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１．高橋慎二郎のおいたちと青年期  ・・東洋乾板回想記（１）～（５） 

（１） 

＜父と祖父＞ 

 幕未のころ、越後新潟の東堀前通九番町に高橋栄蔵さん

というお方があった。 

 明治１０年８月（１８７７年）、東京、上野公園地に開

かれた第１回内国勧業博覧会に、自製の直径６尺、３振の

振子時計を出品したその時計を作るにも、齒割りの計算を

自ら行い、東京から人を呼んで作らせたほどで、創作意欲

の盛んな人だった。 

 栄蔵氏は唐物商と時計商を営んでいた。傍ら、珠算をよ

くし、研究の結果、亀井算という珠算の書物を著わした。 

 その書物を印刷するため、わざわざ東京から印刷機をと

りよせ、旅行を全うした。それは明治１１年（１８７８年）

のことである。 

 この印刷機械が基礎となって、現在でも株式会社高橋活

版所の名称で、事業が継続されている。 

 この栄蔵さんの長子は、賢三郎さんといったが、のち中

原姓を継ぎ中原賢三郎といった。 

 賢三郎さんに、長男があった。祖父の名をとって栄蔵といったが、早世されている。 

 二男は慎二郎といった。明治１２年７月１日の生れで、いまから述べんとする高橋慎二

郎翁その人である。 

 高橋家は、その頃の新潟市でも屈指の旧家であった。慎二郎さんは生れおちるとすぐ、

乳母の手によって育てられた。随分とひろい屋敷うちには、白壁の土蔵が幾棟も建ちなら

んでいた。乳母は慎二郎さんを背負いながら土蔵と土蔵の谷間を、いつもぐるぐるとまわ

っていた。慎二郎さんは、今でもはっきり思いおこすことがあるとのことである。 

 金ピカに磨き上げられた大きな仏壇が、安置されている仏間とか、三度の食事を台膳、

お給仕つきで食べたとかいっても、若い人々には、ピンとこないかも知れない。――この

ような古風な、伝統的な、同家が、一方では当時として至極ハイカラな印刷業を営んでい

たのだから世の中は面白いものである。 

 慎二郎さんは、幼時からやんちゃ坊で通っていたが、一面、科学的なことにも興味をも

つ性質があって、子供こころにいろいろ悪戯をしたものである。 

 それは１２、３の頃だった。 

 印刷機のたちならんでいる工場内で、煙花の火薬を爆発させてしまったことであった。

周囲にいた人々は、びっくりする。家人からは、大目玉を頂載するで、散々の態であった

が、その後、安全な遊びというので、家人から許されたのが、写真機いじりであった。 

 ところが後に、それが高橋氏の一生を写真に捧げるもとになったのだから、運命の神も

とんだいたずら者である。 

 

コーケンフイルムによる

試写（高橋慎二郎氏） 
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＜修業の第一歩＞ 

 少年時代から芽生えていたこの高橋慎二郎さんの科学

心は、租父栄蔵さんゆづりともいえるものであった。 

 当時、新潟地方の商家では、子弟を他家に預け、しば

らく他家において修業させ、その子の自立心を磨かせる

風習があった。高橋慎二郎さんも、その例に洩れず、１

４才の時、三条町の呉服商土勇（どいう）にあづけられ

ることになった。 

 三条という町は、新潟から汽車で約１時間ほどのとこ

ろにあり、金物や織物の産地として有名であったが、土

勇という店は三条でも一流の呉服屋であった。 

 ここで約３年間というもの、呉服商の見習店員として

過した。その間、仕事のひまをみつけては、写真機械を

もてあそぶことをわすれず、その頃、同じ三条にあった

水野写真館の水野文平先生とも親しくなって、いろいろ

写真技術について教をうけた。 

 折柄、明治２７、８年の日清戦争がはじまって、戦雲

たれこめこの世間は騒然たるありさまであったが、高橋

氏は、このころ写真の研究にしたがって、やがては写真

機械を、自分の手で作れるようになった。 

 １７才の春を迎えて、まもなくのことであったが、氏は一たん生家に呼びもどされ今度

は、新潟市内の、富山時計店（とみやま）にやられることになった。 

 ここの主人は、富山文蔵さんといった。高橋家が時計商をやっていた時分に、文蔵さん

は徒弟となっていた人で、祖父高橋栄蔵さんの門人の家であった。 

 慎二郎さんは、この富山時計店で、時計の組立や、修繕の技術を学んだ。呉服商の見習

店員より、このほうが性格にあっていたものと見えて、大いに機械の知識をゆたかにする

こがと出来、後年、東洋乾板設立当時、この時の知識がずいぶん役立ったものである。 

 

＜新潟の写真師＞ 

 この頃になると、写真趣味もだんだん本格的になって、和田写真館、金井写真館、朝倉

写真館などという新潟でも一流の、写真館に手づるをもとめて、出入りするようになり、

さかんに知識欲を充していった。 

 金井写真館というのは、金井彌一先生の経営で、古写真の集め屋たちに喜ばれそうな金

ピカの舶来台紙を使っていた。上野彦馬はあまりいい台紙を使っていないが、上等台紙を

使用した写真師は、東京の江木、新潟の金井この２館であろう。ことに江木の台紙は、変

型物に見とれるような立派なものが多く、ダイア型、ハート型、三角型等は、余り他の写

真館で使用された例を見出さない。 

 和田写真館は、和田久四郎先生当時で、先代久四郎の没後、和田写真館の基礎をつくり

地方写真界に貢献した誠実の士であった。この五女は、和田しめ女史で、婦人写真師とし

て名高かった。今の和田球氏の母堂である。 

手製カメラと高橋慎二郎氏

（明治 27 年・16 歳） 
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 期倉写真館は、和田氏に次ぐ古い写真館であるが、技街

に熱心で、進んだ行き方であった。 

 当時は英国製のマリオン乾板の全盛時代で焼付紙は、鶏

卵紙を硝酸銀液に浸したものが使用され、日光によって焼

付した後、塩化金液浴をして鍍金したものであるが、慎二

郎さんは、これ等の工程を、一切自分でやってみるまでに

なった。 

 時計工としての生活を送るかたわら、好きな写真の研究

に、いそしんでいた高橋氏の上にも歳月は流れて行き、や

がて徴兵検査の時がおとづれてきた。 

 検査の結果は、不合格におわったが、これを機会に上京

し、すぐれた師について写真の研究に、自己の一生をかけ

て見たいと、強く決心するようになった。 

 家人にこの願望をうちあけると、それがすぐ聞き入れら

れた時の、嬉しさは、未来のかがやかしい成功を夢見てい

た青年の、若い血汐をおどらせたものである。 

 

（２） 

＜玉翠館に入る＞ 

 明治３２年、２１才の夏、高橋慎二郎さんは、信越線の客となった。 

 乳母の夫であった笹川与吉さんが、途中の長野善光寺まで送ってきてくれた。 

 住みなれた故郷をはなれ、肉親や親しい人々とわかれて、一人未知の地、東京へ旅立つ

身には、かすかな不安と深い哀愁の思いがなもいでなかったが、希望の前には、汽車の進

むにつれて、淡雪のように消えていった。 

 

 ――東京の、上野駅につくと、新潟からの紹介もあって、新橋の満里屋旅館にひとまず

おちつくことになった。始めて見る途中の賑やかな都会の町々に、おどろきの眼をみはる

ばかりであった。 

 旅の疲れがとれると、さっそく、本郷西片町に居住されていた実父中原賢三郎さんをた

づね上京の次第を語って、しかるべき写真館へ入館出来るようにと頼んだ。 

 当時、中原賢三郎氏は、商業上、一時東京に居を構えて居られたのである。 

 めまぐるしい東京の明け暮れに、やっとなじみはじめたころ、高橋慎二郎さんは、実父

の奔走により、お茶の水橋の角にあった玉翆館に入館できることになった。 

 その頃の玉翆館は、気賀秋敏先生が経営されていた。 

 気賀先生は、小六郎といい秋畝はその号である。著名な気賀勘重先生の一族で、静岡の

人だった。のちに光村利薄に愛されて、光村写真館に勤務されたことがあったが、晩年、

謎の死をとげられたそれは遠州灘航行中の出来事で、自殺？とも、不慮の死ともいろいろ

いわれているが、真相は分らない。 

 高橋氏が入館した頃は、非常に元気なときで年若い高橋氏を、こころよく迎え、なにか

につけて慈愛深い人だった。こうして夢にまでみた東京での修業がいよいよ実現されるこ

18 歳当時の高橋慎二郎氏 

（写真中央） 
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とになったが、入館の頃の同館の人達には、会計事務に、上野英雄先生が居られ、技師と

して滝本氏（下岡蓮杖門として知られた滝本平三郎氏の一族か？）、駒井、福井、鈴木の４

氏が在職して居られ、門下生として佐藤、山崎の二氏が住込んでいた。山崎氏は、のちの

山崎青村氏（廉吉）である。 

 高橋氏は、気賀先生の懇切な指導のもと、一心に写真術を身につけるべく研究にはげん

だが、一日一日が、はりのある日々の連続であった。 

 時には、つくづく辛いと思うこともあったがそのような時、後進を思う気賀先生の、あ

たたかい慈愛に満ちた言葉が、どれほど高橋慎二郎氏をはげましてくれたかわからなかっ

た。 

 東京での、最初の正月を迎え、２度目を送りやがて３度目の正月がめぐってくる頃には、

写真術の腕前も、どうやらものになりかけてきた。 

 

＜内田慶二郎先生＞ 

 高橋慎二郎氏は、約３年間、気賀写真館で写真術の練磨に時を過した。 

 そうしたある日、知人から、下関の関門写真館に、修整技師として行ってみないかとい

う相談をうけた。 

 かねて、広く先輩の間に、技を磨いてみたいと思っていた同氏は、さっそく、気賀先生

に相談してみると、この申し出をこころよく許してくれたばかりでなく、大いにその前途

を激励してくれるのであった。 

 こうして、上京後、やっとなじんだ東京を後に、東海道を一路西に下って、下関に向っ

て行った同氏は、館主内田慶二郎氏の経営する関門写真館に、修整技師として、正式に入

館した。 

 当時、関門写真館には、上野彦馬翁の門下であった渡瀬守太郎、東京赤坂の天谷技師が

あったが、２５才に満たぬ高橋氏が、一番の年少者であった。 

 ここで、主に修整技術の練磨に時をすごしていると、入館してから約１年ほどたった頃

関門写真館は、突然の出火で、またたく間に全焼してしまった。 

 普通の民家とことなって、薬品に引火したため、火の回りは意外に早く、館主内田慶二

郎先生は、身に大火傷を負い、１週間後、それがもとで、ついに他界された。 

 高橋氏は幸いにも、かすり傷一つ負わなかったが、持物はとうとう何一つ出せずじまい

であった。これが高橋慎二郎先生最初の法難である。 

 この災禍によって渡瀬、天谷両技師はそれぞれ自宅に帰り、後にのこった高橋氏は、下

関近在の山口村にある内田先生の実家で行われた葬儀に参列することができた。 

葬儀は悲しみみなぎるうちに、厳肅に行われた。高橋氏は数日前まで元気でおられた内

田先生の温容を思うにつけ、あまりにも世の無常の迅速ぶりに、胸を痛めたものだった。 

 内田先生の野辺の送りをすませたのち、渡瀬氏の紹介で、その恩師であり、写真術の一

大先覚である上野彦馬大先生を、長崎の居におとづれることになった。 

 

＜上野彦馬先生と会見＞ 

 上野彦馬先生の写真館は、長崎市新大工町７２番地にあった。新大工町でもいいが、こ

のあたりは昔から中島といっていたので、中島川の上野写真館というほうがわかりやすか
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った。 

 中島といっても、べつに島があるわけではなく、写真館の前を、ゆるやかに流れる中島

川という底の浅い清流があり、どことなく森閑とし、函邃境だった。この川は蛍茶屋の上

流から、カルルスを通って、上野写真館の前を流れ、写真館の筋向うに、芝居背景にあり

そうな土橋が架っていた。館の前には、石だたみの道が、伊勢町の大神宮さまや、長崎聖

堂の前にもつづいていた。石だたみの車のわだちの趾が、上野写真館の前まで、くっきり

見えていた。 

 明治大正昭和と３代にわたって写真材料方面の巨星であった山下友治郎翁が、長崎を訪

れて、上野彦馬先生に会談したとき、この石だたみの車のわだちの址に一驚して、「さすが

に上野先生は」と、繁昌ぶりにおどろいた話は、有名なものである。 

 それほど写真館の前には、人力車の行列で写客がおしよせたものである。 

――上野彦馬先生と親しく膝をまじえて話し合うことの出来た高橋慎二郎氏は、いまさ

らのように先生の写真に対する学識の深さに敬服し、その技術の優秀さに感款した。 

 そのとき高橋氏は、率直に就職のことをお願いした。その甲斐あって、まもなく上野先

生の紹介により、長崎市石灰町（しつくいまち）にある竹下佳治先生の竹下写真館に、修

整技師の職を得た。氏は、日本一の大先生からただちに温情をうけて、感激におののいた。 

 

（３） 

＜竹下佳行と竹下佳治＞ 

 長崎市石灰町の竹下佳治先生は、上野彦馬門の高弟である。写真術の熱心な研究家で焼

付仕上げにおいては、上野門における随一の名手であった。 

 彦馬先生も、この竹下佳治には、一目も二目もおいて待遇されていた。というのは、佳

治の父打橋半雨先生という有名な長崎派の画人は、彦馬の父である写真元祖上野俊之丞常

足の親しい友に当っていたからである。 

俊之丞（シユンノジヨーと称んでいる人が多いけれど事実は、トシノジヨーが正しいの

である。しかし、いまはこんがらがって上野家でも、わたしも、発音の易きにしたがい、

シュンノジヨーなどいってすましている）と、この打橋半雨先生の間には、ずいぶんいろ

んな話題がのこっている。それは悉く拙稿「上野俊之丞常足伝の研究」に収めている。そ

の拙稿は３千枚に達する長稿で、未開拓の山野を開いている。内容については後世の知己

をまつよりほかはない。俊之丞と半雨のことはそれにゆづっていわないこととする。 

 竹下佳治先生は、この半雨先生の子で、本姓打橋辰彌といった。そして竹下家を嗣いだ

そのとき佳治という名にあらためた。彦馬門下にあったころの竹下佳治の行状逸事につい

ても、ここでは省略する。 

 しかし、この竹下佳治先生が、石灰町に竹下写真館を創めたのではなく、その子竹下佳

行によって、石灰町に、その経営が行われたのである。竹下佳行も、彦馬門の秀才で、父

子揃って、親類同様の待遇をうけ、写真術に研精したのである。わけても佳行若先生は、

顕微鏡写真に巧徴で、医学者に賞讃されている。 

 高橋慎二郎氏が、竹下写真館の修正技師となったころは、この竹下佳行先生も居られた

に相違ない。 

 竹下家を嗣ぎながら、佳治佳行の父子は、ときたま打橋姓を名告っていたが、それは打
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橋家という長橋会所における重役であった名家を忘れまいとする情意のあらわれではなか

ったかとも考えたい。わたしも竹下佳行先生は親しく知っている。わたしが幼年の頑、実

母奥平貴王子の写像を探索せんとして、長崎市中の写真館を一軒のこらず探しまわった時

やさしい言葉をかけて下すったのはこの竹下佳行先生であった。しかし、その父竹下佳治

先生のほうは知らなかった。 

 わたしが１９、家内が１６で結婚したときその新婚写真を撮ってくれたのは、この竹下

佳行先生であった。それから１年後にも、この竹下先生の写真に撮ってもらった。わたし

の家は、長崎市新町のセツ写真館にきまっていたのであるが、丁度、セツのほうが休みで

石灰町の竹下に俥で向ったことをおぼえている。セツはやはり彦馬門の有名な写真師で、

唐人通事の後裔であるだけに、非常に気位が高かった。生活万端高雅で、大正期ごろから

雨後の筍のごとく湧いたぽつと出の写真屋とちがって、なかなか重厚なものだった。この

セツ家には、どちらの家人とも相互に往復するほど、親しく交誼していた。 

 このセツ家の人々は、今日どこに居られるのであろうか。戦後、わたしは、長崎写真師

会長町田喜代治君はじめ、十数氏に、探案してもらっているが、いまだにわからない。本

田天ケ瀬、為政、実村、浦川その他の古い写真師はすべて旧知の間柄であったが、ほとん

ど故人となられてしまった。手のつけようがない。 

 竹下家についても、同様である。しかし、打橋家のほうは、現在、神奈川県大礎町に居

住されており、当主は新進の史家で、打橋延寿君といっている。現在わたしの親威黒岩義

嗣（小松原涛）が刊行している「江戸長崎談義」の同人となって長崎史料の研究に当って

いる。 

 打橋廷寿君に聞いたら、竹下家のことも幾らか分るかも知れない。同君の打橋家糸譜の

研究は、さすがに詳細を極め、立派なものである。 

 

＜露頒ウラジオストック港＞ 

 長崎という町は、徳川幕府３百年の鎖国時代にも、外国に対して唯一の門戸として開か

れていた港町だけあって、全然、他の都市には見られない。エキゾチックな匂いが、町全

体にしみこみ、あるいは、ただよっていたところである。 

 それも明治末期までのことである。わたしの少年時代は、その明治の３０年代４０年代

であるが、長崎のそのころの気分は、筆紙にあらわしようがない。日常、わたしらの家庭

には、幕末から生きとおしてきた年寄りもあり、会話の中にも、オランダ語、ボルトガル

語、スペイン語、あるいは南方糸などから外来した特殊な長崎言葉を使っていたものであ

る。 

 高橋慎二郎氏は約２年間、この石灰町の竹下写真館で、修整技師として腕を磨いた。こ

の写真館は、非常に賑やかな通りにあって、思案橋と丸山の入口、山の口までの、丁度、

中央にある。山の口の突当りには、古風な巨大な建物の福沙屋というカステラ屋の本舗が

あり、その格子戸の前に見返り柳が、青々として垂れている。 

 当時の撮影機としては、切蓋使用の暗箱が專用されているが、撮影投術そのものより一

層の熟練と高度の技術を要する修整技術のほうが重く見られていた時代でもあった。 

 ある日のこと、坂口さんという知人から、高橋氏は、ウラジオストックの写真館に勤務

してくれないか、という相談をうけた。写真の研究のために、故郷の新潟をはなれ、東京
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に、また遠く長崎まできた高橋氏ではあったが異国の地、露領ウラジオストックと聞いて

は、ざすがに躊躇しないではいなかった。 

 しかし、高橋氏の写真に対する激しい情熱は、ついに出発を決心させてしまった。竹下

先生もその意気をよろこんで、その前途を祝福してくれた。 

 ことにウラジオは、かつて上野写真館とも関係がふかく、上野写真館ウラジオストック

支店を開設した時代がある。彦馬門の渡瀬定太郎先生が、このウラジオの開拓に当ったこ

とがあって、露領に対する認識は、格別、上野門下に濃厚なものがあったのである。 

 ウラジオ行の汽船は、長崎港から出ることになっていたので、渡航上、甚だ便利であっ

た。 

 

（４） 

＜ペキンスカヤ街の写真館＞ 

 単身、日本海の怒涛をこえて、ウラジオストックに渡った高橋慎二郎氏は、森竹十郎先

生の経営する森竹写真館に身をおちつけた。 

 この写真館は、郵船会社の跡、ペキンスカヤ街にあった。 

 Vladivostok は、シベリヤの沿海州の海港でペテロ大帝湾に突出するムラビヨフ半島の

尖端、ルスキー島の陰に位していた。シベリヤの門戸であると同時に、交通上重要な水陸

連絡地点で、このころは敦賀港よりも長崎との交通がひんぱんであった。それは「明治に

入って、露国東洋艦隊の艨艟数１０隻が、毎年冬期、数カ月間は、長崎港に避寒し対岸の

稲佐町に滞在、一種のロシア町を形成して、その繁栄を謳われていたからで、そのため、

稲佐は、日本の稲佐として、遠く海外まで聞え、日露の交通は、長崎とウラジオを直結し

ていたからである。 

 このウラジオの港にあった森竹十郎氏は、有名な写真師である。わたしは、晩年の先生

に東京千住でお目にかかったことがあるが、その経歴については詳しく知らない。 

 先生は、明治２８年、丁度２５才のとき、横浜を出帆、ウラジオストックに渡航した同

港開拓の一大先達であった。最初、無一文であり、相手にしてくれる人もなく、大道写真

師となって奮闘し、ロシアの大官たちに技𠈓をみとめられて、ペキンスカヤ大通りに写真

館を開いた。 

 森竹十郎先生の写真館は、日露開戦の時までであった。それから帰国し、東京本所小泉

町に居住されていたが、わたしがお目にかかったのは、その姪に当るという千住のお住居

に在るときで、大正末期である。 

 この写真館のほかに、キタイスカヤ街に、内藤紗雄先生の内藤影相館があった。これは

スウエトランスカヤ街にも、また、ボロガヤ街にも支店があった。 

 内藤先生は、明治２７年、フランスのデロルチ氏と共と、シベリア各地を歴遊して後ウ

ラジオのキタイキウリッツにおいて開業した。森竹十郎に遅くること数ケ月後である。 

 そのころ、同港には５名の露人写真師があったが、一人として日本の写真師に太刀打の

出来る者がなかった。ことに内藤先生は、カーボン不変色画、プラチナブロマイド引伸、

オパル等その他の諸技術を巧みにこなして、非常に高名な方であった。 

 こうして露領の写真界は、日本写真師が独占していたもので、ニコリスク、ハバロフス

ク、ブラゴエチエンス、ニュライエフスク、チタ、キャフタ、イルクック等総て然りであ
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った。 

 いいわすれたが、ウラジオには、竹馬滝三郎先生の写真館もあった。わたしもシベリア

各地を遍歴したことがあるので、いくらかその事情を知っている。 

 高橋慎二郎氏は、この森竹写真館に、約１年ほど精勤した。 

 

＜サヴェリエフ先生＞ 

 それから今度は、ロシア人のサヴェリエフ先生の経営するスタヂオに招かれて、そこに

移った。高橋慎二郎氏がここに転職したのは給料がよかったからというだけではない。 

 サヴェリエフ先生は、一種独特の着色写真をやっていた。日本のどこにもないような絵

具を使って、立派な天然色写真を作っていた。それが魅力で、学びとろうと思って、入館

したのである。 

 風俗習慣、あらゆるもののことなったウラジオでの生活は、日常のささいなことにすら

不便な感ずることが多かったが、ことに、サヴェリエフ先生の許に移ってからは、それが

ひどかった。 

 言葉がよく通じない。手真似でわかることもあったが、全然わからないこともある。と

んだ間違いをおこしたことも度々あって、ずいぶん、人知れぬ苦労を重ねたものだが、そ

れでも約１年ほどの間に、高橋慎二郎氏は、肖像写真色彩法、描き起し法などを一心に研

究し、ついに自分のものとすることが出来た。 

 森竹写真館の時もそうだが、サヴェリエフ先生の許でも、その待遇は、内地にいたころ

より数倍よかった。いやが応でも金がたまっていった。 

 ウラジオに渡って、３年近い歳月が流れるうちには、同氏の貯蓄も相当の額に達してい

た。 

 そこで、貯金をなんとか有効に使ってみたいと思って、長い休暇を貰うことになった時

ふとサヴエリエフ先生からすすめられて、その気になり、モスコウ見物を計画した。 

 そして、寒冷の大陸に、やっと遅い春がおとづれてくるころ、いよいよ待望のモスコウ

行を実行したのである。 

 ウラジオストックから鉄路、バイカルの湖畔を通り、シベリヤの原野を西へ西へと延び

るシベリヤ鉄道の客となった高橋慎二郎氏はモスコウめざして旅を重ねた。 

 

＜モスコウの景観＞ 

 彼の地に滞在した期間は、比較的短かかったが、ヨーロッパ、ロシヤの中央に位し、ヴ

オルガ河に注ぐオカ河の支流、モスコウ河にまたがるロシアの心臓、モスコウの都市を隈

なく見物したとき、あらゆる意味で、高橋慎二郎氏の見聞を広めさせてくれた。 

 政治的軍事的必要から堅固な城壁をめぐらし、多数の稜堡と５つの門をもつ、クレムリ

ンは、なんといってもモスコウの都心であった。 

 ５門の一なるスパスキー門は、全ロシヤ中で、最も神聖な場所とされ、その正面には、

ぺートル大帝の父ミハイロヴィッチが安置した救世主の聖像があり、何人も脱帽しなけれ

ば通過を許されないところであった。 

 門内の、皇帝広場と呼ばれた広場の右手には、キリスト昇天修道院と、チュードフ修道

院とが並んでいた。イヴァン大帝の鐘楼という高さ８２米の５層楼もあった。 
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 それからまだ一度も鳴ったこともないという世界第一の巨鐘――この鐘楼の附近は、寺

院広場と称して、歴代の皇帝が戴冠式を挙げた聖母聖天寺院―の在るところであった。 

 皇執歴代の墳墓のあるアルハンゲルスキー寺院、つづいてブラゴヴェシチンスキー寺院。 

 しかし、なんといってもクレムリン大宮殿は、モスコウ河に面する２階建の壮大な建物

で高さ６０メートルの金色の円頂が、巍然として中空に聳えているさまは、壮観であった。 

 高橋慎二郎氏は、モスコウの街を歩きながら、あまりの大規模におどろいて、「なるほど、

モスコウを観ぬ者、美を知らぬ者、というロシヤの諺のとおりだ」と、心におもった。 

 モスコウは、ローマとコンスタンチノーブルとを除いた全欧に比類なき寺院の大都会で

あった。第３のローマを以て自任し、第４のローマのあり得べからざるを揚言したキリス

ト教の聖都であった。 

 グズネッキーモスト、ドウヴエルスカヤ寺は、都会の中心地で、商事の最も段盛の街で

あった。 

 高橋慎二郎氏は、酔えるがような心地で、数日の観光に堪能して、再びウラジオに帰り、

今度は、前の森竹写真館にもどった。 

 

（５） 

＜薬研堀の玉水館＞ 

 故国を離れて３年以上も、異郷の地に暮して見ると、高橋慎二郎氏の胸にも、そろそろ

ノスタルジアの思いがつのってきた。 

 その上、考えてみると、ウラジオストックに渡った目的も、ほぼ達せられたようにも思

われた。それで帰国することに決心した。 

 その結果、森竹十郎先生始め、多数の知己にいとまを告げ、丁度、弘済丸という便船が

あったので、これに乗船し、日本に向って、ウラジオを後にした。高橋氏は下関に船が着

いたとき下船した。そしてそのまま上京して本郷の一隈に、下宿を求めた。 

 ウラジオから持ち帰った金も、まだ充分残っており、しばらくあそんで暮していても衣

食の道には困らなかった。氏はひとまず静養することにした。 

 思えば、下関の関門写真館に入館すべ

く、玉翆館の気賀先生の許を辞してより、

約６年の歳月が流れていた。久しぶりに

見る東京の街々は以前にも増して、素晴

らしい躍進ぶりを示していた。 

 本郷の下宿生活は、のんびりした楽し

い期間であった。程なくその年は暮れ、

新春を下宿の一室で迎えた。街々から松

飾りがとれて屠蘇気分もいつしか失せ、

下宿の梅が早春の日射しに咲き匂うこ

ろ、高橋慎二郎氏は日本橋楽研堀にあっ

た玉水館に主任技師として就職するこ

とになった。 

 この玉水館は、写真界の古老方はよく

玉水館上野英雄先生と高橋慎二郎氏（右） 

手札乾板最初の試写 

（高橋慎二郎氏３０歳くらいのころ） 
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御存知のことであるが、もと気質秋敏先生が経営されていた玉翆館の支店であった。その

後、気質先生の下で、会計事務を執っておられた上野英雄先生が、経営主となった写真館

である。 

 高橋慎二郎氏は、この上野英雄先生の下で主任技師として、３、４人の助手をつかい、

撮影するかたわら、写真の修整にも腕をふるった。 

 

２．高橋写真乾板研究所の設立   ・・東洋乾板回想記（５）～（７） 

＜乾板研究の端緒＞ 

 このころ、第１回大丸写真展覧会が開かれることになった。 

 高橋慎二郎氏は展覧会のために、「原野」と題する写真印画を出品した。すると、それが

優等に入選し、銀製のカップを受領した。 

 こうした生活を、約２年ほど続けているうち、日露戦争以後、輸入の困難から、ともす

れば不足からになることもあった乾板を、何とかして日本でも製造して見ようと、深刻に

考え始めた。 

 その頃、日本で使用されていた乾板は、ほとんど外国製で、国産品として使用に耐え得

るものは、現われていなかった。明治中葉から乾板製造熱は、一部の間に非常に熱心なも

のはあったが、何れも中途にして挫折してしまった。これらの事情については拙稿「日本

写真工業史」中の乾板篇に詳記しているからここには省略する。 

 高橋慎二郎氏は、早速、当時の文献類を渉猟し、それを耽読しながら参考とし、それに

１０数年間にわたって修得した、すべての写真に対する知識を傾注して、まづ古硝子を利

用し、これに感光乳劑を塗付して、乾板の試作に没頭することとなった。 

 同氏は、次から次へと、数多くの試作品を製作して行った。しかし、乾板の製造はその

ようにしても容易に出来上るものではない。実に魔物といってもよい性質を持っているも

ので、最大の難関は、乳劑の調製があった。それには、常に頭をなやましつづけ、なかな

か思い通りの結果が得られぬことに、文字通り茨の径を踏んで行ったのである。 

 乾板の製造に、本腰を入れた高橋氏はあるときは鬼神のようになって熱中し、あるとき

は、阿修羅のように、熱意に燃え、斃れて後やむ気持でかかったが、そんなことで化学と

いうバケモノは、征しきれなかった。 

 どうしても写真化学に対する学問的裏付けを深めなければならぬ必要があった。そこで

蔵前高等工業学校にある写真化学の夜学に通うこととなった。こうして高橋慎二郎氏は、

高等工業の教授結城林蔵先生を知るにいたった。 

 

＜結城林蔵先生に学ぶ＞ 

 高橋慎二郎氏が、写真化学科の夜間部に通った期間は、約３年間である。 

 当時、同科に親しく教鞭をとっていられたのは、写真界の最高権威結城林蔵先生であっ

た。 

 結城先生は、慶応２年２月２０日、新潟六日町の生れで、農学校を卒業され、明治２１

年、参謀本部陸地測量部に入り、写真及製版術を習得された。日清戦役のころ致仕された

が、その後、東京高等工業学校の講師、明治３５年、ドイツならびにオースタリヤ両国に
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留学され、写真及製版法三色版コロタイプグラビヤ法等を修得して帰朝した。 

 その後、東京高等工業学校教授、東京美術学校教授、大正１２年に東京写真專門学校校

長、のちにオリエンタル写真学校講師等を勤めた。現在写真界の錚々たる連中で、写專卒

業生は、結城先生とは切っても切れない縁故がある筈で、先生を識る人も多い。わたしは

オリエンタル写真学校講師時代、先生と同じく講師で、教員室でいろいろ雑談しながら、

写真について教えて貰ったものである。 

そのころは、先生の晩年で、歩行に困難を感じられるほど、お足をいためられていた。

また、先生からわたしはどっさり陸地測量部関係の資料、参考書（主として原書）などを

写真史の参考とせよといって頂載した。先生と時代を同じくした写真界の大先輩小倉倹司

先生からも、わたしは荷馬車一台ほどの参考書を頂載したが、わたしの家は漸く膝も容る

るに足りるか足りない陋屋なので、よぎなく空地に８畳ほどの書庫を建てて收容し、両先

生の高恩を偲んでいる次第である。 

 われらの蓮杖会は、ある年、主催して、結城先生追遠会を西巣鴨善養寺に催し、御遺族

結城雪三氏と直枝女史をお招きした。写真界の有志５、６０名程参加された。諸氏から花

環と卒塔婆の御供養があった。 

 続いて翌々年結城家において、盛大な法要が同じく善養寺に営まれた。鎌田彌寿浩、伊

東亮次、江頭春樹三先生はじめ８０余氏の御参集があった。 

 結城先生の御墓は、善養寺墓地の、尾形乾山の墓碑の直ぐ右側に在る。わたしは、毎歳

６月２日の乾山忌当日は、結城先生の墓碑にも香華を捧げまいらせることを例としている。 

 

（６） 

＜小川一真先生と会見＞ 

 高橋慎二郎氏は、こうして昼は玉水館の主任技師として職務に精励し、夜は、夜学に通

って專心、写真化学の勉学につとめた。亀の子と取組んで、乾板の試作研究も、さらに進

めて行った。 

 このころ日本で使われていた外国製の乾板には、英国のイルフォード乾板、仏国のルミ

エル、ドイツのアグファー乾板のほか、まだ沢山の種板があった。いずれも小西本店、浅

沼商会の直輸入品が多かった。英国のマリオンなどはまだまだ盛んに使用されていた。 

 これらの外国製の優秀な乾板を、乾板試作上の良き研究材料として、その性質、性能な

ど綿密に調べた。 

 このようにして送り迎えた毎日は、同氏にとって昼夜をわかたぬ多忙な日々の連続であ

ったが、玉水館の主任技師の地位は、おのづからその生活を安定させていた。 

 そこで館主上野英雄先生のすすめで、高橋氏は、結婚することになった。 

 式後、同氏は玉水館から、日本橋区横山町に新妻とともに新世帯を構えた。 

 新居に移り住んだ同氏は、昼はそれまで通り、玉水館に勤めていたが、夜は自宅を研究

所として、毎夜乾板の試作研究に努力し、出来上った乾板は玉水館で試験を重ねて行った

のである。 

 ある日のことである。――同氏は、上野先生の紹介で、写真界の泰斗小川一真先生を、

その居に訪れた。 

 小川先生との会見の目的は、乾板の製作、研究に努力している様子をつぶさに語り、感
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ずるところを聞くにあった。 

 その頃、小川一真先生も、丁度、乾板製造に努力していた時だったが、一真も幾度かそ

の製造に失敗して苦楚をなめ、いまだ研究段階を脱していなかった時であった。 

 小川一真先生は、高橋慎二郎氏にはっきりいった。 

 それは、西欧の先進国にくらべて、日本の技術がすべての点で幼稚であること、また、

気候風土も乾板製造に達してないことなどのことだった。そして高橋氏に、乾板製造の野

心を切に思い止まるようと忠告した。 

 小川一真の忠告を、有難く聞きながらも心のうちでは、乾板製造の夢を捨てきることが

できず、かえて、激しい研究欲を搔き立てられたのは、不思議なほどだった。 

 そこで、同氏は、調劑した乳劑のコーチングに苦心を重ねていた時でもあったので、一

真先生に、コーチングの機械等を、是非一度見せていただきたいとお願いしてみた。 

 すると、言下に、機械類は親戚にも見せないくらいだから、と、きっぱり謝絶され、つ

いに見ることができなかった。 

 

＜試作乾板＞ 

 すごすごと、小川一真先生の許を辞した高橋慎二郎氏は、その後も、玉水館に勤めるか

たわら、夜は自宅に設けた研究室で、乾板の試作研究に没頭した。一真先生から拒絶され

たことが、かえって研究心をかりたてた。 

 やがて、いくらか自信のもてるものが出来上るようになってきた。 

 高橋氏は、それで自分を撮影してもらったりして種々試験を重ねたが、一方、神田淡路

町にあった江木写真店を訪ねて、その頃、若かった小野隆太郎さんのもとにも持参して、

製品の試験を依頼した。 

 そのころ小野さんは、今日みたいに赤ネクタイはしめていなかったが、素直に実験して

くれた。小野さんも渡部進（よく断橋老とまちがえられるが、全然別人）さんの薫陶をう

けた一人であった。渡部進さんは、加藤精一先生と共に、「ゆふつづ社」を起し、芸術写真

の勃興に寄与したが、不幸、年若くして、大正の初めごろ病逝した。 

 ゆうつづ社は、東京写真研究会の前身ともいってよい性格があり、この社の功績は、写

真史上忘れられないものがある。 

 小野隆太郎さんが、高橋氏製造の乾板を試験してみると、結果は良好であったが、感度

において、アメリカのスタンダード乾板などにくらべて、劣るところがあった。 

 その試作乾板は、手引の四ツ切判であるがいま高橋氏の手許に保存してある当時の乾板

を見るにつけ、過ぎし日の苦労が思い出され感慨新たなものがあるとのことである。 

 明治４５年７月３０日、明治天皇が、聖寿６１をもって崩御された。 

 同日直ちに改元あって、世は大正の御代となった。その大正と改まって、まもなくのこ

と、上野英雄先生は、病を得られ、專心加療につとめられた甲斐もなく、ついに病没され

た。 

 その葬儀が盛大に行われた。葬儀の終了後会葬者一同は、上野写真館の写場で、記念撮

影をしたが、そのときの写真がいまも高橋慎二郎氏の手許にある。 

 上野先生の没後、新しく館主として、池辺氏が任に就かれたが、その機会に、今まで続

けて来た乾板製造の研究を、更に深く究めんものと決意して、同氏は辞任した。 
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 池辺氏は、さかんに引きとめたが、決意は固かった。――そして住居も、日本橋横山町

から、東京府下高田町雑司ケ谷（現在豊島区雑司ケ谷町）に移転した時に大正２年のこと

であった。 

 

＜高橋写真乾板研究所の誕生＞ 

 当時の雑司ケ谷は、いまだ家並もまばらで、藁家など

があって都塵を避けて、写真の研究に従事するにはかっ

こうの場所であった。 

 周囲を綠にかこまれたなかに、新居をかまえた高橋慎

二郎氏は、大正３年になって、郷里新潟の特志家高橋鋭

二、富山文蔵、高橋忠作の３氏により、出資を仰ぐこと

に成功した。 

 それをもとにして、雑司ケ谷墓地側、東京府豊島郡高

田村雑司ケ谷１１４番地に、木造建、建坪３２坪の「高

橋写真機乾板研究所」というのを設立した――この研究

所が、東洋乾板株式会社の前身なのである。 

 研究所内には、コーテイング機、乾燥機、古乾板グリ

ーニング機など合計２馬力余の電動機もそなえたが、こ

れらの設計考案は、高橋氏自身の手によって行われた。 

 そして３人の人たちを傭入れた。それは小平勝治、

見習工高城庫吉、女工１人―これらの３氏を仕事上の

助手として、待望の乾板製造に着手したのである。こ

のときの最初の人小平勝治さんには、わたしも都合よくお会いすることができ、いろいろ

当時の思い出を聞くことが出来た。 

 ささやかではあるが、１個の独立した研究所を得たよろこびに励まされ、高橋氏は乾板

製造に日夜精魂をうちこんだが、乾板らしい乾板はいかにしても出来なかった。 

 そんないらだたしい日が、２年余も連続した。苦悩にやつれ、神仏にも見離されたよう

な、虚脱の日日がつづいた。それでもなお乾板研究は断念しなかった。 

その後、しばらくして、一応の水準に達したものを作り上げることが出来た。 

 高橋慎二郎氏は、この乾板の普及をおもつて、乾板の販売を、当時神田淡路町セーレス

商会の支配人であった江口信行氏に依頼した。 

 江口信行氏という人は、高橋氏の理解者であった。高橋氏が純国産品として、乾板製造

に成功したことを喜んで、その乾板に「サクセス乾板」という名を命名してくれた。 

 サクセス Success すなわち成功、成就の意である。その名は多年の辛苦に対しまことに

恰適の命名であった。江口氏は、その上、広く販売に尽力してくれた。 

 江口氏はただにサクセス乾板の販売をうけもってくれたばかりでなく、個々としても、

研究費の貸与を申し出られ、財政方面からの援助も与えてくれた。（高橋氏が江口氏と販売

契約を交したのは、大正４年１１月２０日（１９１５年）のことである。） 

 高橋氏は江口氏の厚意に感謝しつつ、なお一層乾板の生産能率をあげるため、工場を担

保として、当時の興業銀行より２千円の金を借りた。これは大正５年１１月２４日と、大

大正２年当時の高橋慎二郎氏

手札乾板で撮影 
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正６年５月２日の２回に及んでいる。その証書はいまも高橋氏の手許にのこっている。わ

たしもノートに抄写しているが、条文だけなので省略する。 

 

（７） 

＜サクセス乾板＞ 

 高橋写真乾板研究所は、当時、木造瓦葺平家建で、建坪が３２坪あって、簡単ながら次

のような機械器具が設備してあった。 

高橋式コーティング器械、高圧送風機、空気瀘過機、乾燥容器、２馬力電動機、ポンス、

鉄管、炮金コック、伝動車、リングメタル、シカフト、調帯、乾燥器 

 このほかに、玉水館時代の知己、内海正氏兄弟からの援助資金もあわせて、研究所内に

新しく写場と試験撮影機を設けた。 

 高橋写真乾板研究所の第１号製品として市販された「サクセス乾板」には、写真界の方々

よりいろいろと、批判や忠告が寄せられた。 

そこで高橋氏は、サクセス乾板を外国製にまさるとも劣らぬ乾板に育てあげるために、

一層の改良を加えていった。 

 一方、江口信行氏も、結城林蔵先生から提供をうけたドイツの写真化学者エダー博士著

の写真ハンドブック Handbuch der photographie を飜訳して、高橋氏の研究の助力者とし

てもつとめた。このハンドブックは、１８８２年以来、改訂版が広く続いて毎才刊行され

ていたもので、写真知識の宝庫となっていた。 

 それから「ヤールブック」と命ばれる「エダーの写真年鑑」などにも注目した。Jahrbuch 

fur photographie und photo も始めの頃は、毎歳、後には何年目毎に、世界各方面の写真

に関する文献を摘要し、批判的に編集して刊行したもので、写真化学に従事する者の誰も

がまづこの本の御厄介になって、前進するという体の書物であった。 

 これらの書物を提供した江口信行氏は、自身もまた乳劑知識を修得するところがあった。 

 大正７年のある月のことであった。 

 高橋慎二都氏は、江口信行氏から、菊池惠次郎氏を紹介された。 

 そこで高橋氏は、日を期して、鎌倉の腰越に、堂々たる居を構えておられた菊池惠次郎

先生を訪問した。そのころ、菊池先生は、丁度、ブラジルに事業関係で、出かけられる計

画をたてていられた時だった。 

 短時間の会見であったが、菊池先生は、高橋氏の国産乾板製造の所信に大いに共鳴し、

高橋乾板製造所を更に発展させ、より大きな資本と、整った設備を持つ新会社を設立して

はどうかと提案された。 

 すぐれた施設と、潤沢な資金の下に、優良乾板を製造せんとする菊池先生の提案には高

橋氏としても異存はなかった。 

 この日、高橋氏は、暗箱を携えて行ったがサクセス乾板で菊池先生の像を撮影した。 

好箇の記念となったその写真は、当時の記念として現在高橋家にのこっている。 
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３．東洋乾板株式会社の設立  ・・東洋乾板回想記（７）～（１１） 

＜菊池惠次郎先生＞ 

 菊池惠次郎先生とは、いかなるお方であろうか。 

 同先生は、愛媛県八幡浜の豪族として知られた菊池党の後裔で、その生家は県下でも有

数の資産家として聞えていた。 

 先生は、明治８年８月１８日、八幡浜に生まれ、明治３３年、東京帝国大学法科を卒業

した。実業界に志して、はじめ、大阪市今西石炭商会に数年勤務されたこともあった。今

西石炭商会は菊池先生の家族であった。 

 大正７年、遠く、雄大なブラジルの開拓地サンパウロに

近いところに、宏大な山野を購入し、珈琲園経営のため、

ブラジルに渡航されたこともあった。高橋慎二郎氏が会見

したときは、丁度、この計画をもって、渡航される寸前の

ときである。 

 このころ、菊池先生には、１０幾才かの令息があった。

その令息が、写真化学の権威として知られる東大教授理博

菊池真一氏である。 

 ――高橋慎二郎氏と菊池惠次郎先生との間に、急速に話

がまとまり、その上、結城林蔵先生の賛助などもあって、

会社設立の話は、とんとん拍子に進められていった。 

 会社は、株式組織体に決められ、創立発起人には、菊池

清治、菊池清太郎（愛媛県北宇和郡宇和島町大字袋町４３

番地）、内海正（東京本所区外手町４７番地）、藤本友信（大

阪市東区４丁目４６番地）、清水岩次郎（愛媛県西宇和郡

八幡浜町６７番地）の６氏のほか、高橋慎二郎氏（東京府

北豊島郡高田村大字雑司ケ谷町１４７番地）を加えて、都

合７名が当った。 

 

＜東洋乾板株式会社の誕生＞ 

 菊池惠次郎先生は、新会社創立の準備が整ってしまうと、ブラジルの開拓事業のため、

一時故国と離れることになって、その留守中の責任を令弟菊池清治氏に委任して出発され

た。 

 新会社の名称は、東洋乾板株式会社と決定された。 

 最初の定款を作成したのは、大正７年１１月３日のことであったが、その定款は、新潟

市の高橋印刷所において印刷した。 

 大正７年１１月１９日、高橋慎二郎氏は、江口信行氏との間に、取交わしていた写真乾

板の一手販売に関する契約があったので、それを相互協議して解除した。これは新会社設

立のためであった。 

 大正８年２月１１日東洋乾板株式会社が資本金２０万円で正式に設立され、この日、創

立総会が開かれた。そして、直ちに工場建物などの建築と、諸機械の発注また製作等に着

菊池惠次郎氏（大正７年）

高橋慎二郎氏撮影 
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手した。 

 発起人の氏名その引受株数は１、０００株（菊他清治）、３００株（菊池清太郎）、２０

０株（長山竹一郎）、１５０株（内海正）、１００株（藤本友信）、１００株（高橋慎二郎）、

１００株（清水岸次郎）氏等である。 

 発足当時の同社の概要を略記すると、次のようである。 

 東洋乾板株式会社 

       社 長 菊池惠次郎 

     專務取締役 辻   宏 

    取締役技師長 高橋慎二郎 

     取 締 役 浅井 記博 

     監 査 役 内 海 正 

     監 査 役 長山竹一郎 

株主氏名 

（菊池惠次郎、菊池清治、藤平長門、菊池清太郎、佐

々木長治、菊池福治郎、菊池又八郎、菊池愛子、野村

敬六、長山竹一郎、木村林次郎、内海正、浅井記博、

清水岩次郎、菊池武城、内海正一、結城林蔵、菊池富

次郎、小平勝治、高橋慎二郎） 

従業員は 

 小平勝治、塚本正駿、小川潔、永江博、高橋先二、

中村仁一郎、菊池友太郎、女工１０名 

工場の概要 

 工場総坪数 １８０坪 

 内訳、練瓦造１棟６０坪、写場、機械室、硝子グリ

ーニング室、合計５２坪、事務所２４坪、硝子貯蔵室、

食堂、室直室、合計２４坪 

このような規模と組織の下に、東洋乾板株式会社は乾板の生産を開始することになった。 

  

（８） 

＜主なる人々（１）＞ 

 東洋乾板株式会社の主なる人々について略記してみよう。 

 菊池惠次郎氏――その経歴は前に述べたとおりである。 

 菊池清治氏――菊池惠次郎氏の令弟である。明治１９年、愛媛県八幡浜に生れ、代々清

治の名を襲名され、その７代目である。家は商業を営んでいたが、相続後廃業され、明治

４４年、東京帝国大学理科実験物理学科を卒業し、大正３年より７年にかけて、名誉職八

幡浜町長に就任された。 

 大正８年より１１年にかけて、第一高等学校及び日本女子大学の講師をつとめ、大正１

１年８月、松山高等学校教授、昭和１５年１月、広島高等学校長。昭和１６年４月、ふた

たび松山高等学校長、昭和２０年１１月退官し、昭和２２年４月、八幡浜市長に当選、同

２６年、再選されている。 

東洋乾板創立当時の棟上式 
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 大正７年に、令兄惠次郎氏とはかり、東洋乾板株式会社を興して、大正８年より１１年

まで、在京されている。わたしは菊池清治氏にはまだお目にかかったことはないが、同氏

が全国市長会議で上京されるたびに両３回、お電話をいただいて通話したことがある。 

 また、愚息が数年前、四国撮影旅行の時、八幡浜の同氏邸でかなり御厄介になったこと

があった。菊池真一氏の叔父に当っている。 

 辻宏氏――辻氏は菊池惠次郎氏の親友にあたり、法学士で事業家であった。その辻氏は、

社業の中途、不幸病没され、会社発足に際して、著しい打撃ともなった。 

 菊池愛子氏――明治２７年生れのお方で、前記菊池清治氏の夫人である。 

 菊池清太郎氏――明治１３年生れで、八幡浜菊池一族の総本家である。非常に古い家柄

で、南北朝以前から、由緒ある苗字として知られている。町会議員、消防団長等の名誉職

や銀行取締役に就かれていたが、世事を超越して悠々寛々たる年月を過していた。菊池清

治氏の姉婿にも当る。昭和１８年逝去された。 

 菊池又八郎氏――明治元年生れで、菊池清太郎家の分家にあたり、八幡浜で醬油醸造業

を家業とされ、銀行取締役、製氷会社々長等をつとめていた。昭和２９年逝去。 

 菊池福治郎氏――明治１８年生れで、菊池清治氏の分家である。八幡浜で書籍文房具商

を営んで居られたが、昭和２２年逝去。 

 菊池富次郎氏――明治２５年生れで、多年、二十九銀行に勤務し、大津支店長として精

勤、退社後は、八幡浜市の收入役を経て、市会議員に当選された。菊池清治氏の従弟であ

る。 

 菊池武城氏――安政６年生れで、八幡浜市外喜須来村の里正の家で、銀行を経営されて

いた。のち、村長を勤めた。菊池清治氏の叔父である。昭和４年逝去された。 

 長山竹一郎氏――明治１４年生れで、愛媛県宇和島市の人、菊池清治氏の従兄である。

昭和１３年逝去された。 

 

＜主なる人々（２）＞ 

 清水岩次郎氏――明治２６年生れで、宇和島市の長山家の人である。八幡浜市の清水家

に養嗣子となり、郵便局長に就任されていた。 

 浅井記博氏――明治９年生れで、八幡浜市の里正の家である。多くの名誉職、銀行重役

等を勤め、晩年は東京や松山に転勤されたが、昭和１９年、松山市において病逝された。

菊池惠次郎氏の友人である。 

 佐々木長治氏――明治２７年、愛媛県西宇和郡伊方村の生れで、県下屈指の資産家とし

ていた。東京高等商業学校卒業後帰郷し、地方銀行会社等の経営にあたり、衆議院議員、

貴族院多額議員として、政界にも知られていた。菊地惠次郎氏の友人である。 

 内海正氏――もと錻力印刷業の人である。 

 藤平長門氏――新潟の富豪で、高橋慎二郎氏の関係者である。 

 小平勝治氏――もと陸運科学研究所の技術員で、高橋乾板研究所の創設当初から在った

人。 

 結城林蔵氏――株主として後援を惜しまなかった同氏は、有能の写真家多数を社会に送

ったお方であることは、主人のよく知るところである。その経歴ははじめに述べたとおり

である。 
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 塚本正駿氏――明治２７月７月９日、遠州森に生れた遠州っ子である。父君は塚本薫平

氏といって、非常に学問野きで篤学の士であった。そのため気賀勘重氏と一緒に、鎌田義

塾に入学するといって、遠州から東京まで徒歩で上京したこともある。のち、塚本薫平氏

は、舶来自転車店と写真材料店を開業した。鎌田義塾で福沢思想の洗礼をうけたためか、

新しい商売を始めたのであった。写真材料の仕入は、横浜の石川商会まで行ったものであ

る。そんなわけで塚本正駿氏は、生れつき写真に関係が深かったが、先家の筋向いに松田

写真館があって、写真撮影や何かを目撃するにつけ写真に異常な興味をもつにいたった。 

 父君は、小作人に実家を任せて、製糸会社を創立して失敗したり、郡長に推されたりし

た徳望家であったが、君子人の風格があって、漢学に凝り、漢詩を沢山のこされている。

支那から文人墨客が来朝すると、食客に置いて詩作に耽った。また自ら書家として名であ

った。そのせいか塚本正駿氏も立派な書道の士である。 

 同氏はのち出京して、日橋浜町本の岡田写真館に入り、気賀秋畝先生経営の玉翆館に入

館した。気賀先生については始めに云ったが、父君塚本薫平氏と同じ遠州静岡の人で、そ

んな関係から同館に入ることとなったのである。 

 同氏が高橋慎二郎氏から奨せられて、東洋乾板に入社したのは、大正７年早春のことで

あった。担任の仕事は、製品試験係であった。 

 永江博氏――塚本氏と同じく古い写真人である。明治１０年、東京牛込榎町に生れた、

同家は江戸幕府の旗本の家である。その代々の墓所は谷中の常在寺にあって、わたしは、

同寺にある能楽の葛野九郎左衛門代々の墓碑研究のため、掃苔していると、偶然、永江家

の墓地が見当り、序でに寺院過去帳を見せてもらったりしたとき、永江家の代々の足跡に

歴然たるものがあるのを見て、興味深く感じたことがある 

 同氏は、大正４年写真術を学び、六桜社工場研究部に入り、感光乳劑乾板印画紙製造原

色撮影等を研究、また、顔料印画製作等の研究に従事されたこともある。また、旅順方面

に活躍されている。大正６年、文部省最初の法隆寺壁画撮影に、その責任を完了した。そ

れは故佐藤浜次郎氏の有名な法隆寺撮影よりも時代が早かった。その後、東洋乾板に入社

されたが、それからオリエンタルにも入社されている。現在の永江維章氏である。古写真

の研究に造詣深く、わたしともずいぶん古いつきあいである。最近はともに諸寺院を一緒

に掃苔に歩くこともある。民俗資料的な考古写真を專門とされていることで、知る人ぞ知

るこの道の第一人者である。 

 

（９） 

＜山下友次郎氏の協力＞ 

 東洋乾板株式会社は、大正８年の夏、工場の上棟式を行った。そのときの記念写真があ

るが、内海正一、小平勝治、高橋慎二郎、内海正、永江博、辻宏、結城林蔵の諸氏がなら

んで写っている。 

 工場の井戸の用水は、良質で、樹木に囲まれた環境は塵埃もすくなくて、絶好の地であ

った。 

 最初の製品は、名制、アトム判の２種であったが、品質の均等を欠いて、すぐれたもの

ではなかった。カビネ型以上のサイズは、生産の見込みがなく、辛うじて大名刺、名剌、

アトム判に切落して製品をつくった。性能は英のイルフオードの赤札乾板を目標としたも
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ので、感度と調子もそれにならったが、そのサイズでは、写真師の手許に、売込むことは

至難であった。したがってあまり歓迎されなかったのである。 

 しかし、新会社の創立を喜んで、その販売に尽力されたのは、山下友次郎氏であった。

山下氏は、どこまでも、東洋乾板という萠芽を、育成してやろうという大きな気持から、

あらゆる面倒を見られ、高橋慎二郎氏を関西各地にわざわざ案内され、各地の有力な写真

材料商に紹介して、乾板の販売に努力された。京阪に大きな地盤と勢力のあった山下友次

郎氏の威勢は、さすがに大きなものがあった。 

 また、プロセスのアトム判とステレオ乾板は、この方面に大きな販路を擁していた曾根

春翠堂の曾根真文氏が、一手に引受けて販売されるようになった、二川栄介氏も、販路の

開拓に一肌ぬがれて、協力された。 

 大正９年の秋になると、新工場も出来上り東洋乾板株式会社は、実際の活動に入った。 

 その開業式の当日は、業界の知名人を招待して、祝意を表した。 

 しかし、前にもいったように、乳劑の故障廃棄が続出し、品質均等を欠いで、売行不良

を收支は相償わず、欠損は月々累増して、前途多難を思わしめた。 

 当初の乾板は、ネルソンとか、ロイドとかの名称をつけて出荷したもので、社名は記入

されていなかったのである。これは材料店の要望もあって輸入乾板に模した次第と思われ

る。正式に、ＳＴ乾板を売り出すまでのそれは窮余の一策であったろうと考えたい。 

 

＜Ｓ・Ｔ乾板時代＞ 

 高橋慎二郞氏が改良に改良を重ね日夜もわかたぬ熱

心な努力を続けた末に、やがて感光度が高度により、階

調また佳良な性質を得るにいたって、始めて手札型以上

の乾板を出したのは、「ＳＴ乾板」からであった。 

 ＳＴの名称は、高橋慎二郞氏のローマ字の頭文字を採

って名付けたものである。 

 このＳＴ乾板には、感光度Ｈ＆Ｄ３００度、４００度、

７００度の３種類があり、その他プロセスがあった。 

 いま、高橋氏の手許に、当時の帝国大学応用化学料講

師前四郎氏の「Ｓ・Ｔ乾板品質試験表」がのこっている。 

 ＳＴ乾板の量産を契機に、東洋乾板株式会社の運営は、

ようやく軌道に乗った観があった。 

 しかし、生産を開始してからも、常に一定の乳劑をい

かにして調製するかという点は大きな問題であった。 

 高橋慎二郎氏は、種々研究実験の結果、沈澱法を採用

することにした。 

 それは、アンモニア性硝酸銀液を用い、稀薄をゼラチン液中で、乳劑の第一熱成を完了

したとき、酸を加えて中和し、それを低温下に置いて、自然沈降させるか、遠心分離機を

用いて沈澱物に、さらにゼラチンを添加して第二熱成を行い、乳劑を完成させたのであっ

た。 

 ところがこの方法で得られた乳劑は、銀粒子が粗笨で、つねに所定の感度と階調を得る

東洋乾板ＳＴ乾板の広告 
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ことがむつかしかった。 

 高橋氏は、これを補うため、とりあえず微粒子の低感度乳劑を混合することを考案され

たのだが、もちろん満足すべきものではなかった。 

 そこで、更に苦心をかさねた結果、同氏は前述の製法を根本から改め、水洗乳劑とした

のである。 

 一方、同氏は感度を上げるため、ペプシンその他の酵素を利用し、ゼラチンの中の異物

の分解を図ったりした。また、磁電の振動装置により撹拌を試みた時には、乾板に白ポツ

や黒ポツが出たりして、いろいろなやまされたが、現今のように、水質、原料等のあらゆ

るものが究明されている時代とくらべて、まったく手さぐり同樣な時代だったので、想象

以上の苦心を重ねたものである。 

 コーティング機械そのものの製作にも苦労した。 

 

＜乾板乳剤塗付装置の完成＞ 

 高橋慎二郎氏は、自らの意図通りの

コーティング機械の製図を作るため、

自宅に、製図工を寄宿させたが、つね

にかたわらにあって指導にあたり、製

図を完成させたのである。 

 しかし、いざ機械商に製作させてみ

ると、なかなか氏の注文通りの機械が

出来ず、頭を痛めた。 

 ことに乳劑の流出口の工作には、よ

いアイデアが浮ばなかったので、もと

日本乾板会社の技師長工学士市岡太次

郎氏を、大磯の自宅に訪問した。 

 市岡太次郎氏に会見した高橋氏は、懸案の乾板乳劑塗付装置について、氏の意見を求め

たが、市岡氏にもやはり良い着想がなかった。 

 それでも、再三懇請した結果、参考となることもあったので、高橋氏は自己の考えをも

とにして、乳劑の流出口を作ってみた。 

 その時は、予期したような成果が得られなかったが、その後、研究をかさねた末、高橋

氏はついに乾板乳劑塗付装置を完成することが出来たのである。 

 六桜社（小西六）の江頭春樹、東洋乾板創立と時を同じくして創立されたオリエンタル

写真工業株式会社の菊池東陽、佐々木律太郎――この３氏と、初めて面識の機会を得たの

も、大正９年のこの頃のことであった。そして伊藤竜吉氏とは菊池東陽氏を介して知った。 

 さて、乾燥の点でも、乾板に空中の塵芥が付着して、失敗をまねくことが多々あった。 

 高橋氏は、種々頭をしぼったあげく、トンネル式風洞を創案し、これに乾板をおさめて

送風し、アドゾール、塩化カルシュームなどの乾燥劑を使用して、湿気をとることにつと

めた。 

 その上、さらに植物のしゆろをグリゼリンでぬらし、送風する空気がそこを通過するこ

によって、空中の塵芥をとりのぞけるようにしたのである。 

東洋乾板研究室、人物は永江維章氏 
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 また、乾板の製造上、乳劑の調製、コーティング機械の製作、乾燥時の困難で、一つ一

つ障壁に突きあたったのであるが、今一つ、硝子のクリーニングをいかに能率よく行うか

という点にも、頭をなやませた。 

 クリーニング機の設計考案が、何より問題であったが、それでも、１時間にキャビネ型

硝子を２、０００枚クリーニング出来る機械を作り得て、この点も、何とか解決したので

ある。かくて、あらゆる点に苦労はしたものの、山積する難問題を、何とか切り扱けるこ

とが出来た同氏は、それに勇気を得て、今度は感光計の製作に乗り出したものである。 

 

（１０） 

＜菊池惠次郎氏と山崎青村氏＞ 

 当時の東京美術学校には、写真科があり、実験室にシヤイナー感光計が備えられていた

ので、高橋慎二郎氏は、さつそく、教授の鎌田彌寿治先生、伊東亮次先生の下をたづねて

実物を検分させてもらうと、これと同形のものを作ることにした。 

 シヤイナー感光計には、回転円板が使用されているが、いざこの回転板を製作する段に

なると、露出孔と平板にすることで、非常にむつかしく、最も苦心を払ったのであった、 

 しかし、この難点も何とか乗りきることが出来、それからは、同氏は自らの製作した感

光計によって乾板の感光測定を行うことが出来たのである。 

 ――この当時、高橋慎二郎氏は、玉翆館出身の山崎青村氏を、菊池惠次郎社長に紹介し

た。 

 それに山崎氏が写真館を自立経営したいとのことで、菊池社長に、応援を求めたいため

の会見であった。菊池社長は、至極話のわかり易い人で、山崎氏の申し出た写真館設立の

話に、東洋乾板の製品を專用する条件で、承諾され、私財を投じて、その実現に尽力され

た。 

 こうして山崎青村氏は、銀座尾張町に、立派な写真館を開創することが出来、独特の技

をふるい、当時としてフレツシユな作品を世に送り出した。 

 この銀座の写真館において、東洋乾板を使用して高橋慎二郎氏を撮影した山崎青村氏の

作品が、いま高橋家に保存されている。この写真館は、惜しいことに、その後、関東大震

火災で焼失してしまったが、たとえ、形態は滅しても、菊池惠次郎先生の美しいこの話は

永遠にこの地上から滅するものではない。 

 大正１１年の春、東京上野に、平和博覧会が華やかに開かれた。英国皇太子の来朝で、

ことのほか大掛りで開かれた大博覧会であった。高橋氏は、この博覧会に、各種の乾板製

品を出品した。その結果、銀牌を拜受することができた。 

 

＜関東大震災＞ 

 しかし、東洋乾板として純粋に、日本が生み出し、商品として最初に市場に出た製品も、

常用してくれる写真師がなく、売行は香ばしくなかった。 

 種々勧請して、ようやく渋々不安を懐きながら、試用してくれるだけで、あとは全然相

手にもしなかった。宣伝不足もあったが、宣伝したところで、「国産が出来る筈がない」と

して、顧みられず、ストックは累積するばかりであり、月々の欠損は増加し、金融逼迫は

著しい状態で、菊池清治社長の苦慮焦心は、容易なものではなかった。――時恰かも襲来
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したのが、大正１２年９月１日の関東大震火災であった。 

 そのため乾板工場は、大損害をうけた。各所亀裂を生じ、諸材料に狂いが起って、その

上、原料硝子、薬品を始め多量のストック乾板は、粉砕し散滅したのである。 

 その欠損は、投下資本の過半以上に上って致命的大打撃を受けた。 

 しかるに、オリエンタル写真工業株式会社は、印画紙は多量にストックされ、製品倉庫

に満載されていた時、震災に見舞われ、感光材料の欠乏した際に乗じ、ストックの印画紙

が、どっと市場に切望され、不足を補った上写真界に、初めて国産印画紙の真価が認識さ

れるに至り、輸入品に十分対抗し得る優秀性も謳歌される動機を把握し、その後普及上に

一大難関を突破して、收益を増大する端緒をもたらした。が、東洋乾板は、逆に波落に瀕

せんとする大打撃をうけたなど、両社運命の差異懸隔は、余りにも著しかったのである。 

 このとき、ブラジルで事業経営中の菊池惠次郎先生は、故国の大震災を案じて、急拠帰

朝され、これを機として、菊池清治氏は、社長の職を菊池先生に委せ、広島高等学校々長

としで赴任することになったのである。 

 

＜古硝子問屋吉田清三氏＞ 

 菊池清治社長時代は、社長といっても、もともと教職にあったので、学校授業の余暇出

社され、專ら辻專務が、経営統卒の任に当っていたのである。東洋乾板の状況は、製品を

商品化するものは、１割程度で、他は廃棄の運命に邁うものが多かった。 

 サイズなども、カビネ判など稀で、大抵手札以下である。四ツ切としてプロセスはあっ

たが、それもめったに製造しなかった。かように製産状態が不明確で、塚本正駿氏などは

その催促にやきもきし焦慮することが多かった。社務は小川潔氏と、菊池友太郎氏とで執

務、塚本氏としては、手持無沙汰の気持を２ケ月もつづけたことさえあった。 

 その塚本正駿氏もその大震災を契機として社を退くこととなった。 

 菊池惠次郎社長が、自ら経営に任じたことは、もっとも惨たんたる悲境を彷こうすると

きであった。しかし、放胆不覇、かつまた細心なる菊池社長は、将来を洞察して、刻下の

苦境にたえ、高橋慎二郎氏を督励皷舞した。 

 高橋慎二郎氏も、忍苦粘仭、これに応えてどんどん改良の歩を進めて行った。 

 その結果が、新製品となって現われた。 

 ――プロセス乾板、整色性赤札、Ｈ・Ｄ・４００度青札、Ｈ・Ｄ７００度の白札等、乾

板の種類は、にわかに増大した。これは従来のＨ・Ｄ３００度赤札とともに、販路も開け

てゆく機運となったのである。 

 しかし、これを工業的製造に導くには、工場が余りに小規模で、拡張計画に移ったが、

累年の損失にこりた株主は容易に出資に動く筈もなかった。 

 大正１３年８月頃、東洋乾板に写真用硝子を納入していた人に吉田清三氏と云う人があ

った。同氏が板硝子加工業を始めたのは、大震災直後に、台東区入谷町５番地に、小さな

店を開いたのが最初である。それも伯父に当る人が以前から経営していたのを、引継いだ

のであった。 

 吉田清三氏は、大勢の買出入を使って、小鏡用や玩具用材料として、古乾板を集め、そ

れを東洋乾板に納入したのである。 

 使用ずみの古乾板は、傷があったり、クモリがあったり、かつまた厚薄不同で、会社の
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要求する品質の品は少なかったが、買入に熱心で、幸に多量の古乾板をストックにしたの

で、存分に選分することが出来た。 

 あるときトラックで５台ほどの古乾板を納入した。同業者の一人が、吉田清三氏に、「あ

んな潰れかかっている会社に、沢山納入して、金でもとれなかったらどうするつもりだ」 

と、忠告した。 

「うん、もし会社が潰れたら、私も共潰れになってもいいよ。」と、返事したので、相手の

人は、感嘆して何にも云わなかった。 

 この吉田氏も会社と共に苦労をした人であったが、現在は、２百台のタクシーを擁する

自動車会社社長として栄えている。わたしも吉田清三氏と幾度もお会いしたので、よく知

っている。 

 

（１１） 

＜陸軍科学研究所と東洋乾板＞ 

わが国の写真界は、関東大震災によって、大打撃を蒙つたけれども焦土の若木は、ふた

たび芽吹いて、災後新たな活力をもって抬頭した。 

「写真」の発達生長にも、また專門家の手から、アマチユアの手にわたってしまった。

それを今日までのレベルに引上げるまでには、多くの先輩が、写真人が、あらゆる方面か

ら礎石を築いてくれたからである。 

 写真界今日の隆盛を見、その蔭にひそむ多くの殉難者、犠牲者、功労者に対して感謝の

念を禁ずることが出来ない。おおむね、華やかなジヤーナーリズムの圏内からそれらの人々

は外れているのである。 

さて、東洋乾板は、帝都の復興につれて、従業員の数もふえ、事業は年とともに発展し、

順調な歩みをつづけて行ったが、相不変、経常面に於て一方ならぬ苦労がつづいた。 

 そのころ、陸軍科学研究所で、各方面にわたって研究のため各種の乾板を必要とし、普

通オーソ、パンクロ、プロセス、スペクトル用プロセス等の優等なものを内外に求めてい

たが、それは学術的理論試験に使用したのであった。 

 そのうち、スペクトル用のプロセスは、東洋乾板の製品を使用することになった。同乾

板の優秀性を確認したからである 

 たまたま大正１３年に購入した東洋乾板のエマルションはＮＯ７９０のものであった。

これは後にいたり、急速に進歩し、また、保存性もたかめられた乾板となった。 

大正１４年２月ごろ、営業方面に永長重吉氏が入社した。菊池社長と同郷で、一流卸商

とは関係の浅かった際、直接需要家へ販売することが多く、專らその方面を担任した。 

 大正１４年３月１３日のことであるが、東洋乾板の会社に、加来佐賀太郎氏という来客

があった、菊池社長、高橋慎二郎、柳瀬氏等と懇談されたが、その懇談は重大な一ポイン

トともなった。 

 加来佐賀太郎氏は、法科出身で、元台湾民政長官という顕職にあった。菊池社長と同窓

に当り、また、大日本セルロイド株式会社社長森田茂吉翁の知友でもあった。そうした関

係から、加来佐賀太郎氏を仲介者として、大日本セルロイド株式会社から、東洋乾板に対

して出資援助の交渉と協談が開始されることになったのである。その最初の懇談のときの

記念写真がのこっている。 
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４．大日本セルロイド（株）の投資  ・・東洋乾板回想記（１１）～（１７） 

＜大日本セルロイド株式会社の投資＞ 

 大日本セルロイド株式会社では、東洋乾板に対する投資問題について、同社專務島村足

穂氏が、その衡に当ることとなった。 

 それから東洋乾板の製品数種は、島村氏から同社に提出され、それを同社の作間政介氏

が受取って、この品質性能の検査に当ることとなった。提出された乾板は、整色性赤札、

青札、白札プロセスの、カビネ形各１打づつであった。 

 作間政介氏は、さっそく、その感度測定、整色性の測定、また現像状態等に当る筈であ

ったが、そうした方法に当る設備がなかったので、とりあえず、專門の写真師に当っても

らった。その写真師は、堺市宿院町山之口の斉藤写真館主斉藤永治氏で、うごきやすい子

供２人をつれて作間氏は、その写場に行った。その子供の撮影がすんで、次は複写試験に

かかり、大形油絵を撮影した。舶来乾板と同様の写度、現像処理を行い、いささか古くな

って黄褐色に変色した印画に焼付けたりしてみると、その結果は感光度、調子ともに、舶

来品と大差のない成績を挙げ得た。 

 こうして東洋乾板の称する性能を確認することができた。斉藤写真館主齊藤永治氏とい

う写真師は、当時、堺市にあった４軒の写真師の１人で、わけて技術にすぐれた評判の高

い人であった。 

 その後、堺市にあった大日本セルロイドと東洋乾板は、数次の接渉をかさねていたが、

このころ、大日本セルロイドは、感光性フィルム事業に着手する計画が熟し、そのフィル

ム事業に着手せんための一道程として、約半歳ののち、東洋乾板の経営が決定を見たので

ある。ここにいたるまでの大日本セルロイド株式会社としても、東洋乾板の製品及び将来

の帰趨等に綿密な調査が行われたことはいうまでもない。東洋乾板の工場内容、会社の実

体は、結局、新設備を整え、累積赤字を整理し、量産をはかれば、将来の発展性も認め得

られたために、経営を引受くることに決定し両社相互間に契約が成立したのである。 

 大正１５年７月、大日本セルロイド株式会社は、東洋乾板株式会社に対して、１０万円

の投資を行った。 

 そして、東洋乾板の專務取締役に、大日本セルロイドの技師作間政介氏、監査役に、島

村足穂氏が入社して、その経営に当った。 

 作間政介、島村足穂両氏が、赴任されたのは、大正１５年１１月末である。 

  

＜作間政介氏＞ 

 作間政介氏は、明治１８年３月１８日、明治の政界で有名な作間一介先生の長男として

東京市芝区で生れた人である。 

 父君の代まで山口県萩市であって、一介翁は、長州閥の大物であった。 

 明治４０年７月、作間政介氏は、東京高等工業学校応用化学科（現在の東京工業大学）

を卒業した。そして８月、三井家同族会内の大日本セルロイド製造株式会社創立事務所に

入社した。 

 翌明治４１年９月、会社創立総会開催の時、堺セルロイド株式会社と改称するときにあ

たって、転勤し、この技師となり、先年病没された青木英吉氏と共に、機械据付に関する
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材料の整備発注品等の設計作業等を担任されたのである。また、水質其他の試験に当る等、

初期セルロイド工業の発展に、すくなからず寄与されている。また、アメリカにも出張し

て、各州の工業界を視察している。 

 わが国ではセルロイド工業の統一合同が成ったとき、大日本セルロイド株式会社が発祥

して、森田茂吉氏が社長に就任されたが、作間政介氏は、その森田翁の懇請により、大正

１０年末に、青木英吉氏に続いて、至難なフイルム研究の術に当った。 

 それは、堺工場内に、暗室を設け諸装置を装備、ドラム式流延機によって、研究段階に

入ったが、これこそ、青木翁と共にわが国のフイルム研究の嚆矢であったといってよい。 

 青木、作間両氏の研究からも、今から思うと、卒直にいえばほんの真似事であったが、

とも角、フイルム製造の実際的研究に当った最初の人として特記すべきことである。わた

しは、作間政介氏に連れられて、芝高輪の青木邸を訪い、種々お話を聞いたことがある。

青木翁も、数度、わたしを訪ねて見られたこともある。当時の記録なども見せて貰ったが

それらは無岐にわたるので、別の機会に詳しく述べたい。青木翁は先年病没されたが、そ

の時は、作間政介氏が葬儀委員長として万端お世話をされ、時々青木氏のお墓にも墓参さ

れている。 

 大正１５年９月２９日、作間政介氏は、大日本セルロイドを代表して、この東洋乾板株

式会社の專務取締役に就任し、かたわら、板橋志村のフイルム試験所創設に当ったのであ

る。 

 

（１２） 

＜東洋乾板工場の増設＞ 

 作間政介氏は、過去２０年間、常住した泉州堺の地を後に、一家をあげて東京に移住し

た。島村足穂氏も同様であった。両氏は、東洋乾板社長菊池惠次郎氏を補佐し、１人は事

務担当に、１人は社務監査に当った。 

 大日本セルロイドとしても、年来の宿題であった映画用フイルム製造試験を開始するこ

とになり、その開始に当って、これに要するフイルム生地の製造試験は、別個に、フイル

ム試験所を設けてその担当とし、感光剤の製造は、東洋乾板の研究にゆだねることに協定

が成立した。 

 そのために、大日本セルロイドは、８万円を別に投じて、東京板橋志村の、大日本セル

ロイド東京工場敷地内に、フイルム試験所を建設したのである。 

 作間政介氏は、まず工場設備の準備に着手した。研究所、工場増築、志村のフイルム試

験所等の建設等のことで、警視庁に出頭して許可の指令をもとめたのである。すると思い

がけなくも、一大難関に遭遇した。それは東洋乾板の敷地が、住宅区域に編入されていた

ので、勅令によって現存建物建坪の５割以上の増築は許可されないという規則が現存して

いたからである。 

 これでは設計通りの建坪増築は、まつたく不可能で、それが判明したときは作間政介氏

も一撃を喫した。 

 しかし、解釈上、許容される条件がある。その条件は平家建の平面坪を云うもので、２

階建のときは建坪倍増の建造を、許容されると云うのである。そこで応急、その設計を変

更して、「乾板工場」「研究所」の双方ともに２階建とすることに、急ぎの処置を採ること
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になったが、欧米における乾板工場の構造に、２階建工場が存するや否や、それがまた心

配になってきた。 

 そこで写真界の長老鎌田弥寿治先生について、世界各国の写真工場について調査しても

らったところ、この方面に対する調査の行き届いていた鎌田先生から、英国の某社に、２

階建の乾板工場があることが分って、ほっと胸を撫でおろした。 

 かつまた、２階構造でも、機構さえ完備すれば、毫も製造上の障碍とはならないことを

確認したのである。そこで、慎重に設計を更新したものをもって、ようやく出願許可を得

るにいたった。 

 

＜苦闘＞ 

 乾板工場の構造を２階建に変更することで不測の障害を生じたが、かえってそれが幸運

をもたらした。 

 というのは、平面建坪は、現存建物の５割増であるが、２階建のため、倍大となり、結

局旧工場と同一の建坪、すなわち、全工場は一躍２倍の規模に達し、拡張新計画の乾板増

産に適するものとなったからである。 

 新工場の構造は、鉄筋コンクリートで、設計及び工事監督は、早大教授内藤多仲工博お

よび助手十代田三郎教授に依嘱し、工事は株式会社鴻泄組に依頼することとなった。（工場

の地鎮は昭和２年１月末で、その半歳後ほぼ竣工の域に達している。） 

 その間に、東洋乾板会社の資産財務の整理について、一言すれば、最初、資産整理とし

て、繰越金中の１０万円は、減資により切捨てさらに増産設備資金１０万円を増資したの

であるが、債務とともに、配当額の欠損金が残っていたために、それを償却する必要があ

った。 

 工事中の前後を通じていえば、生産が確立していたわけでもなく、また、製品も、少な

く、故障も発生がちであった。正式には市販製品の資格に欠けるところがあり、販売先に

は、わずかに特殊の取引先に縁故をもって売込む程度の、その日暮しであったのである。

販売收入は少額で、経費はかさみ、月々の支払、原料購入費にも事欠く始末で、その都度

手形を発行して、大日本セルロイドから、金融を仰いだのであった。 

 また、増設工事にとりかかる直前は、岩崎商事に対して債務があり、その肩代りの手続

きなどのため、作間政介、島村足穂の両氏は菊地惠次郎社長と折衝して、種々苦労が多か

った。当時、菊池惠次郎社長のこれに対する書信や、島村足穂氏に代って作間政介氏が応

答した書信が残っているが、それを拜見すると、測々胸に迫るものがある。 

 

＜商工省工業奨励金の交附＞ 

 作間政介氏は、同時に事務経理その他を明確にして、経営の健全化を図り、その考え方

から、まづ帳簿類、参考書類を閲覧して、その混乱状態の整理にとりかかった。それは社

員小川濁氏の岳父が、事務整理に達し、記帳事務の專門家だったので、同氏の来社を請う

て、帳簿整理に着手したのであった。 

 もちろん、それまで帳簿類は完備していたが、記帳も怠りがちの上に、簿記法を逸して

いたので、小なりとも法人組織の経理面に対して体をなすために、勢い整備をいそぐ必要

に迫られていたのであるしその整備には、約３ケ月の月日を要した。 
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 当時、商工省において工業研究奨励金交附の制度が定められ、輸入防圧国産奨励等を高

揚していたが、これは一面、軍事上の必要性も加味された趣旨によって発布されたもので

ある。 

 東洋乾板会社においては、とくに、東京府から慫慂があって、研究奨励金交附の申請を

していたところ、大正１５年１１月３日附、商工省指令、工第９５８２号をもって、商工

大臣（藤沢幾之輔商相）より、金壱万円也の工業奨励金が下附されたが、この授賞はわが

写真工業界でも最初のことで、非常に意義深いものがある。 

 この商工省研究奨励費は、単に財物の補助奨励その物ではない。わが国産に対する国民

各自の自給の精神、事業界内省の実を挙げるものであり、引いては写真工業の発展上、異

常な効果を顕わすことは必然の帰着でもあった。 

 研究条件としては、英イルフォード赤外乾板に劣らぬ感光度と、膜質とを備えた優秀乾

板の工業的製造達成にあった。すなわち、イルフォード赤外像乾板同等の感光度を有し、

膜溶解度摂氏４０度に耐ゆるものとの工業研究である。 

 日ごろの研究熱に一層ふるい立った高橋慎二郎氏は、作間政介氏その他と協議して、さ

っそく研究所施設に要する光学測定申請機械備品、顕微鏡写真機等を、ドイツ及び英国か

ら購入して、研究所陣容を整備することに決した。（６カ月後には、それらの研究設備の完

成を告げるにいたった） 

 この第１回の工業研究奨励金を嚆矢としたその後、高橋慎二郎氏は、高感度、航空用パ

ンクロ赤外等の乾板を発明するところがあり出願申請中の度に、許可せられ、その都度、

奨励金交付の恩典に浴したことは、実に高橋氏にとっては栄ある感激の連結であった。 

 また、そのころ、製品の性能について批判を求めるため、高橋慎二郎氏は、無名会とい

う写真界の１団体に関係して、写真家と交遊していた。無名会は、中村利一郎、上野巖、

山端啓之助（祥玉）、木多橋友治、大館功造、その他の諸氏の組織で、機関誌なども刊行し

ていた。この無名会の記録や機関誌は、偶然わたしの手許に所蔵しているが、全部の記録

でなく、ほんの一部分しかない。 

 無名会の例会には、東洋乾板の乾板製品が提出されたが、高橋氏は諸氏の批判をもとに

して、乾板の改良研究に專念されたこともあった。 

 

（１３） 

＜東洋乾板ニュースの創刊＞ 

 大正１５年１２月１日、東洋乾板会社は、「東洋乾板ニュース」という菊半裁判本文２０

頁の一小誌を創刊した。 

 全部６号活字で、発行所は「東京市外高田町雑司ケ谷６２６、東洋乾板株式会社」編集

兼発行人は「勝田康雄」となっている。 

 創刊号の本文を挙げると、「製品種目、没食酸現像液について、焦性没食酸、無水亜流酸

曹達、臭素加里、附言」「営業家に産む人物写真、勝田康雄」「国産品奨励」「写真用輸入一

覧表」「東洋乾板定価表」「編集後記、やすを」等である。 

 「東洋乾板ニユース」の第２号から、四六版に誌型が改められた。本文３２頁で、口絵

も出るようになり、活字も９ポイントに改まっているが、この２号から編集兼発行人は、

永長重吉氏（ながおさ）の名義にかわった。 
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 第３号はやはり四六版、この第３号まで不定期刊行物である。第４号は昭和４年２月２

０日発行され、この号より月刊紙となり、四六４倍４頁という新聞型アート紙刷りとなっ

ている。一般の営業写真家に配布されるようになったのは、この第４号からで、それは材

料店を経由せず直接営業家に発送したのであった。 

 「東洋乾板ニユース」の初期の編集者勝田康雄氏について一言しておく。 

 勝田康雄氏は、広島県の出身で、山口高校在学中に絵画と写真に熱中し、ついで小西写

真專門学校（後の東京写真專門学校、いまの東京写大の前身）に入学し、大正１５年３月

同校の第１回卒業生として、直ちに東洋乾板株式会社に入社した古参である。 

 その入社当時のことを勝田氏に聞いてみると実に面白い。作間政介氏の就任以前のこと

である。 

 写專を出て、東洋乾板に勤務することになったとき、東洋乾板とは、さてどんな会社な

のか、第一場所がどこなのか、予備知識がまるでなかった。とにかく雑司ケ谷の墓地の裏

手だと聞いた。行って見ると、小さな２本柱の門があって、通り抜けて事務所によった。

事情を通じると右側にあった応接室に通され、暫らく待つと、技師長として全責任をにな

っていた高橋慎二郎氏が、羽織袴で入ってこられ、やさしい態度で迎えられた。そして微

笑をたたえながら、静かな声で、色々と勝田氏にやって欲しい仕事の説明をしてくれた。 

 主としてそれは乳剤を塗布した乾板の試験をしたり、宣伝の仕事などもやってくれとの

ことであった。東洋乾板には、高橋技師長を除いては、写真の基礎知識をもった人が１人

もいないらしかった。 

 勝田康雄氏は、すぐ翌日から仕事にかかることになり、事務所に机をあてがわれたが、

机を前にすると、はじめて社員になったという感じがした。 

 

＜勝田康雄氏＞ 

 技師として新入社の勝田康雄氏が、はじめて出社して、事務室内を見回すと、菊池惠次

郎氏と事務員が２人という淋しさであった。 

 事務員は、同時に入社した永長重吉氏、他の１人は菊池友太郎氏である。永長氏は営業

事務をとっていたが、菊池友太郎氏は、色々雑務係らしかった。 

 勝田氏は、さっそく、隣りの写場で、新らしく塗布された乾板の試験を始めた。試験と

いっても、写場のカメラで、女工さんをモデルとして写し、それを所定のメトハイ液で現

像してみるだけである。 

 その主たるねらいは、乳剤感度、肉乗りの良否、カブリの有無、それからもう一つ重要

なことは、乾板膜面に現われるホシの多少を検査する仕事である。その仕事は、誰にもら

くにやれる仕事であった。モデルのポーズを色々かえてみたり、ライティングを加減した

りすることは、やはり面白くやれるのである。 

 試験した乾板が、ヌケがよく、感度も適度で、ホシも出ない時は、気持がよいが、全面

に、ポツポツと白く抜けたホシが出るときは鎌倉山の星月夜どころの騒ぎではなく、やは

り面白くなかった。 

 それがまた度々なので、乳剤塗布は、随分むづかしいものだとつくづく痛感された。 

 いくら多くのホシが現われても、高橋慎二郎氏は、決してイヤな顔をしなかった。その

度に何かうなづいては、乳剤塗布室を入ったり出たりしておられた。 
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 一人で技術上の全責任をもってやっておられる高橋氏の姿を、勝田氏は、いつも敬虔な

気持で眺めていたものである。そんなわけでその当時の乾板は、イルフォード乾板に似た

ものを理想として、製造発売されていたものであるが、時々、写真師や材料店からひどい

文句をいわれる。その度毎に、勝田氏は出かけて行って、色々な苦情を聞くわけである。

多くはホシの問題である。 

「乳剤番号ごとに、一々試験して出しているので、そんな筈はないのですが」と、一応は

弁明をするが、事実、ホシが沢山出ている原板を見ると、どうにもいいようがなかった。 

 だから、大抵の場合別の製品を何ダースか用意して出かける場合が多かった。使用者側

でも心得ているとみえ、そうひどくとっちめられることもなかった。―その当時は、それ

でことが済んだのだから不思議である。 

 

＜製品の試験＞ 

 前にも述べたように、東洋乾板では、いつも使用ずみの古乾板を、吉田清三氏から買入

れ、その古い膜面を剥がして、もとの素硝子にし、再び乳剤を塗布する方法をとっていた。 

 いつも年寄りの小使さん夫妻が、この膜はがしの役を引受けていた。この沢山の古乾板

の中には、珍らしい写真が少なくなかった。 

 まだ、写專を出たばかりで、あまり世間の風にふれない勝田康雄氏にとって、この古乾

板を一々透かしてみることが、いつとはなしに楽しみになっていた。 

 一寸入手し難いような、しかもなかなか興味ある写真が時々出てきた。それらの古乾板

をこっそり抜きとって、暗室に持込んで、ひまを見ては、それを印画紙に焼付けて悦に入

ったこともあった。 

 こういう面白い面もあったが、何分一度使用した古乾板の膜をはがして、再び新乳剤を

塗布して作った東洋乾板であるから、どうかすると、実際に写した被写体以外の想像外の

影像がかすかに現われることがあった。 

 この現象は、めったに現われなかったのであるが、時々避けることの出来ない現象であ

ったようである。幽霊写真とは案外こんな現象を指していわれたものであるかも知れない

し、東洋乾板の乾板を使って、幽霊騒動が起った例もあるかも知れない。 

 

（１４） 

 当時、故吉川速男氏は幽霊写真の実存説を唱えた一文を発表しているが、吉川氏も、こ

んな乾板を使って、なるほど、たしかに幽霊は存在する、と、肯定したのではなかろうか。 

 当時の乾板の、こうしたトラブルは、実際色々の面で現われていたのであって、その一

つの原因を取除いたとしても、他の多くの面で、測り知れない欠点が現われる。それを一

つ一つ、科学的に究明してゆくことが最も大切なことであったに違いないが、そのころの

工場設備だけでは不充分であった。 

 それにしても、誰が手をつけても成功しなかった国産乾板の製造に一応の成功をし、そ

の製造に終止一貫した努力をされ、どんな非難をうけても、唯黙々として、天与の仕事に

没頭し、最後の勝利を信じていられた高橋慎二郎氏の心境をおもうと、感無量である。 

 勝田氏は、仕事というのは、出来上った製品の試験をしたり、文句を聞いて、それに適

当な回答をする程度の仕事であるから、段々と、そのような仕事に慣れてくると、仕事が
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楽すぎて精力のやり場がなかった。 

 そして、やたらに何か書いてみたかったり写してみたかったりする衝動を、どうするこ

とも出来なかった。 

 何か筆の仕事をしてみたい。自分の頭の働らきで、何か形のあるものを作ってみたい。

そうした気持が常に頭から離れなくなった。 

 そうこうしているうちに、会社側でも、その必要な時が来たと感じたのであろうが、高

橋慎二郎氏から、宣伝用のパンフレットを発行してみようではないか、との相談をうけた。 

 勝田康雄氏としては、願ってもない嬉しいプランで、急速度で、このプランを実現する

ことにした。 

 四六版のごく薄いパンフレットがあったが表紙のデザインから、記事内容全部を、自分

一人の手で組立てた。 

 高橋慎二郎氏は、乾板乳剤について口述された。それを速記風に書きとり、要領よく記

事にして得意になった。 

 表紙に、臭化銀粒子の顕微鏡写真を配し、「東洋乾板ニュース」という表題を、丸ゴシッ

ク活字で組んだのである。それが前述「東洋乾板ニュース」の発行である。 

 

＜勝田康雄氏の退社＞ 

 勝田康雄氏が、事務室にあったある日、大学生であった藤沢信氏が、社長のところにあ

そびに見えたことがあった。藤沢氏が大学を出てこの会社に入社されるという話を聞いた

のは、それから間もないことであった。 

 菊池惠次郎社長は、いつも真っ赤な顔をして、真昼ごろに事務所に現われ、机に向うと

手帳を出して、何事かを記録される―というのが日常で、あまり多くを話される方ではな

かった。 

 しかし、時たま、気がむくと、面白い話などを聞かされることもあった。 

 写真には、別段興味を持っている様子はなく、数ケ月間に、勝田氏は、写真の「写」の

字も、口をきかれたことは一度もなかったとかのことである。 

 事務所では、いつも熱心に本を読んでいられた。おそらく菊池社長は、身自ら実業従事

の念を忘佚して、この事務所内を自己の專攻とする学問の研究室とでも信じていられたの

であろう。それかどういう種類の本であった知る由もなかったが、それが写真に関する書

物でなかったことだけに確かである。 

 社員に対して、いつも大声で叱られたこともなかったし、さとすような言葉もなかった

が、何かしら感じさせる深いなにかがあった。 

大日本セルロイドから、作間政介氏が就任された大正１５年の晩秋、やがて冬はじめの

１１月ころ、作間政介氏は毎日一度は、会社に顔を出されるが、勝田康雄氏には、そのお

仕事らしいものはよく分らなかった。永長重吉氏から聞いたり、自分の想像から推して、

作間政介氏が原動力となって、この乳剤工業の拡大を図られるのだろうと、想像したりす

るのであった。 

 その作間政介氏とも、お話しするゆっくりした機会さえなかった。 

 勝田康雄氏は、在社僅かに８ケ月「東洋乾板ニュース」第１号を編集しただけで、会社

を退いたのである。 
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（その後、勝田氏は、アルスに入って写真雑誌の編集に従事、また、オリエンタル写真

工業の宣伝部に入社し、雑誌編集に従事木村專一、田村栄両氏の許で努力した。わたしは

当時の勝田重雄氏を識っている。オ社退任後、独自で「カメラアート社」を創立し、写真

雑誌を刊行し、幸に成績よく、また、写真用品を考案して、山下友次郎氏より後援をうけ、

一時は財をなしたが、戦争により郷里広島に疎開、苦難の生活と斗って、戦後、上京して

「ミニフオト」誌を刊行、ジヤーナリストとして異色ある持味を発揮しつつあったが、不

幸挫折して、現在相州に、英気を養って居られるとのことである。わたしたちは再び同氏

の再起を促すとともに、大成の日を待望してやまないものがある） 

 

＜東洋乾板の製品＞ 

当時、東洋乾板会社の製品は、左の数種であった。 

○赤札乾板（Ｈ・Ｄ３００度） 

スペシヤルラピツド乾板と称し、イルフオード赤札に相当するもので、人物風景その他

一般用として営業家始めアマチユア間にも使用されている。 

○プロセス乾板（Ｈ・Ｄ２６度） 

舶来プロセス乾板に比して色調差調肉乗り等諸点において優れ、復写用に使用される。

ことに整色性プロセス乾板は、色彩物の復写に適し、絵画模様図案の撮影に最適である。 

○白札乾板（Ｈ・Ｄ７００度） 

大正１５年度の発売品で、高橋慎二郎氏苦心創製のものである、従来の青札赤札に比し

て、品質も均等化し、写度も７００度に増大し、高速度を必要とする航空用報道用の瞬間

撮影に最適である。 

○整色性赤札 

整色性白札と同様の性質を有し、写度を異にし、一般彩色物その他絵画の複写に適して

いる。 

○ランタン 

この乾板は幻灯用として透明画及び双眼写真のポシチイブ用として用いられ、鮮明な陽

画を得られ、甚だ好評であり、高橋慎二郎氏考案で異色ある乾板である。藤沢信氏は、わ

たしにこのランタン乾板を極度に激賞感歎されたことがある。しかし、感光度の低い濃黒

色の画像を得る特殊性能品で、用途は極めて小範囲に局限されていることが痛惜に堪えな

い。このランタンは、僅かに横浜の江南商店が、外人土産用として、日本名勝の風景幻灯

画製作に消費する位で実にもったいないことであった。 

 以上の諸乾板であるが、そのサイズには、乾板の種類によって、零判、アトム、名刺、

大名刺、手札、２枚掛、カビネ、八ツ切、六ツ切、四ツ切、半切、全紙、双眼等があった。 

 

（１５） 

＜東洋乾板の定款＞ 

 東洋乾板株式会社の「株主名簿」は、はっきりしたものが残っている。 

 しかし、同会社の処女定款は、大正７年１１月３月議定されているが、遺憾ながら今失

われて見当らない。あるいは高橋家に秘蔵されているかともおもうが、高橋翁に聞き糺し

たことなく、そのうちに判明するかと思われる。 
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 従って、その処女定款は、何章何条から成るものであるか全然いま見当がつかない。そ

の後、大日本セルロイドより投資を得、改正を経て、昭和２年１１月２２日、第５章第２

５条の第２次定款が議定されたのである。その第２次定款も、原始定款との比較は成し難

い。第２次定款も、わづか一葉残っているきりである。それは一般の士に煩わしいことと

おもわれるからここでは省略する。 

 写真の乾板工業を考えるとき、高橋慎二郎氏の功績は、正に不朽のものである。それと

同時に切離すことの出来ない貴重な存在は、菊池惠次郎氏である。 

 東洋乾板が、研究時代から事業目的を達成し、解散の運命に終るまで、社長を歴任した

菊池惠次郎氏は、関東大震災で被災後の３年間、東洋乾板の発展に、全力を傾注されたの

である。 

 毎月、若干づつは、支出超過で、損失が累積するばかりであったが、この経費補償に対

する財政が、菊池社長唯一の職務であった。 

 雄大なブラジルの広野に、豪放な事業経営を数年体験された菊池社長としては、このデ

リケートな乳剤工業を管掌するのは、あまりにも蟄居的な、萎縮を感じたとおもわれる節

が多かった。 

 いわゆる、今度こそは成功、この次は大丈夫という性質の、技術研究の推移は、そのた

びに、失望を度重ね、いく度か苦杯をなめられた。 

 しかし、それをしもよく隠忍に耐え、熱心な高橋慎二郎氏を後援者として、互いに相談

しあって、乾板研究上に、後顧の憂いなからしめて、ついには会社の飛躍段階に跳躍した

次第であった。 

 作間政介氏の入社後は、同氏と諸事万端、協議され、作間氏もまた社長の協賛を得てか

ら実施にうつし、研究事項は、高橋慎二郎氏と、つねに協議されていた。作間政介氏にも

菊池社長の教訓は得難いものとなったことが非常に多かった。 

 

＜研究部の開設＞ 

 東洋乾板では、研究部を創設した。 

 前述のごとく研究奨励金の下附をうけた結果、光学的諸器械、感光乳剤製造の最新様式

の器具を完備し、大いにわが写真工業上の発展に資せんとしたのであった。 

 その感光計も、シャイナー、ハーター、エンド、ドリフイールドを始め、エダー、ヘヒ

ト、センシトメーター等の種類を網羅した。当詩これは研究者間に喧伝され、見学と称し

て来訪される人も多かった。 

 研究室は、工場と棟を異にして、日々の操作とは混同するところがなかった。社として

も、篤学者の参観を歓迎した。 

 それのみでなく、研究室上階に、ホールを設けて、多人数の集会場にあて、写真界各種

の会合に、喜んで提供することにした。 

 暗室も３ヵ所設けられ、講話実験は、十分の設備を整えた。 

 丁度、産業立国、国産品愛用の声が高い折柄で、全国の写真家と協力し、国産奨励の実

を挙げるべく努力した。 

 増設工事が落成に近づいたころ、水野定三郎氏と、藤沢信氏が新たに入社した。 

 水野定三郎氏は、大正１２年に、東京商工応用化学科を卒業以来、陸軍科学研究所に勤
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務して、新木寿蔵氏の助手として、乾板乳剤の研究に従事し、すでに温熱成法の一種を完

成されたところであった。それを高橋慎二郎氏が新木寿蔵氏に懇請して、水野定三郎氏の

入社を見たのである。 

 また、東大理学部を大正１５年に卒業して理研の飯盛研究室にあって写真化学を研究中

であった藤沢信氏も迎え入れられた。 

 藤沢信氏は、高等学校時代に、一時東洋乾板の社長であった菊池清治氏に、理化学を教

わったことがあった。 

 大学に在る頃、その菊池清治氏が上京され１週間ばかり在京されるというので、訪問す

ることになり、友人３人で、菊池清治先生を訪ねて行った。 

 ところが、外出中で帰っておられないので菊池惠次郎氏が代って面会された。菊池氏は

いきなり、３人に向って、「君達は何を專攻しているか」と、たづねた。それで、一人は航

空学、一人は機関、そして藤沢氏は化学をやっていると答えた。すると「そうか、ぢゃ、

化学をやっているなら僕のところに来てくれ」といった。その時は、別に気にもとめてい

なかったのである。 

 

＜藤沢信氏の入社＞ 

 昭和２年の始めごろ、藤沢信氏は、東洋乾板会社の見学に行った。 

 その頃の事務所は、門の左の所にあって、新工場と直角に建物があり、そこに勝田康雄

氏がいたことは、前述の通りである。 

 工場は、小平勝治氏が案内してくれた。高橋慎二郎氏も居られた。この日は見学だけで

帰ったが、２月頃だったか、突然、藤沢信氏に、菊池社長から電話がかかってきて、「今度、

採用したから島村足穂さんの築地の旅館まで行って面会してくれ」とのことだった。採用

するから面会したいというのなら話はわかるが、採用したから面会に行けというのは面白

い話である。 

 藤沢信氏は、その前に理研の飯盛研究室に行って、飯盛先生に、相談した。 

「写真をやりたいと思いますが、どうでしよう」というと、 

「僕は写真を知らんが、他のことをやるなら」という返事である。 

「私は写真が好きだからやってみたい」というと、 

「そんならやってみるがいい」というわけで、会社のことはよく知っていなかったが、ま

ア行ってみようと、入社した次第であった。 

 そのころ、佐々木長治氏という有名な長者代議士が弥生町に寮を造っていた。その佐々

木長治氏が、菊池氏と相談しあっていたらしい。 

 藤沢氏が入社してみると、新工場も大体出来ていたし、相当製品も製造出来るようにな

っていた。 

 入社してすぐ命ぜられたのが、商工省から奨励金を１万円貰ったから、その答申案を書

いてくれというので、ゼラチンがいかに分解するかという、答案を書かされた。その時分

には、分光機、ライツの顕微鏡、濃度計――こういうものは揃っていたが、ゼラチンの試

験を一番長くやったのが３６時間ぶつ続けであった。 

 今なら労働基準法にふれるのだが、当時は乾燥がなかなか出来ないので、夜１２時まで

やり、１２時過ぎると、中村仁一郎さんが心配して代ってやるからといった。当時、説教
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強盗が出没した時分で、夜遅く交番の前を通ると誰何された。それがイヤだから、交番を

よけて、裏道を通ると、つかまって交番で説教されることがあった。そんなことがあって

約１年位、藤沢信氏は、研究所にあって、次の年に工場に入って、高橋慎二郎氏や、小川

潔氏に、写真乳剤の手ほどきをしてもらったのであった。 

 

（１６） 

＜技術陣の充実＞ 

 当時、この水野定三郎氏や藤沢信氏を先頭として、事務所にも、木崎左近氏が入社した。 

 木崎氏は、大正１４年、明大経済学部出身で、昭和２年４月に入社し、專ら事務方面を

担当した。（現在、木崎氏は、小田原市で、富士写真フイルムの紙箱類を一手に製造する工

場の経営に当っている） 

 また、漸次新人の入社があったが、それまでの工場技術者としては、小川潔、大下俊春

石田伝の諸氏があり、事務側には、菊池友太郎、永長重吉、中村仁一郎氏等が、業務に任

じていた、その後、中居賢一、萩谷謙、平岩夫、天花寺瑞樹、和田親穏、小林繁雄、草刈

義人の諸氏が、続々技術陣に参加した。 

 新工場は、昭和２年１月末に、地鎮祭を執行して以来、工事を急ぎ順調の進行を見てい

たが、約半歳後にはほぼ竣工の域に達したため、機械据付、電気配線、風管、火管の設置

等を督励した結果、木造の研究室は初夏より使用されたのである。 

 コンクリート建の新工場も、同年末から使用し始め、乾板製造を旧工場と併行して、行

いうる段階となったが、工場建物の屋根、天井、壁、床等は、すべて絶縁材料を装置して

寒暑の影響を完全に遮断し、防水耐湿により微生物の発生も少ないようにし、暗室工場内

の荷揚機、換気装置等に意が用いられた。 

 新工場階上と、旧工場暗室との間に、渡り廊下を作って連絡し、作業上の交通も便にし

てあった。 

 新工場の地階は、乳剤調整乾板塗布、乾燥を行い、階上は整理、裁断、包装、空気調節

等に用いた。研究所は、階下を乳剤研究、光学測定、各種実験にあて、階上は撮影、講堂

図書室等に使用したのである。 

 ――そして、生産は、新旧工場共々、高橋慎二郎氏の指導の下に、まったく同一の方法

で乳剤を仕込み、塗布乾燥ともに行い、一体となって努力した。 

 

＜故障の続出＞ 

 乾板工業の常として、乳剤の腐敗、乾板膜の斑点、カブリなどの故障は、悪魔に呪われ

たように後を絶たなかった。―これらの欠点を除去するのに、約半ケ年以上の日月が経過

し、しかも各部の検討をおこない、改良を加えた結果、ようやく順当化することができた。 

 いかに高感度の乳剤工業が、至難微妙のものであるかがわかるだろう。 

 高橋慎二郎氏の真摯な探究と、その努力はまったく涙ぐましく、日夜、異常な熱心さを

もって事に当ったのである。 

 工場増設前に比して、仕込量も増加していたので、合格製品は、段々その数量を増加し

て、販売額も次第に上昇を辿った。 

 しかし、苦慮にたえない点は、いたずらに高価なゼラチン銀の廃却が多かったことと、
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動力加工費等の空費も多かったことである。 

 作間政介氏も、事務をなげうって、暗室工場入りをして、乳剤処理に従事したこともあ

った。 

 それは堺の大日本セルロイド時代、暗室で、乳剤研究に従ったことがあって、まんざら

新しい体験ではなかった。それで興味を覚え、かつまた、高橋氏の苦心にふかい共鳴を感

じたりして、エマルションの難物と取組むのであった。 

 故障を起す原因には、いろいろあったが、乾燥上の空気処理に第一の難関があった。も

との通りに、空気加温に電熱線を使用したのが失敗であった。 

 また、空気瀘過に、グリセリン布、除温にはアムモニアコイルを装置したのも不結果を

まねく原因であった。そこで、空気調節の根本改造を決して、東洋キャリヤ技師長宇高義

達氏に、設計をわずらわし、急いでその改造にかかった。 

 空気瀘過には、油浸のユニット瀘過装置、熱源には自動調節のガスボイラーを据付け、

エロフインヒーターに、送湯循環させ、冷水スプレーにより除温洗滌の空気を、適温にあ

たためて、十分の風量を乾板乾燥装置に通じることにした。 

 その結果、空気中の微塵や、有害物は完全に除去され、乾燥時間と条件が適当化したた

め、故障品も漸減したのである。 

 乳剤の製法も工芸品的な製法でなく、工業化製造化を行うために、高橋技師長、作間政

介專務、菊地社長等が鳩首凝議して、乳剤方式は、水野氏の方法にとりきめて、これを工

業的実施に移した。 

 工場における日日の生産には、もっぱら、水野定三郎、藤沢信両氏があたった。 

 それから水不足にも、すくなからず頭を悩ました。いそいで浄水道を引込むことにした。

大正鑿井会社に命じて、施工程８吋、深さ３５０尺の深井戸を完成した。 

 それから写場は、試験撮影用に供する程度であったが、その利用法を考え、写真家を常

置することとなり、高橋慎二郎氏の推薦で、写真師小島八郎氏が入社した。 

 

＜菅保男氏の後援＞ 

 卸商として最も好意を寄せられたのは、浅沼商会であった。 

 同商会では、支配人菅保男氏が、国産品助長に対する熱意は、非常なものだった。同氏

は頭脳緻密で、さすがに写真界の長老だけあって先見の明があり、業界一方の大御所であ

った。浅沼商会のこの菅保男氏と、地方係主任加藤氏その他が示された好意は、販路開拓

の上に著しい力を獲得した。 

 浅沼商会では、適当な乾板の注文があると奨されるところがあった。それがどれだけ地

方的に、発展上、力強いきづなをなしたか測り知れなかった。ことに、当時は、浅沼商会

としても、優秀品として有利なクレマー乾板その他を專属に取扱っていたが、その最中に、

東洋乾板を育成された援助は、浅沼商会ならびに菅保男氏の特別の理解と実力に基くもの

といってよかった。 

 その後、東洋乾板では、写真用硝子も、廃板では種々欠点があることを痛感したので、

新硝子に変更することとした。 

 それまで古乾板を納入していた吉田清三氏が、当時最も有力であった横浜のＳ・アイザ

ック商会を訪問して、薄硝子の見本を頼んだが、数量僅少のため相手にされなかった。そ
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こで、仕方なく、ドイツ製品輸入商エル・レイボルド商会に依頼して、薄硝子の見本をも

とめたのである。これは品質の割合に、非常にコストが高く、その点で失敗したが、たし

かそれは、メンツェル会社の製品であった。 

 その次に、横浜のスゾール・ロンボー等に依頼して、ベルギーの薄硝子が輸入されたが

それも不適当であった。吉田清三氏も、非常に苦しんで、この結果、ある人のお世話で、

そのころ、チェッコ硝子の特約を持つＪ・バード氏を紹介してもらって、その薄板見本を

輸入してもらったのが、ボヘミアン硝子であった。（写真は右より菅、吉川、梅本氏） 

 これは品質もよく、コストも割安で、会社側では好評だった。さっそく相当の数量を輸

入していたが、数量が多くなると、中には品質の粗悪なものを混入してきたりするので、

これにまた苦労を新たにした。しかし、種々新硝子を比較してみると、このボヘミヤン硝

子が一番優秀であった。 

 ゼラチンは、三星顔料から納入していた。 

 丸の内の三星事務所の相磯光夫氏が、そのゼラチンに格別の力をいれて納入されたので

ある。この相磯氏は、永井荷風晩年の相談相手であった相磯凌相氏の一族である。三星顔

料は、後に昭和写真工業株式会社が発生したときにも、ゼラチンを納入しているが、東洋

乾板の作間政介氏とは格別以前から眤懇の間柄であった。 

 

（１７） 

＜島村足穂氏の急逝と浅野修一氏＞ 

 昭和３年増産手配に忙しい４月の初旬、乾板工業とは別箇に、フイルム写真工業進出策

に東洋乾板監査役として、精魂を注がれていた島村足穂氏が、下関に西下の急行列車内で、

突如発病され、同地で入院静養される身となった。 

 しかし、手厚い療養の甲斐もなく、ついに昭和３年４月３１日、同地で帰らぬ千古の客

となられたことは、実に痛恨の至りであった。 

 東洋乾板としては、本格的に発足間際であっただけに、一同も愕然として、その逝去を

痛嘆し、愁雲につつまれた。 

 本来、健康ならば、大日本セルロイドとしては、将来発足すべき写真フイルム工業の新

会社の社長として擬されていた人だけに、その痛手は著しかった。 

 昭和３年５月、東洋乾板の監査役の後任として、新たに浅野修一氏が就任されることに

なった。 

 浅野修一氏の就任は、社業の発展を期待するに十分であった、この浅野修一氏は、多く

の人が知るように、後の富士写真フイルム株式会社の初代社長である。 

 ここで島村足穂氏と浅野修一氏について云わねばなるまいが、その事績は余りに長くな

るので省略する。 

 

５．高橋写真フイルム化学工場の設立  …東洋乾板回想記（１７）～（１８） 

＜高橋慎二郎氏の辞任＞ 

 昭和３年の末、技師長として、わが国乾板工業の創始に苦難の健闘をつづけられてきた

高橋慎二郎氏が、辞任されることになった。 
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 思い出多い東洋乾板の創始者であったが、辞任の決意をかためて、会社に辞表を提出し

たのである。 

 東洋乾板では、飜意をうながしたが、止むを得ぬことと認め、その後任として、取締役

１名補欠選挙の結果、佐々木長治氏が就任し技師長の後任として、水野定三郎氏が後を襲

った。 

 東洋乾板株式会社――生涯を乳剤ととり組んで、ついに創業するにいたった本人として

ここを去ることは、感慨無量のものがあったであろう。創始者というものは、すべてこう

いうものであることが、世のならいであるのかも知れないが、迫りくる現実の寂しさはど

うすることもできないのである。 

 高橋慎二郎氏は、気分一新の意味もあって住居を京橋の一隅に移して行った。 

 大正２年に、日本橋横山町から移った当時の、雑司ケ谷の家は、その後東洋乾板設立の

際、会社に併合されていた。同氏は、会社の近くの、同じ雑司ケ谷内に、別の新しい住居

を建築したが、京橋に移って、その家は貸家として、他の人に貸したのである。 

 やがて、自宅を事務所として、「３５ミリ不燃性ポジフイルム製造所」の設立に奔走され

たのはそれからのことである。 

 高橋慎二郎氏の、その後は、東洋乾板史と離れて行くが、創始者の行方を追うこの稿と

して、しばらく許容していただきたい。 

 昭和４年５月のことであるが、高橋慎二郎氏は、小川一真先生の令息小川一雄氏より、

写真乾板製造機械一式を、譲渡してもらった。 

 それから日本乾板会社時代、小川一真氏と関係の深かった浅沼竜吉氏の紹介によって成

立したのである。浅沼竜吉氏は、日本乾板の整理にかかわったことがあって、そのためア

メリカ、英国に渡航し、写真工業のあらゆる画に詳悉された方であった。そして菊地東陽

先生と親しくオリエンタル写真工業の役員に就任していた。 

 高橋慎二郎氏は、それから２年後の昭和６年の春、岡田裕二、木村彰夫ほか８名の諸氏

と、組合を組織し、一致して事業の積極的推進に乗り出した。 

 

＜高橋写真フイルム化学工場＞ 

 京橋に、新しく家を新築して移った

同氏はしばらく静養することにした。 

 この昭和６年中に、高橋慎二郎氏は、

水質のよい地点として選んだ東京府北

多摩郡久留米村門前３２８番地に、工

場を建築することにした。 

 明けて昭和７年、建築中の久留米村

の工場も完成したので、「高橋写真フイ

ルム化学工場」として、いよいよ３５

ミリ不燃性ポジフイルムの製造に従う

ことになった。 

 しかし、不燃性のものを作るには、フイルムベースや、技術の点などから、やや時機尚

早の感がないでもなかった。 

久留米村のフイルム工場 
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 そこで同氏は、伊藤十蔵氏の斡旋により、第１回の輸入量として、フランスからフイル

ムベース１０万フィートを購入し、昭和９年にわたって３５ミリ不燃性ポジフイルムの製

造に着手した。 

 越えて昭和１０年には、高橋氏は、水中正秀氏経営の水中化学工業所と、特約を結び、

再製３５ミリポジフイルムの製造を開始した。その結果、月産約２０万フィートを水中氏

の手を通じて販売した。 

 この頃、３５ミリ再製シネフィルムは、単に生地の中央に乳剤を塗布したものが、市販

されていた。高橋氏はこれにあきたらず、何か特徴づけたい欲求にかられ、ついに全面塗

付装置の発明に成功した。現在、その塗付様式が、一般に採用されているのを見ると、同

氏のこの着想も無駄ではなかったわけである。 

 水中正秀氏と高橋氏との結びつきは、オリエンタル写真工業の菊地東陽氏の一方ならぬ

尽力のたまものであった。高橋氏と菊地東陽氏とは、親しく交際を続け、時には、乳剤の

処方などについても、意見を交換しあっていた。菊地東陽氏も乳剤の鬼とまでいわれた一

大功労者であるが、高橋氏の乳剤法には、わけて尊敬の念を持っていられた。 

 菊地東陽氏は、自社に出来たポジ乳剤を、高橋氏に参考として提供したり、いろいろ好

意を示し、非常に親切かつ太っ腹のところがあった。 

 水中氏との場合にも、高橋氏とともに親しく訪問して、再製３５ミリポジフィルム製造

の話をまとめるなど、菊地東陽氏との佳話は尽きない。 

 

（１８） 

＜興建フィルムと特殊印画紙＞ 

 昭和１２年７月におこった日支事変は、次第に深刻な影響をあらわしはじめ、フランス

よりのフィルムベース輸入も、漸次悪化の一途をたどり、ついに入手が困難となった。 

 そこで高橋慎二郎氏は、昭和１３年頃までもっぱら、再製３５ミリポジフィルムの製造

にあたっていたが、昭和１６年、更に水中氏と吉川富雄氏との契約により、小型カメラ用

の「興建フィルム」を製造することになった。 

 興建フィルムには、ブロニー、ベストの２種類があったが、市販の結果は成績良好で、

月産約２万本を生産したのである。 

 昭和１８年には、５月３１日付をもってハイライトの階調を良好にあらわす感光材料の

製造法に関し、特許第１５６８０１号の許可があった。 

 日支事変に続いて、太平洋戦争がはじまって、想像以上の原料難を写真界に与え、フィ

ルムベース及び諸種の薬品類の入手難は、その頂点に達し、完全にある種のものは杜絶し

た。 

 その結果、高橋慎二郎氏のフィルム製造もついに支障を来たす状態となった。 

 そこで、昭和１８年６月、決議により組合組織を解散し、出資者全員に対して、２割の

配当を付して、出資全額を返還した。そして工場を、高橋氏個人の経営に移し、興建ロー

ルフィルムの製造を一時中止したのである。 

 この思わぬ事態の出現は、戦争という個人の力では如何ともなし難いものであったとは

いえ、それまでの苦心を考えると、高橋氏にはあきらめきれぬものがあった。 

 脾肉の嘆をかこっていた当時の同氏は、間もなく、陸軍科学研究所の特別の依頼をうけ
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機密用特殊フィルム及印画紙の研究にとりかかった。 

 高橋氏の研究した機密用特殊フィルム及印画紙というのは、謀報機関の使用するもので

特殊の現像処理をくわえて後、はじめて映像を現わすものであった。その発明に成功し、

その試作品の成績もきわめてよく、その結果陸軍科学研究所の特命により、製品の秘密製

作を開始した。 

 製品には、ライカ用、ブローニー、印画紙の３種類があったが、高橋氏は、これらに「多

摩」という品名をつけた。 

 昭和２０年の終戦まで、この仕事が続けられたが、伝書鳩につけたその特殊印画紙が、

機密連絡にさかんに用いられたことを後になって知り、これほど嬉しかったことはなかっ

たそうである。 

 

＜新会社の創立＞ 

 終戦後におとづれた悲惨な食糧難と、人心の混乱、そして極度のインフレーションも、

田園地にあったため、さほどの若痛を味わなかった。今を時めく一流メーカーの連中でも

フィルムを闇うりしたり、いま大きな顔している化学者連は研究室でサッカリンを密造し

て、売り歩いたり、何かしていたものだが、そこに行くと清純なものだった。 

 昭和２１年、日支事変当時より出征されていた長男高橋真一氏も、元気な顔で同氏の手

許に帰ってきた。 

 やがて、次男高橋清氏も、昭和２４年には、写真短期大学を卒業して、同氏の手助けを

されるまでになった。 

 昭和３２年１１月、高橋慎二郎氏は、高橋写真フイルム研究所を株式組織に改組し、そ

の創立総会を、１１月１１日に開いた。 

 再生フイルムの製造及び販売等に附属する一切の業務を遂行する新会社は、高橋慎二郎

氏を社長とし、高橋慎一、高橋清、中村嘉一郎氏等を役員とし、外に工員数１０名を擁し

ている、製品は、各新聞社のニュース映画用のフイルムを主体とし現在生産に追われてい

るのである。功成り、名をとげられた淡々たる高橋慎二郎氏の生涯とその晩年ほど、惠ま

れたものはないと云えよう。 

 

＜「写真の日」と高橋慎二郎氏＞ 

 昭和２３年であったか、「写真の日」（６月

１日）の制定に関する最初の相談会をわたし

は、自らの陋屋内で開いた。戦争のため中止

した写真の日制定運動に、愈々わたしは起ち

上ったのである。その時、高橋慎二郎氏も見

えられ、写真の日に力を借される最初の人と

なった。私の写真の日制定運動には、上野下

岡両家始め、現在知れる限り写真先覚者の後

裔、オリエンタル、小西六、アマチュアその

他大多数の応援者が出現した。 

 昭和２６年４月４日、わたしは故富樫周夫
高橋氏（右）と筆者の梅本貞雄 
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君に直接相談して、カメラ会館楼上を無償で借り受けることにし、「写真の日制定会議」を

開催するまでに漕ぎつけた。高橋翁始め多数の講師が参会されたことは、感謝に堪えない

ことだった。 

 わたしが「写真の日」（６月１日）の制定に辛労し、日本写真協会の創立者となったこと

は、多数の人の知る通りである。 

 写真の事については、多くの方々から、写真の日（天保１２年６月１日）を世界に誇示

してくれた功績は実に大きい、あらゆる苦闘と闘ってそれをついに画立した功績は、全人

にしては到底不可能のことであると、まで賞讃してくれた。 

 そしてこれを団体化してしまうと、それまで防害者であった連中までが、辞を低くして

入り来り、わがもの顔にふるまうのであった。 

 協会における第４回写真の日（昭和２９年６月１月）の表彰者選考の際に私は選考委員

として、次の諸氏を推挙した。 

 すなわち、高橋慎二郎、作間政介、江頭春樹、岡田紅陽、尾形輝太郎、金田英雄、北原

鉄雄、木村伊兵工、杉本尚三郎、高桑勝雄、塚本閤治、東条卯作、西山清、野島康三、三

木紀三、三宅克己等の諸氏である。 

 そうした決定後において、金丸重嶺君が表彰者の系列に誰かの手によってひそかに加え

られていたのはおかしなことであった。 

 わたしは被表彰者の経歴と功績のあらましを、パンフレツトに認め、これを日本写真協

会より発行した。また、第１回の表彰開始の際、成沢玲川を私が推挙して以来、表彰状の

文案も受持ち、これらの人々の表彰文もわたしの手に成った。毎年「写真の日」に催され

る式典も、私の発案と念願の具類したもので他の誰人でもなかった。「写真の日」をおもう

とき、これに苦労したわたしは、しみじみと、高橋慎二郎氏や、菊地久吉、杉浦十之助、

菊池時雄、小西白堂、菅保男その他の諸氏はじめ特にオリエンタル、小西六の秘書課、文

書課、光学課、また多数応援された諸氏の好意に感謝するのみである。いい忘れたが、高

橋氏は、第一回写真の日に、この成功を嘉して金１万円を写真の日委員に寄附されたこと

を附記しておく。 

 

６．高橋慎二郎辞任後の東洋乾板 ・・東洋乾板回想記（１９）～（２６） 

（１９） 

＜塚本正駿氏の再入社＞ 

 高橋慎二郎氏が辞任された後の、東洋乾板株式会社についても、馳足で記述を加えてお

きたい。 

 技師長高橋慎二郎氏が辞任された結果、商工省工業研究主任技師として、水野定三郎氏

が、これに代って、主任の地位に就き、その研究を推進した。 

 当時、水野氏は、高感度乳剤について研究を進め、すでに特許を得て居り、高感度乾板

の理想的製法を把握し、工業的にも確実な方法を完成した。 

 東洋乾板会社では、積極的宣伝手段を講ずる必要にせめられて、その人材を勘案してい

ると、丁度その時、再入社したのが、塚本正駿氏であった。大正８年８月以来、永江博氏

とともに、初期の東洋乾板に在職されていたことは、既述の通りである。その再入社は、
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会社側として宣伝方面を強調しようとする意欲が燃え上っていた時だけに、力強かった。 

 また、大正１４年に入社した宇和島市出身の永長重吉氏も、また塚本さんと好一対の人

である。永長氏は新企画を得意とした人であったので、作間政介氏は、両人を携して、外

部に向って再出陣を開始した。專門家とした藤沢信、水野定三郎の両氏が控えているのが

なによりも強味であった。 

 その後、１人の新進が加えられた。それが河田威男氏であった。 

 河田氏は、勝田康雄君の退社により、その空席となった後任として、東京写真專門学校

卒業と同時に、校門から一路、何の道草もとらず、東洋乾板の門をくぐって、入社した幸

運児である。河田氏は、写專の第７期生で、同期生には、大宮公平、吉川喬、奈良原弘等

の諸氏があって、いづれも写真界にその名を成している点で、第７期生の異色ぶりは注目

されてよい。 

 この河田威男氏を東洋乾板に紹介した人は六桜社の技師で写專教授でもあった江頭春樹

翁であった。 

 その時、江頭さんは童顔紅潮して、例のかん高いやさしい声で云った。 

 「東洋乾板には、作間政介さんと云う人がおられるから、その人に会いたまえ、本気で

やる気があったら、東洋乾板に行きたまへ、いやなら、いつでも帰ってきてもいいよ、僕

が面倒を見よう」 

 河田氏は大きな瞳をとんぼの目玉のようにぐるぐるまわしながら、素直にうなづいた。 

 そして、この美濃大垣生れの河田氏は、云われたように、山手線に乗り、池袋駅で下車

して、そこから雑司ケ谷工場に向った。どんな大工場であろうかと想像しながら、材木屋

の横を曲って、ソバ屋の横通りといったところにあった町工場然とした東洋乾板会社には

いって行った。 

 

＜河田威男氏の入社＞ 

 河田威男が入社したのは、昭和４年５月１日であった。 

 その辞令は、見たわけではないが、月給４５円である。会社としても、ぽつぽつ乾板が

売れはじめ、はじめて黒字になったという当初で、５月になって、賞与を出そうという景

気のときだった。 

 ある先輩が、河田氏にささやいた。 

 「今度うちの会社が黒字になったから、賞与が１本出るそうだ」 

 そう聞いて、１本というのは、多分百円のことだろうと、河田氏は思ったそうである。

しかし、それには目算がすっかりはずれた。サラリーマンの１本という言葉は、給料一カ

月分というわけで、お陰で、入社したばかりで４５円の賞与金を頂載した。 

 入社当時は、なにもすることがなく、１、２ヵ月を過した。社長の菊池惠次郎氏を見て

いると、フランスの本などを小脇にかかえ、ステッキをつかれて会社に見えられ、また、

本をかかえ、ステッキをついて帰ってゆかれるばかりである。かわっていることは、お稲

荷さんの前で、ちょこんとお辞儀をして帰って行かれる。 

 所在なさに、退屈していると、その河田威男氏の前に、永長重吉さんがやって来て、原

稿用紙をぽいと置いていった。 

 「これに２、３日のうちに何か書いておいて下さい」 
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 そういわれて、筆をとったのは、整色写真に関する記事であったが、始めて書いた原稿

なので、心もとなく感じ、これを研究所の藤沢信氏のもとに持って行った。 

 「これでよいかどうか見て下さい」 

 藤沢氏は、いつものようにニヤニヤ微笑をうかべるくせで、原稿を、すぐ読んだ。 

 「これで、いいじゃないですか、立派なもんですよ」 

 「そうですか」 

 といったものの、実は非常に嬉しく感じ、かつ元気づけられたのであった。こんなきっ

かけが、いろいろの意味で将来まで尾を曳いて、大いに自信を得、富士フイルム随一の文

章家とまでなった。 

 そのころ、久保栄二郎、荻原近平、高妻秀直氏等が遂次に入社し、また、その後、左の

新鋭も招致された。すなわち、伍藤信綱、千歳房太郎、態野御堂戒三、佐伯建介、米津雪

嶺、乾利、青木精一の諸氏である。 

 

＜地味な宣伝＞ 

 当時、国内の宣伝では、オリエンタルが第一で、続いてイーストマン・コダック・ジャ

パン・リミテッドの宣伝であった。それらが強力な方法で、熱っぼく行われていたので、

驥尾に付すことの多かった東洋乾板として、かえって反対に、地味な態度に出ることが多

かった。 

 わけてもオリエンタルは、印画紙に続いて乾板の製造販売を始め、菊地東陽先生一流の

異常な魅力と熱意とから、満鮮台から中国南洋方面まで、その強力な普及が行われて、斯

界を席捲していた。 

 製品資力ともに薄物であった東洋乾板が、地味であったのも、かくせざるを得ぬ余儀な

さの故であった。 

 東洋乾板としては、写真材料商組合とか、写真師大会の催しがあると、必らず各地に出

席した。それは普及宣伝のコツを覚え、体験とするためのものであったが、また、需要家

と、各地材料商と面識を深め、趨向を知りあわせて東洋乾板製品を認識せしめるためでも

あった。 

 そして要求されると、講演や撮影実験などもおこなった。そういうときは藤沢信氏が出

席して、大いにうんちくを傾け、聴衆を魅了した。 

 はじめ会社の実体を知らない人々でも、回を重ねるごとに、漸次、東洋乾板を認識せし

める傾向となったのである。「東洋乾板ニユース」という、片々たる冊子の威力も、考えて

みれば大きなものだった。 

 写真師に、実際に使用してもらうためには立入って写真師に接触し、その性能を理解し

てもらう必要があって、尋常なことでは、新乾板などに手出しをしなかった。そうした面

に関する異常な努力は、塚本正駿氏の独壇場であった。 

 その塚本氏の発案で、カビネ４枚入の見本包装品が多量に作られた。それを要所々々に

配布するとともに、スタジオにおける乾板実験会を諸処に開催することになり、手分けし

て、各地にその実行を開始する運びとなった。 

 とは云え、その苦心と苦労は、非常なもので、弁慶義経一行が奥州下りをするような重

たい乾板の荷物を抱え、雨雪にうたれて難渋したり、折角、写真師を集合して試写した乾
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板が、現像処理の手違いで、膜面がのっぺらぼうに溶けて流れ、引つ込みがつかなくなっ

たり、そうかと思うと、写真館主に見込まれて、娘の養子になってくれと懇請されたり、

いろんな悲喜劇があった。 

 

（２０） 

＜国産乾板の確立＞ 

 昭和４年、東洋乾板では、「カタログ」を作製して諸方に配布した。大きさは四六版であ

る。トロピカル、航空、スタヂオ、汎色赤外各乾板発売以前のカタログである。 

 また、この年の始め、陸軍下志津飛行学校から、学生並びに職員の工場参観があった。 

 写真班長近藤少佐以下学生１０余名ほか職員数名であった。この飛行学校は、東洋乾板

を專用し、とくに白札７００度は、高速度航空写真用として賞讃保護されていたもので、

さながら陸軍指定工場のごとき感が抱懐されていたのである。 

 研究所楼上ホールで、菊地惠次郎社長の「挨拶

と謝辞」、專務作間政介氏の「歓迎の辞」、水野定

三郎氏の「乾板の貯蔵及取扱法について」、藤沢信

氏の「乾板の性質及試験に就て」と題する講演が

あった。 

 高速度白札７００度乾板は、その後、エクリッ

プス、グリスハーバーの代品として、航空写真用

乾板として、全国飛行各隊において採用使用され

ることになった。 

 東洋乾板は、最大の至難事業と称された乾板を

唯一の製品とする專門的製造会社で、印画紙、薬

品、用品等には全然触手をのばしていなかった。

そして、高橋慎二郎氏以来、血の出るような困難

と、辛苦とに戦いつづけてきたのである。それは

或は愚かな潔癖かも知れなかった。 

 しかし、東洋乾板は、ただ一つ定められた高邁

な道を、淡々と着々と歩みつづけた。そして、た

だ、その一路をひたすらに進むばかりであった。 

 そして、世界の写真工業の進歩を眺めてみると

異常な発達をとげた所謂高速度乾板の産出によっ

て、その歩調を合せる心要を認め、一頭地を抽く

べき勇猛心を振起して、近代化学を基礎とする国

産乾板の製産に研精した。その結果、外国品にな

んら遜色なき優秀な製品が出来上り、国産乾板の

基礎を確保するにいたったのである。 

 

＜御剣大神の鎮座＞ 

 東洋乾板工場にも、どこの社の工場もそうであるように、御神体が祭祀してあった。 

東洋乾板訪問時の菊池東陽氏（オ

リエンタル写真工業）一行。 

前列左より、菊池東陽、佐々木弥

太郎、伊藤竜吉、後列左より、作

間政介、菊池惠次郎、水野定三郎

の諸氏 
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 作間政介氏が、ある日、開扉してみると、中味は空らっぽで、べつに御神体らしいもの

はなんにもなかった。 

 そこで改めて官弊大社伏見稲荷大明神の分霊を、勧請してみようと、作間氏は考えた。 

 昭和４年２月１７日、作間政介氏は、京都伏見稲荷大社に参拝し、御神霊を拜授した。 

 大社よりとくに御神名を「御剣大神」との命名をうけた。この日は、記念大祭にあたっ

て、勅使参向のことがあり、一層、感激を深くした。ことに、二の午の宵祭で、境内はこ

とのほか賑いを呈していた。 

 「御剣大神」に関して、名高い故事があった。 

 すなわち、一条天皇が朝政を執らるるにあたり、名匠三条小鍛治宗近に、一振の剣を打

てよとの勅命があった。宗近はいったん拜辞したが、たってとの御諚に、大任をお請けし

て、成就を期するため、氏神である伏見稲荷に神護を祈ったのである。 

 神も御受納あらせられたか、仮に童子の姿となって、宗近の相槌をとられ、ついにここ

に名剣は鍛えあげられたが、これが日本の三名剣の一たる「小狐丸」の故事である。 

 いまも、三峯山上、御剣神社には、三条小鍛治宗近が、試し切りをしたといい伝えられ

て真ツ二つになった巨岩が、苔蒸す姿をのこしている。謡曲や長唄に「小鍛治」の名は、

あまねく知られているが、もとより伝説のことである。 

 作政間介氏は、御分霊をうけると社用を果して帰京し、３月初旬、社員一同と、鎮座祭

の祭典を修した。後、一同と、和楽即興を主として、娯楽会をひらき、かたがた親睦を深

めることにつとめた。 

 

＜製品の名称を定める＞ 

 東洋乾板は、創設後、数年の間は製品の名称は区々として、種々のものがあった。 

 はじめの頃は、ロイド乾板をつくり、ネルソン乾板があったりしたのであるが、結局は、

ＳＴ乾板の商標に決着したともおもわれる。 

 そこでこれをすべて「東洋乾板」の称呼に定めることとした。更に商標には、「東洋」の

文字を図案化したものが用いられた。当時の図案家として有名だった商業美術家古田氏を

煩わし、図案及びマーク等を作製した。この古田氏は、商業美術創始浜田増治君と共に活

躍した人で、わたしが浜田君と共にわが国最初の商業美術運動を開始した大正１２年の関

東大震災前においては、商業美術も、未だ海のもの山のものともつかず、その名も始めは

「広告美術」や「実用美術」であったが、漸く「商業美術」と命名したのは、その後のこ

とで、「商業美術」「商業写真」の語は、浜田増治君のために、わたしの命名したものであ

った。古田君は、わたしが浜田君と訣別してから出現した人である。 

 マークは、従来は、Ｓ・Ｔを円形内に、左右に対照的に置いてあったが、新たに、英字

ＴＯＹＯを図案化し、軟かな感じを出すと共に、レッテルは、堅い力強い線で、「東洋」を

上部に記し、下部にマークを現わしてあった。 

 いささか古田式ドイツ風の図案であったが総体としては、かえって調和とまとまりのつ

いた感じのいいものであった。 

 また、従来の高速度７００度として銘打った白札は、その標示していた７００を縮少し

一定の名称を付することにした。すなわち、「ULTRARAPID」と変更されたのである。そして、

感光性は依然として、Ｈ＆Ｄの７００度にかわりなく、むしろ、特種の色感性においては、
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従来のものより優秀な性能を備えていることは、感光計の証明するところであった。 

 また、裏貼マークは全然、この際廃止せられた。 

「size」「Emulsion」番号を表示するために貼用していた円形の裏貼りも、必要をみとめな

くなったので、全然廃止することになった。 

 

（２１） 

＜外装の改革＞ 

 乾板は、湿気にあうことが大敵とされる。その点に細心の注意を払って、包装の改良が

おこなわれるにいたった。それは充分に乾燥した乾板をブリキの小箱に密閉して、頑丈な

厚手の木材で荷造りしたことであった。 

 こうなれば、数年の保存にも、何ら不安なく、雨季にかかっても、もっとも安全であっ

た。 

 汽車便で、斤量の関係から、カビネ３０打入、手札７０打入、木箱詰のものも値段にお

いては変化はなかった。また、材料店の希望によって、体裁のよいボール箱も作製された。

それは、カビネ２０打入、手札４０打入、大名剌４０打入、名刺４０打入、零判６０打入

のものだった。 

 このころは、業務も発展し、需要激増をきたし、配達部員は、食事のひまさえない繁盛

のときもあった。見本注文とともに、販路も著しく拡張していた。 

 取次店設置の督促さえうけることがあり、会社としても、大阪に出張を設置しなければ、

と真剣に考えられるようになっていた。 

 製品の運搬なども、リヤカーを使用して、特約店に配達していたが、オートバイを購入

して、貨物運送のじん速化をはかったという画期的変化なども、なかなか愉快である。 

 乾板の卸販売先としては、ヤマト商会、真美堂、美すず商会、鳩嶺堂、水野商店、彩光

堂青木材料店、山下友次郎商店、近江屋、東京大阪、京都の浅沼商会、大阪上田写真機店、

東京、大阪の小西六、忠勇社、曽根春翆堂、名古屋横井吉助商店、名古屋加藤商店、京都

紀藤商会、大阪桑田商会、大阪鴻野商店等である。 

 浅沼商会は、東洋乾板の創始時代より、菅保男氏による万事哺育の労があり、その結果

ひとり歩きが出来るにいたったと考えるべきほど、教導と支援を得たことは、一度既述し

た通りである。 

 また、大阪の上田、桑田、鴻野、京都の紀藤商会などは、山下友次郎翁が、やはり創業

当初、高橋慎二郎氏を案内して、親しく紹介推挽された結果によるものであり、事忘れた

が、そのとき、山下翁の要請で、京都の故今本勇次郎氏もまた非常な努力をされたことな

ども特記してよいであろう。 

 

＜陸軍少将江口鎮白閣下と学院＞ 

 前にも触れたが、陸軍関係の見学者は、その後も引続いて行われた。 

 千葉市外陸軍気球隊写真班の一行や、陸軍科学研究所第二部長鈴木貞造少将の一行その

他である。その参観ごとに、作間專務、菊池社長、水野、藤沢両技師等の講話と実験があ

った。 

 当時、東洋乾板には、顧問として、江口鎮白少将があった。その江口少将から、軍部の
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参観一行に対して、惨憺たる経営の苦心談を説明するところもあった。その結果、飛行第

二連隊より、航空用乾板として指定されるにいたった。 

 この陸軍少将江口鎮白氏には、後日譚がある。 

 それはこの江口少将が、後に、東京写真專修学院（東京市外西巣鴨字池８２８）を開設

されたことである。この学校は、いたって小規模で、オリエンタルにいた木村專一君が創

始新築した武蔵野写真学校は校庭も講堂も広かったが、これは遙かに小さなものである。

それでも学校は学校で、江口信行氏を主事に修整家小島八郎氏を主任として、開校したの

である。 

 これは主唱者が東洋乾板に関係のあった人達ばかりであったから、学院名に「東洋」の

名を付されたが、別に会社とは関係があるわけでなく、全く単独のものであった。まもな

くして、この学院は姜微振わず、解消を遂げてしまった。いまでは、このような学院のあ

ったことを知る人も、一部分の人々しかいない。 

 

＜トロピカル乾板の発売＞ 

 昭和４年４月１６日、前社長菊池清治氏が上京され、工場を見てまわった。その夜菊池

氏は社員一同を、一ツ橋の学士会館に招待して叮重な晩餐会を催された。 

 菊池清治氏は、菊池惠次郎氏の令弟で、東洋乾板の創立以来、最も難局時代に高橋慎二

郎氏と共に、社運の開展に努力した方であることは前にいった通りである。菊池氏は、社

業の第一線に進出したことを喜ばれ、社員一同の努力に対して感謝され、その労をねぎら

うために、この晩餐会を催されたのである。 

 同年４月２０日、東洋乾板の社員慰労会が豊島園に催されているが、４３名の出席者が

あったところをみると、一頃とくらべ、人員の増加もうかがわれる。 

 昭和４年６月、新硬膜剤による東洋トロピカル乾板の発売は、同社として画期的な出来

事であった。 

 この乾板は、新硬膜剤の完成により製造されたもので、この膜質の強固をもってすれば

酷暑の候でも不安なく使用し得られた。 

 新製品は、「東洋赤札トロピカル乾板」「東洋白札トロピカル乾板」の３種であった。 

 当時の「日本写真年鑑」に、故森芳太郎氏が「最近の我が写真工業」と題して、東洋乾

板の存在に目を眸り、トロピカル乾板についても、次の如く出ている。 

「現今、本邦における写真材料製造工場の中東洋乾板株式会社は乾板一点張りで、旗幟極

めて鮮明である。 

 この社の歴史も、高橋慎二郎氏の創業の昔にさかのぼれば、２０年にも及び随分古いも

のだ。遅緩乾板から高速乾板に至るまで、種種の速度乾板が作られている。 

 同社の製品は、最近一年間の飛躍的な進歩を遂げた。本年３月には、高感光度の乳剤及

び硬膜乾板の製造に成功し、７月に新製品の硬膜乾板を、トロピカル・プレートと命名し

て市場に提供した。最近自らが同社のスペシャル・ラビット乾板を試験した結果を見ると

味は大体イルフオードの赤札に類しているが調子はさらに長く、感光度の赤札の約１倍半

に上っていた。驚くべき成績だ」 

 また、鈴木陽氏も「応用方面より見たる日本科学写真界の現況」と題して、トロピカル

の実験結果の至極良好であったことを述べ、「イルフオード赤札に比し、東洋トロピカル赤
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札は、頗る高温に耐え、かつ示性曲線その他の性質を、何等犠牲とせず優秀なる成績を納

めたのである」 

 と、告げている。 

 

（２２） 

＜鎌田彌寿治先生の評語＞ 

 昭和４年６月中旬、三越本店において、東京写真学会主催の写真知識展覧会が催された。 

 いままでのような芸術写真の展覧会とちがい、写真科学の根抵に入つて、写真科学の基

本思想、学理などを大衆の頭脳裡に滲透させようという目的乃至特質をもつ展覧会で、そ

の展示された機械、図表、作品等は、撮影作画の範鋳にとどまるアマチユアに多大の啓蒙

を与え、一般的な興味を唆つた。 

 東洋乾板でも、これに出品したが、それは各種乾板の臭化銀粒子による「顕微鏡写真」

と、各種乾板の示性曲線の２種である。ちよつとみると、見逃しそうな地味でまじめな出

品であつた。 

 この出品について、鎌田弥寿治先生は「日本写真年鑑」（昭和４年版）に、「写真知識展

覧会を通じて日本科学写真界を語る」と題して次のごとくいわれている。 

「東洋乾板株式会社―インペリアル、ウエリントン、イルフオード、アクフア、クレマー、

イーストマン等代表的写真乾板１２種を取りその臭化銀粒子を５千倍に拡大したる写真印

画、並びにそれ等乾板の示性曲線を描きたるものを陳列せられた。之によつて感光度高き

ものの臭化銀粒子が、その低きものの粒子より粗大たることや、各乾板のガンマ価により

この硬軟の度合を一目瞭然たらしめている。同社の作間政介氏の着実なる学究的態度が、

この出品物上にも躍起として現われている。近来、東洋乾板の品質が著しく良好に進んだ

のは蓋し故なきにあらずである」 

 こうした好評をおもうにつけ、東洋乾板としても、一層製造者としての良心にうつたえ

責任の重大さを痛感したのである。わが国の写真工業の開発に努力して来た惨苦の経路に

一点の野心もなくまた、べつに名誉をきそう希望もなく、年々輸入超過となる、舶来品の

防止防圧と、かつ写真材料の、独立性を期せんがための使命にもえ、淡々と真摯に歩いた

にすぎないのである。 

 

＜マックス・レオ博士の来訪＞ 

 昭和４年９月末、マツクス・レオ博士が東洋乾板を訪問し、工場および研究所を視察し

た。 

 マツクス・レオ博士は、商工省大阪工業試験所嘱託で、休暇を利用して関東旅行の途中

折柄上京中の同試験所技師浅井理学士とともに来訪したのであつた。令息ヨハン・レオ氏

夫人、ほかに助手、通訳等も同伴した。博士の東京入りは初めてとのことであつた。 

 そのレオ博士一行を中心に、数々の記念撮影が行われ、レオ博士、作間政介、菊池恵次

郎、藤沢信、竹内喜三郎、水野定三郎、篠原航空局員浅井理学士等は、さまざまにスナツ

プされた。 

 マツクス・レオ博士は、引続いて、大日本セルロイド会社東京工場（板橋志村）も、訪

問した。 
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 そのとき、セルロイド工場内で、玩具に使うセルロイドの、小さな長い管を見つけた博

士は、「マカロニー、東洋マカロニー」といつて一行をよろこばせた。 

 すると、工場での昼餐のとき、本物のマカロニーが出てきた。博士はその一筋をフオー

クでとり出して、「これも東洋マカロニーですか」と云うなど、なかなかユーモアぶりであ

つた。 

 東洋乾板では、帝国ホテルで博士一行の歓迎晩餐会を開いた。――博士は、有名な写真

化学者であるとともに、有数の植物学者で、令息もまた植物学をやつていた。それで一般

外人の観光とは、多少異つて、事ごとに科学者らしい態度が仄みえた。 

 僅少の滞在中に、６時間以上も、小石川植物園で植物の観察に耽り、非常な満足を得た

とのことであつた。 

 ――レオ博士は、小西六の西村竜介氏の恩師にも当っている。西村氏は２０数年前「写

真月報」誌上にレオ博士の略歴を紹介されたことがある。 

 レオ博士は、昭和７年５月２１日、神戸の自邸で長逝した、享年４８である。 

 

＜マツクス・レオ博士の略伝＞ 

このマツクス・レオ博士は、１８８５年ドイツのプラウエンの生れで、プラウエンの普

通学校を卒え、ドレスデンや、ハノーバー工業大学に入学、をさらにミユンヘン大学にお

いて、化学鉱物学、地質学を修め、ここでドクター・フイロソフイーの学位を得た、 

 それまでは鉱物学専門であつたが、学位を得て後、写真化学に専念し、ドレスデン工業

大学のルーター博士の下に研究生として研賛を積んだ。傍ら植物学を研究した。 

 研究幾年かの後、ドレスデンにあつた（オエラツクス写真工業会社）すなわち当時の（ウ

ンガー・サント・ホフマン）に、技師長として入社に優秀な乾板の製造に成功した。 

 後に同じドレスデン近郊のエルネマン乾板工場の技師長に転じた。 

 昭和３年２月、博士は、商工省の招聘に応じ、その直轄官庁である大阪工業試験所の写

真研究室に入ることとなつた。 

 同所では、年少気鋭の研究者を指導して、鋭意、写真乳剤の研究に況頭した。写真乳剤

熱成に対する根本問題や、乾板または、フイルム製造の際の、乾燥空気についての明雄な

解明等に、偉大な功績があり、ことに試験所が莫大な予算を投じて行つた工業試験用の設

備は比類なく完備したもので、その設備中、もつとも特異性を有するものは、長大な乾板

乾燥装置であつた。これはレオ博士の多数に上る発明中、もつとも自粛とすべきものであ

る乾板の多量製産に伴つて必要とされる改良合理化の、一つのエポツクをなしたものは、

このレオ博士である。 

 そのほか、乳剤の塗布機、下引機、硝子洗滌機、乾板切断機等の創案もあつたが、ここ

では述べない。 

 博士は、ツエツベリン伯号で飛来したかのエツケナー博士の親友としても知られている

が、その挿作も省略して云わない。 

 

（２２） 

＜バーレー博士の参観＞ 

 レオ博士の参観があつた当時は、東洋乾板にも、写真師連の参観が漸く多くなり、トロ
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ピカル新乾板の製造状態、種別実験等の見学が屡々と行われた。 

 新乾板発売にともなつて、新カタログの必要にかられて、河田威男氏等によつて準備作

製され、東洋乾板愛用者に配布された。 

 昭和４年１１月５日来朝中のイーストマン、コダツク会社乳剤部技術長チヤーレス、バ

ーレー博士が、大阪の同会社シネコダツク、サービス所長エム、ルオ氏等とともに訪問さ

れた。 

 乾板工場や研究所を案内すると、至難な工業に対して、いちいち心からうなづき、けつ

して工場の広大大小を意とせず、その態度に奥床しさが感じられるのであつた。 

 一行に対して、東洋乾板では乾板製品、試験成績、フイルム試験所製出のフイルムベー

ス、また、試製感光フイルム等を提出し、すべてにわたり隔意なき意見を交換した。 

 一行の驚異の表情は覆うべくもなかつた。 

 バーレー博士は、人も知るごとく有数の化学者で、世界最大のイーストマン・コダツク

で、感光乳剤製造に、その技術的才腕を発揮した人であり、ルオ氏は、同社の日本駐在商

事主任として業績を挙げつつある人であつた。 

 一行は、それからオリエンタル写真工業株式会社も視察した。このバーレー博士が、帰

国後、緊急会議を召集して、おそるべき日本の写真工業についての報告と警告とをあたえ

たことは有名な話柄である。 

 偶然、バーレー博士来訪の日に、工博喜多源逸、工博丸沢常保の両氏が来観された。や

はり乾板その他に関する研究上の方針、写真工業の過去将来について、種々意見の交換が

なされた。 

 喜多博士は京大教授、丸沢博士は旅順工大応用化学科長、ともに本邦化学工業界の構成

である。 

 

＜作間政介、永長重吉両氏の台湾行＞ 

 昭和５年１月、東京材料商組合理事会において、東津乾板株式会社を評議員に、推薦決

定した日の通知が、同組合より報告された。 

 同年６月１日、東洋乾板では東洋トロピカル乾板の定価値下げを実施しその挨拶状を配

布した。 

 この６月下旬、東洋乾板では専務作間政介氏は、永長重吉氏を帯同、台湾に渡航して、

トロピカル乾板の普及化をはかつた。熱湿度ともに高い台湾における写真師、軍部方面に

供給の道をつけんがためであつた。 

 作間永長両氏が、台湾基隆港に入港したのは、昭和５年６月２９日のことである。 

 同日午後１時半上陸すると、両氏は、直ちに市内訪問に赴き塚原、有馬の写真館、中村

回春堂、基隆薬局等の材料店を訪問したが、この第一攻勢は順調で幸先もよかつた。 

 基隆は、その程度にして、午後４時２０分めざす台北市に向い約１時間余で台北駅に到

着した。鉄道ホテルに少憩の後、全島に販売網を有して一大勢力を有する栄町の西尾静夫

氏経営の西尾商会を訪問し、挨拶をおわつた。 

 西尾静夫氏は、非常によろこんで、熱心に激励され、かつ両氏を歓待した。 

 台湾は、６月下旬が最高熱度の時期で、快晴に加えて暑熱高く、かつ湿度飽和点に近い

せいか、夜半、ホテルでもベツドにあつても満身流汗におそわれ睡眠を妨げられることが
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多かつた。作間氏は寝苦しい一夜を送つた。 

 翌６月３０日、作間氏は午前中、西尾静夫氏の案内で、台湾総督府の各部を歴訪して、

挨拶を述べた。永長重吉氏は、単独で、台北市内の各写真館を訪問した。 

 午後、作間政介氏は、植物学教室の教授山下氏を加えて、植物園、台北帝大等を訪問し

て、硬膜化した東洋トロピカル乾板の普及宣伝をおこなつた。 

 夕景に、山本教授、西尾静夫氏を、ホテルに招待した。 

 ７月１日、永長重吉氏は、台中市に出発した。作間氏は、午前中、台北の各材料店（松

見商店、フタバ材料店、津村商店等）、各写真館（鎌田、武井、遠藤、江藤、市田、安武等）

を訪問後、午後台中に向い、先発の永長氏と会同した。 

 奏田家に投宿したが、台北におとらぬ暑さで、真夜中、天井板に、逆さまに這いまわる

家守の鳴き声におどろかされ、まどろみつつ夜を明かすのであつた。 

 

＜台湾の西尾商会＞ 

 台湾は、ほとんど全島各市を順次普及宣伝行を施行した。維壁の難関を突破したことも

あり本島人写真師の間に、かなり感動を与え、将来の販路も著しく開拓される気配もあり

ありと着取されたのである。 

 その後、台湾地方には、乾板供給の路が拡大したことを、東洋乾板では、浅沼商会福岡

支店の報告によつて確認することができたのである。 

 この台湾行で、作間政介氏に感銘を与えたのは、西尾静夫氏の別荘に招じられ、西尾夫

人の小鼓で、得意の観世流の謡曲を披露したひとこまであつた。後年、それは昭和７、８

年ごろとおもうが、西尾夫人は、令息方を引連れて東上され、江古田に居住された。それ

はわたしの江古田の寓居の隣家で、西尾夫人と、そんなことから眤懇となり西尾静夫次も

拙居を訪われた。 

 令息は３人ほど居られた。長兄は辻堂で療養生活中、不幸病逝され、二男西尾善積君は、

東京美芸学校に入学した。それから卒業後、川島理一郎画伯に師事して、練馬区豊玉に、

大きなアトリエと茶室を新築して移つた。茶の道を歩むわたしも、この茶室の見物に招か

れたことがある。 

 善積君は、画家として現在その名を成し、その作画は、オリエンタル、小西六、富士フ

イルム等の応接間にもかかつているそれは父君西尾静夫氏の関係で買入れられたのであろ

う。 

 西尾善積君は、現在パリに住んでいる。わたしにもパリからの消息をよこしたことがあ

る。 

 三男西尾善行君は、最もよく拙居にあそびに見えた人である始め画家を志し、しきりに

絵を習つていたが、浜田増治君経営の商業美術塾に学んで、コンマーシヤル・アートに転

じたが、中途、写真に転向し、武蔵野写真学校にわたしの関係で入学した。中途退学では、

商業美術塾の卒業証書がもらえず悲観していたのでわたしが昔のよしみで浜田校長から無

理に卒業証書を出してもらい、武蔵野写真学校に入学をはからつたことがある。そのとき

浜田があつさりということをきいてくれたのが、いまでもこころより感じをのこしている。 

 

（２３） 
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 武蔵野写真学校は、まだ、木村専一君が校長として存命中のことで、西尾善行君は、木

村君の薫陶をうけたが、理論的には、浜田増治の感化をよりふかく享けていた。 

 この西尾君は、戦前、わたしがある地方新聞に、半歳間、連載小説を書いたとき、その

挿絵をうけもつてもらつたことがある。雪岱と通勢を混合したような面白い挿画で、都合

２篇ほど描いてもらつた。 

 戦争では中支に出征し、しばしば戦地のスケツチを送つてくれたが、戦後は、日映のカ

メラマンとして活躍し、監督となつて、記録映画「黒部渓谷」を完成し、映画界最大の名

誉賞を授与された。現在、記録映画方面では第一人者である。いまは知らないが当時の西

尾君の悪癖は朝からやつてきて夜遅くまで、あそび、終電のころようやくかえるという長

尻癖で、客人をいとうわたしは当時、閉口頓首したものだつた。 

 母堂西尾夫人はもと京の有名な柊家旅館の娘さんで鎌倉の高浜虚子邸で虚子さん相手に

鼓を打ち謡の相手をしていた。俳句にかぶれて、私に、突然「青嵐という季題の語感につ

いてどう思われますか」と質問されめんくらつたことがあつたりした。その西尾夫人とも

廿余年間わたしはあわない。西尾善行君とは、戦後、一度も会つたことがなく、「黒部渓谷

を見て下さい」と云つて来たが、その黒部渓谷の試写会にも忙しくて行けず、はんたいに、

戦後は、父君静夫氏とは幾度もお会した。わたしらの薫杖会の催にも、一度出席されたこ

とがある。東洋乾板のこの当時は、西尾静夫氏のもつとも全盛期のときであろう。 

 

＜優良国産品に選定さる＞ 

 昭和５年７月８日、作間政介氏一行は、基隆発の蓮萊丸で離台し、帰国の途についた。 

 同月中旬、商工省では、国産品奨励の根本政策に基き、優良国産品の調査及び選定をい

そぎつつあつたが、ついに、百種の優良国産品を選定し終つて、これを発表した。 

 その中に、東洋乾枚は、唯一の優良国産乾枚として、選定され、わが写真工業界のため

万丈の気焔をあげ得た。 

 このころ、東京府立商工奨励館において開催された工程表示国産光用展覧会があつたが

東洋乾板からも出品、乳剤の調製、硝子への塗布その他、乾板が完成されるまでの工程を

一目瞭然のうちに明示して、一般の喝来を博した。 

 また、上野公園で開かれた「海と空の博覧会」の対比館に出品した東洋乾板は、審査の

結果、優良国産品と決定され、名誉ある金賞牌を授与された。 

 昭和５年９月３０日、専務作間政介氏は、塚本正駿氏を伴つて、北陸方面の宣伝行に出

発した。この宣伝行はメーカーの宣伝行として各社打揃つたところに懐かしいものがある。 

 これは上大川前通りの新潟商工会議所における第１６回新潟県写真師総会に出席のため

それを兼ねての宣伝行で、夥しい写真人が群集した。 

 新潟写真師総会では、故組合員の追悼会が行われて後、組合員の研究発表や来賓の挨拶

が続き、懇親会に移り、翌日も引続き、今度は西堀通の朝倉写真館で、講演実験会、ここ

では当時オリエンタルにあつた五十嵐与七氏の撮影術講演とその実験、午後は材料商や各

メーカーの宣伝と説明会、仲よく３０分間づつ説明して閉会したのである。 

 作間政介氏一行は、その夜、福井市に向つた。これは１０月５日、福井城内の福井県農

会における北陸三県写真師連合協会の総会に出席するためであつた。 

 講演と宣伝はなかなか盛んであつた。また本町１丁目のだるま屋デパートのホールでは
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研究作品の陳列があつた。午後の講演は、大束昌可氏の「原板各種修整術とエヤーブラシ

ユに就て」小柴耕陽氏の「バツクレタツチング」の講演と実験である。それがすんで、夜

作間政介氏は、オリエンタルの木村専、山田美吉両氏を旅宿に接待した。 

 翌１０月６日は、野路写真館に一同参集し、実に面白い顔ぶれで講演と実験とが行われ

た 

 まづ東条卯作氏の「採光法」五十嵐与七氏の「講演と実験」伊藤竜吉氏の「最新の修整

と書起し」木村専一氏の「肖像写真のビユウポイント」山田英吉氏の「営業写真の広告に

就て」竹内氏の「電気照明実験」等である。 

 別に福井県農会階上には、欧米大家の写真作品を展覧する等、研究熱の旺盛の大会であ

つたが、当時のこととてオリエンタルの熱意の籠つた指導と派出な宣伝一色に圧倒されて

しまつて観があつた。 

 作間政介氏と塚本正駿氏は、大会の終了後各地を巡歴して、１０月８日、東京に帰社し

た。 

 

＜東洋スタヂオ乾板の発売＞ 

 昭和５年１０月１６日夕、浅沼商会の菅保男氏と、神田淡路町の江木善一氏の主催で、

神田の伊東写真館で「新乾板実験会」が開かれ水野定三郎、塚本正駿両氏が出張した。 

 これは「新しき写真の話」という会で、当時、東洋乾板で試験中であつたスタジオ乾板

について、発売前に発表し、ホツトニユースを提供したものであつた。スタジオ乾板の実

験にかかつた時、菅保男氏にモデルになつてもらい、三宅貞輔、大川先生等が撮影した。 

 現像の結果、品質の良好なることが賞讃され、モデルの菅保男氏も抜けのよい出来上り

を賞讃した。 

 神田の工藤孝氏だけは、自分の信ずる太陽光線下で実験しないうちは、はつきりしたこ

とを言明しない人だつた。翌昼、工藤氏は、諸種の乾板と比較試験を行つた結果、はじめ

て、すべてのものに凡らぬ極めて良好な乾板だと、力強く証言してくれた。 

 これが東洋スタヂオ乾板である。 

 写場用、人像専用の高速度乾板としての、東洋スタヂオ乾板が発売されたのは、昭和５

年１１月５日のことである。 

 超硬膜赤札トロピカル乾板や、このスタヂオ乾板が発売されてから、東洋乾板は、やや

軌道に乗つてきたといえよう。 

 これまで一般用の赤札乾板の一辺倒できたために、カビネ形以上の大形は作れず、もつ

ぱら、手札、アトム、大名刺形等のサイズにすぎなかつたが、乳剤改良後は、カビネ以上

八ツ切、四ツ切全紙にいたるまで、故障なく塗付出来るまでに進んだのである。 

 当時は、写場用乾板として、イーストマンユニバーサル乾板の後身として、更に品質の

優秀さを加えていた４０番乾板があり、これに加えて、浅沼商会が普及していたクレマー

乾板は、感光度が高く、美しい階調の整つた高級性能を具備して、漸次４０番乾板の領域

に侵入しつつあつた時である。これら信用ある乾板の需要層の間に、東洋スタジオ乾板が

侵入しつつある姿は、まことに偉とすべく、洋々たる前途が見られるにいたつた。 

 

（２４） 
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＜青木一陽氏の人像写真＞ 

 この東洋スタヂオ乾板の実験会での挿話をここに紹介しておきたい。 

 それは神戸赤窓会における出来事であるが会員約２０名余で、火急の催のため、適当な

モデルを用意するひまとてなく、作間政介氏がモデルとなつて撮影を開始した。夜間のた

め、性能の説明を行い、配布見本の配布後、撮影済の乾板は、各自撮影者が持帰つて現像

処理を行うこととした。 

 来会者の全部が、各２枚又は３枚、思い思いの採光で、シヤターを切つたが、その中に

とくに左側下部から、熱心に撮影の角度を考え、ためつすがめつしている一人の若き美術

家の写真師があつた。この写真師は、結局、右方側面やや下方から撮影したらしかつた。 

 ――約半年後のことである。作間政介氏が大阪に出張した時、大阪毎日主催の日本写真

美術展覧会が、大阪商品陳列所で開催中で、一覧のため、同展覧会場を訪れたところ、人

像の部「第一等」として、掲げられた肖像写真の作品は、驚いたことには、作間政介氏の

横顔であつた。 

 作者は、神戸市青木氏作品となつていた。紛れもなく、神戸市小島スタヂオにおいて、

赤窓会員の夜間試写会の折の撮影を、作画したものであつた。作間氏は、奇遇に驚いて、

早速、青木氏宛に入選の祝詞を甲上げたところ、その後、その作品が、青木氏から寄贈さ

れたので、作間氏は悉く頂載し、記念として珍蔵されることとなつた。わたしも作間氏か

ら見せてもらつたことがあるが、見事な作品なのに感心した。 

 これは顔の特徴を生かす徴妙な採光を出した青木氏の熱意と、作画の卓越した技法が一

等という栄与を獲得されたことと思われる。その青木一陽氏も、その後、惜しくも千古の

彼方の人となつて、作品を通してありし日の同氏の芸術をうかがうほかはなくなつた。 

 ずばぬけた写真師の作品――特に人像は、アマチユア作家の作品よりも、実は遥かに優

れた見方と技術とがあつて真価を持つものなのである。 

 

＜工業試験所の開放研究室＞ 

 昭和６年早春、東洋乾板では、水野定三郎、藤沢信両氏を、大阪工業試験所に派遣した。 

 これは試験所において、山部敬吉部長の下に、写真部が設けられ、ドイツのマツクス・

レオ氏を招いて、同氏特許のキヤナル式乾板製造工場が建設されたので、その製造機械の

実習許可を申請しすなわち、開放研究室を借入れて、研究に当らせるためであつた。 

 水野、藤沢氏等は、交代に出張して、研究を開始した。助手として大下俊春、天花寺瑞

樹の２氏をあて、１ケ月以上の製造研究を続けたのである。 

 この成績結果は、実に上乗で、感度の上昇乾燥の迅速、人員数の僅少、膜面の美しさ等

有利な点が多かつた。――そこで本格的乾板の製造には、キヤナル式採用を決意し、その

特許方式使用の許可を申請し、改めて、機械構造の見取図をつくつた。これは後に富士フ

イルムの足柄工場における乾板工場に応用する設計資料の一つとなつたのである。 

 昭和６年の春、はじめてチエツコ人よびドイツの乾板用硝子板を輸入して使用したが、

原価の暴騰のため、採算上引合わないことが多かつた。 

 そのとき、軍部からのすすめで、旭硝子から乾板用としての薄硝子の送致をうけた。試

験の結果、半ば近く不適合品があつた。 

 旭硝子の大野社長は、作間氏と同窓の友人で、ふくぞうなく試作供給上の交渉をしげく
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して、漸次、同社の関心を高めることに努めた。同社九州戸畑工場で苦心しても、合格製

品が２割内外よりしか得られない始末で、同社としても、相当に大犠牲を払いながら、製

造研究（アルコール式）を続けたのである。 

 漸次、操作を会得改良した結果、後に鶴見工場において、量産に成功するに至つて、そ

の品質もまた優秀で、旭硝子の技術部の功債は、写真工業史上、一大圧巻を為すものとお

もわれる。戦時中、わが写真工業が外来品に依拠せず、独立独歩、一本立で進んで行けた

のは、まつたくこの乾板用硝子、ゼラチンフイルムベース、バライタ紙この４つのものの

製造が容易に行われるようになつたためである。 

 

＜札幌の信伊奈亮正先生＞ 

 昭和８年２月３日、東洋乾板では、３回目の台湾行を試みた。今度は永年重治氏単独で

行われた。これは「東洋乾板ニユース」の「台湾特集号」に詳しいから省略する。 

 昭和６年３月、第３回化学工業博覧会のために、東洋乾板技術部は、６尺×３尺５寸の

特大乾板で透視画を作製して出品した。 

 透視画は、大レビユー団の写真で、花やかな会場に一層華を添えたようだつた。 

 ほかに、東洋スタヂオ乾板のネガチーヴ、東洋赤札乾板プロセス乾板を陳列した。 

 昭和６年４月１８日、北海道写真師団の一行が東洋乾板を参観した。空知の２郡の写真

師連盟会長天野剣一郎氏ほか１１名である。一行は、滝川町の花摘写真材料店の花摘氏と

ともに来社されたのである。 

 ふしぎにそれからも北海道関係の参観者が続いた。４月２１日、札幌写真師信伊奈亮正

氏一行がそれである。信伊奈先生は、富士フイルムの平松太郎氏の伯父に当り、長崎の上

野彦馬翁に写真術を学んだ先覚である。 

 北海道の、田本研造先生と信伊奈先生のような高名の写真師が、ともに上野彦馬門下で

あることは一奇にたえない。 

信伊奈亮正氏は、明治元年長野県赤下伊那郡穂村の出身で、１２才で郷里を出て、長崎

港にいたり、上野彦馬翁の門下となり写真術を学んだ。後上京し、浅草の福田写真館に技

師となつたが、更に静岡、新潟に転じ明治２５年札幌にいたり、南１条西３丁目に写真館

を開創した。 

 

（２５） 

 信伊奈先生は、先覚的な天才肌で、修整術には特に優れ、写真彩色、コロタイプの研究

等もあり写真に関する著書などもぎつしり所蔵されていた。 

 明治２７年春、十字街寄りに移転し、コロタイプを始めた、北海道におけるコロタイプ

の嚆矢である。コロタイプと石版は隣家を工場として行つたが、これはいくばくもなくし

て廃止した、当時の写真の印画紙は主として鶏卵紙であるが、後Ｐ・Ｐに転じ各種の印画

紙を使用している。先生には、著名な門弟が実に多かつた。 

 昭和の始め、信伊奈写真館は大通り西４丁目に移つたが、昭和８年１１月、ついに病逝

せられた。杉浦千之助翁の聞書をわたしは移し収録しているが、それによると明治の頃、

小西六の千助翁は札幌に信伊奈先先生を訪問して、視しく会談されている。信伊奈先生が、

閃光球を発明して、明治天皇御大葬儀の夜間撮影に供した当時の苦心を綴つた貴重な記録
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は、いま、わたしの手もとにのこつている。この信伊奈先生の甥に当る平松太郎氏が、大

日本セルロイド写真フイルム部に入社したのは、東洋乾板との合併中のときで、昭和９年

１月１６日のことである。 

 

＜菊池真一氏の実習（１）＞ 

 昭和６年５月１８日、第４回在九州及び下関市連合写真師会が、若松市公会堂において

開かれたとき、藤沢信氏は招聘をうけて、講師として出張した。 

 この会合がすんで、翌１９日および２０日は、九州におけるもつとも由緒の深い最古の

団体たる第３３回九州写真師大会が、久留米市公会堂において盛大に挙行された。これは

上野彦馬翁や古川俊平翁（現写大教授古川成俊氏祖父）の時代から連続して開かれている

会合で、梶原琢磨先生なども出席されたことがある。この会合でも、藤沢信氏は、写真科

学に関する講演を行い、聴衆に深い感銘を与えた。 

 昭和６年６月、東洋乾板では「新東洋航空乾板」を発売した。 

 翌７月、この航空乾板の発売売により、高速度を標榜する「東洋白札」、人像用の「東洋

青札」の製造を自然に廃止することとなり発売を中止した。 

 同年９月１日、東洋乾板の研究所に、菊池真一氏が実習に主としてハーシエル効果の実

験に見えるようになつた。 

 これについて、理博菊池真一氏から左の如き教示をうけたので、ここに抄記する。 

 「東洋の赤札とプロセス、これは未だ今のように富士フイルムの種類の豊富な感光材料

が現われない昭和５、６年ごろの懐しい思い出であります。雑司ケ谷の墓地裏の空気調節

装置もあるかなきかの小工場では、これだけの品を製造するにも大変苦心だつたようです。 

 私の亡父菊池恵次部は法学士ですから、乳剤工業については余り知りませんので、藤沢

信氏―当時は理学士の新進技師―からエダー・ヘヒト何度とか教えられて、感度が上れば

らんらんと眼を細くしていました父は私と違つて親分肌で若い人を可愛がり、時々酒を好

み飲めばすぐ陶然として口三味線を引くという調子でした。時々腹を立てて怒鳴りますが、

長く怒りをとどめることはありませんでした。 

語学と仏典と囲碁を好みましたが、その頃東洋乾板の傍にあつた坂野さんの撞球店でへ

たな球をつきました。 

 こんな呑気な性質ですが、会社の経営は初め高橋慎二郎氏、水野定三郎氏などの御努力

にもかかわらず余り振わず、赤字の辻褄を合わせるのに骨を折つていたようです。私はま

だ学生でその辺の事情を知りませんが、当時松山高校の教授をしていた叔父菊池清治に迷

惑をかけたのではないでしようか。」 

 

＜菊池真一氏の実習（２）＞ 

「私は昭和６年の夏休みに、雑司ケ谷工場に行つて、藤沢信氏に指導を受けてハーシエル

効果の実験をいたしたことがありました。 

 今でも勉強家の氏は、当時すでに何種か会社に来ていた外国雑誌に丹念に眼を通しカー

ドを作つていました、こうした勉強を何十年に互つて続けられたのですから、今の日本に

おける否世界における写真の活字引になられたのも当然でありましよう。 

 高橋慎二郎氏は乳剤工業の鬼とも申すべき熱心な方です。東洋乾板を辞されて後も２０
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年間独力で２人の息子さんを相手に乾板又はフイルムを作つて疲れることを知りません。

こういう点、水野定三郎氏もずつと近代的な経験と感覚を持たれますが、乳剤と一生取組

んでおられる点、軌を一にしています。 

大日本セルロイドから資本が入り、作間政介氏が同社から来られたのはいつでしようか。 

 当時若々しく、真面目な技術家であられる作間氏が見えた時は、ずぼらな父とは良い対

照で東洋乾板時代からいた方々は、やや氏が煙たかつたのではないでしようか。東洋時代

の方として、私が名前を知つていますのは、河田威男、塚本正駿、石田博、永長重吉の諸

氏です。 

それから小使兼守衛として、昔から私の家に出入りしていた中村というお爺さんがあり

ました。この外、多くの方の名は、父が還歴の時に贈られた碁盤の箱に書いてありました

のを惜しいことに空襲で焼いてしまいました。 

私はその後、東京帝国大学の大学院に入り、長く亀山教授の御指導を頂くことになりま

した。私が写真の研究をいたしましたのは、全く父が東洋乾版を経営しておつたからであ

り、藤沢信氏などの御指導による処でしよう。」 

 

（２６） 

＜玉座敬礼の写展＞ 

 昭和６年の秋、九州で陸軍大演習が行われた時、天皇陛下が玉座に出御され、全軍の敬

礼をうけられる、２０秒間の瞬間を、全紙乾板に撮影して上納せよとの命をうけた。 

 撮影は、時間の関係上１回に限られ、２回撮りは絶対不可能で、その責任たるや並大抵

なものではなかつた。 

 撮影原板は、陸地測量部に持帰つて、同所内で現像することになつていた。その現像に

も、東洋乾板は立会を要請された。作間政介氏は、大下俊春氏を派遣して現像に協力させ

た。 

 この画像は鮮明に、予想以上の成果をあげることが出来、双方とも完全に責務を果して

ほつと安堵した。 

 このころ、軍部に乾板を納入する場合、陸軍の方は直接購入部に納入取引することが出

来たが、海軍の方は、品種ごとに、一々横須賀工廠会計部に「購買登録」をすませた後で

なければ、納入が出来ない規定であつた。 

 そこで「航空」「汎色」といつたような各東洋乾板の品種ごとに、購買名簿に登録申請を

行つたのである。その登録許可が発せられると、経営者自身が、各部課に、一々御礼の挨

拶廻りに出向く慣例があつた。 

 東洋乾板でも、その使用先である航空隊、航空母艦、水路部といつた箇所に挨拶廻りと、

普及宜伝を行つたものである。 

 複写用プロセス乾板は、印刷原板用としての用途のほか需要者も僅少なものであるが、

東洋プロセスを応用して成功されたのは大塚巧芸社である。 

 巧芸画原板には、つねに特殊サイズの乾板が使用されていた。すなわち、２尺乃至３尺

の異形乾板は、特制注文をうけて供給をつづけたのである。この乾板によつて、佳趣に富

み、色彩その他原画とまつたく同一同大の巧芸画を完成して、大塚巧芸板の名声を博する

に至つている。 
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 このプロセス乾板は、顕微鏡的写真用にも使用され、生物学、解剖学方面にも著大な用

途を与えた。 

 東洋乾板が、期末毎に繰越欠損金の償却を行つて、これも漸減しついにその全部を皆消

して、始めて若干の利益発表を行うことを得たのは、この昭和６年下半期のことであつた。

すなわち、東洋乾板創立以来、初の利益発表として、注目すべき現象であつた。 

 以後、同社は大日本セルロイドと合併のための解散にいたるまで、期毎に黒字計算に好

転し、収益増加の一途を辿つた。 

 

＜パンクロ乾板の完成＞ 

 昭和７年３月２０日、東洋乾板は、わが国最初のパンクロ乾板を完成して、一大センセ

ーシヨンをまきおこした。 

 わが国において、いづれの会社が、いつの日にか、パンクロ乾板を出すかという疑問は

写真界の問題となり、関心をもつて期待し注目していたのである。この長年の期待が、事

実となつて現われ、時代の先駆者としての東洋乾板の努力と功績とが、わが国写真発達史

上を飾るにいたつたのである。それは東洋乾板長年の歴史と困苦の賜物だつたと云えよう

か。 

 藤沢信氏は、「汎色乾板の用途」と題して次のごとく出ている。 

「汎色乾板を是非とも必要とする場合は、天然色写真、三色印刷、油絵、水彩画、日本画

等、多色絵画、又は印刷物、色硝子細工、商品見本、家具、織物等―の撮影復写において

色価を力強く表現せんとする場合分光写真、顕微鏡写真、地質学、鉱物学、地理学、動植

物学、天文字その他科学的用途も少くない、汎色乾板が必要欠くべからざるものとはいえ

ずとも、その利用が非常に有利な場合としては、風景、雲の撮影、電燈、フラツシユ等、

人工光線による撮影ことに舞台写真の如き、ボートレート、望遠写真、航空写真等を列挙

できる。 

 これらすべての場合を通じて、汎色乾板の写真の使用のみにも、満足な結果を得られる

場合は少く、ある場合はこい赤色フイルター他の場合は、淡黄色フイルターと出ように適

当な濃度のフイルター併用により初めて汎色乾板の真価を発揮せしめ得るものである。 

 

＜赤外線乾板の完成＞ 

 昭和７年に入つて、大日本セルロイドでは、フイルム工場建設のための敷地検分が行わ

れはじめた。それはわが写真工業における正に一大活動であつたが、ここでは余り触れな

いようにする 

 昭和７年１２月、ゲバルト会社の極東代表者マクス・ベルビスト氏が大阪の日本代理店

桑田商会の桑田一郎氏と共に、東洋乾板を訪問した。 

 当時のフイルム試験所長春木栄氏も来社されたので、作間政介氏は、次野、藤沢２氏を

交え、午食を共にした。７月１９日には、帝国ホテルに、作間政介氏と春木栄氏は、桑田

一郎氏とマクス・ベルビスト氏を訪問答礼して会談数刻にわたつた 

 ７月２０日作間政介氏は、大日本セルロイド会社の貨物車に空瓶３３本を托して、新工

場敷地の候補地となつた神奈川県足柄の、浮気湧水の汲取方を依頼した。翌々日の７月２

２日に、その水源地浮気の湧水３３瓶を、積載した自動車が帰着したので、その中の２３
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瓶をうけとり残余１０瓶を、板橋志村のフイルム試験所に送つた。 

 そして早速、足柄の水をもつて、乳剤を仕込み、乾板に製造する工業的試験が開始され

た。 

 昭和７年８月１日、東洋乾板では、わが国最初の赤外線乾板（東洋エクストリーム、レ

ツドセンシテイブ乾板）を発売した。 

 この乾板は、陸軍航空本部技術部の依託により完成したもので、この発表があつてから

東洋乾板の技術的進歩は、絶頂に達した観があつた。 

 当時、業界において市販されている乾板の中で、赤外線に対する感度の鋭敏な乾板には

大体２つの種類があつた。 

 １、感度が波長７００～８００ミリミクロンの範囲のもの 

 ２、感度が波長８００～９００ミリミクロン範囲のもの 

 すなわち、（１）の種類のものには、イーストマン製エキストリーム、レツドセンシテイ

ヴ乾板と、ドイツのアグフア社製のインフラレツド、ラピツド、７３０乾板と、インフラ

レツド・ハード７３０乾板の３種である。（２）の種類のものには、イーストマン製のイン

フラレツド、センシテイヴ乾板、アグフア製のインフラレツド、８１０乾板の２種があつ

た。（２）に属する乾板は、感度が余りに遅く、これを使用するのに長時の露出を要した。

従つて、分光写真用、天文写真用、測量用具等の外は実用には不適であつて、短い露出を

必要とする軍事用撮影には、ぜひとも（１）の種類の乾板を使用しなければならなかつた。 

 東洋赤外線乾板は、これらの短所を補充したもので、発売早々、多大のセンセーシヨン

を与え、続々多量の注文を仰ぐにいたつた。それは、軍部のみならず、イーストマンのエ

クストリーム・レツドセンシテイヴ乾板の代用とした分光写真用、測量用、天文写真用等

に使用され、また、新聞社、山岳写真家等よりも賞賛を博した。 

 

７．富士写真フイルム株式会社への統合  ・・東洋乾板回想記（２７）～（終） 

（２７） 

＜写真界の一大胎動＞ 

 写真化学者として著名な、特異の存在であつた森芳太郎氏が、作間政介氏の勤奨をうけ

て東洋乾板の研究部に勤努するようになつたのは、昭和７年９月１日のことであつた。森

氏は、９月９日から出社した。 

 森芳太郎氏の入社について、同氏自身、「東洋乾板ニース」の第４９号に「研究室に入つ

て」と題して記述されている。 

 このごろ、大日本セルロイドでの足柄は、土地の買収に乗出し、連日、買収上の協議が

行われた。そのため、浅野修一、春木栄、作間政介その他の諸氏は、足柄と東京間を連日

往復して繁忙を極めた。ここに仮事ム所が建設されたのは、昭和７年１０月５日のことで、

新工場敷地決定後の事情は、別の機会としてここではあまりふれない。 

 昭和７年１０月の「東洋乾板ニユース」第４９号に、工場建設ニユースが発表されてい

る。 

これは東洋乾板として、わが写真界に始めて発表された第一報である。 

 この新工場建設に発足するために、新会社の事務所が、京橋区銀座の菊正ビルディング
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５階に設けられたのはこのころのことであつた。 

 

＜菊正ビルの事務所に移転＞ 

 東洋乾板は、挙げて新会社に引継ぐ必要が感じられた。すべてこの執着を断ち切つて解

散し、新会社に合流すべき大勢が生じてきた東洋乾板は、にわかに、慌しい急旋回の展開

と消費とにつかまれるようになつてきた。 

 昭和８年６月７日、菊池恵次郎氏と作間政介氏は、数刻にわたる要談をとりかわし、合

併諸事展に関して、隔意のない話合がつづけられた。 

 ６月８日、東洋乾板では、星岡茶寮に弥生会員を招待し、２１日より販売系統を菊正ビ

ルに移転することを披露した。 

 弥生会側の来賓は、杉浦六右エ門、杉浦千之助、浅沼治、菅保男、山下友治郎、藤森豊

一郎氏等２９氏である。東洋乾板側は、菊池恵次郎、作間政介、浅野修一、永長重吉、佐

藤信綱、塚本正駿、斎藤某氏等である。 

 ６月１６日、大阪南区須慶町の天狗楼においても、大阪弥生会々員諸氏を招待して、同

様披露会が催された。 

 出席者は、杉浦宗次郎、武内省三郎、安富台祐、松山国二、浅沼富留宮、田村寅之助、

田中伊蔵、山内恒好、三井東一（美篤）、赤羽直治、市川、上田貞次郎、上田順三、川西新

治郎、野口重平（近江屋）、川畑数治、岡村乃木男等の諸氏である。東洋乾板側は、前回と

同様である。 

 ６月２１日、乾板販売部は、既定のごとく菊正ビル内の事務所に移転した。 

 社長菊池恵次郞氏は、６月２５日契約書および一手販売契約書類に調印した。 

 

＜新会社誕生と東洋乾板＞ 

 昭和８年７月、「東洋乾板ニユース」は、第５７号より、京橋

区銀座西３ノ１、菊正ビル内の大日本セルロイド株式会社写真

フイルム部より発行することとなつた。 

 ８月の「写真月報」は、「東洋乾板会社の組織変更」と題して、 

 「雑司ケ谷の東洋乾板株式会社は、大日本セルロイド株式会

社と合同を伝えられ、その営業部は大日本セルロイド写真フイ

ルム部において引受けることとなり、事務所を京橋区銀座西三

丁目菊正ビル内に設けられた。 

 大日本セルロイドの手によつて、目下神奈川県小田原在下足

柄郡に工場を建築中で近く竣工の運びに至り、将来乾板、印画

紙、フイルム、フイルムベース等を生産発売する由にて、工場

落成後に東洋乾板と大日本セルロイドは合同して、富士写真工

業株式会社という会社になると伝えられている」 

 と、報じている。富士写真工業株式会社という名称になると

伝えていることはおもしろい。８月３日発行の「日本写真新聞」

もまた同様の紹介記事を掲げている。 

 昭和８年９月２６日、学士会館において菊池恵次郎氏と作間政介氏によつて、社員の退

東陽乾板専務 

作間政介氏 
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職金その他の諸件について協議された。 

 同年１０月３日、乾利氏がこの日から勤務出社した。 

 同年１０月５日、水野定三郎、藤沢信両氏の工長事務引継が行われた。 

 昭和９年１月２０日午前１０時より、富士写真フイルム株式会社の創立総会が開催され、

ここに従来の写真フイルム部は解消し、独立別個の企業組織体として、資本金３百万円金

額払込済の会社が成立した。 

 新会社が誕生しても、東洋乾板の解散事務は、なお多くのものを残していた。菊池恵次

郎氏と作間政介氏との間に、諸般の煩雑な手続きや、製造権、販売権その他の問題につい

て、協議が交され、富士写真フイルムと東洋乾板との合併に関する契約書が作成されたの

は、昭和９年５月１日のことである。 

 昭和９年２月２３日、東洋乾板臨時株主総会が開催され、異議なく解散のことが決議さ

れた。清算人として、菊池恵次郎氏が選任された。 

 夕刻、株主の小宴を催した。会社側は菊池恵次郎、作間政介、木崎左近の諸氏、株主側

として内海正、高橋慎二郎、小平勝治、結城林蔵、水中の諸氏である。 

 

（２８） 

＜東洋乾板解散の登記＞ 

 昭和９年５月２４日、東洋乾板株式会社の解散に関する登記を完了した。 

 かえりみれば、大正８年２月２１日に、創立登記以来、わが写真工業史上に幾多の革新

の歩みと輝しき業績をとげ、その存在使命を来し得て、ついにこの日をもつて解散するに

至つたのである。その存続期間は約１５カ年３カ月余にわたつている。 

 延べ営業日数７５６８日、菊池恵次郎、菊池清治、高橋慎二郎氏等の苦難の跡をうけて

作間政介氏が経営を執つたのは、大正１５年９月２９日であり、それからは７カ年８カ月

間余を数え得る。日数において２８０２日存立中の３７パーセントに相当する。 

 

＜解散後の東洋乾板＞ 

 昭和９年６月１日、菊正ビルにおいて、浅野社長と作間政介氏は、東洋乾板の従業員に

に支給する慰労金その他の件を協議した後作間氏は雑司ケ谷に赴いて慰労金の手配をおこ

なつた。 

 この解傭辞令と慰労金の準備が成つたのは６月８日であつた。翌６月９日、作間政介氏

は、雑司ケ谷工場において、職員一同に退職辞令および慰労金を交附した。技工一同に対

しても、同様交附された。 

 

＜物故功労者慰霊祭＞ 

 昭和９年６月１７日、至道庵徳雲寺において東洋乾板関係物故者の慰霊祭が、おごそか

に執行された。 

 物故功労者のうち、島村足穗、辻宏、三栄堂氏寿の遺族諸氏が参列、作間政介、木崎左

近、藤沢信、高橋慎二郎、中村、小川、中尾、石田、大下の諸氏が参列して、香煙高き焼

香を捧げおわり、終了後、学士会館で午餐会が開かれ、回想談にふけつてのち散会した。 
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＜旧社員を新会社へ雇傭＞ 

 昭和９年６月２３日、浅野社長と作間政介氏は、雑司ケ谷工場において、社員全部に対

して訓示し、富士写真フイルム株式会社に傭入辞令を交付した。 

 まだ、技士一同も食堂に集めて、同様の辞令を交付した。 

 そして夕刻から、馬場先門の明治生命地下室に、晩餐会を開催、雑司ケ谷工場全員を招

待した。 

 

＜解散の披露宴＞ 

 昭和９年６月２６日夕、写真界の諸氏を上野精養軒に招待して、東洋乾板挨拶会を開催

別離の披露をおこなつた。 

 菊池恵次郎、作間政介氏等の吋重な謝辞ののち、それに応えて、杉浦千之助、田名瀬鶴

吉、大角日芸氏等の謝辞、江崎清氏の発声で一同乾杯して、往時の苦難をねぎろう言葉と

ともに、新服をまとつた前途を祝福する光景は、東洋乾板の最後を飾るに足る催しであつ

た。 

 出席者は、菊地東陽、浅沼治、菅保男、野呂彦夫、藤森豊一郎、山下友治郎、三木紀三

江木善一、結城林蔵、宮内幸太郎、鎌田弥寿治、江頭春樹、秋山轍輔、曽根真文、傷本定

兵ヱ諸氏のほか大多数に上つた。 

 高橋慎二郎氏も出席されている。 

 

＜売買契約公正証書＞ 

 その後の雑務処理は簡単ではなかつたが、渋滞せずに進捗した。東洋乾板より富士写真

フイルムへの売買契約に関する公正証書の取交しがすんだのは、昭和９年７月４日のこと

である。 

 

＜菊池恵次郎氏の招宴＞ 

 昭和９年７月１４日、菊池恵次郎氏は、東洋乾板の発展的解消と新会社の誕生を祝福し

て、小石川柳川亭において、旧東洋乾板関係者を招待し、主客たがいに歓をつくした。 

 一同、菊池氏の厚意を謝して散会したのは９時過ぎであつた。 

 

（終） 

＜菊池恵次郎氏に碁盤贈呈＞ 

 昭和９年７月下旬旧東洋乾板関係者一同は旧社長菊池恵次郎氏に対する感謝の微意とし

た碁磐一式（桐箱入）を贈呈した。 

 菊池恵次郎氏夫人をわたしが文京区駒込糟町の菊池邸を訪れた時同夫人から碁盤の贈呈

者の氏名が不時で遺憾である旨を聞かされまた、令息菊池真一氏より与えられた文章の中

にも、そのことがいつてあつたが、幸に桐箱の写真がのこつており、それに贈呈者氏名が

はつきり見えている。 

高橋慎二郎、勝田庶雄、天花寺瑞樹、乾利藤沢信、坂野誠一、和田親穏、高橋洗二、大崎

左近、河田威男、米津雪嶺、永江維章、水野定三郎、千歳房太郎、中村一男、小川潔、小

島八郎、青木精一、錦古里孝治、中村仁一郎、塚本正駿、前島正人、萩谷謙、大下俊春、
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中尾賢一、平岩一夫、佐藤徹、永長重吉、伍藤信綱、熊野御堂戒三、石田伝、萩原近平、

小林繁雄 

 

＜雑司ケ谷工場の売却＞ 

 昭和９年９月６日、雑司ケ谷工場の鉄筋コンクリートその２階建１棟は、旧東洋乾板の

所有であつたので、富士写真フイルムにおいて購入することとなり、その手続きを終了し

た。その価格金１万７千円也である。 

 

＜暗室内の人々＞ 

 技術家の手足となり、工場の暗室の中で数年間、黙々として、忠実に従来した人々こそ

表面の人と同様に、写真工業をもり立てるために精力を尽した人々といわなければならな

い。 

 その経験、その熟技は、十分に、社業にささげた貴い存在であつたといわねばならない。 

 旧東洋乾板とは、すなわち、次のような諸氏が存在をなしている。それは忘れ得ぬ暗室

内の人々であり、富士写真フイルムの足柄工場内の乾板工場が、作業開始の際、これらの

熟練者は交代に長期出張して指導に当つた諸氏である。 

 杉山光太郎、中西実、有賀豊、立石良雄、望月輝雄、小泉敬二、矢幡某、中村かつ、鳥

居京子、森しん、福岡とみ、相原きよ、堀池うめ、森よね、鍋谷いし、高橋すみ、大出は

つ、後坊きん、後坊まつえ、石黒たか、菅原きぬ、三橋うめ、三橋みつよ、金子よしえ、

青沼房江、鴨下寿、渡辺よし、斉藤たか、佐藤うた、鈴木かつ、川上しづ、金しづ、江原

さわよ、境ちよ。 

 

＜結語＞ 

 わが国の写真工業史にとつて――とくに乾板工業史にとつて、東洋乾板の存在は、その

偉大な足跡を永遠に刻記するものといつてよい。 

 幸にその点の創始者ともいうべき高橋慎二郎氏、また、菊池氏の後継者菊池真一氏、菊

池清治氏、大日本セルロイドより経営の任に当られた作間政介氏等が、御健在であること

は、なによりも嘉すべきで、以上の諸氏により、その記録をのこしおかれるよう切に懇望

申し上げてやまない。 

 東洋乾板は、その苗床時代に、春木栄氏を所長とするフイルム試験所とともに一翼とな

り、感光乳剤工業確立の基礎となつたのみならず、東洋乾板をして開校していた写真界の

地盤と領域は、けつして広汎なものではなかつたとはいえ、特約店、小売商、需要家等に

対し特殊の販路を維持していたことと、足柄工場操業開始の際は、第一着に、乾板の量産

をはかり、写真工業界に進出することを容易にしたことは、高く評価されてよい。 

 わたくしは、いろいろ詳説してみたかつたが、一応ここで東洋乾板の終焉の挽歌を告げ

よう。 

 故菊池恵次郎先生の霊をなぐさめまつり、高橋慎二郎翁、作間政介氏等の業績を、精細

に伝えようとしたこの小稿も、各所錯誤したままになつたであろうことを、ふかくおわび

申上げながら擱筆する。（了）  
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「東洋乾板回想記」は、昭和３４～３５年に、週刊フォトジャーナルに連載された。 
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