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２０１３年 11 月２８日 

 

スマイル会講演レジュメ                                    齊藤正巳 

 

１ページ 

前提 

・講演の内容は次に示す本をベースとし, さらに書き足りなかった事項を含めた。 

・書名  切手が伝える化学の世界  発行 彩流社  ２０１３年４月初版 

・監修  国立科学博物館 理工研究グループ 若林文高博士 

日本化学会前理事 新井和孝博士 

・本書は次に示す催しで出展した内容を基にして作成した。 

(1) 2011 年 11 月 1 日～6 日 世界化学年に因んで上野国立科学博物館にて開催さ

れた化学切手展(来場者 13,000 人)。 

(2) 2012 年 7月 21日～10月 8日 国立科学博物館にて開催された元素のふしぎ展

(来場者 16 万人)。 

(3) 2012年10月14日～17日東工大 大岡山キャンパスで開催された化学フェスタ。 

・注 英国フラーレンの切手はサーモクロミズム特性を有し,画像は加温時のもの。 

 

２ページ 

・筆者は１９７１年(昭和４６年)東レ三島研究室に在籍して PET 改質に従事。 

・同年はシェーンバインによる化学繊維開発から 125 年目に当たり,西ドイツから

PET 構造式の切手が発行され,俄然 化学切手の収集熱に火がついた。 

・シェーンバインは硝化綿→セルロース系繊維の発明(１８４６年)。 

・仏シャルドンネが硝酸人絹(セルロース系)で実用化(１８８４年)。 

 

３ページ 

・本の構成…筆者は化学の歴史, 現状, 環境問題,特集の順序で編集を考えていた

が 実際は編集者の意向で読者の興味が大きい順に配列した。 

・本の内容… ①オリジナリティ ②専門家にも納得 ③一般社会人にも満足 ④子供

にも興味 を含めた。 

・①では金属箔の切手の分析 ②では構造式満載の英国の切手 ③では日本の化学 

足跡と現状 およびビキニ環礁の話。 

・④については百聞は一見にしかず 現物を持参した。 

 

４ページ 

・切手に用いられている金属箔の種類は８種。すべて最先に発行されている切手を

採用した。 

・金属箔の種類については切手そのものに記載, Scott カタログに記載を準拠し,
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これを実際に分析して正誤を確認する試みをおこなった。 

・分析は筆者の勤めた TAF 社の走査型蛍光Ｘ線分析装置 XRF を用いた。 

波長分散型 XRF リガク(株)ZSX Primus Ⅱ セル径３０φ。 

 

５ページ 

・金属箔の切手の分析の代表例  ガボンの金箔切手からは確かに金のピークが出現

している。他に S, Si, Al, Mg, Na, Cu, Ni など微量存在しているが,印刷面の塗

料成分,紙との接着層成分, 紙に起因する成分等に由来するものと判断した。 

・ガボン…中央アフリカ, 西海岸に位置する国 

 

６ページ 

・金属箔の切手の分析まとめ 

(1)・赤道ギニアとトンガは記載金属は見られず実際と異なる。 

(2) ニューカレドニアは記載金属を含むもそれ以外の金属も多数検出した。金属箔

以外の層の影響大。 

(3)・その他の国の切手は記載どおり。 

・注釈 

・オートボルタ…現在マリに含む。 

・ボリビア…東 ブラジル, 北 ペルー, 南 アネゼンチンとペルーに接する。 

・赤道ギニア…中央アフリカ, 西海岸の小島 

・ブータン…中国とｲﾝﾄﾞに囲まれた国。 

・ニューカレドニア…オーストラリアの東, ニュージーランドの北に位置。 

・トンガ…ニューカレドニアの東に位置。 

・Philatelia Chimica Et Physica に投稿(２０１１年)。Foil A Miller さんから

賛辞の便りを受けた。 

 

７ページ 

・日本にも金箔使用の切手がある。２０１１年日本国際切手展の記念で発行された。 

・製造元のカルトール社の２４Ｋ純金箔の証明書付きで発行。 

 

８ページ 

・蛍光Ｘ線で調査した。金の存在を確認。 

・他の金属(Zn, Fe, Ba, Ti 等)が検出されたが,印刷塗料層, 接着層, 紙層中の金

属成分の影響と判断。 

 

９ページ 

・ＢＣとは British Council (英国文化協会)の略。日本では英国への留学の窓口

機関としてなじみ深い。 
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１０ページ 

・熱帯病の特効薬などの薬成分。実際は CAS No を調べ実在することを確認した。 

・英国郵政担当者は読者からの求めに応じて１６種類と回答した。 

・然るにその中 次の３種類は確認できない。クロラムフェニコール, リグノカイ

ン, モリナミド。 

・化学切手同好会の中の専門家は独自に調査し,１８種をリストアップした。 

・Philatelia Chimica Et Physica に投稿(２００４年)。 

・記載された構造式はすべて正しいことに脱帽。 

 

１１ページ 

・考証が不十分な例として 愛知万博を讃えてロシアから発行された切手を紹介。 

・誤記載が極めて多い。 

(1)セレン Se の原子番号１２誤→３４が正しい。 

(2)塩素 Cl の原子量 15.457 誤→35.453 が正しい。 

(3)元素記号 J誤→Iが正しい。 

(4)鉄 Fe の原子番号 19 誤→26 正しい。 

(5)族の配置もおかしい。 

・注釈…国ごとの発行種類が多すぎるのも印面の正確さを欠ける原因か? 

 英国２７４６種類, ロシア７２０１種類, 日本３１７３種類(ふるさと切手含ま

ず)。 

 

１２ページ 

・日本のノーベル受賞者 １９人 

・日本の自然科学系のノーベル受賞者 １６人 南部陽一郎 米国籍を除くと１５人。 

・自然科学系ノーベル賞受賞者各国別トップ・テンは次のとおり。 

① 米国２３９人 ②英国７７人 ③ドイツ６８人 ④フランス３０人 ⑤スウェーデ 

ン１６人 ⑥日本１５人 ⑦スイス１５人 ⑧旧ソ連１４人 ⑨オランダ１４人 ⑩デ 

ンマーク９人。 

 

１３ページ 

・日本人ノーベル賞者を讃えた切手 

湯川秀樹 国外６種 国内２種。 

福井謙一 国外６種。 

 

１４ページ 

朝永振一郎, 江崎玲於奈, 小柴昌俊  各３種 

利根川進, 白川英樹 各１種 
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１５ページ 

南部陽一郎 ２種,  

小林誠, 益川敏英, 根岸英一, 山中伸哉 各１種。 

・注…山中伸哉の隣の人物はジョン・ガードン(英国) 

 

１３～１５ページを通して 

・国外の発行国ではアフリカ, カリブ海諸国が多い。欧米からは皆無。 

アフリカ…ウガンダ, ギニアビサウ, ギニア, ガンビア, ガボン, コンゴ, シェ

ラレオネ, チャド, ガーナ, コモロ, モザンビーク 

カリブ海諸国…セント・ビンセント, 

南アメリカ…ガイアナ, ニカラグア,  

南アジア…モルディブ 

・野依良治, 田中耕一, 下村脩, 鈴木章の４人は未発行。 

・本書にノーベル受賞者を掲載しなかった理由は上述した２点による。 

(1)発行国の目的が純粋な顕彰のためか,外貨獲得のためか判然としない。 

(2) 切手に載っていない受賞者が存在。 

・但し今では 湯川秀樹, 福井謙一を代表例として掲載すべきだったと反省。 

 

１６ページ 

・１１３番元素の発見の履歴と本書発行との関係 

(1) ２００４年７月２３日…１個目の観測 

(2) ２００５年４月  …２個目の観測 

(3) ２０１２年８月……３個目の観測 

(4) ２０１２年９月２７日…新聞発表 

(5) ２０１２年１０月１８日…朝日新聞科学特集に掲載 

・本書は２０１３年３月発行を目標として ２０１２年７月から執筆を始めた。 

・遅くとも新聞発表から６か月以内に新元素名が発表されるものと思い込み 執筆

を焦ったが, 現実に新命名の動きは進まず,本書では”進行形”のままで上梓に至

った。 

 

１７ページ 

・おさらい ３５/１７/Cl とは 

 ３５…質量数 = 陽子数 + 中性子数 

 １７…原子番号 = 陽子数 = 電子数 

 Cl  …陽子数１７, 中性子数１８, 電子数１７ 

・１１３番元素とは  陽子数=電子数１１３, 中性子数１６５, 質量数２７８ 

・RILAC とは  重イオン線形加速器 

・GARIS とは  ガス封入型反跳分離装置 



 

5 
 

 

・新元素合成の経緯 

(1)１０７番元素 Bh ボーリウム     1981 年ドイツ ２４Cr ビームを８３Bi に 

(2)１０９番元素 Mt マイトネリウム 1982 年ドイツ ２６Fe ビームを８３Bi に 

(3)１１１番元素 Rg レントゲニウム 1994 年ドイツ ２８Ni ビームを８３Bi に 

(4)１１３番元素ウンウントリウム  2004 年日本   ３０Zn ビームを８３Bi に 

 

・壊変の不安定 

(1)１１３番元素                       ０．６６７ms    ６×１０－４秒 

(2)１１１番元素  Rg レントゲニウム     ９．９４ms     ９×１０－３秒 

(3)１０９番元素  Mt マイトネリウム     ４４４ms       ０．４秒  

(4)１０７番元素  Bh ボーリウム         ５．２６sec    ５秒  

(5)１０５番元素  Db ドブニウム         １２６sec      １２６秒 

(6)１０３番元素  Lr ローレンシウム     ３．７８sec    ３．８秒   

(7)１０１番元素  Md メンデレビウム 

 

１８ページ 

・２０１２年５月３０日元素周期表に新たに 2つの元素が加わった。 

・１１４番 Fl フレロビウム 

 フレロフ核反応研究所の創設者 フレロフに因む。 

 ２０Ca ビームを９４Pu に照射 寿命３０．４秒 

・１１６番 Lv リバモリウム 

ローレンス・リバモア国立研究所 LLNL に因む。 

 ２０Ca ビームを９６Cm キュリウムに照射 寿命４６．９ms……０．０４７秒 

 

１９ページ 

ニッポニウム 

・当初４３番元素 Tc テクネチウムと推定  １９３７年サイクロトロンによる。 

・後年７５番元素Ｒｅレニウムと確認  １９２５年ノダック(ドイツ)発見。 

・１ｋｇのトリアニトから０．１ｍｇを抽出。→ １０－７の分析技術。 

・特性Ｘ線分光分析機器の有無が発見確認の一位, 二位を分けた。 

・写真乾板一式は「認定化学遺産 第０１８号」として登録された。 

化学と工業  ２０１３年７月号 特集 化学遺産の第４回認定に掲載。 

・吉原賢二先生の寄与を忘れてはならない。 

 

２０ページ 

・マーシャル諸島では被曝の影響を深刻に受けとめている。 

 慢性異常…ガン, 白血病, 甲状腺異常, 流産, 遺伝子の損傷など。 
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・マーシャル諸島とは 

１９８６年  米国と自由連合盟約国 

１９９１年  国連加盟 

休日  ３月１日  核被害者追悼の日  Nuclear Victims day 

人口   ５万４８００人 (２０１１年)  

日本の人口 １億２８００万人 (マーシャル諸島の２,３００倍) 

・キャッスル・ブラボー核実験 

１９４６年から延べ６７回  核実験 

１９５４年  ビキニ環礁およびエニウエトク環礁  水爆実験６回挙行。 

 

２１ページ 

・日本の被爆について １９４６年の２種は原爆投下の日に発行されたのにかかわ

らず 平和都市(広島),文化都市(長崎)を謳っているものの原爆投下についての言

及がない。 

・２０００年発行の２種では広島で１４万人, 長崎で７万４千人の直接被害 (死

者)が出たことを報じているのみで 長期被曝の影響について触れていない。 

 

２２ページ 

・講演のまとめ 

(1) オリジナリティの重要さ。 

(2) 正確性, 信頼性,最先性の大切さ。 

(3) 歴史を知り,現状を客観的に把握すること。 

 

 

番 外 

鈴木梅太郎   

・新栄養素の存在を報告かつ単離精製を世界最先におこなったにもかかわらず,次

の４点で悲運がつきまとう。 

(1)脚気の原因に彼の「栄養素の欠如」に対して「病原菌説」に固執した当時の医

学界 (東京帝国大学医学部) から理解を得られなかった。 

(2)ホプキンス(英国) エイクマン(オランダ)は脚気の原因として 従来の中毒説や

病原菌説を排して新栄養素説を提案。新栄養素の特定,実証抜きで１９２９年生理

学医学賞を受けてしまった(彼らは分離, 結晶化, 構造決定をおこなっていない)。 

(3)フンク(ポーランド) が提唱したビタミンが世界的に普及している。 

ネーミングの上手さ…イネの学名 oryza sativa → オリザニン に比べ, 生命の

アミン vitamins → ビタミンの方が広範位に薬効があるとのイメージ大。 

(5)切手の発行で鈴木梅太郎は最も遅かった。エイクマンとは２ヶ月差。 

 



 

7 
 

番 外 

高嶺譲吉 

・アドレナリンとは (4-(1-hydroxy-2-methylamino)ethyl)-benzene-1,2-diol 

・ホルモンの最初の純粋単離に成功。エイベルは１年遅れかつ精製不十分。 

・ウシの副腎２７０㎏から２００ｍｇ単離 → １０－6の分離技術は上中啓三 (１８

７６～１９６０)の貢献が大。 

・高峰譲吉  アドレナリン   エイベル  エピネフリンを提案。東洋的美徳と欧米

の自己主張の差。 

・アドレナリン名は欧州で, エピネフリン名は米国で普及。 

・日本では化学工業会ではアドレナリン, 医薬系ではエピネフリンが優勢。なお

NITE (製品評価技術基盤機構)ではおかしな扱いをしている)。 

 

 

 

以  上 


