けたことにより、自分の心が鍛えられたと思います。

家庭を持ったりすると、そこまでの気持ちにはなれませんが、学生時代は一途でした。もう一つ、私を育て

てくれたのは、地域の子供会活動とも言えるセツルメントサークルでの仲間達でした。夜通し、人生を語り

合ったことは忘れることはできません。 
 

 大学を卒業したあと、神奈川大学に赴任してからのことは、この冊子の中で詳しく述べていますので、こ

こで一旦、話を終えます。退職後どうするのか、という質問を最近多く受けます。しばらくは、溜まってい

るデータを論文にしたり、非常勤講師を努めたりしますが、人生 100 年の時代ですから、次の生き方を考え

ねばなりません。父は私の母校でもある高校で英語の教鞭をとっていましたが、”Brighten the corner where you 
are”という言葉をよく口にしていました。仏教にも「一隅を照らせ」という言葉があります。私もこの言葉を

胸にして何かを実践できるなら、幸せな余生を遅れるのではないかと考えています。 
 

 最後に、これまでお世話になった全ての皆様に感謝して、「序にかえて」を終わらせていただきます。 
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想 

42 年間の 大学での思い出 

 学  

Memories of 42 ears in anagawa Uni ersit  

Mana u GA A  

 
１．はじめに 

私は 1978年 4月 大学生 技術研究 にて博士課程修了後に

工学部応用化学科 中研の助手として本学に 任した 大学

工学部の各研究室は主宰教員と 助者という構成だが 私が 任す

る前は 部技術員が 中先生の前任の 先生の研究室の時代から在

籍しておられたが 工学研究 の前 である電子 室に移動さ

れて ができたことによる人事であった 様々な経 をするうち

に 70 となって 2020 年 3 月に定年となるが この機会に本学で過

した 42 年間について 研究面と教育面で振り返りたい  

２．研究活動を振り返って 

私は に関する研究で博士号を取得したが 任した の 中

研では 見 の分 や ン クロ トグラフィーの研究を進め

ていた 中先生からは自 に研究テー を えて良いと われて

はいたが 工業分 化学研究室であり 研究室の趣旨に沿った研究

として何をするか思い悩んだ 大学院で研究した は 当時

いよいよ実用化しようという であり もう研究テー にはなり

えないと思っていたので については 過 の研究に 定し

て けることにした しかし これだけではテー が す るため

き き 見 の 質 査の研究を学生とともに進めたが 見るべ

き成 を出すことができなかった この当時 助け となったのは

以下の二つのことだった 一つは 当時 私の 大時代の であ

る 先生が応用化学科の教授として在籍しておられ 当時の専

社 現在の 事業 ン ー から「クラ ン ーテルによるカ

ムの分 」という委 研究テー を 先生を して いたことで

ある クラ ン ーテルの研究は当時のはやりであったが 日本

からクラ ン ーテル ーを試 として く の大きな

を得て いくつかの論文を くことができた 代 的な論文は ク

ラ ン ーテルの環 と ン ン の 合性と ンの

性とクラ ン ーテル ーとの 和性との組み合わせに

より ンと ンとの 時にクロ トグラフィー分 する

という論文であり Anal. hem.に されている もう一つは 当時

分 化学 手会が 大学の分 化学系の研究室メン ーを中 に

組織されたことである 私はこれを って 参加するために に

向かった 特に を してというわけではない一 からの参加

者であったために 手会設立メン ーからは かれつつも大

され 研究上の悩みについても議論することができた さらに

中先生からの かい ましもあって 研究成 をある程度出しなが

ら助手の時代を ることができた  

任して 6 年が経ち 中先生が定年を えられ その後任として

私が新たに研究室を主宰することになった 私は学生時代から環境

関 の研究をしたいと えていた 中研の助手となって 見 の

査研究を めたのは その では良かったのだが 私自 は環境

関 の研究経 がなかったので 研究という ルに し上げるこ

とができなかった その の 大学工学部の 手は 在外研究

員として外 で研 を ことが されていた 私は当初 「外

に行くのは を けに行くようなものではないか」と思っていたが

経 した人と す中で 外 での研究経 も 意 かもしれないし

そうなら環境科学関 の研究室にと え カ フ ルニア工科大学

で の研究をしていた ル・ フ ンの研究室で研究すること

にした その 細は 以前の工学研究 報に しく いている 1

ので すが めて 意 な一年であった  

1987 年 9 月の 後 の年度から の研究を めることにして

まずは の 取機 くりと 取地 しを めた アメ カでは当時

自動 取装置が使われていたが これは 発生地 に装置を置

いておくと の発生を装置が して自動的に を 取するという

ものである しかし日本ではこのような装置はなく が発生しそ

うな に研究者が に装置を って出向き の発生を し見

り が発生するとス ッ を入れて を 取していた 私は卒業

研究として取り組 には自動 取装置を作ることが必 だと

えた 運よく 4 月から科学研究 を取得したので 従来 の 取機

を作っていた 工業研究 に 本的な設計指 を え 作を

した 取地としては の の主人の 自 を たり

この の先 と目された当学科卒業生で はもう 人となられた関

一さんが 員として く を たりしたが 最 的に

は大 社の 意により境内に装置を置かせてもらうこと

になった  

1988 年から 取を め 雨よりも成分 度が 10 多く 平 pH

としては１低い が に発生していることが 認された そこで
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最初の学会発 を計 したところ その要旨を んだ ス 関

者から取 を受け その後 々に取 を受けることになった そ

の当時は環境問題が が でもクロー アップされはじめた時期で

あったこともあり その後の数年間で 全ての新 と すべて

のテ ン ル ラ で報 されたと って良いと思う 最

初にこの 事を 当したのは佐 出 の学生であったため

に を ろうと しながら佐 大学で行われた学会で発 をして

もらったが テ カメラが 々の発 のために会 に 置されて

いた 学会の合間に私は その学生の運転で 性雨による立ち

れがあるとされていた の に見学に向かったが その

の中で れていたカーラ のニ ースで 大学から 性

の研究発 があったと されたのにはびっくりした H のク

ロー アップ現代にも されたが それを見ていた出 地長 の

中学の かしい から 長 の自 に電 があったりしたもの

だった これまで の ー は日本では少なかったところに 々

と新しい ー が出たので き きしばらくは 目され けたが

学会の 会で 大の先輩にあたるある先生から 「低い pH の

が出たら 研究室の で をあげるのですか」と われた ま

た ある学会 の 性雨関連の解 事で名指しされてはいないも

の「低い pH が されて 研究者」という文 が かれていた

かに ス は低い pH の ということで びつき 低い ど

ン ーシ ルな 事になる しかし 私たちは ス で取り上

げられるために研究しているわけではない これらの は 学問

として い研究にしようという決意を新たにする 機となった  

の 取は当初 大 社の下社に自動 取装置を設

置し の発生 度の高い のみの 取であったが その後 一年

中の 取とし 一 学生が に 取に出向くことを 装置を

する 2015 年まで けた さらに 1992 年からは大 全 での

大気 物質 の 高分 を月 とに 査する研究へと 事を

大していった 対 も受動 取装置による 取 向

視程の と げ 2011 年から 2015 年までは の

割 での も行った 大 全 の 取を めた当初は 大 内助

手と 当する学生によるものであったが 大 内助手の転出後は

私も学生とともに に るようになり 最 年度までこれを けた  

性雨と 林 は いつも びつけて報 される 1990 年代初

のある学会でこの趣旨の 会が され 私も 者の一人と

して された の後の総合討論の時 年 の研究者から 「

物は んな理 で れる 性雨で れた のある があるなら

ってみなさい」という 発 があった 者の多くが る中で

私は 能性があるのではないかと主 したが でしかないこ

とに さを じた そこでこの 会が わった後 違いである

ことを みず 性 の 実 を める決 をした 当 一人

ではできるはずもないので 当時 本学の生物教室を主宰しておら

れた大 先生の 協力を得て 事を めた をどこで入手す

るか 性 をどのように発生させるか 最初は全てが手 りだっ

たが して を けることにより 性 で の は

的な を受けることが 認された この研究成 は 内学会での

発 までは問題なく進んだが 外 の 文 に投 したところ こ

れまでの分 とは全く違う 物の専 の査 がなされ 主に

の統計的 理を って 大な メントが返ってきた 生物は 々に

性が大きく なるためであるが 分 による や え方の違い

に きながら に一つずつ 論し 事 させることができ

た 性 と 林 に関する研究の 論としては のようにまと

められると思う  

pH3.5 以下の は 物の に 的な があるとされているが

雨ではそこまで下がることは 多にない しかし 都 近 間部

では 近年は改善されてはいるものの 性度の高い が に発

生している その主な原因は 都 部で発生する 化物が 化

されて スとなり 大気中の が少なく も さい

に高 度で取り まれることによる 性 が の に する

とク クラ ックス を かし の内部のカルシ ム ン を

かし出す 現 で 害のないス の 合 性 でも からの ッ

クス の 出がない ンの が指摘されているが 高 度

ンが すると への は まる というものである 2  

の研究を した後 にも を ち 研究を した 最

初は どうしたら が発生するのかというところから試行 で

あったが さ 10cm の発 ス ロール上に ったテフロンシート

の上に に け方に発生することを 認し 本学 上でス ロー

ルを大 の の上に置いて質 の経時変化を 定することにより

の発生と を し 連 を行った の研究はその後

当研究室の 内 が取り組み は の研究で博士号を取得した

その後さらに だけでなく の科学として 雨や の研

究も めた 横 では の発生は だが は に発生する

は視程 1km 以内であるが とは 1km 以上 10km 以内 度

75%以上の現 である では として試 を集めることができ

るが では が少ないため それができない 試行 の

の を 化 グ シ ムで ーティングしたスラ ド ラス

上に させて生じる の と 数を 定して大気中 を求

め アロ ル中の 性成分 から 度を 出した この の

pH を求めるのがまた一 だった 大気中の が めてわずかな

ので分 時には を 1000 以上増やさなければならない 他の成

分は を変えても物質 は変わらないが ンは を変

えると成分の解 度が変わるので 単 計 できない 最 的には

定により 中和成分 を求め 平 計 により pH を求めること

により もや は 0.1M にもの る高 度だが pH は 5 前後とな

り 性にはならない という 論を得て論文とした この の

事は して 10 年以上かけてまとめたことになる  
の研究に関連しては の 会議のことに れなければなら

ない の研究を してしばらくして 大 内助手が の 会

議が組織されたことに気がついて教えてくれた それは是非とも参

加しようということで ンクー ーで かれた第一 会議に
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二人で出向いた この 会議は 人前後の 学会であった

が カ の環境 のシ メ アーさんの びかけによるもので

自 は 地 にある 発 上 で 雨は らなくとも は発

生するので の上に 取の大きな ットを り を 保しよう

という活動を進めていた らのロ ンに を受けるとともに

非 に 的な 気であったことから この学会のフ ンになり

日本でも将来是非 したいと思った この学会は 年 とに

かれたが 年の第６ は立 して日本 となった に

あたって 私が日本の組織委員長となり 大の 先生 大

立大学の 中先生 大学の大 内先生が 委員長となって

会を 備した また プログラム委員長にはかつて フ ン研で一

に 事をした 間である ロラド大学の フ・ ット教授に

めて いた この会の 備の だけでも長くなるので 細は割

愛する 最 的には 横 ン で し 成 裏に える

ことができた 成 の は 委員長の３名の先生方を中 とした

組織委員の さんの一 と運営資 が 分に 保できたこと

それに横 ン ンシ ン ーロー の い 助にあったと え

る 私はこの会議の の２年前位から 資 助の きに

われ の連 に一 一 したものだった  

以上は の研究を中 にした環境関 の研究 だが 研究室

では を中 とした分 化学の研究も 行して行ってきた

の研究は 性 と ン を用いた研究が主であった

性 は 性物質を 的に 過するという面 い性質があり こ

れは生 の 過にも じる原理である 主に をテフロン

メン ランフィル ー上に ーティングした を用いて研究を進め

この工業的な 用も期 したが 過特性を らかにすることまで

で時間 れになりそうである もう一つは ン の研究で

これは 度 を 動力して 内に した様々な ンとの

作用を 用した 過である また 二 の を使い

ン ン アルカ と

置すると 中の ンと ンがそれ れ ンと

化物 ンと ン し ンと 化物 ンは 応

して になる このシステムは に使えるということで 中和

（  ） と 打って論文化した 発 当

時は多くの会社の研究者に 目されたが その後も とロシアの

研究者が関 を ち 私がこの研究をやめた後もこの方 の研究論

文が つか出されている  

年 原発の 発事 により 大 の 性物質が な

地域に した 私は分 科学を研究するものとして 日本のこの

大問題の解決に少しでも役立ちたいという思いから 対 を様々

に検討した その 除 物中の シ ムを電気 動で移動

させ 特 的な を用いて シ ム ンのみを除 し

物を減容するという技術の 発を現在進めている  

． 活動を振り返って 

以上に述べたように研究活動を進めたが 研究室運営や大学行

との関わりについても れておか ばならない  

本学に 任して 大の少人数の研究室から 多数の学生を 手に

することに ったが 特に な は卒業研究発 会だった

当時は 教室で学科の全教員が って ３日間くらい から 方

まで かれていた 発 後の質問は しく 学生 は立ち 生す

るので たまらず私が立って質問に えたものだった 当学科は以

前から が んで の さで研究室が 化されている

ような 気を じたので 私は学生 とともに の に

打ち んだ 私の 手の 指は がっているが これはその時の

での き指によるものである 最初は学科の 気に めず

発していたが 第に学科に け んでいった に った先

生としていずれも 人となった 先生 西久保先生 村先生を

げておきたい 先生は 容力のある の い 分 の先生であっ

た 西久保先生は とても い方であり 最 目 は非 によく一

して するものがあったが どういうわけかそのプロ スは

180 度 なった そのため 私が になって教室会議に参加する

ようになると対立することが多かった このころの学科の教室会議

の 気は自 活発であり 激しく議論しても最 的に決まったこ

とは で協力して実行しようという 気で 集 のあり方として

理想的なものであった 村先生は私が助教授だった に 業の研

究 長から転 して 任された 非 に学生思いの先生で 研究室

学生の 会を 年 かれていたが そういう大学の研究室を私は

いたことがない また み会を研究室でよく いておられたが

学生から 年らしい人生の悩みを き出して議論することのできる

先生だった  

私は最初の６年間は助手であったが その後 研究室を主宰する

ことになった 試行 の連 であったが 学生 と気 ちを一

つにして初めて 事は発展する という思いで研究を進めてきた

その間に４人の方に助手になっていただき それ れに協力して

事を進めていただいた 下助手 大 内助手 本特別助教

特別助教であり 現在それ れ 上 大学教授 大学教授

大学 教授 理工科大学 教授として活 している なお

最後の３年間は テランの 技術員が当研究室に され し

くも かい実 指導をしていただいている  

研究室運営の中での な出来事として A の自 がある あ

る日の 教授室で学生が 化 で自 しているから 至

大学に来るようにという事 連 があった いで大学に出向くと

多くの事 員の方が 23 号館の前に 機していた の方はすで

に入り はなさそうだということで 私は他の事 員の方と

ともに 23 号館に入り A の にも対面した を んだ も

あった の動機はわからないが その は 活動の時期だっ

たのでそれが一因ではないかと された その日の 後には学生

部長 とともに A の 自 に い事実関 を報 した お

とお には研究室の学生や卒業生が 参 してくれた の

学生 より少し れて会 を出たが 出 で が っており

その の気 いが かった その後 一

とお 参りをして とも す機会があったが 「研究室の様子

で気 いていてもらっていたら」と われたのが に った  
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最初の学会発 を計 したところ その要旨を んだ ス 関

者から取 を受け その後 々に取 を受けることになった そ

の当時は環境問題が が でもクロー アップされはじめた時期で

あったこともあり その後の数年間で 全ての新 と すべて

のテ ン ル ラ で報 されたと って良いと思う 最

初にこの 事を 当したのは佐 出 の学生であったため

に を ろうと しながら佐 大学で行われた学会で発 をして

もらったが テ カメラが 々の発 のために会 に 置されて

いた 学会の合間に私は その学生の運転で 性雨による立ち

れがあるとされていた の に見学に向かったが その

の中で れていたカーラ のニ ースで 大学から 性

の研究発 があったと されたのにはびっくりした H のク

ロー アップ現代にも されたが それを見ていた出 地長 の

中学の かしい から 長 の自 に電 があったりしたもの

だった これまで の ー は日本では少なかったところに 々

と新しい ー が出たので き きしばらくは 目され けたが

学会の 会で 大の先輩にあたるある先生から 「低い pH の

が出たら 研究室の で をあげるのですか」と われた ま

た ある学会 の 性雨関連の解 事で名指しされてはいないも

の「低い pH が されて 研究者」という文 が かれていた

かに ス は低い pH の ということで びつき 低い ど

ン ーシ ルな 事になる しかし 私たちは ス で取り上

げられるために研究しているわけではない これらの は 学問

として い研究にしようという決意を新たにする 機となった  

の 取は当初 大 社の下社に自動 取装置を設

置し の発生 度の高い のみの 取であったが その後 一年

中の 取とし 一 学生が に 取に出向くことを 装置を

する 2015 年まで けた さらに 1992 年からは大 全 での

大気 物質 の 高分 を月 とに 査する研究へと 事を

大していった 対 も受動 取装置による 取 向

視程の と げ 2011 年から 2015 年までは の

割 での も行った 大 全 の 取を めた当初は 大 内助

手と 当する学生によるものであったが 大 内助手の転出後は

私も学生とともに に るようになり 最 年度までこれを けた  

性雨と 林 は いつも びつけて報 される 1990 年代初

のある学会でこの趣旨の 会が され 私も 者の一人と

して された の後の総合討論の時 年 の研究者から 「

物は んな理 で れる 性雨で れた のある があるなら

ってみなさい」という 発 があった 者の多くが る中で

私は 能性があるのではないかと主 したが でしかないこ

とに さを じた そこでこの 会が わった後 違いである

ことを みず 性 の 実 を める決 をした 当 一人

ではできるはずもないので 当時 本学の生物教室を主宰しておら

れた大 先生の 協力を得て 事を めた をどこで入手す

るか 性 をどのように発生させるか 最初は全てが手 りだっ

たが して を けることにより 性 で の は

的な を受けることが 認された この研究成 は 内学会での

発 までは問題なく進んだが 外 の 文 に投 したところ こ

れまでの分 とは全く違う 物の専 の査 がなされ 主に

の統計的 理を って 大な メントが返ってきた 生物は 々に

性が大きく なるためであるが 分 による や え方の違い

に きながら に一つずつ 論し 事 させることができ

た 性 と 林 に関する研究の 論としては のようにまと

められると思う  

pH3.5 以下の は 物の に 的な があるとされているが

雨ではそこまで下がることは 多にない しかし 都 近 間部

では 近年は改善されてはいるものの 性度の高い が に発

生している その主な原因は 都 部で発生する 化物が 化

されて スとなり 大気中の が少なく も さい

に高 度で取り まれることによる 性 が の に する

とク クラ ックス を かし の内部のカルシ ム ン を

かし出す 現 で 害のないス の 合 性 でも からの ッ

クス の 出がない ンの が指摘されているが 高 度

ンが すると への は まる というものである 2  

の研究を した後 にも を ち 研究を した 最

初は どうしたら が発生するのかというところから試行 で

あったが さ 10cm の発 ス ロール上に ったテフロンシート

の上に に け方に発生することを 認し 本学 上でス ロー

ルを大 の の上に置いて質 の経時変化を 定することにより

の発生と を し 連 を行った の研究はその後

当研究室の 内 が取り組み は の研究で博士号を取得した

その後さらに だけでなく の科学として 雨や の研

究も めた 横 では の発生は だが は に発生する

は視程 1km 以内であるが とは 1km 以上 10km 以内 度

75%以上の現 である では として試 を集めることができ

るが では が少ないため それができない 試行 の

の を 化 グ シ ムで ーティングしたスラ ド ラス

上に させて生じる の と 数を 定して大気中 を求

め アロ ル中の 性成分 から 度を 出した この の

pH を求めるのがまた一 だった 大気中の が めてわずかな

ので分 時には を 1000 以上増やさなければならない 他の成

分は を変えても物質 は変わらないが ンは を変

えると成分の解 度が変わるので 単 計 できない 最 的には

定により 中和成分 を求め 平 計 により pH を求めること

により もや は 0.1M にもの る高 度だが pH は 5 前後とな

り 性にはならない という 論を得て論文とした この の

事は して 10 年以上かけてまとめたことになる  
の研究に関連しては の 会議のことに れなければなら

ない の研究を してしばらくして 大 内助手が の 会

議が組織されたことに気がついて教えてくれた それは是非とも参

加しようということで ンクー ーで かれた第一 会議に
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二人で出向いた この 会議は 人前後の 学会であった

が カ の環境 のシ メ アーさんの びかけによるもので

自 は 地 にある 発 上 で 雨は らなくとも は発

生するので の上に 取の大きな ットを り を 保しよう

という活動を進めていた らのロ ンに を受けるとともに

非 に 的な 気であったことから この学会のフ ンになり

日本でも将来是非 したいと思った この学会は 年 とに

かれたが 年の第６ は立 して日本 となった に

あたって 私が日本の組織委員長となり 大の 先生 大

立大学の 中先生 大学の大 内先生が 委員長となって

会を 備した また プログラム委員長にはかつて フ ン研で一

に 事をした 間である ロラド大学の フ・ ット教授に

めて いた この会の 備の だけでも長くなるので 細は割

愛する 最 的には 横 ン で し 成 裏に える

ことができた 成 の は 委員長の３名の先生方を中 とした

組織委員の さんの一 と運営資 が 分に 保できたこと

それに横 ン ンシ ン ーロー の い 助にあったと え

る 私はこの会議の の２年前位から 資 助の きに

われ の連 に一 一 したものだった  

以上は の研究を中 にした環境関 の研究 だが 研究室

では を中 とした分 化学の研究も 行して行ってきた

の研究は 性 と ン を用いた研究が主であった

性 は 性物質を 的に 過するという面 い性質があり こ

れは生 の 過にも じる原理である 主に をテフロン

メン ランフィル ー上に ーティングした を用いて研究を進め

この工業的な 用も期 したが 過特性を らかにすることまで

で時間 れになりそうである もう一つは ン の研究で

これは 度 を 動力して 内に した様々な ンとの

作用を 用した 過である また 二 の を使い

ン ン アルカ と

置すると 中の ンと ンがそれ れ ンと

化物 ンと ン し ンと 化物 ンは 応

して になる このシステムは に使えるということで 中和

（  ） と 打って論文化した 発 当

時は多くの会社の研究者に 目されたが その後も とロシアの

研究者が関 を ち 私がこの研究をやめた後もこの方 の研究論

文が つか出されている  

年 原発の 発事 により 大 の 性物質が な

地域に した 私は分 科学を研究するものとして 日本のこの

大問題の解決に少しでも役立ちたいという思いから 対 を様々

に検討した その 除 物中の シ ムを電気 動で移動

させ 特 的な を用いて シ ム ンのみを除 し

物を減容するという技術の 発を現在進めている  

． 活動を振り返って 

以上に述べたように研究活動を進めたが 研究室運営や大学行

との関わりについても れておか ばならない  

本学に 任して 大の少人数の研究室から 多数の学生を 手に

することに ったが 特に な は卒業研究発 会だった

当時は 教室で学科の全教員が って ３日間くらい から 方

まで かれていた 発 後の質問は しく 学生 は立ち 生す

るので たまらず私が立って質問に えたものだった 当学科は以

前から が んで の さで研究室が 化されている

ような 気を じたので 私は学生 とともに の に

打ち んだ 私の 手の 指は がっているが これはその時の

での き指によるものである 最初は学科の 気に めず

発していたが 第に学科に け んでいった に った先

生としていずれも 人となった 先生 西久保先生 村先生を

げておきたい 先生は 容力のある の い 分 の先生であっ

た 西久保先生は とても い方であり 最 目 は非 によく一

して するものがあったが どういうわけかそのプロ スは

180 度 なった そのため 私が になって教室会議に参加する

ようになると対立することが多かった このころの学科の教室会議

の 気は自 活発であり 激しく議論しても最 的に決まったこ

とは で協力して実行しようという 気で 集 のあり方として

理想的なものであった 村先生は私が助教授だった に 業の研

究 長から転 して 任された 非 に学生思いの先生で 研究室

学生の 会を 年 かれていたが そういう大学の研究室を私は

いたことがない また み会を研究室でよく いておられたが

学生から 年らしい人生の悩みを き出して議論することのできる

先生だった  

私は最初の６年間は助手であったが その後 研究室を主宰する

ことになった 試行 の連 であったが 学生 と気 ちを一

つにして初めて 事は発展する という思いで研究を進めてきた

その間に４人の方に助手になっていただき それ れに協力して

事を進めていただいた 下助手 大 内助手 本特別助教

特別助教であり 現在それ れ 上 大学教授 大学教授

大学 教授 理工科大学 教授として活 している なお

最後の３年間は テランの 技術員が当研究室に され し

くも かい実 指導をしていただいている  

研究室運営の中での な出来事として A の自 がある あ

る日の 教授室で学生が 化 で自 しているから 至

大学に来るようにという事 連 があった いで大学に出向くと

多くの事 員の方が 23 号館の前に 機していた の方はすで

に入り はなさそうだということで 私は他の事 員の方と

ともに 23 号館に入り A の にも対面した を んだ も

あった の動機はわからないが その は 活動の時期だっ

たのでそれが一因ではないかと された その日の 後には学生

部長 とともに A の 自 に い事実関 を報 した お

とお には研究室の学生や卒業生が 参 してくれた の

学生 より少し れて会 を出たが 出 で が っており

その の気 いが かった その後 一

とお 参りをして とも す機会があったが 「研究室の様子

で気 いていてもらっていたら」と われたのが に った  
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この事 の後に 中 学長から学生生活 部長になって しい

という があった 私は A の しさを み取れなかったことへの

の意 もあって き受けることにした 任後 まずは学生

の 望に応えたいと思い 本学で発行されている学生生活 査

報 の中の学生 の を集めている ー を に んでみる

と に学内で が行われていることに多くの があるこ

とが み取れた そこで 学内を にする活動に取り組んだ そ

のためには 施設を作ることと 室以外での を取り

まる 作りが必要である 事 との議論を重 て 施設作

りは に 工されたが 作りは した 最初は を り

以外での を 格に取り まるために違 者の本人特定の

方 までを織り んだ を作り 全学部の教授会にかけたところ

いくつかの教授会で 対された 止 を得ず 違 者特定部分を

めて 再度提出し 決された 振り返れば 最初の案は否決されて

よかったと思う それから何年か経ち 少なくとも学内での違 者

は されたと っていいだろう 格に 用することだけがいい

わけではないことを学ばされたことだった この にあった 4 年間

は に を いられたが 様々な経 をさせていただいた  

大学での教育行 に関しては学科主任の か 人評議員に

された 教学 出の 人評議員はあまり発 しない になってい

たようだが 私は学部から一人 出されているのだから 学部を代

して発 しなければという い思いで んだ 院生の授業 減

や 教育研究活動 の改善に関する要望での発 が多かったと思

う 人評議員の２年目の 中から 議長に指名され 評議員会を

活発な議論の に と びかけて 人評議員としての活動は わっ

た  

最後に 最も重要な のことにも れておく 授業は分 機

分 環境化学 実 多くを受け った ながら

学生 の私の授業への評価は 々であったし 試 のでき 合も

がっかりするのが のことだった しかし中には 1 年から 年試

を受けて 4 年目で必 に勉 したのか非 に良い成 を取る学

生もいて それは大変 しいことだった やって良かったと思うこ

とは 授業の 了後 日の授業でわかったことと 問 を かせ

たことである の授業ではその中の主な質問に えるようにし

たが 中には非 に面 い からの質問をする人がいたり く

立 の受け取り方を ることにもなり 非 に 意 だった  

． りに 

任最後の年に当たって これまでの学生 の実 ート を

理していると 一人一人のことが思い出されるとともに たくさ

んの ー をきちんと 理して している多くの卒業生に がさ

がる思いである これまで 研究室で 120 報程度の原 論文を す

ことができたが いずれも学生 との 作業の 物であり 学

生 の 的な学問上の に から したい  

本学での 42 年間を振り返ると やりたいことを自 にやらせてい

ただき 大変ありがたいことだったと思う 本学 特に当学科のこ

とを振り返ると 全教 員が学生 に愛情を って んでいたこ

とが学科の特質であったと える 私は の日本の長 のように

研究室を えて学生や教 員が れ合う当学科が きだった 人と

の き合いはまず からであるが 近年は しない学生が増え

てきたようで に思う 当学科の良き 統を 是非いつまでも

けて しいものである  

最後にいくつか要望を述べておきたい 2021 年にはみなとみらい

に ン スがつくられ 平 から理学部が移転してくる 是非

力を合わせて理工系研究 になって しい 研究の発展には人

を要すが い人を大事にして しい 特に特別助教に在外研究の

機会を えて しい 私自 もそうであったように い時に外 で

学 ことは得るところが大きく 本人の成長につながるのは間違い

ない 特別助教は長くても 10 年の任期制なので 在外研究員で得た

ことが 期的には 本学の発展に できないかもしれないが

い人を在外研究員として 外に することは日本の科学の発展

に本学として することになる また 多くの活発な研究者が

大学を に生み出され 大学の枠を えた研究の ット ー

クがつくられることにもつながるであろう もう一つ望みたいこと

は 院生だけでなく学部学生 の学会発 に対する の

助である 本学の理工系学部の学生の大多数は 4 年で卒業してい

る らに学会参加の機会を えると大きな 激が得られ 大学院

への進学意 も高まることは経 的にも実 されるところである

学生は卒業「研究」を行っている以上 その研究経 の一環として

発 する機会を得ることは教育的にも意 いことではないだろう

か 研究は 学生と教員が一 となって進めて初めて大きく前進す

るものである 本学の研究 ルをさらに上げるためにも是非とも

実現して しい  

本学では建学の として 質実 健 進取を げている

進取はわかりやすいが 質実 健は分かりにくく 学生

姿の カラ学生を メー する向きもあるかもしれない 私は質実

健とはス ンドプ ーではなく 目立たないがやるべきことをき

ちんとやることではないかと思う 本学においては えば 保健室

の学生への手 い 士見研修 の ではないが のこ

もったもてなし 学内の行き いた 除 に現れていたと思うし

それは 当者の つ学生への愛情と 意によるものと思う 私はこ

のような地 なことに を めていく 大学の姿 こそ る

べき日本の 者を作る 地となるのではないかと思っている  

最後に 大学の一 の発展を うとともに 関わっていた

だいたすべての 様と 大学にお を述べて わりとしたい  

ありがとう いました  
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１．  

最近 「 は になるとは りません ン ー の 界で

は が にもなります 新 新 も力をあわせれば 」と

子の でス ー をした その後 「え が にならない

んだって 」と が多くの人に われたそうである の定 が

なれば いろいろな えが出てくる それだけのことで 一 の

人がそんなに ン クトを受けたことに しろ いた  

数学が きな学生に その理 をアン ートで ると「数学の

えは とつ」というのがよく見られる ところが ここ ， 年の

私の研究テー は「数学の えは とつではない」である すなわ

ち ある が成り立つことも 成り立たないことも に正しい

ということである 「そんなのは論理ではない 」と思うかもしれな

い しかし 現実的に えば が なれば じ行 でも 一方

では合 的だが 他方では に問われる 論理を 使していても

論が 対になるのは しくない  

何 そんなことが こるのだろうか 実は「 理」という が

あり それは せずに認める数学の論理の大前提である 従って

真 の 理からは 真 の が得られても何ら 思議ではない

それでも どちらか一方は専 から見ても 想外の になる

ことが多い そこが この研究の である  

 

２． を め  

横 立大学の文理学部を卒業後 その大学に大学院がないので

教育大学大学院の理学研究科修士課程（現在の博士課程の前期）

に入学した そのまま せずに自 な時間が しかった私には

大学院入試のための情 のない数学の勉 は本当につらかった そ

の の大学院の入試はかなり き であった にもかかわらず やっ

た問題が出題されたため合格できた しかし 大学院に進学したも

のの 数学に対する情 は生まれてこなかった  

 そんな で 数学に対する能力などあるとは 思えなかった

実 修士論文は いたが 活 にならなかった それでも 数学

をやった だけでも したいと 大学大学院の博士課程（現

在の博士課程後期）に進んだ そして最初に解いた問題は すでに

やられていた ロシア の論文だったので 気 かなかったのであ

る その後のある日 それに関連して 二日 いの んやりした

で らめいたことを 論文にしてみた 指導教授は「特 過 る」

と評価しなかったものの 教授は「なかなか面 いから 外の

専 に投 してみなさい」と ってくれた それに従ったところ

その論文は 想外に受理された しかし 思いつきだけで

をしていない分だけ 何の自信にもつながらなかった  

 年 月のこと にも自分の意識をこれまでになく高 さ

せることができた 思議なくらい くその は れた 年

月から 月にかけてのことであった 私は 年 月生まれなの

で になる 前のことである 最初の二日 いの論文が きれ

いな形になることに気が いた しかし 指導教授にはまたも「特

です 」と われた 一方 教授は「面 い」と 外の専

への投 をまた めてくれた 私も自信があったので になっ

た 後くらいに これを論文にしてアメ カの専 に投 した

それも受理された 実 その論文は少なからず 用されている  

その論文投 後に一 ついてから 間後であろうか に

ーランドの数学者 の問題の えが らめいた らめ

きが立て けに れ 自分でもびっくり した 度は指導教授

にも「 外の専 に投 すれば 受理されるだろう」と っても

らえた 振り返ってみると された問題を解いたのは まで

の 年間で 実はこれが最初で最後のものだった 論文にまとめた

後に かが提 した問題の えだったと ることは 何度かあっ

たけれども  

 中に目が めて 自分の をつ ってみたが （ けていたた

め） くなかった 「やはり だよな」と思いまた た しかし き

てみて でなかったと ったとき びに が震えた こうして

私は数学の研究には 情が大いに関 することを した 私に

も数学研究の能力があるかも と 初めて じた そして 数学者

になりたいと真剣に思い めた  

 年後の になった 教授の で本学工学部の非

として 用された これは 年後の専任 用への が かれてい

教授 数学教室 
Professor, Dept. of Mathematics 
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解説 膜 シ リー ズ14

中和透析法による脱塩

井川 学

神奈川大学工学部
〒221-8686横 浜市神奈川区六角橋3-27

(1998年1月5日 受理)

要 旨
中和透析法は ドナン透析法を応用 した新 しい脱塩法である。陽イオンは陽イオン交換膜を通
して水素イオン と交換 し,陰イオン は陰イオン 交換膜を通して水酸化物イオン と交換すること
により,脱 塩室内で脱塩 と中和反応が連続的に進行する。この方法では弱酸や弱塩基 も強電解

質と同様に除去され,水 溶性シリカのように他の方法では除去が困難な物質も効率よく除去さ
れる。電解質と非電解質のイオン交換膜透過性は異なるので,中 和透析法によるそれ らの相互
分離も可能である。このようなことから,中 和透析法は超純水の製造や食品工業における脱塩
等への実用化が望まれる。

1.は じめに

中和透析法は,1985年 にわれわれが発表 した
新 しい脱塩法である1)。これ以前にわれわれは,
圧透析用の膜 として知られるモザイク膜の機能を
システムとして実現するモザイ ク膜システム2)を

発表 していたが,中 和透析法はモザイク膜システ
ムの新たな発展を模索する過程で生まれたもので

ある。図1に 中和透析法の脱塩機構を示すが,こ
の原理は ドナン透析を応用 してお り,塩 溶液がカ
チオン交換膜に よって酸(HA)と 隔てられ,ア
ニオン交換膜 によってアルカリ(BOH)溶 液 と

隔て られたセルにおいて,脱 塩室 の陽イオン
(M+)と 陰イオン(L-)は 水素イオン と水酸
化物イオン にそれぞれ交換 し,連 続的な脱塩が中
和反応 と同時に効率よく進行する。中和透析法に
は市販のイオン 交換樹脂膜が利用され,電 位差,
圧力差等の外部エネルギーを全 く必要としない。
脱塩の駆動力は濃度勾配のみであるが,膜 内のイ
オン との交換反応によって塩は移動するため脱塩

速度は極めて速い。

この中和透析法による脱塩については,そ の後

も私の研究室のほか3-5),ロ シアのDenisovや チ
ェコのBleha等 により研究が進められている6-9)。

本法の用途 として第一に考えられ るのは超純水の
製造であるが,超 純水はフロンに代わる半導体の
洗浄剤 として,今 後の需要の大 きな伸びが予想 さ
れる。現在の超純水製造 プロセスは,多 くの分離

Fig. 1 Schematic ion transport: a, anion-exchange 
membrane; c, cation-exchange membrane; B,

 base solution compartment; D, desalination 
compartment; A, acid solution compartment.

(20)
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技術の組み合わせにより行われている。中でもイ
オン交換樹脂法は脱塩水の純度が高いために必要
不可欠となっている。しかし,こ のプロセスは間

欠的な再生を必要とし,樹 脂からの有機物の溶出
によるによる汚染もある程度まで避けられず,非
電解質,弱 電解質の除去が困難であるなどの問題
もある。これに対 して本法は,イオン 交換膜を用
い中和を同時に進行させることによ り効率よく脱

塩を行 う連続的な純水製造法であることから,汚
染の可能性も低 く,イオン 交換樹脂法に代わ り得
る脱塩法 としての可能性が高い。また,発 酵工業
において微生物の生体毒 となる有機酸の除去にこ
の方法を用いる試み もあ り,食 品工業 も一つの有

力な中和透析法の利用分野であろ う。
本解説では,強 電解質と弱電解質の脱塩挙動を

主に平衡論の立場で説明するとともに,水 道水の
脱塩結果と食品工業への応用について述べ,最 後
に実用化に向けた課題を述べる。

2.中 和透析法 による脱塩挙動 の予測

(1)強 電解質の脱塩
中和透析装置の一例を図2に 示す。脱塩溶液は

陽イオン 交換膜,陰イオン 交換膜により酸,ア ル
カリ溶液 と隔て,そ れぞれの溶液はポンプにより

循環される。 この図は脱塩室 と酸溶液室の組み合
わせの後,脱 塩室 とアルカ リ溶液室の組み合わせ
へ とつないでいるが,漏 れ等の問題が無ければ原

理図に示 した ような3室 型セルを用い ることも
できる3)。われわれが実験に使用 したイオン 交換

膜 は,炭 化水素系膜 では旭硝 子社製Selemion
 CMV(陽イオン 交換膜)・AMV(陰イオン 交換

膜)で ある。なおここに示 した実験結果は,あ ら

か じめ陰イオン 交換膜はOH-型 に,陽イオン 交
換膜はH+型 に して用いることにより得られたも
のである。

図3は このような装置による脱塩の一例を示 し
てい る。 この方法に よる脱塩 水中に残 った塩
MLの 濃度は ドナン平衡の理論によ り予測するこ

とができる。平衡時においては,次 の式が成立す
る。

〓 ( 1)

〓 (2)

ここで,添 字D,A,Bを 脱塩室,酸 室,ア ルカ リ

溶液室を示す。 ここで各室の体積をV,初 期濃
度を添字0で 表す と,物 質収支の式は次のよう
に表される。

〓 (3)

これらの式より,平 衡時の金属イオン は次の式の

ように表され,陰イオン も同様な式 となる。

Fig. 2 Neutralization dialysis cell.

Fig. 3 Deionization by neutralization dialysis; com-
partment A, 10 mM H2SO4 (1L); compart-
ment B, 10 mM Ca(OH)2 (1L); compart-
ment D, 1 mM KCI (75mL); each membrane 
area, 20 cm2.

(21)
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〓 (4)

この式から,脱 塩室のpHが7に なるとき図3の

条件で平衡濃度は3.8×10-10mol/Lと 求められ,

極めて低い値 となる。ただし,こ の実験で水素イ
オンと水酸化物イオン の交換速度の差のため,脱

塩室溶液のpHが 酸性あるいはアルカリ性になる
とい う問題がある。この実験でも最初の10分 で

pHは4に まで低下 した。脱塩質のpHが 酸性に
なると水素イオン の濃度勾配が減少 し水素イオン
の移動量が減少するので,脱 塩室は最終的には中

性になるものの,短 時間の実験では注意が必要で
ある。
また,非 電解質はイオン 交換膜内の拡散速度が

非常に小さいことから,図4の ように電解質 と非
電解質の分離を有効に行 うことができる。 このこ
とは食品工業,有 機合成における脱塩プロセスへ
の応用の可能性を示 している。

(2)弱 電解質の脱塩
本法は弱電解質の脱塩にも有効である。図5に

様々な弱電解質の脱塩結果を示すが,解 離度の非
常に小 さな物質を除いて効率 よく除去 され,酢
酸,アン モニアのような弱電解質は塩化カリウム
と同様の速度で除去されている。

有機酸(HA)の 中和透析法における膜透過速

Fig. 4 Separation of KCl from methyl alcohol; desali-
nation compartment, 100mL of 0.1 M 
Me0H+0.01 M KCl; each membrane area, 
20cm2.

Fig. 5 Concentration change of weak acids and 
bases in neutralization dialysis.

度は,以 下のように示す ことができる。まず,有
機酸の解離定数Ka,膜 内の水酸化物イオン に対
するイオン交換選択係数Kex,イオン 交換容量
Cex,そ して全有機酸濃度CHAが それぞれ(5)～

(9)式のように表される。

〓 (5)

〓 (6)

Cex=[A-]m+[OH-] (7)
CHA=[HA]+[A-] (8)

添字mは 膜内濃度を示す。(6)(7)式 から膜内イ
オン濃度は次式のように表 され る。

〓 (9)

また,(5),(8)式 より有機酸イオン 濃度 と全有

機酸濃度 との関係は次式のように表される。

[A-]=CHA/1+[H+]/Ka(10)

(9),(10)式 よ り膜 内濃度 は以下の ように表 され
る。

〓 (11)

(22)
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膜内イオン 流束は膜内両界面の濃度差に比例 し,
平衡時にはこの濃度差が消滅 して次の式が成立す
る。

〓 (12)

さらに,KaがKwに 比 して極めて大きい ときは
次式のように表され,(2)式 と同 じ形になる。

CHA,D/CHA=[OH-]D/[OH-]B  (13)

従って,脱 塩室のpHを 中性に してアルカ リ室内
アルカリ濃度を高く保ち得 るなら,弱 酸の除去は

極めて有効に行われる。このような関係は弱塩基
についても得られる。このように中和透析法が弱

酸,弱 塩基に有効なのは,膜 内には常に水素イオン
あるいは水酸化物イオン が供給されるため,そ

のような膜内では弱酸,弱 塩基も完全解離 して強

酸,強 塩基のように振る舞 うためである。

3.中 和透析法の応用
(1)溶 存シリカの除去 と水道水の脱塩
純水製造過程において,シ リカは弱電解質であ
り重合 しやすい性質があるためイオン 交換樹脂法
では樹脂に吸着 し,効 率を下げることに加え,再
生を困難にしている。また,逆 浸透法においては

装置内にスケールを発生 しやすい。これに対 し,
弱電解質の除去に有効な本法はシリカの除去にも
適用できる。図6に おいてその一例を示すが,
酸,ア ルカリ溶液濃度がそれぞれ10mMの とき
溶存シ リカの除去率は低いが,ア ルカ リ溶液濃度
を高めることにより溶存 シリカは有効に除去され
る。
この結果は式(12)に よって説明できる。 ここ

で,図6か ら脱塩 室中におけ る シ リカはSiO
(OH)3の 形態であ り,こ の ときの解離定数は
10-9.46で あ る10)。アルカ リ溶液濃度が1Mで

あ る とき,脱 塩溶液 のpHを7と 仮定す る と

[SiO2]D/[SiO2]Bは2.9×10-5と な り,脱 塩室中
の シリカ濃度は非常に低い値 となることがわか

る。

そこでわれわれは,水 道水からの純水製造を試
みた。 この際,注 意 しなければな らないことは

Fig. 6 Concentration change of dissolved silica in 
neutralization dialysis.

1.酸,ア ルカ リ室からの漏れ,2膜 を透過 しない
フ ミン酸等 のコロイ ド物質,3.二 酸化炭素の溶

解,4.配 管などの装置 自身からの微量の汚染,で
ある。そこで,汚 染を防ぐために脱塩溶液に接す
る部分は全て,テ フロンあるいはバイ トンとし
た。また,コ ロイ ド物質の影響を防ぐために,中

和透析で処理する前に限外濾過により膜を透過 し
ない成分をあらかじめ除去した。
酸,ア ルカ リ溶液濃度を高めることでシリカな

どの弱電解質を効率よく除 くことができることか
ら,中 和透析の第一段階として酸,ア ルカリ溶液
濃度をともに1Mと した。 しか し,酸 アルカ リ
濃度が高いときは共イオン の漏れが無視できない
ため,酸,ア ルカ リ濃度を0.1M,さ らに0.01
Mと 段階的に低下 させ,あ わせて3回 の中和透

析による脱塩を行った。また,最 終段階でのみ全
系に窒素ガスバブ リングを行ない,二 酸化炭素の
吸収を防いだ。なお,密 閉系で脱塩するなら窒素
ガス中の微量ガス成分によって汚染されることは

な く,経 済的な観点からもこの方が有効であろ
う。この結果を表1に 示すが,弱 電解質である溶
存シ リカも有効に除去 され,高 純度の水が得 られ
ている。

(2)食 品工業への応用
Wangら は中和透析法によるア ミノ酸の輸送を

報告 している5)。ア ミノ酸は食品工業において重
要であるとともに,等 電点の前後で電荷が変化す

(23)
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Table 1 Quality of tap water deionized by neu-
tralization dialysis

* Tap water was used after membrane filtratio
n 

 (0.22ƒÊm) and OF means ultrafiltration (molecu-

lar cut-off 1000). The concentration of both 

 NaOH and HCl solutions were reduced stepwise:

 1 M for 2 hours (step I) ; 0.1 M for 3 hours (step 

II); 0.01 M for 4 hours (step III). The solution

 volume of compartment D was 300 mL for UF , 
200 mL for step I and II, and 100mL for step III. 

 Each membrane area was 60 cm2.

ることからその膜透過性に興味が持たれ,様 々な

研究がなされている。電気透析においては等電点
で最 も透過性が低い ことが報告 されてお り11),
モザイク膜でも同様である。ところが,中 和透析

法では等電点で最も膜透過性が高 く,有 効に系か
ら除去 された。 これは,等 電点近傍ではア ミノ酸
が陽イオン にも陰イオン にもな りうるので,両 膜

界面で弱酸,弱 塩基 として機能 して両方の膜を透
過するためである。
一方 ,Blehaら は糖の溶液の脱塩を試み,膜 へ

の分配のために10%程 度の糖濃度の減少が見ら

れ るもののほぼ完全に脱塩されることを報告 して
いる。さらに彼 らは,膜 面積が200～400cm2の
スパイラルタイプの中和透析用のモジュールを製

作 し,ミ ルクホエーの脱塩を試み電気透析法と比

較 している。それによると,た んぱ く質の減少率
を10%以 内に抑え,無 機塩の脱塩率 として80%

以上の値が得られている6)。また,電 気透析法で
はアミノ酸,ビ タミン,ペ プチ ドのような小分子

量の電解質が膜透過 しホエー中のそれらの含有量
が低下するが,中 和透析法ではそれらの物質の膜

透過性は低かった。なおこの時の問題点として,
膜透過する化学種の膜への収着 と,水 素イオン と
水酸化物イオンの透過性の違いによる脱塩室溶液
のpHの 変動が挙げられている。

4.中 和透析法の今後の課題
この方法の今後の課題 として,次 のことが考え

られる。
1.酸 アルカリ室の塩の蓄積― 中和透析に用い

た酸,ア ルカリ溶液は,次 第に塩が蓄積し効率が

落ちるので一定期間の後に液を交換 し,使 用済み
の液を廃棄する必要があるが,そ のときは二つの

廃液を混合するだけでよい。ただし,酸 室,ア ル
カリ室の溶液を電解することによって繰 り返 し利

用することも考えられる。その場合は酸 とアルカ
リ溶液への塩の蓄積の問題はなくな り,完 全に自

動化されたメンテナンスフリーの純水製造システ
ムとなるであろう。

2.微 量の酸,ア ルカリの膜か らのもれ一 この
ためには共イオンのもれの少ない膜を使用する必

要がある。また,脱 塩の最終段階で用いる酸,ア
ルカリの濃度は低 くする必要があるが,こ の場合
に酸アルカリ室内の塩濃度が少 し上がっただけで

も脱塩効率は低下する。 これを防ぐには濃酸室,
濃 アルカ リ室を含む5室 型 として酸室 とアルカ
リ室は比較的低い濃度の少量の溶液を流 し,こ の
部屋の溶液中に溜まった塩類は濃酸,濃 アルカ リ
室ヘ ドナン透析の原理によって移動させるという
解決法 も考えられる。
3.膜 の耐久性―酸,ア ルカ リに強い膜を選ぶ

必要がある。特に陰イオン交換膜は高濃度のアル
カリ溶液に対する耐久性が一般に低い。
4.シ ステムの工夫― これまで報告された中和

透析法のデータは,溶 液をセルに導いた後にもう
一度溶液槽に戻す循環型である。 しかし,中 和透
析法を実用化するにはセルの出口の液をそのまま
利用できることが望ましい。そのためには高い脱
塩効率を持つシステムを作ることが必要である。
以上のような課題を有 しているが,本 法はイオ

ン交換樹脂法を膜によ り連続化させた極めて単純
な手法であることから,大 きな可能性を有 してい
る。さらに,バ イオセパ レーション等の巾広い応

用も期待される。本法は従来の脱塩プロセスに置
き代わ り得るものであ り,世 界に通用するわが国
の独自技術として発展させたいものである。
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Summary

In neutralization dialysis, rations are exchanged with protons across a cation-exchange mem-

brane, while anions are exchanged with hydroxide ions across an anion-exchange membrane, 

and the effective deionization and the neutralization occur simultaneously on the basis of Don-

nan equilibrium. Weak acids and bases as well as strong electrolytes are removed effectively by 

this method. Aqueous silica, which is a typical inorganic weak acid and abundant in surface 

water, is also effectively removed by this method. The ion-exchange membranes are much 

more permeable to the electrolytes than the nonelectrolytes and their mutual separation is pos-

sible. Therefore, neutralization dialysis can be used for deionization of tap water and for the 

desalination in food industry.
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