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染料の100年にPerkinを想う

く 坪　　芳　　男

飼VV－》－YV－vti．　v－　V－v－V一

＿真一．，〔一一A〔－　　　　　W．H．　Perkin卿

　　　　　　　　　1緒　　　言

　現代原子力はいうまで4、なく原子核の科学であるか，

その周囲こ齢る電子t対象と弓rる科為こは化学と電気工

学ヵ二あり，前者は電子旨組合矛ゼ　学問で，後者は電子

の移動の学問である．物質は無機化合物と有機化合物に

わかれ，後者は鎖伏・脂環化合物と芳香族化含物にわか

れている．また，化学は反「的には分解，加工，含成の

三つに区別される．惹市カラ、は石炭び｝分解によワて作ら

れ，ア七テートは繊維素のア七一’＝　i［加工1こより，また野

染料はヘンL｝，ナフタITン，アントラでン等の芳香族化

合物よりコ成される．加成性rAddi巨vity）の原則にょ一J

て芳香族化合物の集まりはもちろん芳香族であるから，

染料もまた芳香族化合物の典型的なものである．その芳

香環はいわゆる，亀L・子であ一，て六角環をなし，外から

・リエネノLギーに対し安定性を示す．すなわち，色をもち，

安定なこと力染料　特徴てトろう．今から100年前に染

料力初めて台成さホ，また，］業化された．これを発祥

とする合成fヒ学は〔簑や，合叱樹脂や合成繊維を産む強

い基盤となり，現代の衣住における輝かしい貢献となっ

’ている．物理物麗化学9．化学工学孟すべては物質合成

という最終目的n信頼しうる一・r．）レ手段なのである．

II　PerkinのMauveは発明か，発見か

1856年6月12日に若冠18オのWilliam　Henry　Per一

kin　C・よ自tセc））裏｝こデ〕く

られた粗末な実験醤辱

畳rough　laborztory

紫赤色の塩基性染料，

Mauveを見出しk
であつた．当時キニー

t’はマラリヤの唯一・｝

の特効薬として噌耳さ

れていたが，胴1は熱

帯地方ノ特産で，キニ

ーネ樹の皮より抽出L

て製られるもの』．．，極

めて貴重，かつ，

　　　　　　　　　　　　　ユ4才r）Perk面

　　　　　　　高価であ．，た．・f㌣，．入ば当時　有機

化学研究の格段に進んftドィヴよ＋）Hofrnavm　教授を

Royal　CoLlege　of　Chemistry；こ迎えて有機イヒ．　r－　s　・i進歩

に資Lていたカ，そハHofrnann教1ズ・．〕実験助手とLて

Perkinは動務し一Cいナニ．　教授ノ　身面Li）研究テー’・°lt，キ

ニーネの合成であり，Perkinヰ，その手伝いtt・　L．　一：いた．

Perkinはカレッジの研究室で一［｛中ヤニーマ　缶成：こ

苦心したのはももろんである；b，前に尋辻一く1．二二うに自

宅の実験部屋一Perkinの父は鍾築業て碁，一，　f’二．幻．二．ぜ

がんで作．．て貰．，たのてのアづ一で帰ワてb．・hもそノ，

実験をやり続けていた．Perkinけ：ア　　～L　1・；1イ　〆「ゾ分「子

　　　　22オのPerkin
半分力紫赤色のMauveであり，絹を美麗に染め上けた・

これ力合成染料の誕生といナ）れる．そ4そも，‘減化学

には原料として純粋原料を用いるのが常識であL　こ2

に研究実験にはなおさらであるう，Perki11の用L．泣硫酸

に酸素原子を導ぺ

す6t．とに　一．て

ゴ成を進めて斤ニ

ラニ思い，Easte［

む休日：創用して

硫酸ア＝リ均こ重

クμム酸一イτ畔「さ

せる．二と二Lた．

彼の予想二ば当

然，白邑岨生成物

であるはすである

／）に，出卑；もの

は以外に屯駆紫色

吻質で、二の約

11
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　　　HgIll
呪等唯職
　　ll｝キニーネ（9uinine）

　　　　　　　　　アニリンなるものは
／GH＼

GH・曲GH－GH－°H・実は硫酸トルイジン

を相当に含む不純な

原料であったのであ

る，ここに，自然の

陥穴ではない，天の

恵みカ．あrノたのであh，純粋な硫酸アニVンであったな

らア＝1〕ン・ブラックと言う黒色の粉末を得たに過ぎな

かったであろう．Perkinは直ちに特許を申請［、て英国

特許1984号を得ている．

　かくてPerkinのMauveは

一つ噛 ､突発明であり，特許

にもな．．ている．しかるに，

世上これを”発見”とL・うの

はどういう理由であろうか，

近着のNatuτe誌におけるR．

船⑳αllt◎
　　　が撃

　　　　OHs
　　〔1）Mauve

Brightmanの綜説；一もDiscovery　of　Mauve　と明記さ

れているL，50年前のJubileeにもその標題としてThe
　　　　　　　　　　　　　　　　Discovery　of　Mauveと善：かれ．ている．　Inventionとは書

いていない・思5にその偶然と必然とを問わず．自然に

かくされたあるものを見出すのが発見であるとすれば，

Mauve　は人間が創り出した4，　v）で，　t，ともと自然にあ

ったも・りではないから発明であり，またその故に．．二そ特

許の形で許されてもいる．しかし，さらに思5ならば，

”色ある物質を合成しうると言う法則”をうちたてt：　4，

の，さらには”合成化’控言う大分野の存在”を見出し

たと言うことにおい．「：は，まさに発見である．たしかに

Mauveそのものは発明であろうが，より根本的，歴定

的意味，こおいては発見と言’）ことが言えるのではなかろ

うか，原子爆弾は一つの発明であるが，世上これをば原

子力の発見としてその＾ポックを劃するものとしてい

る．Mauve・’）発見はかかる意昧でDiscoveryといえる

ので’爵．7茜，

m　Perkinにおける研究と工業への迅速性

　6月12日にMauveを見出したPerkinは直ちに特許

を申請し．その特許ぱその8月26円に下りている．ま

た直レ・，こ工業化への決心をかため，恩師Hofmannに辞

職を串〕1｝Lナニ，二れに対し，・Hofmannは理解し難い

途に進む）を止めよと言い，また，Perkinの一生を誤

るものとして極力慰留につとめたが，Mauveの発見，な

らびに，その発墨に確信をも・つ若人を翻意させること

はできなかr，た．Perkinは辞職をしたのである（やが

て18年後に違った意味においてであるが工業界を退

いている、．早速資金を集めにかか．，たが，世聞的にも

経験少なく，また，信用の不明な青年にと一，てはその資

金集めは極めて困難なことでお．、た．しかし，彼は建築

業者の父をよく説得して財産全部を出させ，また，兄は

12
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Perkinをよく理解して積極的に事務関係を担当するこ．

とにより，1年足らず・］）1857年にPerkin＆Sons　Co．

が設立され，その12月には最初の製品が市場に出され

た．二れがまことに世界合成染料二1二業史の輝かしい発祥

である．もちろん，1856年フランスのNatausonがア

；リンと塩化エチレンを熱して深紅色じ物質，Magenta

を得ているカ：，これが：ll業化は1858年のVerguinに

よるものでPerkinによるMauveの工業fヒに遅れるこ

と実に3年であっ

た．発見とも称ぜ

られる大発明に次

いで鮪か1年足ら

すの間にみずから

の会社を設立した

Perkinの力はどこ

にあvたのであろ

うか．若人の燃え

るような確信は言

うまでもないが，

隠れた彼「）説得力

がものをいったこ

とも大きな原因と　　　　父のG．F．　Perk正n

考えられる．今力．ら50年前の50年祭の晩餐会の庸上

現代プラ玖ナックスの創始者であるアメリカt’）Leo・Ba・

kelandは，そのテープ’レ・茂ピーff’で，　Perkinの口説

上手（oratorical　talent／な称え，みずから姥）ベークライ

トの普及の遅いのを口説下手に帰している．これは晩餐

会席上の一つの諾講ではあるか、説得力は事業家として

のなくてはならないものの一・．）であ汽う，　Perkin　Dt化

　　　　　　　　　　　　　　　学に興味をもりた

　　　　　　　　　　　　　　　　とき，父はたいへ

　　　　　　　　　　　　　　　ん失望した．当時

　　　　　　　　　　　　　　　化学は英国におい

　　　　　　　　　　　　　　　．’C［±，Liebig・り言

　　　　　　　　　　　　　　　　う通り，”ようやく

　　　　　　　　　　　　　　　初ま．，たばかh”

　　　　　　　　　　　　　　　で，息干の・一生を

　　　　　　　　　　　　　　　托するに希望ある

　　　　　　　　　　　　　　　分野とは言えなか

　　　　　　　　　　　　　　　ったからである．

　　　　　　　　　　　　　　　しかし，建築屋で

　　　　　　　　　　　　　　　おる父が息子のた

　　　　　　　　　　　　　　　めに自宅に実験部

　　　兄のF．D．　Perkin　　　　　　堅をつく．，てや・）

ノこことは噴なる親はかノ）結果とはいえ．ないよう｝こ思う・

　さて，この時代はよ・〕や．：有色物質合成の気運が認め

られ，C，　Loweは1851年．ニピクリン酸を黄色染料とし

て用い，Natausonは同年・り1856年にMagentaを合
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また，テクニガし・ナーピスを大いに行り

て販路拡大の実をあげた．

　Perkmは合成染料の発見者のみならずそ

の製造者ており，またその応用とテクニdJ

ル・サーヒスのペイt；アであるとさrfVT

いる．H．　E，　Ar皿strongは言一，　k．t“A］ロmOSt

every　thing　he　dLd　was　novel，　and　he

was　right　in　nearly　everlthi皿9”c．

　Perkinは1874年．18年間の工業生産フ）

生活を辞めた．

Greenford　Green　Works．1858

同　　1873

成している．すなわちPerkinのMauveの発見は必然

的偶然でありて，この時代いすれは誰かがこの天来の確

率を享受したに違いない．Perkin　o）偉さは，よくその

天籟を聞き，賄躇する二となく，そのかくれた重要性を

認識して迅速に丁業化への巨歩を踏み出したところにあ

る．VerguinのMagentaは実に1000日のあとに追い

迫ッているではないか．もし，自宅に実験部屋がなかっ

たなら、Easterの休日をピクニンクやデートに費してい

たなら，さらにはカレttシで正攻法的Hefmann教授の

実験指示かfO”tこなら，いずれもPerkinの頭上に不滅

」〕栄誉は輝かなか一，たであろうし，また，確信と説得力

かなかったならは合成染料工業史の発祥はVerguin　へ

と行ワていたに違いない．Perkinの建設的行動力を二

そ注巨すべきてはあるまいか．

　また，この時代，　Mauveを製りさえすれば飛ぶよ」

に売れると言5時代でヰ，なかった．このinfant　industry

を見舞一／t：困val　t．、第1：『，二卜cベン．ピンLア；リン

の不足，融らつ、：純度．第2に染色堅「’「度ノ低い二i，

第3に木縮染色・㌧困難，等1・い一4一れも緊急なも・）ばかり

てあ　た．極’ぐノ，努力・）後二箒1の問題は解決されt：

f，，第2の問題はPuliar，L；り絹の染色は堅牢でなく，

木綿ノ）染色には高価すぎると言う厳しい批評をうけt二．

堅葺牲の問題はそノ化学構造上止むを得ないとしても，

第3・）問題はR．Punar，　Thomas　Keith・John　Dale等

の努力にょ一1て，多難な数ゴFの後に解決されることとな

．、た．Perkinはニノ閲，染料の「t’用について呈、研究L．

IV　海を渡らせたものは何ひ

　Perkm．・，）Maロve発見とその工業化に吋

しHofmannは次∂予言を行．，た，　orイギ

リスが世界最大ノ）台成染料工業国となる日

は近い．盛の木ノ）国イyドへけ青色の染斜

を，燕脂虫の国メギγコへぽ深紅色の染料

を，かしの樹皮と紅花の国7ナやE本等へ

は黄色と紅色力染料ts出して驚かせるこb

ができる”と．そしてPerkhがHofnann

教授や　Nicolson　と共に身をもrて示しlt

科学と工業の関連性に少しずつ進展はしセ

のて1よあるが1865年Hofmannか母国ドイソへ帰1〕1

また，その後数年間にCaro，　Martius，　Leenherdt等．イギ

リスの工業発展に尽した人々も普仏戦争後母国ドイツの

工業建設にHofmannを追ってドーバーの海を渡7た・

ア　ソ　染　料　工　揚

上3
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台　　成　樟　脳　工　場

］874　年には　Perkin　J・b．「二業界を退い≠二．　カ・く『［：　t／｛fi　ag，

酸，ア’Lカ1）工業4，盛んで薪．i），　r一ノL“－ILJ）供給な

らびに分溜も十分で島．六でギ1，スにもかかわらナビう

やく染料工業発襲の歩．フ・．嫉滞って行っt’二．．二こに1837

年Llverpoolで行引れた英国協会の会合よ17　Liebigヵ：

Berzeliusにあ’・：てコP’いた手紙の交句’‘England　is　not

the　land　of　Science”を思い出ざずにはi，・られない・こ

の当時よ1）ド．イッでIS．　BaeyerのMunchにおける有機

化学学咬をはじめ有機化学教育が盛んであったから，そ

の後の30年間の彼我の学問的レベ几は格段に違い・学

者，抜術者の数も多◎発明，発見も頻繁であり，高いポテ

ンンアiLを4）　・，ていた．そのド．イツが本気にな．．て染料

に業を建設し初めたのである．最初は原料．DV－iLや9

－）」製品、石炭酸等をイギリスから輸．人していたが間も

なく自給し，助剤である発煙硫酸，塩素，酢酸も自給する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　に及んで染料

　　　　　　　　　　　　　　　　　工業のメッカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　は海を渡って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドイツへと移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、．：いりた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Perkinの明

　　　　　　　　　　　　　　　　　敏と熱情をも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワてしても，

　　　　　　　　　　　　　　　　　イギ．り7．iLt－，／

　　　　　　　　　　　　　　　　　1十る右機fヒ学

　　　　　　　　　　　　　　　　　全般のレベ」！

　　　　　　　　　　　　　　　　　を一瞬に高め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　る．二とはでき

　　　　　　　　　　　　　　　　　ず，”科￥者

　　　　　　　　　　　　　　　　　按術者の養成

　　　含　成繊　維　工　揚　　　　には30年を

要する”と言う鉄則に感慨を深めたのであった．海を渡

らせたものは何かの回答もtt，おのずから明らかであ

i”tう．しかしながら，Perkinの業績はその後の歴史的

推移とは別に．その50年祭において，また今年の100年

祭において，各国の祝辞と称賛とを惜しみなくかち得て

14
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いる．有機合成化学の始祖一Mauveの発見一その名

はWilliam　Henry　Perkin黎Pである．

V　sD年祭（Jubi塁ee〕と100年祭〔Centenzry／1

Perkinは69オ，すなわち50年祭のfO，，た翌年，そ

り栄光の生涯を閉

にた．　したフゲ．．て

50年祭にほ輝ける

主賓としてイヒ学者

のよスこびを一身

t：集y）ナこ二と『：・±、

7．t　・），今二れをか

え；L｝顎そ，1／）　t1興昧

ある．二とと思・1．

　1906年7月26
日、　ロ　ン．ドン「．で

R．Meldora教授司

会の下に盛大な式

典が催された．W．

Ramsey卑聾あi〕，

Rayleigh卵∬あ〔，Kelvin禦旦あり，全世界よP・］集ま一．　ft代

表の中には独のEmil　Fischer　fO　i），ArmStrOngあ｝1，承

のLeo　Bakelandあり，集まるお歴々は185名．：あ．．た

が，Fischerが慈愛あふれる笑顔で立上がi｝，私ノワH1

　　　　　　　　　　　　　　　　アムと呼んで，

　　　　，城　　　tttt　t　、ミ　　，

　　　イtSリアよりの豪輩な祝詞

卿’ト）口説上手にあると述べ，Nora　Hasting女史Zi．I　Perktim

に捧ぐるの詩をおくれば，　Ul，，1釆満堂に盗れたゐ．［’ご．，一．た．

　また，100年祭は5月7日から4日間にf｝t：リて行斗「

オLナこが，　名誉総裁に　Edinburgh　公をご戴き，　聡裁ならひ

に議長にはそれぞれノー一べ’L化学賞のC，Hinsbe］voOd

蜘（英国王立協会総裁）と　R，Rebinson卿をおした国

家的の祭典でありた．Perkinの業績と生涯，染料：［業．

色彩芸術と染色按術，有機化学に関する進歩総説の朗読

そ力染料工業，

有機「ヒ学なP，ぴ

に物理掌一冨．頁

献に対．－t，ド

ーイ　ツfヒ学会v，・量・

一ツマ汁賞を贈

2：ば，現代プう

．λチ．ン．7xノ始

祖であるBak巳・

且andは立上かり

私の．・－t／ttt・で

1・ノ溌明より貴

君v＞染料の方；，・

早くへ口に膀災

しft，’．／c：」つ1二
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　　　　　　　　　　　To

　　　SIR　WILLIAM　HENRY　PERKIN
　　　　　　　づ
　　　　　D．Sc．，Ph．D．，　LL．D．，　F．R．S，

　　　　　　　　　Hレ漏　　　ゆ㌔

・46グ0ωπ0アFσ物∫F”lfilment　O／thy　WOrkωθ〃dOne，
　・4π4加0ω’θ49θ0／a　PeOPIe’S　arateプ％’neSS；

The　Pグ0フπ醜0／1づ角’S勿プφ03θ，ノ〃砂ωプ0％σ〃and　won，

　And　glOrified∂夕t’s　9プeat　usef％lness．

Soゴ召nce加s　set　heグseal　and　sianet　on　ths　brOw，

　幽4伽励σs’Pグize〃eプσifts〃o〃z　Hea剛sθ膿
レ「加’betteプグecomPenseω％」4　be　accePted　nOW

　7加π伽εω8θ’加oω1θ4〃θoプα1がθωθ〃sPent～

To　9グθα’ends　and　Proゴects　has　ths〃メθbeen卿en；

　R幼t　well伽4　nobly　has　the　90al　been　t〃on∫
For　this・OGreat　Discoverer，　thou加st　striven　；

　Take・then，0％プthanks，　for　all　that　t加U　hast　done．

Man々tnd　us〃Ps　in　thy　great　heart　so　l卿θa　Place，

　丁加best　Praise　we　can　oカrθプゴs’oo　s〃zα11，

BUt　：yet　receive・foプall　that伽％乃αε’卿en　thPt　raCe．
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Perkinに捧げた詩

があり，英国の伝統と貫録を示して十分であろうか．ti・

が国にも丁重な招待状が届けられ，日本化学会会長井上

春成博士からは重厚で気魂に満ちた和英両文のメッセイ

ジが贈られた・50年前の記念祭典には，時の会長榎本武

揚子爵の覇気に満ちたメ・セイジの出されたことが文献

に戴っている．また，最後の10日の午後7時半から夜

の1時まで記念舞踏会がロソドソのウルドルフ・ホテル

で盛大に開かれた．

　けんらんたる夜会服の淑女，燕尾服やタキシードの紳

士・それにNavy　Blueの海軍礼服とScarletの陸軍礼

服，Sky　Blueの空軍礼服は一段とその色どりをはでや

かにしている．歓びにわく輝くシャソデリヤの下に，

Edinburgh公とともにElizabeth女王が私的な資格でお

出ましになる．Hinshelwood購や有機化学のRobinson

卿両夫妻のにこやかな姿も見え，また各国の著名科学者

のタソゴ，ワルッやポルカに興ずる姿も見られた．壁に

は著名な画家A・S・Cope作のRerkin卿の油絵が，百

年の歴史をいだいて見おろしている．染料の百年祭なる

がゆえに，この祭典がことのほか華麗けんらんであるこ

とも当然でおろう．

　この美しいシネマスコープも，色彩あってこそ感銘深

いものでptこれを黒白，いや，黒も色のうちであるから

白一色としてしまっては，まことにざく漠の感が深いで

しよなし・カti．

　アメリカではアストリア・ホテルで9月10日より7

日間，日本における100年祭は化成品工業協会主催，日

本化学会ならびに有機合成化学協会の共賛で10月3日
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より25日の間全国的に盛大に行われる．東京における

原安三郎会長の式辞に始まり，地区別に染料，染色界の

専門家が講演を行い，かつ，展示会と懇親会が開かれる

こととなっている．

　おもうに染料の発明は染料という分野を創始したばか

りでなく，その中間体の化学と工業を通して芳香族化学

という有機化学の半ばを占める学問と工業を成育したも

ので，さらに脂肪族化学の発展の背後にも母体化学とし

ての強い影響力を見g）がすわけにはいかない．

　合成繊維も，プラスチックスも，医薬もすべてはこの

Perkinより始まると思うと，一人の人聞の偉さに目を

みはるのである．ノーベル賞は45年後の1901年につ

くられだので，Perkinはもちろんノーベル賞をもらっ

てはいない．しかし，彼の偉業は十二分にノーベルSC　｝’こ

価するものである．すなわち，ノーベル賞の定義を私流

にいうならば「100年を経逼しても，なお，ますます民

生に浸透し，入類に幸福をもたらすような仕事をした人

に贈るもの」であろうと思うからである．

　試みに，われわれの頭の上から足の下までを考えてみ

よう．紳士であれば，帽子はうさぎの毛で，その目方

200grの中の3％，すなわち，6　grが染料であり，春

の洋服を半羊毛・半アセテート混織の1，500grとして，

その3％の45grが染料であり，そのほか，ネクダイ，

くつ下，くつや，カバソなどを合計すると約60grの染

料を各入が身につけている勘定である．また傘を持てば

傘に，レイソコートを着ればレイソコP一トに，ビルのカ

ーテ’yやテーブルかけもすべてが染料の世界である．恋

人に贈るブローチにも，ともに観る天然色映画にも，ま

た，二入で飲むソーダ水にさえも染料が入っている．百

年の歳月は染料の化学と工業を，骨のずいまでわれわれ

の日常生活と結びつかせて，ともすればその恩恵を忘れ

勝ちである．あたかも，その忘却を注意する如く，秋か

ら冬，今年から来年にかけて流行色としてMauveの色

一デリケートなすみれ色，ライラックの色一が用い

られると云う．　　　　　．　・

　　　　　　　　　VI　結　　　び

　地中海に棲む巻貝の一種から採ったTirian　Purpleと

云う紫色の天然染料でワソピース服1着を染めるには約

20～309の染料が要るが，これには約17，000個の貝を

つぶして染料を採り出すことが必要であった．

　合成染料の発明後は燕脂虫よりとれるCochineal　Red

の値段はkg当り15ブラじ／半より8ブラソに下り，紅

花（べにばな）の45フラソは25フラソでは売るのが

困難となったように天然染料への影響には著しいものが

あった．製造開始5年後の1862年，ロンドソの万国博

覧会に出品された王冠の模型は宝石の代りに合成染料

Magentaの紫色の美しい結晶で飾られ人々の目を驚かし

たが，この精製された染料結晶の売価は何と同じ重さの

15・
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時 所 講 師 演 題

10月3日（水）東京如水会館琴夕一ホール

日本学術振興会第116委員会委員長

京都大学工学部　教授

工業技術院繊維工業試験所所長

荘原和作

小田良平

成田時治

染料化学最近の進歩

パーキンの染籾発明と現代の有機含成化学

化学繊維の構造と染色性

10月5日（金）桐生群馬大学工学部講堂

有機合成化学協会　理事

東京工業大学　助教授

京都工芸繊維大学　教授

青山跡治郎

岡崎光雄

吉武春男

染料化学とその工業の行くべき途

螢光増白用染料について

合成繊維の染色について

10月9日（火）浜松市公会堂

有機合成fヒ学協会　　理事

日本大学工学部　教授

御茶の水女子大学家政学部　助教授

青山跡治郎

横手正夫

矢部章彦

染料化学とその工業の行くべき途

スレン染料について

木綿繊維の染色理論

16月11日（木）名古屋商工会議所

名古屋市工業研究所　所長

轟工芸織蝉工芸獺
荒木鶴雄

増尾富士雄

下鳥正憲

染料と界面活性剤との関連性について

最近の含金属染料について

毛染の変遷

10月16日（火）大阪商工会議所

10月18日（木）和歌山商工会議所

東京工業大学　名誉教授

東京大学助教授
京都工芸繊維大学工芸学部
染色工芸学科

　　　林　茂　助

　　　加藤信八郎

教授　　田中隆吉

京都工芸繊維大学工芸学部　講師

大阪市立工業研究所　化学第二課長

山形大学工学部繊維工学科　講師

明石国助

壇山八郎

吉田善一郎

染料発明の史的考察

スレン染料の発展史

酢酸繊維素人造繊維の染色

合成染料発明前後の情勢

染料の日光堅牢性について

合成繊維と染色の問題

10月23日（火）京都商工会議所

東京大学生産技術研究所　教授

大阪府立大学工学部応化教室　教授

工業技術院繊維工業試験所第二部
第一課長

永井芳男

小西謙三

近藤一夫

ウィリアム・ヘンリー・パーキン卿について

合成繊維の染料

染色堅牢度日光試験法の史的発展と現状

」

10月25日（木）福井繊協ビル大会議室

福井大学工学部　教授

東京工業大学　助教授

東京工業大学　助教授

宮岡宇一郎

鶴岡信三

関　戸　実

含成染料の父パーキン氏を偲びて

アセテート用染料について

直接染料の染色佐

α鋸〉・・輌Cδ・・一〈〉一〈〉一・一・茄

　　（皿）1ndigo　　　　　　　　　　SO3Na　　　　　　　　　　　　　　SOsNa．

　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　（N）Congo　red
　　　　　　　　Ol＞Q－，H。

　　　　　　　　　　°NH珈

　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　　　　　　　（V）1↑idanthre了1e　Blue　RS

白金に匹敵したと言われる．現在のMagentaは2，700
円／kgである．

　1856年にPerkinのMauve（D，1880年にA・V・　Ba・
yerのIndigo価），1883年にBOttigerのCongo　red（W）
次で，1901年にR．BohnのIndanthrene　Blue　RS（V）
と染料工業は著しい歩みを見せ，現在も着々として進歩
改良されつつあるが，特にPerkinの偉業は単に染料と
言う分野の誕生に止まらず，有機化学の半ばを占める芳
香族化学の大きな発展をもたらし，その後に続く脂肪族
化学への慈み深き母体化学として，また，純粋化学と工
業化学の混然一一一・asたる成果として，100年の貫録を示し

て十分であろう．

　Perkin卿のMauveの発明は現代有機合成化学の発
見である．　　　　　　　　　　　　　（1956．8．15）

　〔付記〕　Jublieeは保土谷化学工業株式会社技術部長青山敏貞氏の御好
意によコた．　また，記念式典のところは著者の日経新聞の記事を一部用い
た・
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