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  戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工

業の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。ま

た、その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械

工業における技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、

近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、

わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢い

を失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。こ

れらの課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は

高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機

械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも

多大な実績をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくに

はこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必

要が高まっております。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発

にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして社団法人研究産業協会に「産業技術の歴史の集大成

・体系化を行うことによるイノベーション創出の環境整備に関する調査研究」

を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご

参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１６年３月 

                                       社団法人  日本機械工業連合会 

                                          会  長  相 川 賢 太 郎 



はじめに  
 

 現代文明は、科学技術の目覚ましい進歩の上に築き上げられたものでありま

す。とりわけ近年、産業技術の画期的な進歩が、我々の豊かな生活を支えてお

ります。  
 わが国は、明治以降、欧米諸国から科学技術を学び、さらに戦後は、米国を

中心とする海外の基礎科学研究の成果や生産管理手法を学びながら、産業技術

を育てることによって、今日の繁栄を築き上げてきました。これらの技術を学

び、かつ、革新してきた歴史は、多くの人々の努力の積み重ねによってもたら

されたものであります。  
 現在、わが国の産業技術は幾つかの分野で世界のトップレベルに到達してお

りますが、国際競争の激化と併せ生産の海外移転の進展あるいは国内需要の停

滞など社会経済環境の急激な変化の中にあって、今後は、自ら独創的・創造的

研究、技術の開発を行い、新規の産業技術を開拓すると共に、環境問題など地

球規模での諸課題に挑戦し、その成果を広く諸外国に開示・提供しながら、引

き続き高度な産業技術を維持しつつ、持続可能な経済の発展をはかる必要があ

ります。  
 かかる状況の中、昨今、若者の科学技術離れ、製造業離れといった懸念され

る動きが表面化しておりますので、わが国の科学技術の長期的発展、創造的研

究開発の拡充のため、市民、特に次の世代を担う若者の科学技術に関する理解

及び興味の醸成を図ることが不可欠であります。  
 この事業は、社団法人日本機械工業連合会から受託して、これまでわが国独

自の技術を生み出してきた先人達の証言を基に、技術革新を培ってきた人物・

群像の姿と技術革新積み上げの姿を集大成・体系化することにより、産業技術

のイノベーション創出メカニズムの基本的要件を明らかにすることと併せ、デ

ジタルコンテンツ等を活用した最先端技術での展示方法等を活用し、独創性・

創造性溢れるものづくり技術人材の育成のための教育材料を提供することに

よって、機械産業等における独創的・創造的な技術を次の世代を担う若者に継

承し、産業技術がわが国経済の発展に果たしてきた役割について理解の増進と

関心の喚起を図り、独創性・創造性豊かな理工系人材の確保に寄与するための

方策を構築することを目的に調査研究を行ったものであります。  
 本調査研究の推進にあたり、ご指導を頂いた経済産業省および委員の方々に

対し心から謝意を表すとともに、この報告書が各位にとってご参考になれば幸

いに存じます。  
 
平成１６年３月  
 

社団法人 研究産業協会  
会 長 佐 藤 文 夫 



 

 

事 業 運 営 組 織 

 

イノベーション創出環境整備調査委員会 

委員長 （有）都市エネルギー研究所 代表取締役                        黒木 正章 

委 員  （株）荏原製作所 羽田工場総務部長                   森永順一郎 

委 員   (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長                   松尾 勝一 

委 員  システム工学（株） 代表取締役社長                          長井剛一郎 

委 員   清水建設（株） 技術本部主査                      中島 徳治 

委 員  データ・ケーキベーカ（株） 代表取締役                     唐沢  英安 

委 員  大日本印刷（株） ＩＣＣ本部企画開発室シニアエキスパート   志村 耕一 

委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長                 大熊 謙治 

委 員  国立科学博物館   産業技術史資料情報センター主任調査員       永田 宇征 

委 員   三菱重工業（株）   技術本部技術企画部主席部員              村井 豊 

 

事務局 （社）研究産業協会 シニアマネ－ジャ                         小金澤英夫 



 
 

目   次 
 
１．調査の趣旨  ……………………………………………………………………   1 

２．調査の概要  ……………………………………………………………………   2 

３．デジタルコンテンツの構成  …………………………………………………   3 

４．デジタルコンテンツ展開例  …………………………………………………   7 

５．講演レジュメ：「創造的な能力を高めるための教育と、教育の情報化について」………    9 

６．実践授業  ………………………………………………………………………  12 

資料編：デジタルコンテンツ画面イメージ 

資料の構成 …………………………………………………………………………  41 

（共通部分） 

タイトル ……………………………………………………………………………  43 

（開発物語を中心としたストーリー部分） 

明石雅夫 ……………………………………………………………………………   49 

岡本三宜 ……………………………………………………………………………  60 

梶原利幸 ……………………………………………………………………………  69 

只野文哉 ……………………………………………………………………………  79 

林雅一 ………………………………………………………………………………  91 

日高秀昌 …………………………………………………………………………… 100 

深海正治 …………………………………………………………………………… 107 

美坂佳助 …………………………………………………………………………… 118 

持田豊 ……………………………………………………………………………… 130 

百瀬孝夫 ……………………………………………………………………………  140 

吉田庄一郎 ………………………………………………………………………… 147 

吉田進 ………………………………………………………………………………  156 

 



 1

１．調査の趣旨 

最近、青色レーザや甘味料の発明補償が話題になっている。 

金額の多寡は別にして、企業の研究者や技術者個人が時の人として話題になり、社会的に高

く評価されることは、産業技術への青少年の関心を高めることにつながり、科学技術や産業技

術の振興にとって極めて有意義なことである。 

（社）研究産業協会が平成６年度から行ってきた「先達からの聞き取り調査」は、戦後の我

が国産業技術の発展に大きく貢献した先達の研究者、技術者、すなわち独創的な仕事によって

戦後の日本の技術開発史に大きな足跡を残し、専門家の間では高い評価を受け、その仕事を通

して社会的な貢献にも見るべきものがありながら、一般的知名度の高くない人々を対象として

インタビューを行う事で、技術開発に心身を削った先人の情熱と息吹を若者に伝え、その魂に

感動を呼び起こすことを狙いとして来た。 

この聞き取り調査の対象となった方々は平成１５年度末には９０名に達し、その記録は産業

技術革新学において技術開発のプロセスや日本人の創造性における特性などについて研究す

る上でも極めて貴重な資料となっている。 

この聞き取り調査の特徴は、何と言ってもある定められたヒアリング項目に沿って、多くの

研究者や技術者からの聞き取りの記録が残されたことにあり、様々な切り口から、研究者、技

術者個々の体験やものの考え方、研究開発への情熱、ブレークスルーの興奮などを横断的に対

比、分析、考察することが可能である。 

私たちは一昨年、この蓄積と特徴を活用し、調査研究の当初の目的の一つであった、若者た

ちが科学技術や産業技術に対して夢と希望を感じ、技術開発に対して関心と憧れを抱くように

なるための教育ツールを開発すべく、マトリックス構造を持つ、独自の、初等中等教育用のデ

ジタルコンテンツを制作するための基本コンセプトを確定し、昨年はこのコンセプトを基に、

実際の教育現場への適用を念頭に、初等中等教育用デジタルコンテンツの要件を明らかにする

とともに、プロトタイプモデル「１２ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」を作成した。 

本年度は、教材としての有効性を確認すべく、このプロトタイプモデルを実際の教育現場に

適用することと併せ、小学生向けにより平易なイラスト入りのプロトタイプモデルを作成する

ことにより、産業技術革新記録を子供達に効果的かつ印象深く伝えるためのデジタルコンテン

ツ教材の要件を明らかにすべく調査研究を行った。 

最近の発明や特許、研究者や技術者への社会的な認知度と評価の高まりを追い風に、初等中

等用デジタルコンテンツを本格的な教材へと発展させるべく、今後とも積極的な取り組みを行

っていきたいと考えている。 
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２．調査の概要 

小中学校へのパソコンの導入、インターネット環境の整備も進みつつあり、また総合的学習

の時間が実施され、教育の場ではインターネットを使ったさまざまな学習プログラムの試みが

行われている。 

こうしたハード的な環境整備が進む一方で、教育に利用可能なコンテンツの不足が問題とな

りつつある。インターネットを使った学習は児童生徒が自分で調べるという能動的な学習をす

る機会を与えている一方で、単に文章を切り貼りしただけのレポートとか、出典が不明なデー

タを無批判に使うといういわゆる「孫引き」の問題などが登場している。 

そうした意味からも、出典の明らかな学習資料、学校での利用の形態を念頭にいれた教材と

しての完成度の高い学習資料が求められている。 

今回のコンテンツは、昨年制作したコンテンツプロトタイプを使い、教育関係者にヒアリン

グした結果などをもとに、作り直したものである。 

コンテンツの制作に当たっては昨年のコンテンツプロトタイプを使い、実際の教育の場で利

用する実験授業を行い、また収録した技術者による講演等を実施しながら、教育の現場でより

使いやすいコンテンツの制作を目指した。 

もともとこのコンテンツは、個々の技術の内容を知ってもらうということを目的とするので

はなく、技術者とはどのような人たちなのか、どのような発想を持っているのか、課題にどの

ように挑戦しているのかといったいわゆる技術者のスピリットを子どもたちに感じ取っても

らうことを目的としていた。 

子どもたちの中でも、開発した技術の内容について興味を持つことができる層は限られてい

る。そうした子どもたちの中から将来の技術者が誕生するだろう。しかし、日本の産業の空洞

化、子どもたちの科学技術離れに対処するためには、技術者のサポーター、技術者というもの

に興味を持つ層を開拓する必要がある。このコンテンツは独創的な技術を開発してきた技術者

の人間的な側面にスポットを当てることでより幅広い層の子どもたちの興味を喚起すること

を狙いとしている。 

今回の調査によって、コンテンツの基礎となった聞き取り調査の記録は貴重な学習教材であ

り、学習の場でのさまざまな利用の可能性があることが改めて明らかとなった。この記録を、

次世代を担う子どもたちに利活用してもらうための方向性は見えてきたと言える。 

今回制作したコンテンツをベースとして、これからも改良と充実を目指し、いわゆる知識を

増やすためのコンテンツではなく、日本の科学技術立国を支える人たちを育成してゆくための

コンテンツを社会の利用に供することを願っている。 
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３．デジタルコンテンツの構成 

今年制作したコンテンツは、昨年のコンテンツプロトタイプをもとに、新しい構成としたも

のである。 

昨年のコンテンツプロトタイプは、閲覧システムとしてウエブブラウザを利用していたが、

画面構成は CD-ROM 等のメディアを想定し、いわゆるブック型の構成としていた。このような

構成とした意味は、教育現場でのデータの利用形態として、まだこうしたメディアの方が利用

価値が高いと想定されたこと、また物語としての読みやすさを重視し、画面一枚で一つの話が

完結することを狙いとしていた。 

その後教育現場へのインターネットの導入が進んだこと、子どもたちが日常的にインターネ

ットに触れる機会が増大したこと、その一方でCD-ROMのタイトルが激減したことなどがあり、

今回のコンテンツ制作にあたっては、インターネット上でのデータの配布、ネットを通じた利

用を想定した構成とした。 

 

昨年のコンテンツから大きく変わったところは、開発過程の部分である。昨年は開発過程を

10 のテーマに分け、それぞれのテーマに対応したショートストーリーを作成した。これは技術

開発の物語とは別に、ある「キーワード」を入口とすることで技術者のものの考え方、開発過

程のなかに見られる共通要素といったものに気づいてもらうことを狙いとしていた。 

実際に作成した昨年のコンテンツプロトタイプでは、この構成によって「二つの入口」を持

つこととなり、コンテンツの全体像が分かりにくくなった側面もある。 

今回は、こうしたことを配慮し、子どもたちの興味を一つの軸線上に通し、そこから興味の

領域を拡大していく方法を採用した。 

具体的には、昨年作成した開発物語を全面的に見直し、導入に技術の簡単な解説を設け、そ

こから開発物語を始める構成とした。画面の構成はウェブライクなスクロール方式とした。 

さらに 10 の開発過程を各技術者毎に再整理し、開発物語の文中の言葉から、各開発過程に

ジャンプする形式とした。 

また、開発物語については、すべて新規に制作した挿絵を使用している。写真、図面等の資

料は物語から参照する参考資料とした。挿絵は、当時の時代背景などを充分検証したものでは

ないが、開発物語のなかから子どもたちの関心を引きつけるようなシーンを表現し、スクロー

ル画面とすることで長くなった文章を分割し読みやすくする役割も持たせている。 

ただ、挿絵のテイストは A君と B子ちゃんが会話するというような、いわゆるマンガ的な表

現ではなく、あくまでも物語の挿絵としての位置づけとしている。 

構成の詳細について以下に示す。 
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(1) 画面構成 

画面を 2分割し、左側に共通のボタンと、12 人の技術者の名称と関連技術名（マウスオーバ

ーすると開発物語のタイトルが表示される）を並べている。これは、一人の技術者の物語を読

み終わったときに、すぐに別の技術者の物語へアクセスできるようにしたものである。このよ

うにすることで、より高度な使い方としては、技術者の間の共通点を探すといった学習目的に

対応しやすくしたものである。 

この左側の画面は、右側の画面の表示に関係なく、常に同じ情報が表示されている。 

右側には、開発物語など本文が表示される。このように 2分割することで本文の画面の横幅

を狭くし、一行の文字数を減らすことでより読みやすくなることを狙いとしている。 

利用する文字は、小学校 6年レベルの漢字とし、必要なものについては括弧内にひらがなを

記述した。 

また大きさについてもブラウザの設定にかかわらず大きさを固定する方法を採用している。

これについては今後の検討課題でもある。 

今年の調査目的からは離れるが、このような構成とすることで、収録する技術者の数が増え

た場合にも柔軟に対応できる構成とした。 

昨年のコンテンツプロトタイプはすべてのページが 12 人の技術者を前提として制作されて

いたが、今年のコンテンツでは 2分割した画面の双方ともに、下の方に収録する技術者の数を

増やして行くことが可能である。 

本文の画面の下には、共通の移動ボタンが表示されている。現在表示している画面のボタン

は青に白文字、操作可能なボタンは黄色に黒字で表現されている。 

尚、本文からジャンプする参考資料の画面については、別ウインドウで開く形とし、より参

照しやすい構成とした。 

 

(2)タイトル 

昨年の堅めのタイトルから、挿絵のテイストをそのまま使った表現とした。意味は「日本を

支える技術」といったものである。 

 

(3)トップページ 

技術者を選択する画面がこのトップページである。 

昨年の技術者の顔写真と関連する技術をイメージする写真の構成から、写真だけの構成とし

た。写真の上にカーソルをロールオーバーすることで関連する技術の名称が表示される。写真

をクリックすると、その製品に関わる技術を開発した技術者のプロフィールのページにジャン

プする。 
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(4)プロフィール 

写真をクリックすると、その製品に関わる技術を開発した技術者のプロフィールのページに

ジャンプする。 

トップページから 初にジャンプするプロフィールの画面はできるだけ1画面の中に納まる

ような分量としている。注釈等が必要なものについてはプロフィールの下に配置した共通ボタ

ンの下に表示することで、ボタンの操作性を良くしている。 

 

(5)開発物語 

開発物語は、スクロール形式とし、一つの物語について 2枚の挿絵を入れている。この開発

物語を起点として幾つかのサブストーリーにジャンプすることができる。 

サブストーリーへのジャンプは文中に緑の文字で表示された部分をクリックすることでジ

ャンプする。ジャンプした時にはサブストーリーは画面の入れ替わりとして表示されるが、サ

ブストーリーの画面にある「開発物語」のボタンをクリックすることで、ジャンプしてきたも

との画面のもとの位置が表示されるようになっている。（ブラウザの「戻る」と同じ機能であ

る） 

文中にはサブストーリーへのジャンプポイントとは別に同じ緑の文字で表示されている参

考資料へのジャンプポイントがある。こちらは参考資料は別画面として表示される。 

 

(6)聞取調査概要 

聞取調査概要については昨年と同様の構成とした。より興味を持って、詳しいデータを参照

したいという人のための資料である。表示される場所は本文が表示される画面である。 

 

(7)聞取調査全文 

聞取調査全文についても昨年と同様の構成とした。技術者本人が実際にはどのような話をし

ているのかを知るための資料である。表示される場所は本文が表示される画面である。文章量

が長大となることについては今後の検討課題である。 

 

(8)操作方法 

冒頭に述べたように、今年のコンテンツは 2画面の構成としたため、昨年のような構造を持

たない形式となっている。 

コンテンツの 大の目的を、できるだけ多くの技術者の開発物語に接してもらうこととし、

そのアクセスビリティを重視したためである。 

操作方法については、コンテンツの「使い方」画面に使用した解説図を次ページに示し、画

面内のボタン（写真）の相互の関係を示す。 
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上図の左側の部分が 2分割した画面の左部分。写真以下の部分が 2分割した画面の右側部分

である。 

図中緑で示したラインは、ボタンの操作によってジャンプする関係を示している。 

写真の横に表示されたライトブルーの四角と、左の技術者名と開発技術名の下に表示された

プルーの四角はマウスオーバーすることで、表示される関連する技術名、開発物語のタイトル

を示している。 
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４．デジタルコンテンツ展開例 

昨年のコンテンツプロトタイプからの変更点については３.に記述した。 

そのポイントは、主として小学校高学年の利用を考慮し、構成を単純明快にすることで、よ

りアクセスしやすくしたものである。 

また、一人の技術者に興味を抱いたところから出発して他の技術者の物語へと興味を拡げて

行くための仕組みとして画面の 2分割を行っている。 

こうした構成によって、将来の資料の追加等が容易となっている。新たに収録する資料は、

開発物語とサブストーリーの制作、子どもたち向けの参考資料の制作である。 

コンテンツの構成としては、複雑な仕掛けをすることなく、単純な構成としている。それは

このコンテンツの目的が、多くの技術者の業績を子どもたちに紹介し、その人となりを知って

もらうことにあるからである。 

今回は、実際に教育現場での利用も実施し、多くの貴重な資料を得ることができた。 

こうしたことを踏まえながら、ここでは、このデジタルコンテンツの今後の展開の方向性に

ついて示す。 

 

(1)全体構成 

今回のコンテンツは拡張性を持って計画しており、基本的な構成はこのままで収録する技術

者を増やすことが可能である。 

また教育現場へのコンピューターの導入が進んでいるとは言うものの、アプリケーションの

バージョンアップへの対応が進んでいないなどの問題もあり、使用する機材によっては最先端

の機能を満たしているとは限らない。その意味からも、画面構成にあたっては複雑な機能を使

わずに構成している。 

今後、動画の配信等が手軽にできる環境となった場合は、関連資料への動画の取り込みなど

が考えられる。 

 

(2)開発物語とサブストーリー 

今年のコンテンツは、昨年の資産を活用することもあって、開発物語からジャンプするサブ

ストーリーについては、昨年のテーマのままとしている。テーマの大きな構成は良いが、幾つ

かのテーマを統合するなどの整理が必要と思われる。 

今回、サブストーリーの数は 10 個にこだわることなく、開発物語の内容から最も適切と思

われるものを選定したが、開発物語からジャンプする形式とした場合、当然ストーリーの内容

を修正する必要があると思われる。メインとなる開発物語とそれに関連したサブストーリーの

関係について、今後教育関係者等のご意見を頂きながら再検討する必要がある。 
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(3)関連資料 

こうしたコンテンツの場合、関連資料が充実していることも重要である。昨年のコンテンツ

プロトタイプをベースとした検討の中でも、インターネットにおけるリンクの可能性等につい

ての議論があった。企業の HP においても、企業史、企業博物館的なページを持つところや、

子ども向けのページを開設するところも増えつつある。 

但し、本格的な学習のための教材として充分な情報が提供されているかどうかというと、残

念ながらまだまだ不足していると言わざるを得ない。 

冒頭に述べたように、教材としての内容の充実を図るのであれば、リンクよりもコンテンツ

内部での資料の充実を図って行くべきと思われる。 

展開される物語と直接関連した事柄について、物語を理解するための参考資料という観点か

ら参考資料を収集、解説を行って行きたい。 
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５．講演レジュメ： 

 

創造的な能力を高めるための教育と、教育の情報化について 

 

神戸大学発達科学部 辰己丈夫 

平成15 年6 月27 日 

 

1 教育の情報化が目指すもの 

学校現場に情報機器が導入され、校務を始めとする活用が始まってから既に長い時

間が経つ。当初は、成績処理、時間割作成、プリント作成といった目的に限定して使

われてきた情報機器も、コンピュータによる出題・採点、教材提示、マルチメディア

教材、従来の黒板にとって代わったプレゼンテーション、衛星やインターネットを使

った遠隔授業、e-Learningの登場と、活躍の場を広げ、その目的も変化してきた。 

いま、改めて現状を分析すれば、教育の情報化が目指しているのは、情報機器（コ

ンピュータ）の操作能力や情報の内容を吟味する能力のみならず、そのような能力を

援用して、従来の教科学習そのものを効率化し、さらに、従来の教科学習の本来の目

標を再検討させることである[1]。その一つの現れが、「総合的な学習の時間」に代表

される、「調べ学習」「自ら学ぶ」という学習形態の変化である。 

従来の学校においては、教師が授業を完全にコントロールし、いわば「教える授業」

を進めてきた。しかし、教育の情報化は「学ぶ授業」を現実としたのである。 

 

2 創造的な能力を高める教育 

本節では、学習活動を通じて「創造的な能力を高めること」について議論する。人

間が持つさまざまな能力のうち、従来にはなかったものを作り出す能力を、本論では

「創造的な能力」と呼ぶことにする。 

「学ぶ」という言葉は「まねぶ」という言葉から来たように、本来「模倣」を旨と

する知的活動である。模倣は、「(1) 完全に同じものを作ろうという模倣」と、「(2) 

模倣者が工夫をして、元の対象と異なるものを作ろうという模倣」に分けられる。(1) 

のタイプの模倣は「創造的な能力」とは一見無関係に見える。しかし、(1) のタイプ

の模倣が十分にできるようになって初めて、(2) のタイプの模倣に取り組むことがで

きる。もし、(1) が十分にできなければ、模倣される対象の特徴・本質を正確に理解・

把握することはできない。だからこそ、「学ぶ行為」が「創造的な能力を高めること」

にとって不可欠となる。 

そこで次に、(1) のタイプの模倣を身に付けるために必要な能力について考える。 

●もし、対象が文字や絵であるならば、鉛筆や筆を正確に動かす能力が不可欠であ
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る。しかし、それだけで完全な模倣はできない。模倣の対象である文字や絵を精

密に読み、分析する能力が必要となる。どこでどんな線をどんな速度で書いてい

るのか、どんな絵の具を使っているのかなどを観察する能力がないと、完全な模

倣は不可能である。 

●もし、対象が踊り・体操・楽器演奏・歌唱などの身体行動であるならば、対象を

分析する能力だけでなく、その対象が何を表現しようとしたのかを理解した後、

自らの体でそれを表現する能力が求められるのである。 

●もし、対象が物理における運動方程式の立式や数学の問題の解法であるならば、

対象を抽象化して理解し、誰でも誤解無しに理解できる物理や数学の言葉を運用

する能力が必要となる。 

●もし、対象が文学であれば、既存の文学作品を一字一句そのままに写しても、そ

れが、作品を理解することに直接つながるとはいえない。しかし、ただ単に黙読

していたのでは得られない言語表現の一つ一つが、模倣の仮定を通して模倣者の

記憶に残る。 

このように考えてみれば、(1) のタイプの完全な模倣を作ることを目標とするため

に、さまざまな観察力・理解力と身体・言語での表現能力が必要になることがわかる。 

 

3 創造的な能力を高めることと教育の情報化 

これまでに見てきたように、 

●教育の情報化とは、コンピュータに代表される情報処理機器・情報処理の道具を

駆使して、従来の教科学習の目標を再検討させることによって、その教科の学習

の本質を明らかにすることであった。また、今までになかった新しい教科を作り

出すことでもあった。 

●一方、創造的な能力を高めるためには、完全な模倣を作る練習をする必要がある

が、そのためには、観察力・理解力と、表現能力が必要である。 

この二つの内容は、「情報の運用（情報処理）」を適切に行なうことという共通の

考え方の上に成り立っているといえる。 

対象を正確に観察・理解するためには、対象から得られるさまざまな情報を適切に

処理する必要がある。例えば、楽器演奏を模倣する場合について考えると次のように

なる。 

●どんな楽器を演奏するのかを正確に調べるために、楽器に関する情報を収集する

必要がある。また、全く同じ楽器を使おうとする場合は、入手方法を調べる必要

がある。 

●演奏内容を正確に調べるためには、楽譜を入手する必要がある。もし、楽譜が存

在しない場合は、自ら楽譜を作成する必要がある。その際は、周波数分析やリズ
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ムパターン作成などの情報処理が必要となる。 

●得られた情報を基に完全な模倣を表現するために、自分の指・腕・足・喉などを

使う必要があるが、模倣対象と自分の表現がどのように異なるのか、どのように

模倣ができているのかを比較するために、情報機器を用いた録音・録画を行なっ

て、比較する必要がある。 

楽器演奏以外の模倣についても同じである。創造的な能力を高めるために必要な行

為のほとんどは、情報処理の能力であり、各教科の学習のさまざまな過程を情報化す

ることが重要である。 

 

4 真贋を判別すること 

本論の最後に、創造的な能力を高めるために必要な「真贋を判別する能力」と、情

報教育との関係について述べる。 

創造的な能力を高めるためには、さまざまな意味での模倣が必要となることは既に

述べた通りであるが、どんな対象でも模倣すればいいというものではない。模倣対象

が、その目的と照らし合わせて「本物であるか」を、模倣者が見抜く能力も、創造的

な能力を高めるために必要となる。 

情報教育においては、入手した情報の「質」を調べる能力を身に付けることも、「情

報活用の実践力」の目標として取り上げられている。特に、入手された情報が嘘、デ

マ、誤った情報でないかを調べるために、複数の情報源を調査する、情報源の出典を

さらに遡る、結果の合理性について判断するといった「情報の質を問うこと」が、重

要視されている。 

適切な情報教育を施すことは、創造的な能力を高めるために必要な「真贋を判別す

る能力」を高めるために、有効であるといえる。 

 

参考文献 

[1] 大岩元, 橘孝博, 半田亨, 久野靖, 辰己丈夫. 情報科教育法. オーム社, 5 2001. 
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６．実践授業 

 

６．１ 埼玉県入間郡大井町立西原小学校 

【所在】埼玉県入間郡大井町武蔵野１３２２－４ 

【対象学年】６年生２クラス 定員４５名 

【指導教諭】 

・教務主任   三宅雅生 先生 

・６年１組担任 原田康志 先生 

・６年２組担任 數井麻紀 先生 

【日時】平成１５年１０月１７日（金）１４：００～１５：００ 

【テーマ】「食物と健康－私たちは何故毎日ごはんを食べなくてはならないか－」 

【特別講師】松谷化学工業（株） 顧問 農学博士 日高秀昌 氏 

【授業の方法】 

・デジタルコンテンツ「１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ」の閲覧 

予め児童に「１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ」を自由に閲覧（ブラウジング）させ、感想文

を書かせる。 

・実践授業の準備 

児童の感想文を基に、「日高さんのお話を聞くこと」に児童の関心を誘導し、授業の予

習、準備を行う。 

・日高秀昌氏による授業の実施 

・授業の取りまとめ 

児童に授業の感想文を書かせ取りまとめを行う。 

 

６．２ 早稲田大学高等学院 

【所在】東京都練馬区上石神井３－３１－１ 

【対象学年】１年生 ２５名 

【指導教諭】教諭 理学博士 橘孝博 先生 

【日時】（１）平成１６年２月３日（火）１１：３０～１２：２０ 

（２）平成１６年２月１０日（火）１１：３０～１２：２０ 

【テーマ】「創造的な能力を高めるための目的を持った情報の収集」 

【特別講師】東麗繊維研究所（中国）有限公司 董事長 工学博士 岡本三宜 氏 

東京農工大学総合情報メディアセンター助教授 辰己丈夫 先生 

【授業の目標】 

「創造的な能力とは何か」「情報の弁別とは何か」について深く考えることで、「情報活

用の実践力」「情報社会に参画する態度」をさらに身に付ける。 

【授業の方法】 
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・班分けと調査のガイダンス 

クラスを４～５の班に分け、各班で、「エクセーヌの開発者である岡本三宜氏が、どの

ような状況から何を考えながら開発を進めていったか」を、 CD-ROM と web 検索を使っ

て調査するためのガイダンスを特別講師が行う。 

調査に当たってのキーワード：「言葉（英語の力）」、「正しい弁別（本物と偽物、真贋の

区別）」、「目的のないもの作り（必要な時に引っ張り出すこと）」、「パラダイム」、「セレ

ンディピティ」、「特許訴訟」、「二ワトリが先か卵が先か」、「個人の創造力と組織の創造

力、トップ経営者の判断」 

・宿題 

上記キーワードの項目から１つを選んで、各班毎にプレゼンテーションソフトを使って

プレゼンテーションをつくる。 

・発表と講評、講話 

三つの班によるプレゼンテーションと特別講師による講評と講話 

 

６．３ 授業講話記録 
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食物と健康 

－私たちは何故毎日ごはんを食べなくてはならないか－ 

日高秀昌氏授業記録 

 

Ⅰ．あいさつ 

司会 日高さん、今日はお忙しい中、西原小学校へお越しいただき、ありがとうご

ざいます。僕たちは「日本を変えた技術者たち」のＣＤを見て、少し難しかったけれ

ど、そのお仕事ぶりを知ることができました。今日はその中の１人である日高さんに

実際にお会いすることができ、とてもすばらしいことだと思います。ぜひ、フラクト

オリゴ糖の働きや、どのような工夫をして立派な研究をされたのか、生のお話を伺い

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんもお話をしっかり聞いて、

今日は自分に役立つ何かを見つけられるようにしましょう。 

 

Ⅱ．プロフィル紹介  

司会 次に、日高先生について原田先生からお話があります。 

原田先生 どうぞ、お掛けください。皆さん、着席。こちらに映っていますが、日

高先生のプロフィル、ご経歴を簡単にお話しします。東京都のお生まれで、東京大学

農学部で勉強され、その後に松谷化学、明治製菓でお仕事をなさいました。東京大学

から博士号の学位をお受けになり、その後、さまざまな大学で教授としてお仕事をさ

れ、ほかの会社でもさまざまな研究をされました。ここで見るだけではよくわからな

いほど、多くご活躍されている先生です。今日はぜひ、じっくりとよいお話を伺いま

しょう。 

司会 それでは日高先生、よろしくお願いいたします。 

 

Ⅲ．日高さんのお話 

１．はじめに 

 日高でございます。初めまして。皆さ

んの元気な生き生きしたお顔を拝見して、

大変うれしく思います。 初にこの提案

をいただいてから、皆さんに、何をお話

しすればよいか迷い、いろいろと考えま

した。そして、今日は、皆さんが知りた

いであろうと私が考えたことをお話しし

たいと思います。それは、「私たちはなぜ、

毎日ご飯を食べるのだろうか」と言うテ

食物と健康食物と健康

松谷化学工業（株）顧問松谷化学工業（株）顧問

農学博士　日高秀昌農学博士　日高秀昌
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ーマと、私が今まで研究してきました「フラクトオリゴ糖」についてお話ししようと

考えました。 

 現在、フラクトオリゴ糖は世界中で広く、健康をもたらす食品として使用されてい

ます。何に使われているかというと、赤ちゃんのミルクにも入っているのです。アメ

リカやヨーロッパでは、母乳でなくて牛乳から作った育児ミルク（人工乳）を飲ませ

て乳幼児を育てていることが多いので、母乳で育てた乳幼児に比べてお腹に健康に必

要なビフィズス菌が少ないのです。フラクトオリゴ糖をミルクに少量加えておくと母

乳を与えたきと同じようにビフィズス菌が充分赤ちゃんのお腹の中に増えて、元気な

赤ちゃんに育つのです。また、おとなの人においては便秘の改善や、血中コレステロ

ールの改善などを目的としても使用されています。人だけではなく、家畜を経済的に

育てる畜産（ちくさん）の分野にも使われています。このように広く、健康を維持し

て、病気になりにくいからだを作るために使われています。私は、フラクトオリゴ糖

がこのような素晴らしい性質を持っていることを 初から分かっていた訳ではありま

せん。一つ一つの研究を重ねることによって次第にその事実が明らかになってきたの

です。研究するには、実験に用いる試料が無くてはならないので、フラクトオリゴ糖

をどうやって作るかの製造方法の研究から始めました。フラクトオリゴ糖が作られる

様になったあと、これを用いて人に役立つ性質を持っているものかどうかの生理的性

質の研究に取りかかりました。動物実験や人による臨床実験を重ねていくうちに健康

をもたらす性質を持つ新しい糖質だと言うことが分かってきました。その健康をもた

らす素晴らしい性質がどのような理由で出てくるのかを明らかにするため、腸内細菌

に関しても多くの研究を重ねました。さらに、日本や外国の大学の先生たちや多くの

お医者さんたちとも共同研究を数多く行ってきました。研究を進めていくと新しい発

見がいくつも出てきます。例えば、フラクトオリゴ糖は砂糖にフラクトースという小

さな糖が一個くっついただけです。砂糖は私たちのお腹の中で容易に消化されるので

すが、フラクトオリゴ糖は全く消化されません。化学構造が極めて似ていても、私た

ちの身体の中での生理的性質が全く違うということは、当時の世界中の人々は全く驚

きでした。この違いを明らかにするため、腸内細菌の研究に取りかかりました。そし

て、消化管内での変化を明らかにして、現在の食物繊維（しょくもつせんい）や難消

化性（なんしょうかせい）糖質が、健康を維持するために私達の毎日の食事に必要だ

ということを明らかにすることが出来ました。食品化学の研究分野で一つの発見が思

わぬ広がりを示したもので、珍しいケースだと言えるでしょう。 

 それではさっそく、今日のお話に入りたいと思います。私が研究した「フラクトオ

リゴ糖」については後半でお話しします。 

 

２．今日の主なお話 
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 まずは、「食べ物と健康」というお話を

致します。なぜ私たちはご飯を食べるの

でしょう。それに、１日に３度も食事を

しなければならないのはなぜでしょう。

それを理解するには、私たちの体は何で

できているのだろうかということをまず

知ることが必要だと思います。 

 ２番目には、皆さんはあまり考えたこ

とがないと思うのですが、私たちは自分

の身体の成分を自らは作れませんので、

ほかの生物を食べて、その成分（食品）を私達の身体に必要なものに作り変えて、生

きているのだという話をします。３番目には、やせたり太ったりするのはなぜかにつ

いてお話しします。皆さんの中にも、お父さんやお母さんから、「 近太ったぞ」とか

「ちょっとやせたな」などと言われることがあるだろうと思います。その程度ならよ

いのですが、同じ物を食べていながら、友達の間で「あの人は太っている」「あの人は

沢山食べているのにやせている」などということがあるでしょう。肥満になる理由に

ついても少しお話しをしてみたいと思います。 

 ４番目に、しっかり勉強するために朝ご飯をとったほうがよいというお話です。こ

れは、 近、お医者さんの学校である自治医科大学（じちいかだいがく）でさまざま

な調査を行い、朝食の大切さがはっきりしました。その理由を少しお話ししたいと思

います。 後にフラクトオリゴ糖の研究についてお話しをしたいとおもいます。 

 

３．食べる栄養成分（食品）と体の成分の違い 

こちらの図を見てください。右の方の

図は私たちの体の構成成分です。自分た

ちの体がどのような成分で作られている

のかよく見て下さい。私たちの体はおよ

そ６０％の水分を持っています。あとは

何でできているかというと、脂質（しし

つ）と書いてある脂肪（あぶら）です。

脂肪が１５％ということは、大体６分の

１ほどです。そして、同じくらいの量の

たんぱく質を含んでいます。すなわち、私たちの体は、大体、水分が６０％で、たん

ぱく質が１６％、脂質が１５％。そして、ミネラルです。これは骨です。骨は大体５％

くらいだと考えてください。カルシウムを中心とするさまざまなミネラルがあります。

食べる栄養成分と体の成分との違い

食事の構成 身体の構成

１３．７％

６８．０％

１８．２％

１５．３％

１６．４％

５．７％

水分

約６２％

０．５％以下

脂質

糖質

タンパク質
ミネラル

今日の主なお話今日の主なお話

• １．私たちは何故ご飯を食べるのだろう

　　　　　一日に３度食事をするのはなぜ

• ２．私たちのからだは何で出来ているだろう

　　　　　人は他の生物をたべている

• ３．やせたり、太ったりするのは何故だろう

　　　　　肥満とは体脂肪の多いことをいう

　４．しっかり勉強出来るには朝食をとろう

　５．オリゴ糖に関して、簡単な説明　　　　　　　
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残りは糖質（とうしつ）ですが、０．５％と殆ど身体には糖質は含まれていません。

これは、あとで述べますが、私達が生きていくためのエネルギー源として糖質は利用

され、消費されているからです。 

 図の左側に示したのは毎日食べている食品の平均的な組成です。食べ物も生物です

から、右の私達の身体と似たような組成なのですが、水分は食品によって大きく異な

りますので、この表では水分を除いた固形物の割合で示してあります。水分を除いた

固形分で見ると、私たちが食べている食べ物はほとんど平均して６０％～７０％ほど

の糖質があります。あとは、たんぱく質と脂肪から成り立っています。食品として毎

日食べる糖質は６０％もありますが、私達の身体には殆ど残っていません。食品とし

て食べたタンパク質と脂質は私達のからだの成分として、作り替えられています。タ

ンパク質と脂質は栄養素として消化・吸収され、身体の成分になっているのですが、

糖質は私達が生きていく上のエネルギー源として利用されているので、殆ど残らない

のです。 

 

４．私たちは何故（なぜ）毎日ご飯をたべなくてはならないのか 

 わたしたちの体の組成は今見ていただ

いたとおりですが、１日に３度の食事を

しなければならないのはなぜだろうかと

いう問いに、お答えをしなければなりま

せん。 

それは、私たちの身体は絶えずつくりか

えられているためにタンパク質と脂肪を

食品から絶えず供給して、身体を健康に

作り替えるのに必要なのです。さらに、

私達が呼吸をしたりすることをはじめ、健康に生きていく全ての行動にエネルギー

（熱）が必要なので、糖質はこのエネルギーを作るのに使われるのです。糖質はグリ

コーゲンとして、私達のからだにたくわえられていますが、その量はわずかで、前の

表に見られたように０．５～１％程度です。 

 ご飯やでん粉といったものは多くの糖質を含んでいます。糖質は私達の食事の中で

もっとも多くを占めている重要な食べ物で、私達が生きていく上で必要なエネルギー

を作る食品成分として欠くことは出来ません。考えたり、計算したり、記憶したりす

る頭脳の活動にも多くのエネルギーを必要とします。 

  

５．食事と栄養素 

栄養素についてのお話をしていきたいと思います。 

私たちは何故毎日ご飯を食私たちは何故毎日ご飯を食
べなくてはならないのかべなくてはならないのか

・一日に三度食事をするのは何故か・一日に三度食事をするのは何故か

・体は絶えず作り替えられている！・体は絶えず作り替えられている！

　　

・糖質（炭水化物）はエネルギー源として・糖質（炭水化物）はエネルギー源として
脳の活動にも必要！脳の活動にも必要！
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 図に示したように、食べ物は、主に糖質、たんぱく質、脂肪から成り立っています。

これを、三大栄養素と言います。糖質は、

食べ物の中に６０％～７０％という非常

に多くの量が入っています。これは主に

エネルギーとして消費されていくことは

すでに説明しました。すべての私たちの

活動に糖質は重要です。さらに、たんぱ

く質、脂肪は体の成分として、大切な役

割をしています。また、ホルモンは、私

たちが「正常に成長し、活動をするため」

に必要なもので、身体の中で食物成分の

タンパク質と脂肪を利用して作られます。そして身体の中での必要な多くの変化をス

ムースに行わせるのに活動する酵素（こうそ）も同様で、食物のタンパク質から作ら

れます。これらは食品中のたんぱく質、脂肪からつくられるのです。ところで、私た

ちは食品を口の中に入れるだけで栄養になると思う人が、多いのではないでしょうか。

しかし、それは大きな間違いです。その前に消化・吸収というステップがあります。 

 

６．人の臓器（ぞうき）と消化･吸収 

 この図は人間の消化器です。 初が口で

す。消化管には、食道を通って胃があり、

小腸があります。小腸は、非常に長い消化

器官です。 後に大腸があり、肛門（こう

もん）までつながっています。消化管は、

私たちの体の外と同様に外界に接している

部分です。皆さんがご飯を食べれば、ここ

を通過して行き、小腸で消化されます。消

化するには何が必要かと言うと、水分や消

化酵素（しょうかこうそ）などが必要です

が、食べ物が消化管に入ってくると、同時

に消化管から必要な消化酵素が分泌（ぶん

ぴつ）されてきます。私達はいろいろなも

のを口に入れます。時には体に好ましくないものが入ることがあります。そこで、私

たちの体は非常にうまくできていて、もし口の中に好ましくないものが入ってきても、

体内に吸収されずに捨てることができるように、消化管が外側になっているのです。

近、アレルギーで悩む人が非常に多くなっています。アレルギーも消化管でこれを

食　事（栄養素）

　糖質　　　　　　エネルギー

　タンパク質　　身体の成分

　脂肪　　　　　　ホルモン

　　　　　　　　　　酵素

　

消化・吸収
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守るような仕組み（消化管めんえき）があってこれを防いでいるのですが、守り切れ

なかったときにアレルギーが起こることがあります。 

 私達がご飯を食べたり、お魚や肉を食

べたり、さまざまな食べ物をとった後、

初に行われることは消化・吸収という

はたらきです。消化・吸収が行われたの

ちに、栄養素は私たちの体のそれぞれの

細胞に血液を通して分配されます。体の

細胞の数は、なんと６０兆個もの多数で

す。地球上に住んでいる人間の数はおよ

そ６０億人ですから、その細胞の数の多

いのは想像を超えています。血液にふく

まれているいろいろな栄養成分が、それぞれの細胞に配られて行きます。消化・吸収

には図に示すように五つのステップがあります。まず口の中でそしゃく（小さくかみ

くだく）します。口の中に入れたときの口腔の役割は、異物チェックや味覚の判断も

あるのですが、一番大きな目的は、食べ物を小さくすることです。これを消化といい

ます。 

 異物チェックと同様においしさをここで、感じることも大切です。おいしさを感じ

なかったら、私達は生きていく上で必要な食物を食べたいという欲望、願望がわきま

せん。食べるということは、すでに説明したように、ひとが健康に生きていく上で

も必要な行動なのです。まず、食べたいという欲望、願望が起きなければなりません。

そのために食べ物をおいしく味をつけたり、調理したりします。調理する際に加熱し

ますが、煮たり焼いたりするのは、私達が食べたあと消化管で消化・吸収されやすい

ようにするためです。 

 食べるということは、今まで説明してきたように極めて大切な意味を持っているの

ですが、私たちは一々そんなことを考える必要はありません。栄養になる、おいしい

ものをつくって、食べることです。 

 小腸には消化酵素というたんぱく質が存在し、食べた物をさらに小さくしていきま

す。その先の大腸には多くの腸内細菌（ちょうないさいきん）がいることがわかりま

した。腸内細菌とは、おなかにいる細菌です。腸内細菌を持たない人はいません。む

しろ、人は腸内細菌とお互い助け合いながら共存共栄（きょうぞんきょうえい）で生

きているのです。非常に元気で風邪もひかない、病気もほとんどしないという人は、

良い腸内細菌が腸管内にすみついています。私も長い間、腸内細菌の研究をしてきま

したが、性格が明るい人と暗い人、元気な人と活力のない人によって腸内細菌の種類

や数がそれぞれ違う様に思います。腸内細菌の種類と健康が密接な関係にあるという

消化・吸収とは消化・吸収とは

１．口腔　　　　　　　咀嚼（そしゃく）・・・おいしさ、消化液分泌

　　　　　　　　　　　　毒物チェック・・・・・食べて良いか判断

２．胃　　　　　　　　　酸と酵素で小さく消化する

３．小腸　　　　　　　消化酵素で更に小さく消化する

　　　　　　　　　　　　食べ物のほとんどはここで、消化され、吸収される

　　　　　　　　　　　　　（栄養素）

４．大腸　　　　　　　腸内細菌がいて、消化されなかった成分を発酵する

　　　　　　　　　　　　　（食物繊維、オリゴ糖など）

　　　　　　　　　　　　ビフィズス菌が活躍、腐敗防止、水分の再吸収

５．直腸、肛門　　　体内の不要成分、腸内細菌、腸管細胞、未消化物排泄　
　　　　　



 20

ことは間違いありません。 

 私が開発したフラクトオリゴ糖は、私たちの消化管にある消化酵素では消化されな

い糖質だということが重要な発見でした。「オリゴ」とは少ないという意味で、オリゴ

糖とは糖が三つから十くらいくっついたものです。そして、続いての発見はフラクト

オリゴ糖を食べるとお腹の中にビフィズス菌が非常にふえるということでした。 

 小さな赤ちゃんのおむつをかえるときに、便を見てください。黄色く、臭くありま

せんね。これはビフィズス菌（きん）が十分に存在しているからです。赤ちゃんの便

の２５％～３０％はビフィズス菌です。それは何をしているのかと言うと、腸内を酸

性に保って腐敗菌の増えるのを防いでいるのです。 

 先ほど見ていただいたように、おなかの中は外と同じです。容器に食べ物などを長

く入れておくと腐（くさ）ることがあります。ビフィズス菌の存在はお腹の中の消化

管が腐ることがないように、腐敗菌の増えるのを防いでいるのです。さらに、ビフィ

ズス菌は大腸での水の再吸収を促進することも分かりました。 

 私たちがご飯を食べたりしても、それだけで、直ちに栄養になることはありません。

私たちの体の調子が悪くて消化酵素（こうそ）が十分分泌されなかったり、腸内細菌

（ちょうないさいきん）が活躍できなかったりすると、食べ物が消化されずに消化管

にとどまりやすくなります。これは、身体にとって好ましくないので、消化管の中に

とどまらないように直ちに体外に追い出します。それが下痢（げり）です。 

 腸管（ちょうかん）は入ってきた食物を絶えず先に送る蠕動（ぜんどう）運動をし

ており、腸管内容物を順次送り出す仕組みができています。ところが何日も排便、お

通じがない人がいます。それは消化管の動き（蠕動運動）が良くない時なのです。バ

ランスのとれた食事を規則的にとり、適切な運動をして、平常心を保つことにより、

便秘を治すことは可能です。皆さんが規則正しい日常生活をすることが大切です。 

 

７．何故一日に３度の食事が必要か 

①身体は絶えず作り替えられている 

 次に、「なぜ１日に３回ご飯を食べなけ

ればいけないか」についてお話しします。

私たちの体は常につくりかえられていま

す。 

 例えば、表に示したように肝臓（かん

ぞう）は９７％、腎臓（じんぞう）の９

２％は２週間くらいでつくりかえられて

しまいます。 

 近、肝臓移植（かんぞういしょく）

何故１日に３回の食事が何故１日に３回の食事が
必要か必要か

１．私たちの体は絶えず作り替え１．私たちの体は絶えず作り替え
られている　　　　られている　　　　

２．私たちはすべての活動にエ　２．私たちはすべての活動にエ　
　　ネルギーが必要である　　　　　　ネルギーが必要である　　　　
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や腎臓移植（じんぞういしょく）といった人の体の臓器移植が行われていることはニ

ュースなどで、聞くことがあると思います。また、「それはかんじんだよ」とか「肝腎

要（かんじんかなめ）」という言葉があります。これは肝臓と腎臓が大変重要だという

ことからきているのです。 

 肝臓（かんぞう）、腎臓（じんぞう）は

極めて重要な臓器で、絶えず忙しく働い

ており、細胞が傷つきやすいので、常に

つくりかえられないといけないのです。

かなりの部分が１週間～２週間と大変な

スピードでつくりかえられているのです。

肝臓はどのような働きをしているのでし

ょうか。消化・吸収された栄養素は、門

脈という血管を経由してまず肝臓に運ばれます。肝臓に来て、それから各組織に血管

を通して体じゅうに運ばれていきます。身体にとって好ましくないものがきたら、肝

臓はここで害にならないように毒性を除く、解毒（げどく）という仕事をしています。

腎臓とは、 後に、いらなくなったものを尿に出していくろ過器です。このように忙

しく働いて傷つきやすい組織は早いスピードで作り替えられていくのですが、その材

料になるのが、食品として食べたものです。 

 皆さんは駆け足をしたり鉄棒をしたり、いろいろな運動をすると思います。このと

き使う筋肉もどんどんつくりかえられています。早いところは、表にあるように半月、

２週間～３週間でつくりかえられてしまいます。皆さんが実感するとすれば、骨折や

捻挫（ねんざ）をして寝ていたときでしょうか。骨折をして３日か４日、１週間も寝

ていたらなかなか立ち上がれないというほど、筋肉はすぐに弱くなります。このよう

に、私たちの体は絶えずつくりかえられているので、その材料となる栄養素を絶えず

食べ物として取り入れていかなければならないのです。 

 使用済みや不要になった成分は体外に排せつします。それが排便になり、尿になる

のです。頭の脳ですらつくりかえられているのです。したがって、もし私たちが食べ

なければ、体が次第に萎縮（いしゅく）していきます。 

 新聞などで見ていると思いますが、北朝鮮や東南アジアなどで食べ物がない国には

ものすごくやせた赤ちゃんや子供がいます。あれは、食物が食べられなければ、栄養

素の補給が足りず、その組織はしぼんでいってしまうからです。したがって、やせて、

死に至るわけです。 

 今見たように、私たちが毎日食べ物をとらなければならない理由の一つは、「体はつ

くりかえられている」ということです。それも思ったよりも早く、どんどんつくりか

えられているのです。 

身体は絶えず作り替えられている身体は絶えず作り替えられている

６０％（１６日）４０％（１００日）筋肉

９２％（１１日）８％（１８０日）腎臓

９７％（１２日）３％（１４０日）肝臓

４６％（１６日）５４％（１５０日）脳

５３％（２２日）４７％（１３０日）身体全体

早い部分遅い部分からだの部分
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②食事と血糖上昇 

今度は、１日に３回食事を食べなければ

ならないもう一つの理由です。血液の中に

は、私たちの健康維持に大切な成分が沢山

入っています。血液は体のすべてを循環（じ

ゅんかん）し、足から頭に至るまで必要成

分を各細胞に送り届けています。その血液

の中に含まれているものにブドウ糖があり

ます。これを血糖（けっとう）と言います。 

 血液は常に一定量の糖を含んでいなければなりません。図の縦軸の数字は、血液１

００ｃｃに入っているブドウ糖の重量です。デシリットルは１００ｃｃです。通常、

健康な人なら低いときでも８０～１００ミリグラムのブドウ糖が、１００ｃｃの血液

の中には含まれています。 

 マラソンの時、 後に苦しくて倒れてしまうことがあります。走ることによって血

糖がどんどん使われてしまって、８０ミリグラムをはるかに切ってしまったときに、

貧血で倒れてしまうのです。通常、皆さんのような健康な人は食事前の血糖は８０～

１００ミリグラムくらいだと思います。朝目が覚めた時は、血糖は１００を切ってい

ます。ところがこれでは、活動するためのエネルギー量としては、充分で無いため、

朝ご飯を食べます。食べるとすぐ、先ほど見たように栄養素、特に糖質が消化され、

吸収されて、ブドウ糖が血液中に運ばれてきます。ブドウ糖が血液中に出てくるのは、

食後３０分ほどのことです。３０～４０分くらいで血糖は 高値に達します。 

 図を見て下さい。血糖（けっとう）が上がってくると間もなく血中にインシュリン

が出てきます。これは細胞にブドウ糖を取り込むようにとの命令を出すホルモンです。

これにより、全身の細胞にブドウ糖が取り込まれるので、ブドウ糖が血液の中に出て

も、インシュリンの働きによってブドウ糖は血管から細胞へ取り込まれて次第に減っ

てきます。 

 一方、身体の中で多くのブドウ糖を利用するところは筋肉です。筋肉が活動するす

べてのときにエネルギーが必要です。そのエネルギーは、血液中の血糖を利用して作

られます。血液の中のブドウ糖は、大体４時間位でおおよそ消費されてしまいます。

通常、私たちは食後４時間～５時間すると次の食事をとるでしょう。朝食を７時か８

時に食べて、お昼を１２時頃に食べます。朝の食事をとった後は血糖が上昇して、満

腹感を感じ、食事が終わりますが、時間が経って血糖が下がってくるとお腹が空いた

という空腹感を感じて、また食事をとることになります。これが昼食です。血液にブ

ドウ糖（血糖）が多く含まれているときは、食欲を感じません。それは、血糖が満腹

　

朝
食

　

昼
食

夕
食

１５０

１００

　８０

血糖（ｍｇ／ｄｌ）

　血糖 インシュリン

　７時　　　　　　１２時　　　　　　７時　

　　　食事と血糖上昇
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中枢（まんぷくちゅうすう）に「もう食べなくて良い」という情報を出しているので

す。ところが血糖が低くなってくると、「おなかがすいた」という情報が伝えられ、ま

た食事へ向かわせます。血糖が低くなると、摂食中枢（せっしょくちゅうすう）とい

う脳の部分に情報が伝わり、食べるようにという命令が出るのです。こうして昼食か

ら夕食へ繰り返されます。従来は１０時と３時頃におやつを食べることがありました

が、 近はおやつの習慣が殆どなくなってしまいました。 

 しかし、アメリカは今でも、皆さんのような小学生は学校へ自分の好きなスナック

など食べたいものをおやつとして持って行く様です。これは、「おなかがすいたな」「少

し欲しいな」と思う好きなときに食べられる程度のものです。 

 運動選手には血糖管理がもっと重要になります。血糖が低くなったときには、食べ

て血糖を上げなければいけません。筋肉の活動には血糖が必要です。また、脳も血液

の中に含まれる血糖すなわち、ブドウ糖しか活動のエネルギー源として使えません。

ですから、勉強をして物事を記憶したり、判断したりするすべてのことは、血液の中

にあるブドウ糖を使い、そのエネルギーで活動をしているのです。 

 予備のエネルギー源として、グリコーゲンとして肝臓や筋肉にたくわえられていま

すがせいぜい一日分くらいです。血糖を維持して身体に必要なエネルギーを確保する

には１日３回は食事をとらなければならないのです。朝起きたときは、血糖（けっと

う）は も低いところにきています。したがって、起きてすぐの時は頭の回転が鈍く、

なかなか考えられないことがあるのです。 

 

８.食べることの意味 

 食べることの意味は、今まで大分お話

をしました。私たちは栄養素として図の

ようなものをとります。活動に必要なエ

ネルギーは、ブドウ糖＝血糖を使います。

そして、たんぱく質や脂質から体やホル

モン、酵素などをつくります。これをも

う一度表にまとめてみました。 

 

９.食べ物と栄養 

栄養素には、たんぱく質と脂肪と糖質（とうしつ）があり、これを三大栄養素とい

います。三大栄養素は消化・吸収されて、体内に取り込まれて、栄養素として利用さ

れます。口に入れたものがそのまま体の中に入らないような仕組みが、消化管にでき

ています。更に、ビタミン、ミネラルがありますが、ビタミン、ミネラルは消化され

る必要はありません。そのまま体の中に入っていき、利用されるようになっているの

食べることの意味食べることの意味

• 栄養素として取り入れて、私たちの体を作る。　　　　

ヒトの体は水分、タンパク質、脂質、糖質、ミ　ネラル、

ビタミンなどから成る

• 活動に必要なエネルギーを作る

• ヒトの成長、活動に必要なホルモンを作る

• 脳や神経の働きにもエネルギーが必要



 24

です。いずれも私たちの体の中に取り入れられて栄養になるので、栄養素といいます。 

 しかし 近、栄養素ではない、大変重

要な食べ物が出てきました。皆さんも聞

いたことがあると思います。難消化性オ

リゴ糖や食物繊維です。私の開発したフ

ラクトオリゴ糖が代表的なものです。こ

れらは全く体の栄養素にはならないので

す。 

 ここで、自動車を考えてください。ガ

ソリンは栄養素ですが、それだけでは車

は安全な動きは出来ません。エンジンオ

イルやブレーキオイルなど車の健全な動きを助けるガソリン以外の非栄養素もなけれ

ば安全に動きません。これと同じように、私たちが健康な体を維持（いじ）するため

には、食べ物として栄養素の他に非栄養素というものが大切であることが分かってき

ました。 

 私たちが健全に成長し、生活していくためには、食べたものが正しく消化されて、

正しく吸収され、正しく排せつされるということが大切なことは今までお話ししまし

た。快食、快便を維持することが大切です。 

 人が食物を食べたあとの消化・吸収の流れが非常にうまくできている仕組みとして、

体の中の水の働きがあります。水が充分存在する状態でなければ、取り入れた食物は

消化管内でうまく消化・吸収されません。しかし、 後に排便のときに水の多い泥状

のものでは後始末に支障をきたします。実際に、体内で消化されるときの食物は水分

の多い流動状態ですが、排出する時の糞便は水分が少なく、非常に処理しやすい状態

になっています。それは大腸で水分を調節しているからです。大腸では腸内細菌の存

在下で水の再吸収をしているのです。大腸は私たちの身体のなかで水の再吸収器官と

して大変重要な位置づけとなっているのです。これにもフラクトオリゴ糖が活躍して

いるのです。 

 

１０．フラクトオリゴ糖について 

 次に、簡単にフラクトオリゴ糖とは何かと

いう話をします。私がフラクトオリゴ糖の研

究に携わったきっかけは、２５年ほど前にな

りますが、ドイツでは「砂糖を食べると虫歯

になる」、アメリカでは「砂糖を食べると肥満

（ひまん）になって糖尿病（とうにょうびょ

食べ物と栄養

食べ物

FOOD 　栄養

Nutrition

栄養素

消化・吸収

非栄養素

食べ物

タンパク質
脂質、糖質

ビタミン

ミネラル

オリゴ糖、カプサイシン

食物繊維他

発酵・吸収

健全な体

健康　　　　　　　　疾病

フラクトオリゴ糖についてフラクトオリゴ糖について
砂糖は消化されて、エネルギー源になるが、　砂糖は消化されて、エネルギー源になるが、　
　　　　フラクトオリゴ糖は消化されない。　　　　　　　フラクトオリゴ糖は消化されない。　　　
　　　　　　大腸の方まで行き腸の動きを促進し、　　　　　　大腸の方まで行き腸の動きを促進し、
　　　　　　　便秘を改善して、腸内のＢ菌を増　　　　　　　便秘を改善して、腸内のＢ菌を増

加する加する

大腸内の腐敗が減少して、大腸内の腐敗が減少して、

身体に良い食品として、世界中で利用されて身体に良い食品として、世界中で利用されて
いるいる

食物繊維と同じ働き食物繊維と同じ働き
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う）になる」という学会報告がありました。しかし、砂糖はおいしく、食品の調理・

加工にいろいろ役に立つ働きを持ち、何といっても甘味料としては も質の良いもの

です。そこで、私は砂糖の性質の良いところだけを残して人の健康に役立つ食品は出

来ないかということを考えて、フラクトオリゴ糖の研究に着手しました。 

 

１１.いろいろな糖類  

 図に示したように糖にはさまざまな種

類があります。一つの分子から成るもの

を単糖といいます。ブドウ糖、果糖、ガ

ラクトース、キシロースなどがこれに入

ります。ブドウ糖とフラクトースが１つ

ずつくっついた糖が砂糖で、ブドウ糖と

ガラクトースが１つずつくっついたもの

が乳糖（にゅうとう）です。砂糖はサト

ウキビや砂糖大根に含まれており、乳糖

は皆さんが飲んでいる牛乳の中に も多く含まれています。牛乳には砂糖は入ってい

ませんが、乳糖が入っています。 

 そして、ご飯の中に入っている糖はでんぷんです。ブドウ糖がたくさんくっついた

ものがでん粉です。いずれも、先ほどの消化・吸収ということで考えてみると、糖質

においてはこれらのものを全部単糖にまで切っていくことが消化・吸収ということに

なるのです。 

 

１２.微生物の働きを利用したフラクトオリゴ糖（ＦＯ）の製造 

 図から見られるように砂糖はグルコースと果糖が結合した２糖類です。これを食べ

ると消化・吸収によって砂糖は構成糖のグルコースと果糖に切断され、吸収されてエ

ネルギー材料として利用されます。果糖をもう一つだけ、砂糖の分子にくっつけると、

ほとんど同じ形をしているのに、これが

全く消化されないということがわかりま

した。砂糖と同じような形をしているの

に、人が食べても全く消化されない糖質

があるなど、それまで世界では考えられ

ませんでした。そこで、この新しい糖質

の性質を調べるためにフラクトオリゴ糖

を大量につくる方法を研究しました。微

生物の酵素を利用して作ることが出来る

いろいろな糖類

ブドウ糖

果糖

ガラクトース

キシロース

リボース

砂糖

乳糖

でんぷん

単　糖
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多　糖
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ニストース (GF4)糖転移によるＦＯの製造



 26

と考えたので、役に立つ微生物の選択から始めました。図にフラクトオリゴ糖の製造

方法を示しました。 

 

１３．フラクトオリゴ糖の性質 

フラクトオリゴ糖が作れるようになっ

たので、次にこの糖質の性質を知るため

の多くの研究を始めました。フラクトオ

リゴ糖を食べるとおなかの中の状態が良

くなるということがわかりました。すな

わち、フラクトオリゴ糖は食べると小腸

では消化されないために大腸まで送られ

ていき、腸の動きを促進して便秘（べん

ぴ）を改善し、ビフィズス菌（きん）を

ふやすことが分かったのです。多くの臨床試験（お医者さんによる試験）の結果、お

腹の中の腐敗（ふはい）菌が減る事が証明されました。便秘（べんぴ）をすると、排

便のにおいが悪くなります。これは大腸の中で腐敗が進むからで、 近増えている大

腸ガンはこれが原因と言われています。この腐敗菌が消化管の中で作る物質が大腸ガ

ンの引き金になることも分かってきました。 

 

１４．食品の生体利用 

 私たちは食事をすると、殆どの栄養成

分は小腸で 終的に消化され、吸収され

ます。これを、消化・吸収と言います。

しかし、フラクトオリゴ糖は消化されな

いので小腸を通過して大腸にまで運ばれ

ます。大腸には消化酵素はありませんが、

腸内細菌が数多く住んでいて、フラクト

オリゴ糖はこれら腸内細菌によって利用

されます。この場合は消化・吸収ではな

く発酵・吸収（はっこう・きゅうしゅう）と言われます。この腸内細菌によるフラク

トオリゴ糖の発酵利用で小さい分子の脂肪酸、これを短鎖脂肪酸（たんさしぼうさん）

と言いますが、酢酸、プロピオン酸、酪酸の３種類が作られます。私たちは「お酢が

身体に良い」ということを良く聞きますが、お酢の成分は短鎖脂肪酸の一成分の酢酸

です。フラクトオリゴ糖を食べるとこれら脂肪酸が大腸の中で作られ、これが体の中

に取り入れられて、コレステロールの高い人はこれを改善したりして、病気になりに

　　　食品の生体利用　　　食品の生体利用
食　物

口　腔

　胃

小　腸

大　腸

直　腸

肛　門

糞便／ガス

消化／吸収

発酵／吸収

生体内

代謝

呼　気

ガ　ス

酵素

消化
（栄養素）

（短鎖脂肪酸）

（生体内）

腸内

細菌

尿

（消化性食品と難消化性食品の違い）

フラクトオリゴ糖についてフラクトオリゴ糖について
砂糖は消化されて、エネルギー源になるが、　砂糖は消化されて、エネルギー源になるが、　
　　　　フラクトオリゴ糖は消化されない。　　　　　　　フラクトオリゴ糖は消化されない。　　　
　　　　　　大腸の方まで行き腸の動きを促進し、　　　　　　大腸の方まで行き腸の動きを促進し、
　　　　　　　便秘を改善して、腸内のＢ菌を増　　　　　　　便秘を改善して、腸内のＢ菌を増

加する加する

大腸内の腐敗が減少して、大腸内の腐敗が減少して、

身体に良い食品として、世界中で利用されて身体に良い食品として、世界中で利用されて
いるいる

食物繊維と同じ働き食物繊維と同じ働き
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くい身体を作ることが分かりました。母乳で育てられている乳幼児は消化管の中にビ

フィズス菌が多くすんでいて、腐敗菌などが増えないようになっており、病気になら

ないように守られています。赤ちゃんの便は黄色くて、臭くないのはこの結果です。

子供は人の母乳から育てたほうが人工ミルクで育てるよりも、健康に育つと言われて

いるのはこのためです。現在は、いろいろな国で、このような理由から、広くフラク

トオリゴ糖が粉ミルクにも使われているのです。 

 

１５．肥満はどうして起こる 

後に簡単に、「食べる」ことに関連して「太る」とはどういうことかお話しします。

「肥満（ひまん）」「太る」ということは

体重が重いことではなく、余分な体脂肪

（体の脂肪）が多いことです。やせるた

めには、この余分な脂肪を増やさないよ

うにしなければなりません。 

  肥満（ひまん）になりにくい身体を

作るにはどのようにしたらよいでしょう

か。それは、基礎代謝（きそたいしゃ）

というものを活発にすることです。これ

について少しお話ししたいと思います。 

 

１６．肥満とやせ 

「肥満」とはバランスです。「食べ物を

とる量」と「その人の消費するエネルギ

ーの量」のバランスなのです。食べるほ

うが多ければ肥満になります。食べる量

に比べて、その人のエネルギーの消費が

多ければ、やせる方向に向かいます。要

するに、食べ物の摂取量が多いと太る方

向へいきます。 

 

１７．人のエネルギー消費の内訳 

そこで、人が消費するエネルギーの内訳を見てみましょう。私たちは夜、床につき

ます。寝たらエネルギーはいらないだろうと思うかもしれません。しかし、寝ていて

もエネルギーを消費しています。寝ていても胃は動いるし、肝臓も働いているし、血

液も循環していている。勿論、呼吸もしているし、脳も多くのところは働いて、回復

肥　満　と　や　せ肥　満　と　や　せ

　バランス　バランス
食物の摂取 エネルギーの消費

肥満はどうして起こる肥満はどうして起こる
• １．肥満とは体重が重いことではなく、体脂肪
が多いことです

　　やせるとは体重が減ることではありません

• ２．脂肪は皮膚、脳、肝臓、消化管などに存
在する大切な成分

• ３．細胞膜の構成成分

• ４．ホルモンの材料となる

• ５．消化液（胆汁酸）の成分として大切　

• ６．基礎代謝の低下が肥満につながる　　　　
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作業に取りかかっています。この体を動かさなくても使われるエネルギーを基礎代謝

と言います。１日の必要エネルギー量の

６０～７０％のエネルギーはこのような

基礎代謝に使われています。その他活動

に必要な「活動エネルギー」もあります

が、基礎代謝の大きいことが分かるとお

もいます。 

 

１８．肥満度をあらわすＢＭＩ 

現在、肥満度の表示は「ＢＭＩ」で示

すことが多くあります。これは、図のよ

うに、体重（ｋｇ）を身長（ｍ）の二乗

で割ったもので、ボディー・マス・イン

デックスの頭文字をとったものでＢＭＩ

と言います。現在、世界的に共通してい

るのは、ＢＭＩが２０～２５の間にある

場合を正常体重、これ以下を「やせ」と

いい、２５以上を「過体重」と分類され

ています。例えば、１４５センチの人が

４５キロであれば、「４５／１．４５×１．

４５＝２１．４」となり、ＢＭＩによる計算では正常範囲になります。 

 

１９．標準的な体脂肪率 

 もう一つ、体脂肪率があります。男子

の場合と女子の場合で少し違います。男

子の場合、体脂肪率は１５～１９％。女

子の場合は２０～２５％が標準です。先

ほど言いましたように、体脂肪率が多け

れば肥満（ひまん）といっていいのです

が、体重がいくら多くても体脂肪率も加

えて判断しなければ、肥満かどうかはわ

かりません。 

 

（２０）おわりに 

 研究には、その人の努力による知識や技術などの力によると共に、多くの人々の協

　　肥満度をあらわすＢＭＩ　　肥満度をあらわすＢＭＩ
（ボディーます・インデックス）（ボディーます・インデックス）

• BMI＝体重／身長　Ｘ　身長

（例）

　　身長１４５ｃｍ、体重４５ｋｇ

　BMI　＝　４５／１．４５　ｘ　１．４５　＝２１．４

　　　１８．５　以下　低体重（やせ）

　　　１８．６～２５　正常範囲　

　　　２５．０　以上　過体重（肥満）　　

基礎代謝量

熱産生

活動代謝量

６０～７０％

１０～１５％

１５～２０％

　人のエネルギー消費の内訳

標準的な体脂肪率標準的な体脂肪率

• 肥満とは体重が重いことではなく、

　　　　　体脂肪率が多いことです

　　標準　　　　男子　１５～１９％

　　　　　　　　　女子　２０～２５％
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力も必要です。さらに、その人に味方する幸運というものも時には大切です。そして、

社会で役に立つ技術にまで完成させるにはこれをやり遂げる情熱も大切です。皆さん

もこれから多くの場で活躍されることと思いますが、自分が全力を出して燃焼出来る

ものを是非見つけて下さい。 

今日は小学校でお話をする 初の機会だったので、どのようなお話をしたら良いか

分からなかったため、大分難しかったのではないかと思います。残り時間も少なくな

りましたが、皆さんの質問にお答えします。私の話はこれで終わりたいと思います。 

  

Ⅳ．質問 

司会 日高さん、どうもありがとうございました。ここで質問の時間をとりたいと

思います。せっかくのチャンスですから、知りたいことがあればどんどん質問してく

ださい。今のお話の感想でもかまいません。原田先生。 

 

原田先生 ありがとうございました。お話を伺っていて、子供たちのことが頭に思

い浮かびました。寒がりの子が多く、体温が低い子が多いという傾向があります。ま

た、朝、エンジンのかかりが遅いという気がします。今のお話に大分関係があるので

はないかと思いますが、対策としては、どのようなことを皆が心がければいいのでし

ょうか。もしあれば、お聞きしたいと思います。 

 日高さん 私達のからだの脂肪細胞には褐色脂肪細胞（かっしょくしぼうさいぼう）

と白色脂肪細胞の２種類があります。褐色脂肪細胞は糖を取り入れて熱を発生する働

きがあります。寒いのに熱発生が十分できず、熱の消費を少なくするために、筋肉を

収縮（しゅうしゅく）させて、熱を逃さないようにする筋肉の動きがあります。鳥肌

（とりはだ）がたつのはこの現象です。しかし、寒いときには体内の血糖を使ってエ

ネルギーをつくる仕組みがありますので、これが働くように、身体や筋肉を鍛（きた）

えておくことが必要でしょう。昔、家庭や学校で乾布摩擦（かんぷまさつ）や冷水摩

擦（れいすいまさつ）をして筋肉を鍛える習慣がありました。若いときは、適応力と

いって環境に対応出来るようになっています。 

 体を動かす習慣を出来るだけ、身につけてはどうでしょう。その人の筋肉はそれを

使用するに従って増えできます。先生がおっしゃるように、「寒い」というのは褐色脂

肪細胞の活動が不足して、発熱不十分だと思いますので、食生活に気を付けると共に、

適切な運動をすることだと思います。 

 原田先生 ありがとうございました。それでは、皮膚（ひふ）を鍛（きた）えて、

たくさん運動するようにしましょう。 

 日高さん ちょっとした運動でも、やった後は温かいと思います。一番エネルギー

を使うのは筋肉です。筋肉量の違いによって、同じ物を食べても「太る」か「やせる」
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かの違いになります。ぜひ、充分な運動をして筋肉をふやし、身体を充分鍛えていた

だきたいと思います。 

 今、日本には糖尿病（とうにょうびょう）の人がすごくふえています。糖尿病がふ

えているその理由は、車社会と関係が深いと言われています。すなわち、運動不足。

そして、美味しいものがいつでも充分食べられる時代だからなのです。私たちは現在、

外食レストランで脂分（あぶらぶん）を多く含んだ美味しいものをたくさん食べられ

ます。また、コンビニ店へ行って、お弁当を買ってみてください。お弁当は、てんぷ

らやフライなどの油もので満たされています。そして、野菜が少ない。このようなこ

とで、どうしても脂肪過多（しぼうかた）になります。 

 私は水戸の大学に行っていましたが、水戸の人たちは体力がない。なぜかというと、

近くに行くのでも、歩かずにすぐ車に乗ってしまうからです。都会の人は車を使わず

に、電車を利用したり、歩いたりしますので、過去は都会の小学生は地方の小学生に

比べてひ弱だといわれていたのですが、今は逆だと思われます。できるだけ皆さんも

活発に身体を動かすように心がけていただきたいと思います。 

 

 児童 フラクトオリゴ糖の働きを解明するには、どのくらいの期間がかかりました

か。 

 日高さん 私はアメリカのマイアミ大学の医学部に留学（りゅうがく）していまし

た。今から 25 年前です。そこから帰ってきて 初に始めた研究がこのフラクトオリゴ

糖の研究でした。それは先ほど言いましたように、砂糖を食べ過ぎると虫歯になると

か、太るとか言われ始めた時代でした。しかし、砂糖はいろいろな食品の調味料やお

菓子を作るのに も優れた甘味料の食品素材ですので、虫歯にならずに、また太る原

因にもならない様な糖質がないかと研究を始めました。この研究が成功して 初に商

品が世の中に出たのは１０年後くらいです。私は他にもいくつかの研究を行ってきま

したが、大体、研究成果が実って世の中に出ていくまでには１０年かかると思ってよ

いと思います。皆さんも目標が決まって半年や１年で成功することは少ないと思いま

す。何事も粘り強くやっていく習慣を身につけて下さい。 

 研究を進めている間に、何回もアメリカやヨーロッパなど外国の企業や学会からも

招待され、研究について講演しました。「なぜそのような研究をしているのか」とずい

ぶん質問を受けました。腸内細菌の研究は日本が一番進んでいたのです。 

 雑談ですが、私は、中学の頃からなぜか外国語の勉強が好きでした。中学の時に「英

語クラブ」を学校につくりました。その当時、英語学校などは日本にはなかったので、

外国人と話すために、東京に行ってアメリカの兵隊さんを探して、英語で話す機会を

みずから作りました。また、英文タイプを練習しました。英文タイプも今の様に立派

なものではなくて、ガシャンガシャンと音の出る、「アンダーウッド」というものすご
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く力のいるものでした。その英文タイプを毎日打ちました。学校に１台しかなかった

ので、時には夕方暗くなるまで練習しました。 

 毎日やっていると、半年でどんなことでもかなり上達してきます。あるところまで

くると、その次の新しい目標が見えてきます。英文タイプをやり、英語も好きだった

ので外国人をつかまえてしゃべっていましたら、大学に入ってから思わぬチャンスが

きました。それは学生アルバイトです。通訳兼タイピストの学生アルバイトでした。

大学生で、当時、通訳兼タイピストの仕事ができる人がほとんどいなかったので、他

の人の１０倍位のアルバイト代をもらって仕事をすることができました。何か人と違

うことをしていると、良いことがあると思いました。皆さんも頑張って人の出来ない

様なことをやってみてください。 

  

児童 フラクトオリゴ糖以外では、ほかにどのようなものを研究されましたか。 

 日高さん 一番古くは、サイクロデキストリンといって、ブドウ糖がリングになっ

たものを研究しました。当時それは、世界で大量に作ることはできないと思われてい

たものだったので、それを雑誌に報告したら、アメリカの科学者が驚いて飛んできま

した。それは現在でも使われています。揮発しやすい香料などを中に抱き込むと比較

的長く、そのにおいを維持できるもので、応用商品で広く市場に出ているものです。 

 また、マルトースのエネルギー補給注射というものがあります。マルトースという

のはブドウ糖が二つくっついているものです。ブドウ糖注射というのは聞いたことが

あると思いますが、マルトース注射はブドウ糖注射の２倍のエネルギーが補給できる

ので、患者さんの痛みが減らせるのです。これも、現在医薬として実用化されていま

す。 

  

児童 小学生や中学生などの勉強で、苦労した思い出はありますか。 

 日高さん 私は、勉強で苦労とした記憶はあまり残っていません。授業の時間中に

出来るだけ理解できるように努力をしたのだと思います。復習や予習を充分やったと

いう記憶もあまりありません。カバンを放り出して遊びに行ったら、母に厳しくしか

られた記憶はあります。東京から九州の田舎（いなか）に転校したときには、授業の

進み具合は学校によって随分違うのだなと驚きました。家に帰って復習することも大

切ですが、授業の時間内に出来るだけ理解するように 大の努力するのが も良いと

思います。皆さんの若い、柔軟な脳細胞は、その気になれば必要なことはかなり記憶

できるようになっています。大変、柔軟な頭脳を持っているはずです。頑張ってやっ

てみてください。 

 児童 ありがとうございました。 
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 司会 時間がないので、これで 後にしたいと思います。 

 児童 フラクトオリゴ糖のフラクトとは、どういう意味ですか。 

 日高さん フラクトとは、英語で「果糖」のことで、リンゴやブドウなど果物に多

く含まれている糖です。砂糖分子にこのフラクトースが１つか２つくっついたオリゴ

糖（小さい糖という意味）がフラクトオリゴ糖です。フラクトースとブドウ糖という

二つの単糖が一緒になって砂糖になりますが、これにさらにフラクトース分子がもう

１つか２つ結合したオリゴ糖を「フラクトオリゴ糖」というのです。ヤクルトがつく

っている「ガラクトオリゴ糖」、サントリーがつくっている「キシロオリゴ糖」など、

結合している糖の種類によってそれぞれの名前がついています。しかし、このように

いろいろなオリゴ糖が出てくるようになったのは、フラクトオリゴ糖が優れた性質を

持つことが証明されたからです。 

  

Ⅴ．お礼の言葉 

司会 それでは 後に、今日のお話を伺ったお礼の言葉です。６年生全員、起立。

皆を代表して、○○君、お願いします。 

 児童 本日はお忙しい中、西原小学校に来ていただきありがとうございます。僕は

１日に３度食事をしなければいけないという疑問など、日高先生のわかりやすい説明

を聞き、前までわからなかったことがわかるようになりました。ありがとうございま

す。 後に感謝の気持ちをあらわして、皆でお礼を言いたいと思います。ありがとう

ございました。 

 一同 ありがとうございました。 

 日高さん こちらこそ、ありがとうございました。 

 司会 これで、日高さんをお迎えした講話会を終わりにします。皆さん、拍手でお

送りしましょう。 

 日高さん どうもありがとう。 

 

（終了） 
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世界初の超極細繊維とその応用(エクセーヌ)に挑んで 

－繊維のパラダイム変換秘話－*1 

岡本三宜 

１ はじめに 

 ここで、言及するのは、２つのパラダイム変換に関するものです。その第一は、当時（昭

和 38 年ころ）、世界で誰も手がけていなかった超極細繊維研究に関するものです。第二は、

昭和 40 年ころには前例を見ないエクセーヌ（スエード調新素材）という超極細繊維の応用

に関するものです。「初めから与党であった新事業はない」11）との発言もありますが、価

値が無いとか、価値の判らない時代の行動であるからです。ここでの「パラダイム」と言

う言葉は、トーマスクーンが定義した言葉 2）です。従って普通の辞書に載っている意味で

はありません。（※特定集団に認められた考え方の視点、地平。例:天動説の時代に地動説

の視点に立つこと）また、ここで使う「イノベーション」という言葉も、ジョセフシュン

ペーターが使った意味で、「技術革新」と言う意味では無く、「新しいアイデアの創出から

上市に至る全過程」を指します。（※上市＝ジョウシ＝新製品を市場に始めて出すこと） 

 

２ 超極細繊維と「エクセーヌ」（スエード調新素材） 

「エクセーヌ」（商標）（欧州:アルカンターラ、米国:ウルトラスエード）は、超極細繊維

から作られた世界初のスエード調新素材で、1959 年にデビューし、世界のファッション界

にセンセーションを巻き起こした商品です。パラダイムとなる key には、(1)飛躍を生み出

したその環境、(2)遭遇、(3)隘路の３つの観点が考えられます。これらの状況は、下記文

献（〔1〕、3-9）にほぼ掲載されていますので、更に詳しいものを必要とする時は、参照し

て下さい。 

 

３ ウナギの寝床と尾根伝いの研究開発 

 この歴史は、実に多くの人々が係わっています。人は自分の係わったところを、中心に

過大に感じるのが普通です。幸い、私は 初の発想をしてから、完全に軌道に乗ってから

も永く係わったので、比較的客観的に多くを語り得る立場にあります。「ウナギの寝床」と

は永い永い過程の比喩である。「尾根伝い」とは、高山の頂上への過程に喩えての話で、超

極細繊維の研究開発過程で１回でも足を踏み外せば、谷に転落し死が待っていたことを指

します。なお、研究と開発との違いが誤解されていますので、一橋大学の野中教授の定義

を活用して、表現しますと「研究は、創造の極限追求」であり、「開発は、効率の極限追求」

です。お互いに違った角度からモノを見ていることを十分に理解しなければなりません。 

 

４ 昼間の松明－超極細繊維研究に至る背景 

 超極細繊維の研究に至るまでの背景を述べます。1950 年、繊維の会社に入社し配属直後
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に、レーヨン事業の撤退に遭遇しました。レーヨンの 後の研究者として、次期合成繊維

の基盤技術思想として、将来の生活の洋風化を想定し、高分子の微細構造の非対称性によ

る「構造捲縮法（捲縮;繊維にふくらみを与えるのに重要な縮れ）」を提唱しました。溶融

紡糸で、繊維を作る時、横から強く風を吹き付けたり、擦ったり、横向に紡糸したり（非

常識なので失笑を買った）、張り合わせ型にしたり、あらゆる可能性を調べました。特に２

成分の高分子を組み合わせる複合紡糸では、ガラス筒、アルミ板、細いパイプなどを駆使

して、モデル複合紡糸口金を作って、先ず易しい湿式紡糸で証明し、次いでそれを熔融紡

糸で証明しました。それは合繊に色々な形で応用されました。前後に例の無い入社３年目

の仕事で社長賞を授かりました。秘訣は、従来１枚の紡糸ノズル（金属の板に多くの小孔）

が使われていたのを、更にもう１枚重ね合わせ、本論の先導役となる張り合わせ型複合紡

糸技術を完成させました。その技術は先ず世界初の超かさ高ポリエステルとしてヒットし

（ 高は 6,000 トン/年）合繊布団綿ブームに繋がりました。レーヨン工場の後にポリエス

テルのステープル工場が建設されたからです。昼間の「松明＝タイマツ」とは、他の商品

が、多くヒットしている時は、喩えタイマツが、明々と燃えていても、明るさが皆に認識

されない比喩です。「定年で会社を去るときは、会社に多大の貸しを作って去れ」と言うの

が、入社 初の上司の言葉でした。残念ながら、複合紡糸技術では、ポリエステルでは、

世界初でしたが、調べますとナイロン、アクリルでは、海外の化学会社に先を越されてお

り、その後の複合紡糸研究は、例に漏れず、方々で追従の研究が開始されましたので深追

いせず、新しく複合紡糸技術の極限的な高度化を着想しました（特に超極細繊維）。多孔複

合紡糸口金に少数孔の口金を更にもう１枚更に重ねる（複々合＝複合を更に複合する）と

言うアイデアに基づく「発明主導」の研究でした。 

 

５ 合繊基盤技術に挑戦－第一のパラダイムと隘路 

 1964 年東京オリンピック後の景気衰退に加えて、繊維の業界では、ポリエステル特許訴

訟と言う係争があった頃、初の合繊業界に不況が押し寄せました。挽回のため中央研究所

に繊維としての新基盤研究が求められ、超極細繊維を本格的にテーマとして取り上げまし

た。作り方としての発想は、１本の繊維の中に多数本の超極細繊維を埋め込んだ状態の繊

維です。テレビの画像も、小さなドットで、出来上がっています。そのような、繊維は、

不可能だと見られていましたので、予算は出ません。先に可能であるという証明が要りま

す。研究はその証明をするのが、本当の研究ですが、一般的には（世間一般の考えでは）、

当時の先進国の真似とか、追従研究が多く、証明が出来て初めて、後から予算が伴なうの

が普通でありました。そこで、どうしても証明が必要でしたので、知恵を絞り、ナイロン

繊維 70％ポリエステル繊維 30％の比率で、2cm 位の太さの枷（カセ）巻きにし、試験管に

嵌る太さとし、繊維相互配列体を作って詰め込みました。事前に試験管はバーナーで炙っ

て円錐状に尖らせ、先端を折れば細いノズル孔が開くようにしておきました。開口部には、
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ピストンを付け中央から減圧し空気を排除しました。それを 300℃弱のシリコーンの湯の

中にいれて溶かし、先端を折ってピストンを押してポリマを垂らします。いわゆる「ロー

ソク紡糸」です。それを高速回転するモーターに引っ掛けると細い未延伸繊維が、採取で

きました。それを 3～4 倍熱延伸し、得られたフィラメントを、顕微鏡下で観察しました。

プレパラートの上で、ギ酸を滴下すると、ナイロンが溶け、ポリエステルは溶けないので、

１本の繊維から、数万本と考えられる超極細繊維が、真珠のように輝いて、観察されまし

た。繊維内部で、驚くべき数の超極細繊維が金太郎飴のように連なっていたのです。 

 

６ 遭遇と心配 

 紡糸設備が完成しますと、それを本格的な多孔の口金で完成させなければなりません。

運良く、高度技術開発に非常に熱心な口金会社の社長と技術者に、また良き部下に、遭遇

しました。どれが欠けても超極細繊維は、完成しなかったでしょう。テストをすると色々

な考えられる方式の中で高分子相互配列体繊維(呼称 SAM=islands-in-a sea)が、色々な角

度から見て良好でした。しかし、繊維の製糸の研究が進めば進むほど、新素材発明主導型

の欠点が頭から離れませんでした。多くの応用先を、死に物狂いで、次々と走り廻って探

しましたが、遊びに廻っているように誤解された節もあります。その中にスエード調のも

のがありました。心の中では、天然の絹、ビキューナ、皮革、紙、羽毛などの高級品は全

て(Ａ)超極細繊維による構成、(Ｂ)高級化には、成分除去または分割が必要との２点に着

眼していました。人工皮革に詳しい良き先輩･友人･知人に会い、知的面でも、試作面でも

すでにドッキングしていました。国内(農耕民族)での評価は惨めでしたが、外人コンサル

タントに評価を依頼したところ、靴甲用試作品はオーバーなジェスチャーで投げ捨て、ス

エード調のサンプルは、頬擦りして褒めてくれましたが、それは、方針決定する人の前で

はありませでした。この事を人に伝えれば伝えるほど｢我田引水｣だとして誤解を招きまし

た。 

 

７ 隘路と遭遇 

 大きな市場が判らないから生産技術が出せないのか、生産技術や大きな見本が無いから

市場評価ができないのかと言う、開発に踏み切る前に陥る永遠の課題(鶏が先か、卵が先か

のジレンマ)にこれも陥ってしまいました。年１度の研究発表会の締めくくりとしての講評

で、世界に前例がない、コストが高い、用途が十分なメドがないなどと酷評され多くの協

力者を失いました。上司をはじめ影の協力者の支持もあり、幸い即時にその研究を停止さ

せられるには至りませんでした。これらの方の慧眼は、重要ポイントの一つです。なお 1968

年頃は、走査型電子顕微鏡や、IBM のワープロが導入された頃で、微細加工技術がわが国

で急激に進歩した頃です。 
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８ 倒産事業の再建－環境の変化－第二のパラダイム 

一方、他社との合弁の靴甲用の人工皮革製造販売会社が行き詰り、その会社を買い取り、

２年をメドに再建の目処をつけることになりました。幸いその頃は既に超極細繊維製造の

基本技術は、完成していました。複合紡糸でヒットを飛ばした時の上司が再建ための技術

のリーダーに命ぜられ、再建のため私も新しい部(特殊な組織;第二事業部)へ引き抜きに合

いました。同じように引き抜いた人をグループリーダとして３グループ(約 40:20:5)の競

争体制となった。私のグループは、 小で、超極細繊維を取り上げました。繊維作り主体

の研究者が、他用で多忙な繊維の川下の高次加工の方々に、｢有用な商品になるように加工

して下さい｣と依頼の日参に廻っていた立場から、公然と、しかもノルマとして高次加工で

きる立場、すなわち自分がその隘路を切り拓かなければならない立場に変化しました。川

とか高次と言う言葉は、繊維の原料から 終製品に至る過程を川の流れに喩えて表現され

る業界用語です。繊維を作る立場と繊維を商品に加工する立場とがはっきりと、その当時

は分けられていたためです。白紙の立場故、これまでのことに全くこだわりがなく(経験が

無いので)、論理で攻めて７つの非常識と言われたブレークスルー技術を生み、｢エクセー

ヌ｣の基本技術ができ上がりました。靴甲用人工皮革では、その使用先が我々には難しい特

殊な業界であり、それよりも得意な衣料、インテリア分野などに向いたスエード調のもの

に発想を切り替えました。靴甲用とは異なる前例のないパラダイムでしたが、これも人工

皮革だと言いかえる事に成功しました。上司も超極細繊維にウェイトを移しました。なお

技術を披露する場ではありませんので、パラダイム変換に絞った秘話とします。 

 

９ 日の目の瞬間 

 他方、この頃から、繊維のロートセット技術(長い繊維の束が、バラバラにならないよう

に空気で絡める)を初め、一般に外国技術は簡単には売ってくれない時代に変化し、自社の

技術をその交換に見せねばならない時代に変化していました（環境の変化）。当時世界 大

の化学会社（人工皮革を始めて進めたが失敗して撤退）が、多くのサンプル･技術を見て、

中で特に褒めたものに「エクセーヌ」と炭素繊維がありました。研究発表会で超極細繊維

を講評したそのトップから、「半年以内に超極細繊維を使ったスエード調人工皮革の生産技

術開発せよ」との海外からの緊急指令が、電話とテレックスで入り、遂に、前述の鶏が先

か、卵が先かのジレンマ（隘路）に解が出ました。また優秀な技術者が総動員されました。 

特に、こぼれ話を挿入しますと、繊維を高級なシート状にするのに、当時としては非常識

なミクロンオーダーの管理の行き届いた強靭なフェルト用の針が必要でした。これもお願

い参上の効あってか、運良く、針メーカーの全面的な協力で解決できました。超極細繊維

は染まらず、当時の染色技術としては、非常識な手法が、実験の過程の serendipity *2で、

解決できました。この２つは、全体を左右する重要アイテムでした。 
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10 闇夜の蝋燭 

 1960 年のパリのオートクチュールのファッションショウで、世界の著名デザイナー達が

こぞって「エクセーヌ」を採用し、センセーションを巻き起こしました。拍手が長い間鳴

り止まなかったと聞いています。しかし日本の新聞は３行ほどの小さなものでした。海外

では、「アダムとイブのイチジクの葉以来の も画期的な衣料素材」とか、「綿繰り機や織

機以来の 大の技術的ブレークスルーだ」とか、「ナイロン以来の大発明だ」とか「繊維の

ロ―ルスロイスだ」などと称されました。この後、米国の慧眼デザイナーホルストンとの

出会い、販売会社の驚くべき熱心な技術的洞察者ウエッブ氏らとの出会い、トップのタイ

ミング良い判断などがあり、ニクソンショック、オイルショック後の、重症に近い困難な

時期に会社に想像外の大きな開発者利益（ 初の 10 年で純利 1,000 億を越えた）をもたら

し、超極細繊維の真価が遂に認められました。さらにオイルショック時の合理化時期（3 

期連続赤字）に超極細繊維の技術輸出が纏まり、莫大な利益をもたらし、難関を切り抜け

得たことにも繋がりました。 

 

11 合繊各社の活性化と益々広がる応用展開 

 その後、合繊各社の超極細繊維研究ブーム、新製品ラッシュは、申すまでもありません。

競争と言う非常に良い側面と、集中豪雨的な行動で、飽きと価格破壊で、市場を駄目にす

る他の悪い側面とがあります。超極細繊維を作る手法もさまざまあるし、用途も多い。い

ずれにしても、従来考えられもしなかった２つのパラダイムを開いたと思います。超極細

繊維は、世界用語にまでなったシンゴウセン(新合繊)開花の導火線に火(天然を超えた発

想)を点けたことにもなり、世界に第２のマイクロデニールブームをもたらしました。応用

展開の図を文末に掲げました。更に付け加えなければならない時期がくるでしょう。欧州

進出でも｢アルカンターラ｣と言えばイタリア、イタリアといえば｢アルカンターラ｣と言わ

れる程になり、ドイツではコーラより有名だと聞いたことがあります。研究開発の常道の

１つ｢極限化｣思考は、今のナノブームの先導をしたものでもあります。 

 

12 後にイノベーション 

 

12.1 主導理念 

 研究には主導原理があります。(1)発明・発見主導型のもの(シーズ)、(2)市場主導(ニー

ズ)、(3)文化主導(ウオンツ)、(4)社会要請主導(ネセシテイ)、(5)情報主導等が考えられ

ますが、超極細繊維は、前者のものです。そのため、２つの苦難の山を乗り越える必要性

がありました。 

 

12.2 イノベーション 



 38

 イノベーションは、新しいアイデアを経済活動に具体化する一連の作業でありますが、

(1)リニアーパイプラインモデル、(2)(1)との組み合わせの外部環境インターラクションモ

デル、(3)チエンリンクモデル(Kline，Rosenberg Model)、(4)随伴モデル、(5)ラウンドテ

ーブルモデル、(6)トータルプロセスモデルなどが考えられていますが、限られた期間での

会社の再建の目処を立てる場合は、(5)のケースで、研究、生産、販売が、１体となって進

められましたので、内部に他人事のような考えがなく、べクトルが一致したのは大きな力

となったと考えられます。色々なことに足を乗せていて、その場の雰囲気で、体重を載せ

かえられる組織には、大きな欠点があるからです。 

 

12.3 創造性開発 

 創造性開発面では、この研究＆開発では、常套手段を用いています。(1)極限化＆極端化、

(2)複合＆再複合、(3)付与＆除去、(4)異分野＆異国情報、(5)慧眼＆粘りが使われていま

すが、今後に参考になるでしょう。 初から与党であるテーマは、大きな利益にならず、

一度否定されているようなものは、大きくなる傾向があります。しかし、パラダイム変換

が重要で、イノベーションを伴ない易いようです。繊維環境･周辺技術も変わりました。過

去に否定されたものの見直しも重要で、繊維業界を再活性化させる可能性があります。 
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資料編の構成 

 

今回作成したコンテンツは、昨年度のコンテンツプロトタイプを発展させたものである。 

昨年のプロトタイプは、CD-ROM 型のパッケージメディアを想定した画面構成としていたため、

一ページ単位の画面構成となっていた。 

今回のコンテンツは、インターネットで通常用いられるスクロール型の画面構成としたため、

各ページを構成する画面がキャプチャーする際に分割される形となっている。 

各画面は原則としてすべての情報が参照できるように分割しているが、重要な情報を含まな

い部分（共通のボタン部分等）については省略したものがある。 

各画面の順序は以下の通りである。昨年度のコンテンツプロトタイプは、構成するコンテン

ツの種類別に分類したが、今回のコンテンツは、各技術者単位の構成となっているため、技術

者別の分類となっている。 

 

【共通部分】 

(1) タイトル画面 

(2) トップページ 

(3) はじめに 

(4) 使い方 

(5) 制作著作 

【開発物語を中心としたストーリー部分】 

 ストーリー部分は技術者毎に、以下の要素で構成する。参考資料については、技術者によっ

てある場合とない場合がある。 

(6)プロフィール 

(7)開発物語 

(8)サブストーリー 

(9)参考資料 

 収録した技術者は以下の通り。 

● 明石雅夫 

● 岡本三宜 

● 梶原利幸 

● 只野文哉 

● 林雅一 

● 日高秀昌 

● 深海正治 

● 美坂佳助 
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● 持田豊 

● 百瀬孝夫 

● 吉田庄一郎 

● 吉田進 

 

 なお、資料としては省略するが、コンテンツとしては次のような内容が一部含まれる。 

 (10)聞取記録概要 

 (11)聞取記録全文 

(12)音声 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通部分
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開発物語を中心としたストーリー部分 

明石雅夫 
 



 
プロフィール 明石雅夫（あかし つねお） 
 
1922年（大正11年） 東京に生まれる 
1941年（昭和16年） 東京府立化学工業学校卒業 
1943年（昭和18年） 多賀高等工業学校金属工学科卒業 
1943年（昭和18年） 海軍技術見習尉官を命ぜられたのち、日本電気に入社 
1953～55年（昭和28～30年） 
          ちょう広帯域トランス用「パーマロイ」の改良に成功 
1956～58年（昭和31～33年） 
          長距離電話搬送用フィルター用磁性材料の改良と量産化に成功 
 
明石雅夫（あかしつねお）さんの業績は、当時ドイツのシーメンスの技術をもとにして
つくっていた磁芯（じしん）材料のマンガン・亜鉛フェライトの大はばな改良に成功し
たことです。 
技術の公表や文献（ぶんけん）が少なかった時代に、明石さんは試行さく誤をくり返
しながら、原料の純度をあげるだけでなく、不純物をまぜるという方法を見つけだし
たのです。 
この技術によって、搬送（はんそう）装置に使われていたチャネルフィルターの分解
能向上と小型化を実現しました。 
また日本の酸化物磁性材料に関する技術も飛やく的に高まったのです。 
明石さんは磁性材料業界、通信材料業界へ貢献しただけでなく、後けい者の育成を
通じて日本の産業界全般に、はば広く貢献しました。 
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電話がよく聞こえるようになった 
 
長きょり電話用のフィルターといわれても何のことかわからないでしょう。 
でもフェライト（※）という言葉は聞いたことがあるかも知れません。 
電話通信の世界では、1955年（昭和30年）ころは、電話機もダイヤル式で長きょり通
信回線を増やす動きが始まったころでした。 
このころ、長きょり電話通信のために、高性能の磁性材料（フィルターのコイルに使う
磁石）が求められていました。 
当時日本電気にいた明石雅夫（あかしつねお）さんは、このフェライト（磁性材料）の
研究に取組み、1950年代後半、磁性材料の改良と量産化に成功しました。 
 
※フェライト：鉄、コバルト、ニッケル、マンガンなどの複合酸化物で強い磁性を示し
ます。フェライトをつくるには、酸化物の混合物を高温で焼成（しょうせい：混ぜ合わ
せたものを高温で焼いて、結しょう質やガラス質の結合物をつくること）してからくだ
いて粉末にします。この粉末をテープにぬったものが磁気テープです。粉末を圧縮し
て成型し、高温で処理してマグネットがつくられます。 
 
 
《開発物語》 
神さまのお使いだった砂ぼこり 
 
明石さんが開発したのは、フェライトという物質です。この物質は当時、フィルターと
いうものを作るのに必要なものでした。電話で話をするときは一本の線を使って同時
に何百人、何千人の人が話しをすることができますが、多くの人々がそのまま話した
のでは、混線してしまいますので、一人に対してひとつずつ、話が通る道（通話路）を
作ってやる必要があります。この通話路を作るのに欠かせないのがフィルターです。 
 

 
したがって、その当時フェライトは電話に欠かせないものだったのです。 
フェライトは磁石と同じ性質をもつものです。望ましいフェライトは磁気的特性である
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パーミアビリティ（※）が高くて、同時に電気抵抗（ていこう）も高いというものでした
が、この二つの性質は一方が高いと一方が低くなるという傾向（けいこう）があり、な
かなかうまくいきませんでした。明石さんはこの両方が高いフェライトを開発し、より
多くの人が、雑音のないきれいな音声で電話を使うことができるようにしました。 
 
※パーミアビリティ（透磁率）：磁気についての物質の性質をしめす数値。パーミアビ
リティが高いほど磁化しやすくなります。 
 
フェライトをつくっている主な物質は鉄、マンガン、亜鉛、酸素ですが、これだけでは
上に書いたようないいフェライトはできません。この４つの物質のほかに非常にわず
かですが別の物質（これを不純物といいます）をまぜなければなりません。この必要
な不純物が何なのか、それをどれだけまぜたらいいのかということが分からなかった
のでよいものができなかったのです。 
 
明石さんはていねいに実験しながら、上に述べたフェライトを構成している物質と、そ
れに含まれる不純物をひとつひとつ調べていきました。そうしてフェライトに必要な不
純物がカルシウムと酸素の化合物（酸化カルシウム）であることをつきとめました。長
い苦労が実を結んで明石さんは喜んだのですが、それももつかの間、新たな問題が
もち上がりました。それまでにフェライトをつくるのに使っていた道具を新しいものに
変えたとたん、フェライトの性能が悪くなったのです。古い道具は、いろいろな不純物
を含んでいたので、これらが性能に悪い影響を与えるかもしれないと考えた明石さ
んは、必要な不純物である酸化カルシウムだけ入れてほかの不純物は入らないよう
にするために、道具の材料として不純物を含まないものに変えたのです。 
なぜだろうと明石さんは悩みました。たくさんの実験をしながら、いろいろと考えてみ
ましたが、どうしてもわかりません。 
明石さんの部下たちも、「考えられることはすべてやった、もうこれ以上することはな
いので明石さんがすきなようにしてください」といいました。明石さんはそれまでに実
験した結果を自宅に持ち帰って整理し、一週間ほど会社にも行かずに考え抜きまし
た。 
 
そのうちに、ある傾向をみつけました。それは、実験の数をふやしたときに道具がた
りなくてしかたなく古い道具を使ってつくったフェライトの性能が一番いいこと、もうひ
とつは新しい道具でつくったものでも晴れの日が続いて風が強い日につくったものは
性能がよいということです。新しい道具で雨の日につくったものは最低の性能でし
た。これはどういうことだ、と明石さんは考えました。 
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そのころ明石さんが実験していた研究所は、戦後の、日本が貧乏なころにつくった建
物だったので、すき間が多く風が吹くと砂ぼこりが遠慮なく入ってくるというひどいも
のでした。風が強い日につくったフェライトには砂ぼこりが入っている可能性がある、
砂はシリコンと酸素の化合物である二酸化シリコンである、古い道具の材料にも二
酸化シリコンが含まれている、二酸化シリコンがフェライトの性能にきいているという
仮定をすれば全部の実験結果が説明できるぞ、と思いつきました。さっそく会社に行
って、注意深くほかの不純物が入らないようにしながら、酸化カルシウムと二酸化シ
リコンだけを入れて実験した結果、予想通り高い性能のフェライトをつくることができ
ました。今度こそまちがいない、と明石さんは飛び上がるような気持ちになりました。 
砂ぼこりが入るというなさけない建物で実験していたおかげで、明石さんはすばらし
い成果をあげることができました。しかし、別な考え方をすると、明石さんが眠る間も
惜しんでいっしょうけんめい努力したからこそ、砂ぼこりからヒントをつかむことがで
きたといえるでしょう。あるいは、神さまが明石さんの努力に対するごほうびとして砂
ぼこりをお使いに出し、こうすればいいよ、と教えてくださったのかも知れませんね。 
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通信用高性能フェライトの開発 
《テーマ》 
 
フェライト開発のテーマは直属の上司であった室長の石川義興(よしおき)さんから与
えられたものです。しかし、この開発を始めるまでの過程に明石さんらしさが現れて
います。最初に室長からフェライトをやらないかと言われたときに明石さんは断りまし
た。先にほかの人が手がけているのを横で見ながらこれは難しいと感じていました
し、事実、鉄、マンガン、亜鉛(あえん)、酸素という4つの元素の組み合わせをあつか
わなければならないフェライトの難しさは、以前に3元系(さんげんけい)を研究してそ
の難しさを知っていた明石さんには容易に理解できることでした。また、原料が粉で
あるので、このことも問題を複雑にします。さらに、フェライトは磁性材料ですが、以
前に別の磁性材料を研究したときに、ちょっとした組成のブレで特性が大きく動く、と
いうことも経験しており、磁性材料の難しさを身にしみて知っていました。それほど難
しいフェライトの研究を簡単に引き受けられるか、という気持ちでした。それほど難し
いものであるにもかかわらず、明石さんには室長がその難しさをよく理解していない
ように思えたことも断った理由のひとつでした。 
 
しかし、石川さんはなんどもなんども明石さんにやらないか、やらないかと言ってきま
した。そのたびに明石さんは断っていましたが、だんだん「どうも親分、本気らしいな」
と思い、そのころから勉強を始め、どのように研究を進めたらいいかも考え始めまし
た。最初に言ったときから8ヶ月ほどたったときに、やはり石川さんが「どうだ、やらな
いか」と言ってきたので「部下を5人つけて下さい、研究費を500万円下さい、それと3
年間は何も言わずに黙ってみていてください、これだけ認めてくれればやります」と
答えました。 
石川さんは「部下5人は無理だが2人つけよう、お金もいっぺんに500万円は無理だ
が、とりあえず必要なものを買うくらいはあげよう、その代わり3年間はだまっていて
やる」と言ったのです。明石さんはこうしてフェライトの開発に取り組むようになりまし
た。 
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矛盾の解決 
《課題》 
 
明石さんが開発したのは、フィルターという長きょり電話に使われていた装置をつくる
のに、当時必要とされたフェライトという磁性材料でした。フィルターの性能はフェライ
トの性能によって決まりますので、できるだけいい性能のフェライトを開発する必要
がありました。 
 
フィルターを作る上でのフェライトの望ましい特性は、パーミアビリティ(磁気的特性)、
電気抵抗の二つの物理量が両方とも高い、というものです。ところがこの両立が難し
い問題で、市はんの材料を使ってつくると電気抵抗(ていこう)はまずますのものがで
きますがパーミアビリティが低い、特別仕様の純すいの材料を使うとパーミアビリティ
は少し高くなるけれど、電気抵抗が極たんに低くなってしまう、といった状きょうでし
た。いわばあちらを立てればこちらが立たずといった感じだったのです。 
 
どうすれば電気抵抗とパーミアビリティの両方が高いフェライトをつくることができる
か、その方法をつきとめることが明石さんに与えられた課題でした。当時は、その学
問的な解明もなされていなかったので、ただ先ばいから受けついだ方法によってつく
っていただけで、たまたまいいものができることもありますが、その条件が分からな
かったので、次につくってみるとうまくいかない、と言う具合に非常に不安定でした。
技術も公開されておらず、細かいことも一つ一つ自分で確かめながら手さぐりで研究
を続けていきました。そうして、ついに明石さんはその方法を発見したのです。 
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組み合わせの発見 
《成果》 
 
電気抵抗(でんきていこう)と磁気特性がともに高いフェライトを開発するという課題に
ちょう戦して、明石さんは見事に成功しました。その結果、長きょり電話に必要なフィ
ルターという装置の性能が格段に高くなり、小型化も可能となりました。この研究室
の成果は工場に移されて工業化されることになるのですが、そこでは研究所とはち
がう種類の研究が待っていました。明石さんはこれらを一つひとつ解決してフェライト
の工業生産に結びつけたのです。 
 
また、それまでフェライトの分野では学問的な方法が、それほど確立されておらず、
経験にもとづくカンで仕事をするけい向があったのですが、明石さんはひとつの学問
を開きました。たとえば、純すいな原料に各種のてん加物を加えて実験する方法に
しても、主成分のひとつと実効的に原子価(げんしか)が等しく、イオン半径が一致す
るようなてん加物を選ぶ、といったぐあいです。このような方法をとれば、手当たり次
第にてん加物を加える方法に比べると、実験の数も減らすことができ、効率的に研
究を進めることができます。 
 
このような研究の方法論を得たということはもうひとつの大きな成果でした。これを生
かして、フェライトの次の圧電性材料の研究でもすばらしい成果を次々にあげること
ができました。 
 

                                                                   55



 
好奇心(こうきしん)、逆発想 
《技術者とは》 
 
明石さんは技術者、研究者としての心得を次のように言っています。 
 
研究者、技術者にとっていちばん必要なものは好奇心である。まちがいないといわ
れている定説があったら、まずそれが本当かどうか調べてみなければならない。えら
い人が言っているからといってあたまから信用するのでなく、まず自分で実験をして
たしかめなければならない。あやしい点はないかうたがってみる必要がある。ここは
きちんとしていないなと思ったら、本当にそうかどうか試してみなければならない。若
い人がちょっとした疑問をもってやってみたくらいで、ひっくり返せるような簡単なもの
はあまりないかもしれないが、そのようにして続けていると、いつか何かをつかむこと
ができるのではないかと思う。 
 
たしかめるのはそれほどたいへんなことをしなくても、たいていの場合は簡単にでき
るものである。私の経験では、道具と材料さえあれば数日実験しただけで、この考え
方は正しいか正しくないかということをたしかめる実験の方法は考えつくと思う。私
は、定説をうたがってそれをたしかめるときでも、できるだけ人とちがった方法で試み
ることをすすめる。これを私はへそ曲がり精神と言っているけれども、研究者にはへ
そ曲がり精神がいると思う。未知の分野にちょうせんすれば、多少けがをしたりする
のは当たり前というくらいのかくごを持たなければならない。 
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幸運はぐうぜんにくる 
《開発過程》 
 
明石さんは、与えられた課題を解決するために、磁性材料であるフェライトを半導体
として見るとどうなるかを考え、まず純度を上げることだと考えました。そのために、
当時の分せき技術では不純物が検出できない程度の純すいな材料を使ってフェライ
トを作ってみました。その結果、どうにもならない悪い特性のものしかできませんでし
た。そこでフェライトをつくっていた東北金属という会社と同じ原料を使ってつくってみ
ると、抵抗はふつうのものが得られましたが、磁気特性の方が純粋な材料を使った
場合に比べて1/3と低いものでした。 
 
これを見て、純粋の材料を使った方がいいにはちがいないけれども、それだけでは
だめで、何か他の不純物がほんのわずか必要なのではないかと明石さんは考えま
した。そこで東北金属が使っているものと同じ材料に何が含まれているか見つけるこ
とにしました。材料をにて、そのにじるをとってろ過し分析した結果、酸化カルシウム
(CaO)がふくまれていることが分かりました。純粋な材料にCaOを0.1%だけ加えてみる
と非常にいい特性のフェライトが得られました。 
 
しかし、まだ不十分でした。だんだん研究費を多くもらえるようになったので、フェライ
トをつくる道具も不純物を含まない材料からできている新しいものにかえました。とた
んにまた特性が悪くなったのです。長い間いろいろと条件を変えて実験してみました
が、どうしても原因が分かりません。とうとう実験データを全部持って自宅にこもって
しまいました。グラフを部屋中においてながめていると、ひとつのけい向に気がつき
ました。それは、実験の量が増えて新しい道具だけでは間に合わず、仕方なく古い
道具を使ってつくったフェライトの特性が一番いいこと、天気が良くて風の強い日に
作ったものが二番目にいいことでした。 
 
当時の研究所は戦後の、日本が貧ぼうな頃の建物でしたので、風が吹くと研究室の
中に砂が入り込む、というようなそ末なものでした。ところで、砂は二酸化珪素(けい
そ)(SiO2)が大部分です。古い道具にもSiO2が含まれています。SiO2がきいていると
仮定するとすべてが説明できます。これだ、というので、新しい道具を使って純粋な
材料で、かつCaOを0.1%、SiO2を0.01%加えて実験するとすばらしい特性のフェライト
ができました。 
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人はいたるところでちえを出す 
《自分》 
 
明石さんは七男坊(しちなんぼう-男の兄弟の7番目)でしたので、一番上のお兄さん
やお姉さんとは親子ほどとしがちがっていました。自由放任だったことをいいことに
勉強もあまりしなかったので、中学校の入学試験に落ちてしまい、小学ろうにんを経
験しました。いま当時の級友に会うと「なんでお前が博士になったんだ」と言われるそ
うです。高等工業学校(いまの工業高等専門学校に相当)を卒業するまでたいした勉
強もしなかったのでずっと成績は悪かったそうです。 
 
しかし、家の中ではお父さんとお兄さんがともに技術者であったため、機械の改良に
ついて夕食後よく議論しているのを聞いて育ちました。また小学校のころからものを
つくることは好きで、飛行船をつくったり、マッチの頭をほぐしてせんこう花火をつくっ
たりしました。当時の理科の先生が話のわかる人で、放課後でも理科室を解放して
生徒に自由に使わせてくれたそうです。本当に危険なところだけ先生が手伝います
が、あとは生徒にまかせていました。もちろん後片づけはきちんとさせられたそうで
す。お兄さんはお兄さんで、明石さんが理科に興味をもっていることを知ると、理科
に関係にある本をつぎつぎに買ってきては明石さんに与えたそうです。このようなか
ん境が明石さんを理科好きにし、化学の道に進ませたのでしょう。 
 
高等工業を卒業してから海軍に入りましたが、そのころからまじめに勉強し出したそ
うです。小さいころからずっと体が弱かった明石さんですが、海軍できたえられるうち
に少しずつじょうぶになって行き、やがて3日ぶっ通しのてつ夜の実験にも耐えられ
るようになりました。海軍では何から何まで全部自分でしなくてはならなかったそうで
す。その代わり工作機械は全部そろっていたので、いろいろな道具や装置を全部自
分でつくりました。このときの経験と技術が会社に入ってからたいへん役立ったと明
石さんは言っています。 
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真似(まね)をするな 
《周りの人々》 
 
明石さんが研究者としてのスタートを切ったころ、皆に喜ばれるいい成果をあげたの
で、研究所長の小林政次さんのところへ報告に行きました。だまって聞いていた小林
さんは最後に「ところでこの仕事の中で君の知恵(ちえ)はどこに入っているんだ」と聞
きました。その仕事を完成するに当たっては、明石さんなりにいろいろな工夫をしま
した。しかし平社員が研究所長に向かって「これが私の知恵です」と言うほどのもの
ではないと思ったので「実はベル研の特許に書いてあるとおりにつくったらこの結果
が出ました」といいました。とたんに小林さんは「まねをするために研究所をつくった
んじゃぁなーいっ」と大声でどなり、それっきり一言も言わずに明石さんをにらみつけ
ていました。 
 
せっかくいい結果をだしたのにおこられた明石さんはたいへんなショックを受けまし
たが、やがて、「よし、これからはおれは絶対に人まねはしないぞ」と心にちかいまし
た。この決心がやがて大きなすばらしい成果をあげることになるのです。小林さんの
一かつが、その後の明石さんの研究者としての基本的な姿勢をつくりだし、これが成
功に結びついたといえます。小林さんは明石さんを怒っただけでなく、非常にかわい
がり、明石さんが仕事をしやすいようにいろいろとめんどうを見てくれました。明石さ
んは何十年たったいまも小林さんのことを思い出して感謝しています。 
 
小林さんというりっぱな上司にめぐまれた明石さんでしたが、部下にもめぐまれまし
た。飛田さんという部下はきちんと実験条件をおさえて正確な実験をする人でした。
それだけでなくその実験に使った材料はどういうもので、いくら使ったか、温度や圧
力はどうであったか、だれがおこなったか、といったことはもちろん、その日の気温、
天気、風は吹いていたか、といったようなことまでくわしく実験の状況を記録していま
した。このようなきちんととったデータであったからこそ、その実験に信らいが持て
て、その結果について安心して考えることができたのです。このことが結局は大きな
成果に結びつきました。明石さんは、このようなすばらしい人びとの助けがあったの
でいい仕事をすることができたのです。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

岡本三宜 
 



 
プロフィール 岡本三宜（おかもと みよし） 
 
1936年（昭和11年） 東京に生まれる 
1960年（昭和35年） 名古屋工業大学工業化学科卒業 
1960年（昭和35年） 東レ（東洋レーヨン）入社 
1964年（昭和39年）ころ 捲縮製繊維を開発 
1970年（昭和45年）スエード調人工皮革エクセーヌを開発 
 
岡本三宜さんの業績は、超極細繊維（ちょうごくぼそせんい）という新しい分野を開い
たことです。 
入社してまだ間もないころ、岡本さんは手づくりでつくった口金を使って捲縮性繊維
（けんしゅくせいせんい）の試作に成功します。二つの素材を使って一本の繊維をつ
くると素材のちがいによってくるくると巻いた繊維ができるのです。 
この繊維はふとん綿に使わればく発的なヒット商品となりました。 
岡本さんはこのころから極細繊維をつくるアイデアを固めていました。試作品はでき
ましたが、商品化という点から見ると問題が多く、社内での評価は良くありませんで
した。そのころ関連する人工皮革会社の再建に参加した岡本さんは、再建のために
極細繊維の工業化に取り組み、エクセーヌを商品化します。やがて海外で評価され
たエクセーヌは日本でも知られるようになり、極細繊維が新しい感性商品の分野を
切り開いたのです。 
今日では極細繊維は衣料だけでなく、さまざまな分野で、はば広く使われています。 
 

 
口金 
エクセーヌのような人工繊維をつくるときは、高分子をとかして細い穴からおしだし、
巻き取って作ります。この細い穴のあいた部品を口金といいます。口金の穴は一つ
ではなく複数（ふつう何十個もあいています）開けられています。1g（1円玉の重さ）の
極細繊維は900kmもの長さにもなるほど細く、この細い繊維をおし出すための穴の
開いた口金は精密な加工技術を使ってつくられます。 
 

                                                                   60



 
高級天然素材（こうきゅうてんねんそざい）をこえた人工繊維（じんこうせんい） 
 
お父さんのめがねふき、お姉さんのお化粧落とし、これらに使われているやわらかい
布を知っていますか？この布は、細かい汚れをすごくよく落としてくれるのです。それ
は、とっても細い糸でつくられているから。小さなでこぼこの中にも入りこんで、汚れ
をかき出してくれるんですね。 
 

 
絹やカシミヤなどの天然素材は、たいていとても細い糸からできています。だけど、
これらはとても高価なので誰もが気軽に使うことができませんでした。そういう高級
素材をなんとか人工的につくれないか、そう考えて実際につくってしまったのが岡本
三宜（おかもとみよし）さんだったのです。 
それらの布は、見た目が絹やスエード革のようになめらかなだけでなく、天然素材以
上のいろいろな機能をそなえています。たとえば、めがねふきなどの汚れおとし、水
をはじくスポーツウエア、体にうめても大丈夫な人工血管や人工筋肉などです。 
 
 
《開発物語》 
ないものはつくる、いいものは売れる 
 
日本人の生活につぎに必要になるものはなんだろう？そう考えて岡本さんが思いつ
いたのは、カーペットでした。そのころの人々の興味はアメリカの生活に向いていた
ので、「いずれ日本の家もコンクリートのマンションになる。そうすれば冷たい床にや
わらかいカーペットをしくことになるだろう。」といち早く見ぬいたのです。早速カーペ
ットに適した繊維（せんい）の開発を始めた岡本さん。その繊維とは、ずばり「すごく
細くて縮（ちぢ）れた繊維」でした。それは2種類の違った素材を一本の糸として出す
ことで、右と左でひっぱりの強さが違って縮れてしまう、というアイディアでした。とこ
ろが、その繊維をつくるためには、特殊な口金が必要だったのです。そんな口金はど
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こを探してもありません。高いお金を出せばつくってくれるところはありましたが、会
社はそのお金を出してくれませんでした。｢そんな方法で新しい繊維はぜったいにで
きない｣という上司に対して、岡本さんは自分でその口金の見本をつくることにしまし
た。アルミと鉄の板とガラスを使って、うまく口金ができました。子どものころに「ラジ
オ組み立てマニア」だったことが役に立って、どこにもない口金をつくることができた
のです。その口金から縮れた繊維が出てくるのを見て、岡本さんの上司が会社のお
金を使ってもいいと言ってくれました。その上司は、岡本さんの「三人のサポーター」
のうちのひとりでした。高価で特殊（とくしゅ）な口金を手に入れた岡本さんは、二種
類の原料をはり合わせるという方法で、新しい繊維を完成させました。しかし、その
繊維はカーペットではなく、ふとん綿に使われました。当時はまだ純和風の生活だっ
たので、そのほうがよく売れたのです。縮れた繊維を使うということは、ふとんの中に
たくさんの空気を含ませることになります。だから、この新しい繊維を使ったふとん
は、今までより3倍もふかふかなものになりました。おまけに使う綿の量が少なくてす
むので、安く売ることができたのです。軽くて安いふとんはたくさん売れて、おかげで
岡本さんは社長からお給料の何年分もの賞金をもらうことができました。だけど、そ
の賞金はみんなと一緒に遊びにいって一日で全部使ってしまったそうです。 
 
岡本さんがつくった「細くて縮れた繊維」は、ポリエステルを使ったものとして世界で
最初の複合繊維（ふくごうせんい）でした。岡本さんはそのご「複合」を「複々合（ふく
ふくごう）」へと進めました。より高度な繊維への挑戦です。それは「超極細繊維（ちょ
うごくぼそせんい）」と呼ばれるもので、髪の毛の20分の1の細さの糸です。 
 

 
なぜそのようなものをつくろうとしたかといえば、それは高級な天然素材がどれもとて
も細い繊維からできていたからなのです。岡本さんは、また新しく今度はもっと複雑
な口金をつくってもらいました。そして、二種類の違う素材でできた複雑な断面の糸
をつくり、その片方の素材を薬品でとかすという方法で超極細繊維をつくりあげまし
た。ちょうど糸の中に何本もの細い糸をつくるような感じです。そうすると、とけずに
残ったほうの素材がとても細くしあがるのです。この方法は成功して、絹のようなな
めらかでやわらかい布ができあがりました。岡本さんは、これもふとんのようにたくさ
ん売れると期待していましたが、誰も買ってくれなかったのです。実はこの繊維、口
金が複雑すぎてつくるのがむずかしく、値段が高くなってしまううえ、色がきれいに染
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まらないという弱点があったのでした。そしてなんといってもいままで外国につくった
人がいないという理由で、製品にはしてもらえませんでした。世界ではじめてできあ
がった超極細繊維でしたが、売ることができないのでした。もともとこの糸にはどんな
製品に使うのかという確かなアイディアがなかったのでした。製品のイメージがなか
ったことは、逆にどんな製品にも応用できるということでもありましたが、そのときは
まだみんなが買ってくれる製品を思いつかなかったのです。売れない繊維を開発し
て非難され苦労する毎日に、いっそ好きな電気の仕事をやったほうがよっぽどいい
かと岡本さんは思いました。そして、ひそかに日本語版ワープロ（ワードプロセッサ）
の研究をはじめました。半分じょう談、半分本気で。1968年、まだアメリカから英語版
ワープロが輸入されたばかりのころの話です。 
 
ところが、超極細繊維にも売るチャンスがやってきました。人工皮革（じんこうひかく）
のプロジェクトに岡本さんがよばれたのです。さっそく、見本としてつくってあったスエ
ード調（革の裏面のような感しょく）の人工繊維が外国で売れるかどうか調べにいっ
てみました。すると、いろいろな人が「これはいい」とほめてくれたのです。中には布
にほおずりをする人もいました。おかげで、ダメな研究だといっていた副社長からす
ぐに電話がかかってきて、「あと半年以内で工業化技術を完成させて製品にしろ！」
とようやく製品として売ることが決まったのでした。こうして、製品となった超極細繊維
は「スエード調人工皮革」として1970年3月に行われたパリのファッションショーで注
目を集めました。たくさんのデザイナーが岡本さんの繊維を洋服の材料に使ってくれ
たのです。それでも布を染める材料がたくさん必要だったり値段が高すぎるという理
由で、しばらくはぜんぜん注文が来ませんでした。しかし半年後、待ちに待った注文
第一号が来たのです！そのあとはどんどん注文が増えて、10年後には1000億円の
利益をこえるようになりました。スエード調人工皮革はたくさん売れただけでなく、世
界中に超極細繊維の大ブームをまきおこしました。 
そして超極細繊維は衣服の世界のほかにも、医りょう品や生活用品へと「さまざまな
分野へ」用途（ようと）を広げているのです。岡本さんはそのごもさまざまな開発を重
ね、今では500件近くもの特許（自分が世界で一番最初につくったという証明）を持っ
ています。そのためには、英語で海外の文けんをたくさん読むことも欠かせないそう
です。英語が大切なのは、日本語でかかれている文けんよりも、英語で書かれてい
る文けんの方がはるかに多いからです。日本だけではなく、世界の最も進んだぎじゅ
つを知っておくことが大切だからです。独創的な技術を生み出すためには、今までに
ない新しい考え方、英語の能力、特許申請書類（とっきょしんせいしょるい）を書く能
力が必要だと岡本さんは言っています。特許を、国の内外に出しておくと、それが日
本語であってもほん訳されて全世界の人が見ていますので、研究者として誰が早く
考え付いたか、確かなしるしやきろくにもなるからです。 
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すごく細くて縮（ちじ）れた繊維（せんい） 
《テーマ・1》 
 
縮れた細い糸（捲縮性繊維けんしゅくせいせんい）を作るため、岡本さんは「バイメタ
ル型構造」という糸を考えました。その作り方は、糸をつむぎ出す口金に二種類の違
った素材（液体）を流し込み、一つの口から一本の糸としてつむぎ出す方法です。二
種類の素材はそれぞれ縮み方が違うから、出来上がった糸は縮れてしまうというわ
けです。 
その糸を集めて綿状にすると、それまでのジグザグ型構造の捲縮糸よりも3倍も膨ら
んだそうです。 
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ラジオ組立マニア 
《自分》 
 
にん者の村「甲賀」に生まれ、少年時代はよく遊びました。山里なので、遊ぶ場所は
竹やぶやたんぼでした。くらの中にずらっと並んだ本物の刀を使って、チャンバラの
まねをしたらぜんぶだめにしてしまってね。家の中では、これまたくらの中にずらっと
並んだ書せきの中から漢和辞典をとりだしてクイズをやって遊んだものです。分厚い
漢和辞典を丸ごと覚えているというのが自まんでした。ほかにたくさんの本やピアノ・
バイオリン・琴（こと）などの楽器がいろいろある家でしたが、どれも全く役に立たなく
て。うさぎやたぬきや魚をとったり、楽しい時代でした。 
少年時代、二人の兄のえいきょうで「ラジオ組立マニア」となりました。ハンダゴテで
たたみをこがしては、よく親におこられたっけ。だけど、古いパーツでラジオを作った
らたくさん売れたんです。終戦直後のラジオが貴重な時代だったから。それから、
「電気代半分のラジオ」を作るなど創意くふうも大好きでした。真空管ラジオの時代だ
ったから、今のトランジスタラジオでは役にたたない技術ですけどね。 
 
そんなラジオ好きな少年はしかし、大学では化学の分野へ進みました。理由は、近く
に化学ですご～くもうかっている会社があったから。それに、未来をひらく分野だとも
考えて。そうして、その「もうかっている会社」に就職しようとしたら、先生に反対され
たのでした。これ以上もうからない会社だからですって。だけどその会社で、岡本さ
んは夢の新繊維を開発することになるのです。 
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三人のサポーター 
《周りの人々》 
 
就職してからはじめて研究ができるようになったとき、岡本さんに最大の危機がやっ
てきました。なんと、その工場で作っていた「レーヨン」をもう作らないと会社が決めた
のです。レーヨンの研究ができなくなると仕事がなくなってしまいます。そこで、何か
新しい研究を考えようと研究室の全員が一丸となってちょう戦しました。そこに現れ
たのが一人目のサポーター、直属の上司の湯木さん。この上司のもとで、全員が新
しいことにちょう戦しようというふん囲気になったのです。そして、そのふん囲気の中
で超極細繊維（ちょうごくぼそせんい）の開発が始まりました。 
二人目のサポーターは、向山さん。若い研究者の成功にかけて、お給料の約60倍も
する部品を買ってくれました。しかも、社長賞（立派な研究をした人に贈られ、給料数
年分の賞金がもらえる）に推せんしてくれたのです。ふつうはもう少しえらくならない
と推せんしてもらえないのだそうです。向山さんは旧習にこだわらない人でした。 
さて、超極細繊維が完成したものの、副社長にもっともダメなテーマだと非難されて、
岡本さんは苦労していました。そのとき、その使い道を与えるために人工皮革のプロ
ジェクトに呼んでくれた人がいました。それが、三人目のサポーターの清水さんで
す。これが超極細繊維を製品にして世に出すきっかけになったのです。 
 
そのほか、超極細繊維を作るための口金や人工皮革を作るための針をつくってくれ
た人々、できあがった繊維をけんび鏡でさつえいしてくれた人、そういう技術者に一
人でもめぐり合えなかったら、成功していなかったと岡本さんは言います。針につい
てはこんなエピソードがあるそうです。高級な感しょくの人工皮革を作るためには、数
ミクロンの細さの針が必要でした。その針をつくるため、20～30人の技術者に実体け
んび鏡をのぞいて針をやすりで削ってもらいました。まわりには岡本さんのことをきち
がいだとか気がくるったとか言う人がいましたが、その技術者たちはそれまでの常識
では考えられなかった岡本さんの注文に応じてくれたのです。そしてその針でつくっ
た布がじっさいにできあがったら、あれほど非難していた人たちがバタッとだまりまし
た。モノほどはっきり証明するものはなかったのです。たくさんの人々とその人たちの
技術に支えられて、一つの新しい製品が誕生したのですね。 
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超極細繊維 
《テーマ》 
 
捲縮性繊維をさらに高度化した複複合の技術です。 
一本の糸の中に「海」と呼ばれる材料と「島」と呼ばれる材料の2種類を流し込みま
す。特殊な口金を使いそれらを一本の糸として出すと、ちょうど下の図のような断面
になります。さらに海の部分を薬品で溶かすと、島の部分だけの超極細繊維ができ
ます。 
岡本さんはこの繊維に秘密の名前をつけました。「SAM」(Super-summational, 
Axially arranged & Mutual-polymers-configuration -type composite fiber 相互配列
体繊維そうごはいれつたいせんい) 
 

高分子相互配列体繊維の紡錘口金と繊維断面 
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さまざまな分野へ 
《成果》 
 
超極細繊維の登場はさまざまな分野へ影響をあたえました。一つは「超極細繊維」と
いう、いままであまり研究しなかった分野がブームになったこと。この新しい分野が
世界中で注目されたのは、そもそも日本の独創的な開発がもとになっていたので
す。さらに、不織布（ふしょくふ）（織る作業をしないで布状になったもの）はその当時
やすっぽいイメージがありましたが、手ざわりもなめらかな高級品をも作れることを
証明しました。いまでは本物と見分けがつかないような人工皮革製品もあるほどで
す。多くの人が高級素材の製品を楽しめるようになったのも、超極細繊維のおかげ
ですね。 
また、新しい素材ができたことでそれに対応した高度なせん色技術が生まれるなど、
繊維以外の分野にも開発の波は広がっていったのです。 
衣料以外にもそれが持つさまざまな特性（とくせい）から、本当にいろいろな分野で
応用展開（てんかい）されています。例えば、防ダニ布団は吸・撥水性（はっすいせ
い）と、ろ紙のように密（みつ）な性質がいかされ、ダニアレルゲンを防ぐふとんとして
注目されています。かん境分野では水質じょう化用のフィルターが家庭用から工業
用まではば広く利用されています。応用例の一部を下にまとめました。 
 
●衣料（ファッション性、じゅうなん性、しん美性） 
スエード調人工皮革、衣類、バッグ、くつ、ぼうし、新合繊（ごうせん）シリーズ（シルク
ライク、ピーチスキン調、バラの花弁調、パウダータッチ調） 
●スポーツ（乱流抵抗軽減性（らんりゅうていこうけいげんせい）、吸・撥水性、流体
抵抗軽減織物、競泳用水着）、スキー、スケートウェア、ジャンプスーツ 
●生活（ワイピング性、ろ過性、吸・撥水性、高強度、平滑性（へいかつせい）、特し
ゅ性） 
めがね拭き・ワイピングクロス・マウスバット・防ダニ布団・防じんマスク・高性能エア
ーフィルター 
スタンプ台・羽毛（うもう）ふとん側地・吸水ロール、フロッピーケース・高強度紙（ふう
とう）、ブラシ、筆、エアーバッグ（自動車） 
●医療（生体適合性、補強・配列特性、かん境感応、化学反応、電気応答性） 
人工血管、人工骨、血球分離材（けっきゅうぶんりざい）、人工腱（じんこうけん）、体
外循環型人工肝臓（たいがいじゅんかんがたじんこうかんぞう）、イオン交換繊維（こ
うかんせんい）、高速応答性ゲル繊維、人工筋肉、ミクロ鉄、ピンセット（カテーテル
用） 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

梶原利幸 
 



 
プロフィール 梶原利幸（かじわら としゆき） 
 
1928年（昭和3年） 佐賀県杵島郡（きしまぐん）西川登村（現在の武雄市）に生まれ
る 
1953年（昭和28年）熊本大学工学部機械工学科卒業 
1953年（昭和28年）日立製作所入社 
1970年（昭和45年）ハイ・クラウン・コントロール圧延機開発 
 
最初はガスタービンのエンジニアをめざしていた梶原利幸さんは、入社と同時に圧
延機の担当を命じられます。 
当時の圧延機はほとんどアメリカ製で、長年の熟練した人間のわざが必要な機械で
した。梶原さんは「もっと使いやすく、世界一よいものにしたい」という考えで圧延機
の開発に取組みます。 
圧延するときにロールが変形して鋼板のはば方向の厚みが変化するという欠かん
を、ロールを軸（じく）方向に移動させるという考え方で解決しました。 
梶原さんの開発したHC-MILL（ハイ・クラウン・コントロール圧延機）は熱間および冷
間圧延用として内外の金属メーカーに三百数十台の納入実績をあげました。 
梶原さんは日立を圧延機メーカーとして世界第一級の地位におし上げる立役者とな
ったのです。 
 

 
圧延機（あつえんき） 
薄板鋼板（うすいたこうはん）は、何本もならんだローラーの間を素材を通しながら、
何十トンもの力を加え、少しずつ厚さを薄くしてつくります。この装置を圧延機といい
ます。圧延機には板状のものをつくるものから、管や棒をつくるものもあります。 
圧延には、素材を高温にしておこなう熱間圧延と、室温のままでおこなう冷間圧延が
あります。 
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指一本で鋼板ができる圧延機（あつえんき）を作りたい 
 
みなさんは製鉄所でまっかに焼けた鉄が板状に引き伸ばされてロールに巻かれると
ころを見たことがありますか。 
自動車などに使われる薄くて強い鉄板は、ロールに巻かれたすこし厚い鉄板をロー
ラーの間を引き抜いて作ります。このローラーをセットしたところが圧下装置（あっか
そうち）で、圧延機の一番大事なところです。 
梶原さんが会社に入ったころの圧延機は圧下装置の反応が遅く、板厚の調整はベ
テランの作業者の経験とカンで早めにロールを交換する以外に適切な対応のしかた
がありませんでした。 
そのため梶原さんがこの仕事に取り組んで最初に望んだことは、「即座（そくざ）に反
応する圧下装置」を開発することでした。 
 
 
《開発物語》 
ロールは曲がる 
 
自動車や冷蔵庫が薄い（うすい）鋼板でできていることはだれでも知っています。で
は、どうしてあれほどかたくて強い鉄が薄い板になるのでしょうか。 
 

 
鋼鉄は熱く（あつく）焼いてたたけば薄くなって鍬（くわ）や、鎌（かま）や刀にもなりま
す。昔の人はそうやって生活の道具を作っていました。では自動車の鋼板も熱い鉄
をたたいて薄板に延ばしているのでしょうか。 
いや違います。自動車などに使う薄板鋼板（うすいたこうはん）はちょっと厚めの鋼板
の表面に油をぬってロールの間を引き抜いてつくります。そうすることによって薄い
鋼鉄の板をつくることができます。これを冷間圧延（れいかんあつえん）といっていま
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す。 
圧延は、最初ロールを2本使って金属を延ばすことから始まりました。一説にはあの
有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが4本のロールにしたといわれています。それ以来長
い間、冷間圧延機は圧延する直径が小さい作業ロールと、荷重を支える直径の太い
補強ロールを組み合わせた4本ロール式が主流でした。 
 

 
しかし圧延機の場合、ロールのわずかな曲がりによって巻き取り方向に板厚の変動
が生じたり、板幅方向に並んでできる凸凹のため、板を巻き取る時に破かいして大
きな事故を起こしたことが何度もありました。 
梶原さんはこの現象を、長い間使われてきた4段式ロールミルの本質的な欠かんと
とらえ、圧延理論を数式によってとき明かし、油圧圧下機を開発しました。さらに補強
ロールと作業ロールとの間に中間ロールを加えた6段式ロールミルとし、それによっ
て板厚ならびに平坦度（へいたんど）が完ぺきな鋼板をつくることに成功しました。 
この理想的な圧延機は「HCミル」とよばれ、現在300スタンド以上が世界中の大製鉄
所や大製鋼所で使われ、日本の機械技術のしん興と鉄鋼産業の発展にこうけんし
ています。 
梶原さんはこの業績によって紫綬褒章（しじゅほうしょう）をはじめ、多くの表しょうを
受けるほか、オーストリアのレオーベン冶金工科大学から圧延機としては当時世界
で二人目の名誉博士（めいよはかせ）号を贈られました。梶原さんはご自身の体験
から、『ものを作る立場で考えれば、世界一流ではだめで、世界一でなければならな
い。世界一のものを作るには常識にしたがうだけではだめで、常識を打ち破って新し
いものを作り出さなければならない。それが技術者の使命(技術者とは)である。』と
言い切っています。 
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独創技術の開発 
《目的》 
 
1965年（昭和40年）頃まで、わが国の鉄鋼業における板の圧延機は、可逆式冷間圧
延機（可逆しきれいかんあつえんき・1台で必要な回数だけ何回も往復して圧延す
る）を除いてほとんど全てアメリカから輸入されており、これを国産化しようとする背
景がありました。 
 
梶原さんは機械の限られた性能を現場のベテランが経験とカンでおぎなう実状に接
し、その原因の所在を数理解析によって徹底的に追及しました。 
その結果、板厚変形の主な原因が圧下制御のスピードがおそいためであることをつ
き止め、ゆいいつの装置技術であった電動式に代わる油圧式の圧下装置を開発し
ました。 
 
次に最も重要な板の平坦度（へいたんど）に関して、梶原さんはそれをゆがめる主要
な原因が作業ロールに生じる曲げ作用であることを突き止め、4段式ロールミルでは
解決し得ないとの結論から、板はば方向に動く中間ロールをはさみこんだ6段式ロー
ルミル、すなわち理想の圧延機「HCミル」を完成させました。 
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定説にひそむ誤り 
《技術環境》 
 
梶原さんが日立製作所に入社し本格的に仕事に取り組んだ昭和30年代は、大型圧
延プラントのほとんどすべてが輸入品であり、国産化によるものはほとんどありませ
んでした。輸入されたプラントも機械の性能は限られており、製品の品質はベテラン
の経験とカンでおぎなうものでした。 
 
当時の板用圧延機というのは電動圧下式4段圧延機と決まっており、圧延機の性能
で一番いいのはロールを収納しているハウジング（外わく）ががっちりしていること
で、それが最も望ましい圧延機だということで専門家の認識は一致（いっち）していま
した。 
 
従来の圧延機では、作業ロールの曲がりを折り込んで中央部分をふくらませて研ま
したロールを板はばに合わせ、そのつど取りかえる複雑な作業を行っていました。そ
の場合、当時の圧延機技術では、補強ロールが曲がるから作業ロールがたわむの
であり、補強ロールに作業ロールの数十倍の剛性（ごうせい）をあたえておけば作業
ロールは曲がらない、ということが「重ねばり理論」から信じられていました。 
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クラウンの謎（なぞ） 
《課題》 
 
当時の板用圧延機は電動圧下式（でんどうあっかしき）4段圧延機と決まっており、
ハウジング（外わく）ががっちりしてさえいれば板厚は変動しないとされていました。し
かし梶原さんは変形の大部分がロール同士の線接触（せんせっしょく・円形の頂点
同士の接触）のところで生じていることを見ぬき、圧下制御の速度を高めることがゆ
い一の解決策としてとらえ、電動圧下方式から油圧圧下方式に切りかえました。これ
をやりとげたことが世界の大革命となり、「油圧ミル時代」と呼ばれる一時代を築いた
のです。 
 
当時の圧延機は板幅方向の厚さ変動は『補強ロールに作業ロールの数十倍の剛性
（ごうせい・ねじれや曲げに対する強さ）を与えておけば、作業ロールは曲がらない』
ということが「重ねばり理論」から信じられていました。しかし梶原さんは板はばより
広い部分の接触荷重はつり合いが取れず、作業ロールに曲げ作用が生じることを
数理的に解せきしました。 
 
この現象を解決するために実ししたことは、4段ロール式の補強ロールと作業ロール
との間にスライドが可能な2本の中間ロールを加えたことでした。すなわち6段式ロー
ルミルとしたわけで、この中間ロールを板幅方向に動かすことによって有害な接触部
をカットして作業ロールの曲がりをなくし、かつ先行技術の作業ロールベンダー（作
業ロール両たん部において上下作業ロール間に油圧力を作用させて板の形状をび
調整する）の効果を倍増することができました。 
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タブーを破れ 
《技術者とは》 
 
梶原さんが日立製作所に入社して圧延機の開発研究を始めた1950年代当時、わが
国で使用された圧延機の大半は米国から輸入されたもので、オペレーターは長年の
熟練を必要とする非常に難しい機械でした。 
機械の性能を引き出すために現場のベテランが経験とカンでおぎなっている実体を
しょう細に観察した梶原さんは、圧延機に潜む諸性能を物理的な現象としてとらえ、
これを数理的に解せきして理想の圧延機「HCミル」を開発しました。 
 
梶原さんが開発した「HCミル」のはん売実績はすでにに300スタンド以上で、世界各
国の大きな製鉄所や製鋼所で使われています。このことは「HCミル」の基本的な性
能がすぐれているためだけでなく、梶原さんの技術者としての信念によるところが大
きいと考えられます。 
 
梶原さんは『ものを作る立場で考えれば、お客様が最も喜ぶ機械を提供したい。そ
れには世界一流ではだめで、世界一でなければならない。世界一のものを作るには
絶対に常識の中にいてはいけない。常識の中にないものを創造するにはタブーを破
らなければならない。それが技術者の使命である。』と言い切っています。 
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物理現象を数学で表わす 
《周りの人々》 
 
梶原さんが日立製作所に入社した理由は、この会社に自由闊達（じゆうかったつ）な
議論をゆるす気風があったからであり、目的は大学で興味を持った熱機関をさらに
研究して、ガスタービンの仕事に一生かかわるためでした。 
梶原さんが会社に入って与えられたテーマは「圧延機の開発」であり、当初のもくろ
みとはひどくかけ離れたものでありました。しかし調査・研究のためにおもむいた圧
延工場の現場でオペレーターたちに接し、圧延機に対する不満も言わず必死に働く
彼らの苦労と気はくに打たれ、その時の感動としょうげきが世界一の圧延機「HCミ
ル」開発のきっかけとなりました。 
 
梶原さんは圧延機の特性を数理解析によって解き明かしましたが、これは専門学校
時代に数学の進歩過程と物理現象の進歩過程とを並列して教えてくれた数学教師、
広田文四郎の教えに負うところが大きかった述べています。 
 
後にオーストリアのレオーベン冶金工科大学から「圧延理論を数理的に解析して製
品化（HCミル）した業績」に対して、圧延機としては当時世界で二人目の名誉博士号
をおくられています。 
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問題の本質を見ぬく 
《開発過程》 
 
今から40年も前の圧延機は人間の経験と勘（かん）へたよる部分が多く、使う人によ
って性能が発揮されたりされなかったりする非常に難しい機械でした。 
 
梶原さんは圧延機に対する不満も言わず、鋼板の品質をい持向上させるため、必死
になって努力をしているオペレーターたちの苦労と気はくに打たれました。この感動
としょうげきが高品質の鋼板を簡単に製造できる圧延機の開発を始めるきっかけを
あたえてくれました。 
 
現場オペレーターの作業を観察してわかったたことは、機械の性能欠かんをベテラ
ンが経験と勘で補っていることであり、アクションがとるべき処置とは正反対に見えた
ことでした。梶原さんは原因が圧下装置の反応の悪さにあることをつき止め、そく座
に反応する油圧式圧下装置を開発しました。 
 
また従来の圧延機では、作業ロールの曲がりを折りこんで中央部分をふくらませて
研磨（けんま）したロールを、板はばに合わせてそのつど取り替える複雑な作業が行
われていました。理由は板はばより広いロール間接しょく部が作業ロールのたわみ
の原因であり、これを除去するため経験的にロール交かんしていたのです。 
 
梶原さんはこの複雑な作業を取り除き、より品質性能の高い鋼板をつくるため、4段
式ロールミルの補強ロールと作業ロールとの間に中間ロールを加えた6段式ロール
ミル、すなわち「HCミル」を開発しました。 
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世界一の性能の実現 
《成果》 
 
梶原さんは圧延機の圧下装置に世界で初めて油圧式をとり入れました。当時の常
識ではハウジング（外わく）をがっちりしておけば、出てくる板の厚みは一定になると
信じ込まれていました。圧延機の中に柔軟（じゅうなん）なイメージの油圧装置を置く
とは何事かという考えがありましたが、これを打ち破ることによって成功を収めること
ができました。 
 
その油圧圧下装置を圧延機にとり入れ、4段式ロールミルに2本の中間ロールを加え
て6段式ロールミルとし、作業ロールの曲がりを完全に取り除いた理想の圧延機、す
なわち「HCミル」を開発しました。 
梶原さんが開発したHCミルは圧延機性能において世界で最も高く評価され、販売実
績はすでに300スタンドをこえ、世界各国の大きな製鉄所、製鋼所で使われていま
す。 
 
「HCミル」を開発した梶原さんの業績に対して、紫綬褒章（しじゅほうしょう）をはじ
め、多くの国内表しょうが行われましたが、オーストリアのレオーベン冶金工科大学
は1990年（平成2年）「圧延理論を数理的に解析して製品化（HCミル）した業績」をた
たえ、圧延機としては当時世界で二人目の名誉博士号をおくりました。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

只野文哉 
 



 
プロフィール 只野文哉（ただの ぶんや） 
 
1907年（明治40年） 宮城県岩沼町（現在の岩沼市）に生まれる 
1926年（大正15年） 工手学校・電工科（夜学、現工学院大学専門学校）卒業 
1926年（大正15年） 電気試験所（現電子技術総合研究所）入所 
1940年（昭和15年） 日立製作所入社 
1941年（昭和16年） 国産第一号の電子顕微鏡を開発 
1955年（昭和30年） 電子顕微鏡の輸出第一号を送り出す 
 
只野文哉さんは、戦前、戦後を通じて電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の研究開発
の第一人者で、日本の電子顕微鏡の育ての親といえます。 
只野さんは明治の生まれです。当時の日本は、初等教育はいきわたっていました
が、多くの家庭は貧しく、こどもは14才から16才で自立しなければなりませんでした。
只野さんも14才で上京。発明家の家で丁稚奉公（でっちぼうこう）しながら夜学に通
い(技術者とは)、機械製図や電気の勉強をしました。 
電気試験所では、自分で設計した陰極線（いんきょくせん）オシログラフを使って落
雷の研究を始めました。これが電子顕微鏡開発のきっかけとなったのです。 
現在では、世界の電子顕微鏡の70%が日本製といわれています。 
 

 
電子顕微鏡 
光学顕微鏡はレンズを使って光線を屈折（くっせつ）させ、物体を拡大してみる器械
です。電子顕微鏡は、レンズの代わりに電極やコイルを使い、光線のかわりに電子
を使って物体を拡大してみる装置です。光学顕微鏡は500分の1ｍｍくらいまでしか
分解能（ぶんかいのう・物体を区別することができる能力）がありませんが、電子顕
微鏡は光より波長が短い電子を使うために、10万分の1mmをこえる分解能が可能で
す。電子顕微鏡によって細ぼうや細きんの内部構造もわかるようになりました。現在
では原子一個までも見わけることができるようになっています。 
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原子や分子ってどんな形をしているのかな 
 
皆さんは光学顕微鏡（こうがくけんびきょう）で植物や動物の内部組織を見たことが
あると思います。しかし光学顕微鏡では組織を作っている分子や原子を見ることは
できません。 
光の波長の10万分の１の電子線を使えば光学顕微鏡をはるかにしのぐ超高倍率の
顕微鏡ができるという仮説がドイツで考えられました。 
只野さんが落雷の研究のために製作した陰極線（いんきょくせん）オシログラフの原
理がこの仮説にぴったり当てはまっていたわけで、只野さんは国家的な専門委員会
の委員として設計試作に参加し、わが国で最初の電子顕微鏡を製作しました。 
日本は太平洋戦争に負け、工業力を破壊しつくされましたが、戦後10年も立たない
間にアメリカとソ連（現在のロシア）に電子顕微鏡は輸出され、世界一の生産国にな
りました。 
 
 
《開発物語》 
画像のボケは床の振動（しんどう） 
 
只野さんは、1907年（明治40年）に宮城県で生まれ、14歳（さい）の時に上京し、大野
さんという個人発明家のところで働きながら、夜学で機械の設計製図と電気の勉強
をしました。その後、国の電気試験所に採用されて、笠井さんという先輩（せんぱい）
のもとで雷（かみなり）が落ちた時に停電にならないようにする研究を手伝いました。 
 

 
雷が落ちると大きな電気の流れが発生し、停電を起こすことがあります。停電になら
ないようにするには、まず雷が落ちたときの電気の流れがどうなっているかを調べな
ければいけません。特に、電気の流れはじめが大事です。その時間は1秒の百万分
の一というとても短い時間で、それを調べるには陰極線（いんきょくせん）オシログラ
フという、それまでにない新しい装置を作らなければいけませんでした。 
只野さんは、先輩の笠井さんたちといっしょに二年間で新しい装置を作り上げまし
た。 
次に、雷が落ちたときの電気の流れを調べるために、今の東京電力の変電所に装
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置を持ち込み、仲間三人といっしょに毎日変電所に通いました。ある日の夕方雷が
発生したというしらせがあり、準備をして待っていると、装置の画面に一しゅん青色
の電気の流れをとらえることができたそうです。 
只野さんは、その時、実験は面白いと思い、その後実験に打ち込むきっかけになっ
たと話されています。 
そのころ、ドイツの大学で陰極線オシログラフの考え方を利用すれば、普通の顕微
鏡では見ることができないものまで見える、電子顕微鏡ができるということを考えた
人たちがいました。かれらは電子顕微鏡の研究を進め、1938年（昭和13年）には大
腸菌（だいちょうきん）の電子顕微鏡写真を撮影（さつえい）して発表し、世界の注目
を集めました。 
日本では、只野さんの先輩の笠井さんが注目し、東大の瀬藤教授を中心とする研究
委員会が作られました。研究は日立製作所に移った笠井さんと只野さんのグループ
のほかに3グループが行い、1940年（昭和15年）から1942年（昭和17年）にかけて手
づくりの電子顕微鏡（でんしけんびきょう）をつくり上げました。 
とは言っても、すべてがうまく進んだわけではなく、最初は電子顕微鏡写真のピント
が合わずにボケた写真しか撮（と）れませんでした。 
ある時きれいな写真が撮れて、喜んで実験室を飛び出したら、真夜中だったことに
気がつきました。昼間は工場の機械が動いていて、かすかなゆれがあったため、き
れいな写真が撮れなかったのです。 
 

 
その後、日本の電子顕微鏡メーカーが増え、開発競争が激しくなる一方で利用者と
の共同研究が進み、1955年（昭和30年）には外国に輸出できるまでになりました。 
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電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の開発 
《テーマ》 
 
電子顕微鏡の原理は、ドイツのベルリン工科大学でノル（M.Knoll）博士とルスカ
（E.Ruska）さん（後にノーベル賞受賞）により考えられました。二人は、只野さんが雷
（かみなり）の研究のために作った陰極線（いんきょくせん）オシログラフの原理を使
えば、光学顕微鏡をはるかにしのぐ超高倍率の電子顕微鏡ができるはずだという仮
説を立て、1934年（昭和９年）に電子顕微鏡のプロトタイプ（試作機）を作り、12,000倍
の金ぱくの電子顕微鏡写真をとり学会誌に発表しました。 
 
後に電子顕微鏡の開発に取り組むことになったとき、只野さんは、雷の観測に熱中
し、このような利用に目がむかなかったことを、しまったという思いで大変くやしがっ
たそうです。 
 
ルスカさんはその後、シーメンスという会社で電子顕微鏡の製品化に取組み、最初
の成果がシーメンスの技術誌シーメンス・ウイーク（Siemens Week）、1938年１月号
に発表されました。電子顕微鏡では電子ビームを使うため、見ようとするものが焼け
てしまうと考えられていたので注目を集めると同時に、電子顕微鏡が自然科学の進
展に欠くことのできないものだというにん識が高まりました。 
 
日本では、只野さんの先ぱいである笠井完さんがこの論文の重要性に着目し、東京
大学工学部の瀬藤象二先生を動かし、電子顕微鏡小委員会を作り、1939年（昭和
14年）５月６日に最初の会合をひらきました。この委員会は、戦時中も陸海軍からの
圧力にたえ、また東京空しゅうの間も休みなく続けられ、日本の電子顕微鏡産業の
基そを作り上げたと言えます。 
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機械と電気の両棲動物（りょうせいどうぶつ） 
《自分》 
 
只野さんは1907年（明治40年）の生まれです。当時、日本では初等教育は行きわた
っていましたが、多くの家庭は貧しく、次男、三男以下は14才から16才で自立しなけ
ればならなかったそうです。只野さんも14才の時に上京し、大野さんという発明家に
弟子入りして夜学に通わせてもらい、実業学校で機械製図を学び、工手学校で電気
を勉強しました。 
 
卒業後電気試験所に入所し、そこで笠井完さんという技師の下で、自分で設計した
陰極線（いんきょくせん）オシログラフを使って、雷（かみなり）が送電線に落ちたとき
の停電防止の研究をはじめました。それが、後に日立製作所で電子顕微鏡（でんし
けんびきょう）の開発を始めるきかっけになっています。その後は、自分で電子顕微
鏡の設計図をかきながら、超スピードで実用化を進めていきました。 
 
只野さんは、戦前、戦後を通じて電子顕微鏡の研究開発の第一人者だった方であ
り、日本における電子顕微鏡の育ての親と言える方です。 
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研究環境（けんきゅうかんきょう）を守ってくれる人の存在 
《周りの人々》 
 
只野さんが電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の開発に成功するまでには、多くの人
たちとの出会いがありました。 
 
まず最初に出会ったのが、14歳のときに上京して弟子入りした大野さんです。 
大野さんは個人発明家で特許を売って生計を立てていた人で、「若いうちに基礎知
識をしっかりやっておかないと、先にいってこまるぞ」とはげまされて、夜学で機械と
電気の両方を学ぶことができたそうです。 
 
電気を学んだ工手学校を卒業し、電気試験所に採用されたときの上司が笠井完さん
で、只野さんに人のやらない事をやる面白さを教えてくれた上司であり、恩師そのも
のでした。 
大野さんが只野さんの出発点なら、笠井さんはその後の只野さんの技術者としての
生き方を決定づけた人と言えます。 
 
電子顕微鏡の開発については、国、大学、企業が参加した委員会をまとめられてい
た東大工学部の瀬藤先生、笠井さんがなくなられた後電子顕微鏡の開発を続けさ
せてくれた研究担当の馬場専務など多くの人たちのバックアップがあって成功につ
なげることができたのです。 
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都合の悪いところは自分で作る 
《開発過程》 
 
笠井さんが日立製作所に移った後、笠井さんにさそわれて只野さんも日立製作所に
移りました。1940年（昭和15年）10月のことです。ここでも只野さんの機械と電気の両
方の知識（ご本人は両棲動物（りょうせいどうぶつ）と表現している）が生かされるこ
とになります。電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の設計図を自分で3ケ月位で作り、
試作してみて具合の悪いところや、新しい構想がわいたときは、自分で設計図を変
えてしまいました。 
 
部品の加工についても、日立製作所戸塚工場の工具課に、東大の工学部を出た優
しゅうな精密工作の専門家がいて、一しょに電子顕微鏡をやろうとあく手できたこと
が大きかったと言われています。 
 
研究開発は急速に進み、1941年（昭和16年）には国産第一号の電子顕微鏡を2台作
り、1台は日立製作所中央研究所、もう１台は名古屋大学工学部の研究室に納入す
ることができました。 
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初めての成功体験の感激 
《技術者とは》 
 
只野さんは14才の時上京し、大野恰さんという個人発明家に弟子入りしています。 
大野さんはお酒が好きで、夜お酒を飲みながらどうしての発明を思いついたかの話
をしてくれました。ただ大野さんも上の学校を出ていなかったので、基そ的なことは
わからなかったそうで、「若いうちに基そ知識をしっかりやっておかないと、先にいっ
てこまるぞ」と励まされました。 
 
実業学校の夜学に２年間通い、16才で卒業し、19才までの２年半は工手学校（現工
学院大学）電工科の夜学に通いました。機械と電気の両方を学んだことは、後に開
発の仕事を行う時に、スピードをあげるのに大変役だったそうです。 
 
工手学校を卒業後、電気研究所に採用され、上司であった笠井さんからは、「先人
未踏（せんじんみとう）の研究をしようと思ったら、それに適した実験装置を自分で作
れ」ということを教えられました。 
 
日立製作所中央研究所の管理者時代には、修士を卒業してきた研究者に「自分で
やったぞ」という、心臓がどきどきするような感激「初期成功体験」を、3年以内に味あ
わせることを心がけられました。一度「初期成功体験」を味わうと、その研究者はそ
の後ぐーんと伸びるということです。 
 

                                                                   86



 
電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の製品化が始まっていた 
《技術環境》 
 
電子顕微鏡開発が始まった頃は、日本では電子顕微鏡小委員会が技術の開発の
中心でしたが、海外ではシーメンスやフィリップスといった強力なライバルが電子顕
微鏡の開発を行っていました。 
 
只野さんは、日立製作所の輸出第1号のすえ付けと指導のためアメリカに出かけま
したが、その前にヨーロッパに立ち寄り、シーメンスやフィリップスの電子顕微鏡研究
室を訪問し、ボリス（Borries）やルスカ（Ruska）など電子顕微鏡の創始者と会い、意
見交かんをする機会を持ちました。只野さんが電子顕微鏡の生データをたくさん持っ
ていって訪問先で見せたので、「自分の研究室でアドヴァイスしてくれ」ということにな
り、競争メーカーや大学の研究室もすべて空けっ放しで見せてくれました｡ 
 
ギブ・アンド・テイクとはこのことかと、只野さんは感じたと言います。日本の技術者
が先進国ヨーロッパの研究者たちに「ギブ」できる情報をたずさえて訪問したので
す。まさにこの時点で日本の電子顕微鏡は世界一に登りつめたと言っていいのでは
ないでしょうか。 
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電子顕微鏡（でんしけんびきょう）の実用化 
《成果》 
 
戦後、アメリカで電子顕微鏡の研究が進み、それにし激されて国内の大学や研究所
で電子顕微鏡がほしいと言いはじめ、1948年（昭和23年）ころから文部省が電子顕
微鏡の購入予算を組んでくれたので注文が増えはじめました。 
 
このころ、初めから電子顕微鏡を開発していた島津製作所、東芝、日立製作所に、
日本電子と明石製作所が加わり、少ない注文をめぐり血の出るような受注競争が展
開されました。 
 
このようなメーカー間のもうれつな競争と、メーカーとユーザーが協力して開発をおこ
なった結果、日本の電子顕微鏡は性能を上げていき、1955年（昭和30年）には、日
本電子がソ連（当時）に、日立製作所がアメリカに電子顕微鏡の輸出第一号を送り
出すことができました。 
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千分の1ミリの微細振動（びさいしんどう） 
《課題》 
 
開発を始めたころに大変だったのは、どうしても顕微鏡（けんびきょう）写真がボケて
しまうことだったそうです。１万倍位の拡大写真をとっていたけれど、どうしてもボケて
しまう。 
 
いろいろな要因を考え、かたっぱしから試していくがうまくいかずに、連日失敗をくり
返していたある日、時がたつのも忘れていろいろとやっていると、現像した写真の中
にはっきりと写っているものがありました。うれしさにろう下に飛び出してばんざいを
したのですが、なんとそのときは真夜中で工場内に誰もいなくて、シーンと静まりか
えっていました。ボケの原因は機械等によるごくわずかな「ゆれ」だったのです。もち
ろん、只野さんは「ゆれ」も１つの原因として考えてはいましたが、千分の１ミリという
人間には感じられない「ゆれ」が原因だとは思ってもいなかったのです。電子顕微鏡
を発明したルスカさんも、夜中の方が良い写真がとれるというようなことを言っていた
時期があるようです。 
 
ともかく、ボケの原因が分かってしまえば８割方解決で、これ以降電子顕微鏡は一
気に実用化が進みました。 
 
物事がうまくいかないときに、本当の原因は何かをつかまえることが、とても大事だ
ということではないでしょうか。 
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世界の70%を生産 
《展開と課題》 
 
ものづくりとは魅力（みりょく）ある価値をつけることであると只野さんは言われます。 
 
日本人は、新しい製品や事業の種を生み出すことでは外国に比べて下手でも、苗木
ぐらいのものを大木に育てるのは上手で、これは世界一です。そこで魅力ある新しい
価値をつける仕事をもっとやってゆけば、やれるのではないか。今は経済も技術も
成長が一段落し、「追いつけ追いこせ」という目標がなくなってしまった。それに変わ
って自分で「坂の上の雲」をかき、それをめがけて進むことが大切です。 
 
誰も経験したことのない、全く新しい時代が来る。それをむしろ大きなチャンスと考え
るべきです。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

林雅一 
 



 
プロフィール 林雅一（はやし まさかず） 
 
1927年（昭和2年） 東京日本橋に生まれる 
1953年（昭和28年） 東京大学工学部応用数学科卒業 
1953年（昭和28年） 三菱重工業入社、車両用中小型ターボチャージャー、小型ガス
タービンの開発、設計に従事 
1956年（昭和31年） トラック用小型ターボを開発 
1959年（昭和34年） ミニターボの開発に世界で初めて着手 
1979年（昭和54年） 乗用車用ミニターボの国産化に成功 
 
ターボチャージャーの歴史は古く、1920年代には船のエンジン用として実用化されて
います。 
その後、航空機（こうくうき）用のもの鉄道車両用のものが開発され、つづいてトラッ
クや建設機械と小型化が進んできました。林雅一さんが入社して2年目、トラック、バ
ス用の小型ターボの開発が始まりました。一分間に6万回転もするために、コンプレ
ッサの材料やベアリングの開発、熱の処理の問題など、林さんたちのプロジェクトは
さまざまな問題を解決しなければなりませんでした。 
1970年代の後半になって、オイルショックから省エネが課題となり、世界中でミニター
ボの開発が始まりました。多くの課題を解決し、林さんたちが1979年に開発したミニ
ターボは、生まれ変わったターボの名にふさわしい画期的（かっきてき）なものでし
た。 
 

 
ターボチャージャー 
ターボチャージャー（ターボ）は、エンジンの排（はい）ガスが持っているエネルギーを
利用してタービンをまわし、タービンにつながっているコンプレッサーをまわしてエン
ジンに強制的に空気を送りこみます。酸素の量が多くなるためにエンジンの出力も
大きくなり、燃費もよくなります。またよく燃えるので排ガスの性質がよくなり、ばい煙
がでるのをふせぐ効果もあります。タービンは毎分10万回転もすることと、排ガスの
1000度近い高温にたえるために、高度な材料技術や製造技術が必要となります。 
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自動車の性能を上げたい 
 
よく自動車のエンジンに、ターボ付きという言い方をします。 
ターボとは、排気（はいき）ガスの圧力を利用して、エンジンに空気を押しこんでやる
ことで出力をあげるしくみです。 
燃費も良くなり、排気ガスの成分も良くなるという特ちょうがありますが、船舶（ふね）
や林さんがそれまでに開発にかかわったトラック・バス用とくらべて、ふつうの自動車
用の小型のものは高回転にたえる材料の問題や加工の問題があり、コストの面から
もなかなか実現できませんでした。 
1979年に、自動車用の超小型（ちょうこがた）ターボチャージャーを日本で初めて開
発したのが三菱重工業、開発を担当したのは林雅一（はやしまさかず）さんでした。 
林さんが、どのようにして小型ターボチャージャーを開発したのか、その開発物語を
見てみましょう。 
 
 
《開発物語》 
毎分10万回転 
 
1959年、三菱重工業は1500ccのディーゼルエンジンを開発、そのターボバージョン
を手がけようと翌年から開発に着手しました。 
林さんによれば、ミニターボの開発ということでは、世界で最初だろうということでし
た。それは同じターボチャージャーという名でも技術的にはかなりの飛やくを必要と
するものでした。ローター（はねぐるま）を小さくすれば性能が悪くなる。それを回転数
でおぎなう。 
つまり小型、高速化の問題でした。 
しかし、コンピューターによる解せき技術や鋳物（いもの）の技術の進化によって、排
気ガスを受けて回るタービンと新せんな空気を送るコンプレッサーを一体とした回転
体で、手のひらに乗るようなものが開発されました。 
 
これは1分間に10万回転以上で回転して、ものすごく慣性（※）（かんせい）が出るの
で回転上昇に時間がかかります。 
これがターボラグ（※）（エンジンの性能よくなるのにおくれがでてくる）になるのです。
とにかく回転体の直径を小さくして慣性を小さくする。それはターボラグに3.5乗（じょ
う）ぐらい効きます。 
林さんによれば人間は0.1秒のターボラグさえ気にするそうです。 
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※ターボラグとは 
ターボ車で、アクセルの操作に少しおくれてパワーが出ること。この遅れが大きいと
運転しにくい車となる。最近は改良が進んでいる。 
 
※慣性とは 
運動しているもの、静止しているものが、その状態を続けようとする性質のこと。慣
性が大きいと運動を動かしたり、運動を変えるために大きな力が必要となる。 
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ターボチャージャーは、一世紀近い歴史を持つ製品ですが、林さんたちは、いく多の
困難を乗りこえながら、小型化と効率向上という背反性（はいはんせい）をこく服し、
構造の単純化、部品点数の削減、加工組立の自動化によって低コスト、高品質を実
現し、国産初の自動車用高性能超小型（ちょうこがた）ターボチャージャーを開発しま
した。 
自動車の性能が向上したことは言うまでもありませんが、燃費の向上、排ガスの性
状向上など、かん境改善の手段としても期待されています。 
また、林さんたちが開発した自動車用超小型ターボチャージャーは日米欧（おう）が
開発競争を演じ、クルマ好きの一部の人たちが、一日も早い登場を待ち望んだとい
う製品でした。 
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多くの課題の克服（こくふく） 
《目的》 
 
トラック用の小型ターボはすでにできていて盛んに使われていたのですが、1975年
前後のころにはオイルショックや環境汚染（かんきょうおせん）が引き金になり世界的
に省エネ、省資源、環境保全が問題になり、ターボが注目を浴びはじめ、改めて日
米欧（にちべいおう）でミニターボ（超小型）の開発が始まりました。 
1973年、BMWがセミミニぐらいのターボ車を出したのですが、かなり改善されてはい
ましたが、やはり大きいターボの欠点が出ていました。 
1979年、三菱自工から出たシグマに搭載されたターボは、慎重に開発され、満をじし
て発表されたもので、ターボの欠点らしいものがほとんど影をひそめていました。 
林さんは、「生まれ変わったターボ車、という点では世界で最初のような気が私はし
ています」また、「いちばん乗用車用ターボらしいものが国産でできたというのが、エ
ポックではないかと思います」と語られました。 
その言葉はひかえめながら、多くの難題を社内外を問わず協力し合い、乗りこえた
自信と満足感が感じられました。 
現在でも、排気量に対する馬力の向上、排気ガスの性状の向上など林さんたちが目
指していたことと同じ目的で開発は続けられています。 
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寝（ね）ても覚（さ）めても考えろ 
《自分》 
 
林さんは1927年（昭和2年）、日本橋に生まれ育った正真正めいの江戸っ子です。好
き心おう盛かつ新し物好きで、幼少の頃はラジオ、時計、カメラ、映写機などいろん
な物を分解してはこわし、ご両親を困らせていたそうです。弱電機械が特に好きで、
まだ試験放送しかなかった1949年（昭和24年）頃テレビを作り、近所の人を驚かせた
りもしました。アンテナは竹ざおの先に針金でこしらえたそうです。困難な事にかかん
にチャレンジし、周囲の情報を適確に吸収する林さんの技術者としての資質は、子
供の頃から形成されていったようです。 
 
戦争で家庭の経済も崩壊（ほうかい）し、手に職をつけようと東京大学の工学部へ入
学しましたが、電気系ではなく機械系でした。父親が好きなものを商売にすると面白
くなくなり、しゅ味が一つ減ると言ったからです。結局、アルバイトがいそがしく大学へ
はあまり行けなく、つぶれない会社がいいと思って三菱重工業に入社しました。 
 
林さんは入社後車両用中小型ターボチャージャーの開発、設計に従事されました
が、けっしてカリスマ的な開発者ではなく、日本の独特なチームワークを重んじたプ
ロジェクト型の開発者でした。 
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小型化と相反する高性能化 
《テーマ》 
 
ターボチャージャーの歴史は古く、1920年代には舶用に用いられ、実用化されてい
ます。原理としては、エンジンの排ガスの持つ残存エネルギーでタービンを回し、同
軸（どうじく）で反対側のコンプレッサーを回し、エンジンへ空気を過給（かきゅう）する
というものです。酸素の供給量が増えるので馬力もトルクも大きくなり、捨てているエ
ネルギーを使うので燃費も良くなります。また、よく燃えるため、排ガスの性状が良く
なりばい煙（ばいえん）がでるのを防ぐ役割も果たします。 
日本では1939年（昭和14年）、横浜船渠（せんきょ・現三菱重工業）から初の国産タ
ーボが生まれたのですが技術導入による600馬力級でした。航空機用としては、ガソ
リンエンジンの高い排気温度の下で、ターボの周速（しゅうそく）を高め、小型化する
には当時のタービン材のたい熱性が低く、なかなか実用化されませんでした。 
しかしたい熱合金の改良が進み、1936年には米空軍はターボを制式化（せいしき
か）しました。これ以後ターボは前大戦末まで欧米の軍用機に多用されたのです。 
日本でも開発していたのですが、たい熱性や飛行機の形状による配置上の問題か
ら試作戦闘機に用いられたのみでした。車両用としては鉄道車両に始まりましたが、
自動車用のように比較的小容量のものは、効率が悪かったのです。これはラジアル
タービンを用いることなどで解決され、欧米（おうべい）では1950年代からトラック、建
設機械用ターボの量産がはじまりました。 
日本でもそのころ、中小型ターボの開発がはじまり、林さんが三菱重工業に入社さ
れたのもちょうどその頃でした。石川島、三菱重工などでラジアル型の開発が進めら
れた結果、1950年代末にトラック用などの第一次量産期を迎えました。このころに
は、日本のターボチャージャーの技術レベルはヨーロッパやアメリカに追いつきまし
た。しかしながら個人が待ち望んだ自家用普通自動車用エンジンの高性能化、ある
いはオートバイ用ターボ、すなわちミニターボの実現には、約20年のさい月を要した
のです。 
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開発のスピード 
《開発過程》 
 
初期のターボをやっていた1950年代と違い、1970年代になってからは、周辺技術の
進歩でコンピューターによる解析（かいせき）技術が発達してきて、2次元を積み重ね
3次元にする準3次元有限要素法（じゅん3じげんゆうげんようそほう）の流路（りゅう
ろ）解析や、同じく有限要素法の応力解析技術を使うことができました。コンピュータ
ー上でさまざまな試算を行うことで性能予測ができ、あまり多くの試作、実験を行わ
なくてもすみました。 
数多くの試算ができるので、結果としてエンジンの幅広い出力にマッチングし、広い
範囲で効率の良いものが考えられました。 
材料や鋳物（いもの）の問題については、結局は日本のすぐれた鋳物屋が解決して
くれ、ぶ留まりもほぼ100％になりました。 
林さんによれば「神様みたいな技術」だそうです。また、ディーゼルより200度も高い
950度から1000度近いガソリンエンジンの排気（はいき）温度の問題については、部
品群の接しょく面積を小さくし、たくみにヒートダムを形成してのがれました。 
コストについては、当時の常識の5分の1から6分の1という非常に厳しい要求があり
ました。しかしこれも部品を少なくし、簡単な構造にすることや自動加工、自動組み
立てなど生産技術の工夫で最後には達成することができました。 
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低価格化、部品点数の削減（さくげん） 
《課題》 
 
この開発はまずローター（翼車）を小さくすることでした。全体を小さく軽くするにはロ
ーターを小さくする以外にはないからです。しかし流体機械においては、ローターを
小さくすると性能が悪くなります。小さくして、しかも性能を上げるというむじゅんをこく
服しなければならないのです。また富士山のような形の部分に羽根がついているの
で、鋳物（いもの）の肉厚（にくあつ）のアンバランスが大きく、小さな羽根先のかなり
薄いところまで溶解（ようかい）した材料が回ってくる前に固まってしまい、欠損（けっ
そん）が起きてしまうのです。材料も応力的に都合の良いものは鋳造（ちゅうぞう）す
るのが難しい材料だったので、ぶ留まりも大変悪かったのです。 
またエンジンはピストンが作動して空気をくみ上げる容積型の機械であり、同じ容積
型のスーパーチャージャーに比べると、ターボは速度で吸い込んで圧力に変かんす
る速度型の機械なので、エンジンとの相しょうが悪いのです。これを解決するには効
率よく作動するはん囲を広げるしかありません。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

日高秀昌 
 



 
プロフィール 日高秀昌（ひだか ひでまさ） 
 
1932年（昭和7年） 東京都に生まれる 
1956年（昭和31年） 東京大学農学部農芸化学科卒業 
1959年（昭和34年） 松谷化学工業入社 
1960年（昭和35年） サイクロデキストリンの工業的生産技術の開発 
1969年（昭和44年） 明治製菓入社 
1969年（昭和44年） 放線菌アミラーゼの研究とその利用開発 
1977年（昭和52年） マルトース製造法の研究と工業化開発 
 
日高秀昌さんは、フラクトオリゴ糖という生理的機能性食品のもととなる新しい市場
をつくりだしました。1970年ころ、砂糖が虫歯や肥満、糖にょう病の原因になるという
報告がなされ、製菓（せいか）会社にとって、虫歯にならない糖の研究が必要となり
ました。 
日高さんはそれまで存在は知られていても、その働きについては研究されていなか
ったフラクトオリゴ糖をてっ底的に研究し、それが体内で分解されにくいこと、大腸の
なかでビフィズス菌（きん）がそれを利用して増しょくすることなどを明らかにしまし
た。 
またそれまでは分解する働きしか知られていなかった加水分解こう素を合成に使う
ことで、フラクトオリゴ糖をかんたんに工業的につくる方法を開発したのです。 
 

 
生理的機能性食品 
栄養以外に、体にさまざまな働きをする食品をいいます。食物繊維（しょくもつせん
い）などもそれに入ります。食物繊維は近年せっ取量が減ったことで、成人病の増加
などとも関係があると考えられ、注目されています。 
 
ビフィズス菌 
動物の腸内にいて、大腸菌（きん）の増加を押える働きをします。母乳で育てるとす
ぐに赤ちゃんの腸内に住みつくことから赤ちゃんの健康をあらわす指標ともいわれて
います。 
現在は、ヨーグルトを始め、さまざまな食品にも使われています。 
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オリゴ糖って聞いたことありますか？ 
 
オリゴ糖って聞いたことありますか？砂糖のように甘いけれど、砂糖とはちょっとちが
った性質を持った甘味料（かんみりょう）なのです。日高秀昌（ひだかひでまさ）さん
は、お菓子の会社につとめていたときにオリゴ糖を工場でつくる方法を考え出しまし
た。オリゴ糖はタマネギやゴボウなどの野菜にもともと含まれているものですが、そ
れまで人工的につくることはできませんでした。日高さんは「砂糖は虫歯の原因にな
る」という学者の発表に対して、虫歯にならない砂糖をつくろうと開発をはじめまし
た。ところが、このオリゴ糖は虫歯にならないばかりではなく、腸の中の悪い菌が増
えるのをおさえておなかを健康にすることなどいろいろな働きがあることがわかった
のです。 
 
 
《開発物語》 
虫歯にならなくておなかにもいい魔法の砂糖 
 
１９７０年頃は「ほう食の時代」と呼ばれ、今と同じようにおいしいものをたくさん食べ
る時代でした。そんな中で、虫歯や肥満（ひまん）や糖尿病（とうにょうびょう）が問題
になりはじめていたのです。ドイツの学者は虫歯の原因は砂糖であると言いました。
また、イギリスの科学者は砂糖のとりすぎは糖尿や肥満など生活習慣（しゅうかん）
病の原因になると発表しました。どちらも予防するためには砂糖をとりすぎない方が
いいということでした。 
 

 
そうなりますと、お菓子メーカーは困ってしまいます。砂糖をたくさん使ったおいしい
お菓子が売れなくなるからです。そこでお菓子のメーカーにつとめていた日高さん
は、砂糖の良いところだけを活かして、虫歯や糖尿病にならないものはできないかと
考えました。１９７９年のことでした。 
まずは虫歯について勉強しようと、日高さんは歯科医の先生に協力をお願いしまし
た。それとあわせて、当時、澱粉（でんぷん）と砂糖からできるカップリングシュガー
の研究をしている人にも相談しました。いずれもその分野では最先端（さいせんた
ん）の研究に取りくまれている先生たちです。このように、広く他の意見を聞くときに
は、常にその分野のトップの先生と接触していくことが、日高さんの研究を間違いの
ない方向に進ませてくれました。 
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砂糖に代わる甘味料として、自然に学ぶ大切さを知っている日高さんはオリゴ糖に
目をつけました。オリゴ糖は自然界に多く存在する糖質で、その存在は知られていて
も働きについてはまだ研究されていなかったからです。そして、日高さんは全く新し
いオリゴ糖の製造方法を開発したのです。それはいままでのやり方とは全く反対の
考え方から生まれたものでした。ふつうフラクトオリゴ糖は砂糖の果糖分子を他の砂
糖分子に移して作るので、転移酵素（てんいこうそ）というものを使うのです。日高さ
んは転移酵素の代わりに砂糖を分解する「インベルターゼ」という酵素を使いまし
た。そして、砂糖濃度（のうど）のきわめて高い50～60％の液にこの「インベルター
ゼ」を反応させると加水分解が起きずに、糖の転移反応が起こることを発見したので
す。転移糖を工業的に製造するのに、加水分解酵素を用いる画期的な方法の開発
でした。化学的でちょっと難しいけれど、いままでの逆転（ぎゃくてん）の発想で日高
さんはクラフトオリゴ糖工場での生産を容易にしたのです。 
そして次に、オリゴ糖の評価に取りかかりました。クラフトオリゴ糖がほんとうに虫歯
をつくらない甘味料かどうかをテストするのです。すると、虫歯菌（むしばきん）をもち
いた試験によって、フラクトオリゴ糖が虫歯になりにくいというデーターが得られまし
た。そのデータにもとづいて日高さんは歯科医の先生と一緒に、世界の歯科医の集
まる会議で「クラフトオリゴ糖は虫歯になりにくい」と発表しました。そうしたらすぐに、
新しい糖質として朝日新聞に掲載（けいさい）されました。また同時に、神戸税関から
もどんな物なのかと問い合わせがあるなど、いろいろなところで反響（はんきょう）が
ありました。このようにして、1年後にはクラフトオリゴ糖は虫歯にならない甘味料であ
ることがハッキリ認められたのです。 
ところが、クラフトオリゴ糖の効果は虫歯にならないというだけではありませんでし
た。食品として安全かどうかを調べているさいちゅうに、フラクトオリゴ糖は食べても
消化酵素では消化されないという事実が発見されたのです。 
これは二番目の画期的な発見でした。消化されないということは、胃や小腸を通過
（つうか）して大腸までゆくということです。そして、そこに生息（せいそく）しているビフ
ィズス菌のような善玉の腸内細菌（ちょうないさいきん）が積極的にオリゴ糖を利用し
てふえることがわかりました。大腸菌などの悪玉菌は、逆にオリゴ糖を利用できない
ので、結果として腸内が健康になることが証明されたのです。 
 

 
この発見がきっかけとなって、世界のオリゴ糖と腸内細菌の研究が盛んになりまし
た。そして、食べ物と人の健康が関連していることが次々と明らかにされてゆきまし
た。 
いっぽう、もう一つ新しい発見がありました。オリゴ糖を食べても血糖（けっとう）が上
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がらないことが確認されたのです。それはつまり、砂糖と違ってオリゴ糖は糖尿の原
因にならないということでした。 
このように、「お菓子を食べても虫歯にならないように」というところから始まったオリ
ゴ糖の研究でしたが、腸の働きを良くすることや肥満や糖尿をひきおこさない効果が
わかるなど、さまざまな成果をもたらしました。そのご、世界中でオリゴ糖ブームが起
こり、体に良いいろいろな機能を持ったオリゴ糖が開発されました。どれも日高さん
のクラフトオリゴ糖をお手本にしたものです。日高さんは学会や講習会や国際会議
に招かれてお話をしました。語学の達人だった日高さんは、外国でのお話にも困りま
せんでした。イギリス、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、カナダ、韓国など行く先々
で、多くの人が熱心にクラフトオリゴ糖の話を聞いていました。世界中の多くの研究
者がクラフトオリゴ糖に大きな関心を示し、アメリカやヨーロッパでは食品会社がその
技術を活かした製品をつくりました。 
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その分野のトップ 
《周りの人々》 
 
日高さんが師(し)とあおいでいる方は、まず大学の恩師である故山田浩一教授と故
箕田(みのだ)泰治教授です。両教授は、学問的にもすばらしい仕事をされましたが、
日高さんはそれ以上に自然科学に対してとりくむ姿勢を教えてくれたということで、お
二方を尊敬しています。今日までの日高さんの研究に対する考え方は、このお二人
の影響が最も大きくはたらいています。 
 
もう一人は留学先のマイアミ大学・医学部のマァーシャル(J.J.Marshall)教授です。頭
の良さはもちろんですが、研究に対する熱意が人なみはずれ、猛烈な勉強をする先
生です。勉強の重要性と研究のするどさを学びました。 
 
日高さんがつとめていた明治製菓(めいじせいか)では、当時の社長であった故中川
赳さんです。中川さんは研究開発に大きな夢を持っていました。それまで市場にまっ
たくない新しい分野の商品を開発する場合は、トップとしての判断が非常に難しいと
思われます。しかし、日高さんがフラクトオリゴ糖の研究経過を常務会で報告した
時、中川社長は「久しぶりに革新的(かくしんてき)な良いはなしを聞いて感激した」と
言ってくれたそうです。この社長の一言がなかったら、「フラクトオリゴ糖」という商品
は誕生しなかったと日高さんは回想(かいそう)しています。 
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自然に学ぶ 
《技術者とは》 
 
日高さんは技術者、特に研究者にとって大切なことは次の4点であるといっていま
す。 
1.自然界の生物、自然現象をよく観察して、その素晴らしいしくみを学ぶこと。 
2.積極的に広い分野に興味を持って、できるかぎりみずから経験すること。 
「いや、私はそれに関係ありませんから」とか「いや、それには興味ありませんから」
という消極的な姿勢はいけません。興味を持てば持つほどその人のはばが広くなり
ます。 
3.物まねはしない。独創性(どくそうせい)を大切にすること。 
4.その分野で一流をめざし、いつもトップに立つ努力をすること。 
 
トップに立ってみんなに認められると、いろいろな情報が自然と流れてきて視界が開
けます。 
 
また、研究を成功させるひけつについて次のように言っています。 
1.研究の目的や目標をはっきりすること。 
そのためにはまず絵をかいてみることです。絵にかけないものは、目標が明確にわ
かっていないということです。 
2.いつも自分を目標到達点(とうたつてん)において、自分の行動に意味があるかを
考えること。 
そうすると、よりよい目標設定とどうしたらその目標に到達できるが見えてきます。 
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語学の達人 
《自分》 
 
日高さんは1932年(昭和7年)6月生まれです。ちょうど小学校の頃に第二次世界大戦
があり、変化の激しい時代に育ちました。 
小学校4年生の時、戦争が激しくなり、東京が危なくなったので、両親からはなれて
いなかに集団疎開(しゅうだんそかい)しました。この親からはなれるという機会は、自
立心を養い、新しい世界を自分で作って行く上で大変プラスになりました。 
中学に入学した年(1955年)に戦争が終わり、叔父(おじ)さんのいる浦和に移り、埼玉
県の浦和市立中学校に通いました。 
この中学時代に英会話クラブを作り、英会話と英文タイプ、時にはドイツ語も勉強し
ました。好きでやったこの英会話と英文タイプが、日高さんの人生を豊にし、また、い
ろいろなところで助けになりました。 
例えば、大学の時、担任の先生の英語論文の英文タイプを手伝ったり、立川の米軍
基地で通訳とタイピストのアルバイトをして、その当時の学生の何倍も高いアルバイ
ト料をもらうことができました。特殊(とくしゅ)な技能だったので、他にできる人がいな
かったのです。その後、アメリカのマイアミ大学医学部に留学した時にも、語学力が
大変役に立ちました。 
中学生の時、なにげなく覚えた英語だとか英文タイプが後になって大きな仕事をやら
せてもらえる基礎体力になりました。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

深海正治 
 



 
プロフィール 深海正治（ふかうみ まさはる） 
 
1920年（大正9年） 福岡県門司市に生まれる 
1941年（昭和16年） 久留米高等工業学校卒業 
1942年（昭和17年） 第一海軍航空技術廠（海軍技術大尉） 
1946年（昭和21年） 津上製作所信州工場入社 
1948年（昭和23年） オリンパス光学工業 
1950年（昭和25年） 小型写真機方式の「胃カメラ」の開発 
1966年（昭和41年） 光業ガラス繊維による各種工業用、医用「ファイバースコープ」
の開発 
 
深海正治さんは、日本人に多い胃ガンの早期発見に情熱をかたむけた医師の要せ
いに答え、それまであった棒のような胃鏡と、次世代技術として想定されたファイバ
ースコープの間をつなぐものとして小型胃カメラの開発に取り組みました。人間が飲
みこんで胃の中を撮影（さつえい）するという課題から、基本的なしくみは考えたので
すが、小さなレンズ、自由にまがる管、フィルムの巻き上げ方法、照明用の豆電球な
ど解決しなければならない課題ばかりでした。深海さんは多くの人々の協力を得てこ
れらの課題を一つ一つ解決し、開発からほぼ1年後に胃カメラを学会で発表すること
ができました。実用化までにはさらに改良をくわえる必要がありましたが、胃カメラは
オリンパスの発展のきそとなっただけでなく、人類の健康と福祉（ふくし）に大きく貢
献したのです。 
 

 
ファイバースコープ 
光学ガラス繊維（レンズなどに使われる質の高いガラスを200分の1ミリ～50分の1ミ
リの繊維にしたもの）を4万～15万本たばねたもので、光がガラス繊維一本一本の中
を伝わるので、この繊維のたばを通して画像をつたえることができます。胃カメラを
開発した当時、すでにファイバースコープの理論はありましたが、実用的なものを製
造するためには高度な技術開発が必要でした。 
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人間の体の中を見てみたい 
 
人間の体の中を何とかして見てみたい。これがお医者さんから深海さんに与えられ
た課題でした。 
皆さんはレントゲン写真を見たことがありますか？ 
今から50年くらい前には人間の体の中を見ることができるのはレントゲン写真くらい
でした。白黒の写真で骨などの堅い部分は良く見えますが、胃の中のようなやわら
かいところのことは良く分かりません。胃カメラは体の中をそのまま見ることができる
装置です。 
この胃カメラを世界で初めて開発したのが深海正治さんでした。 
 
 
《開発物語》 
お医者さんありがとう 
 
深海さんが胃カメラの開発に取りかかった頃、日本では胃ガンがとても多く、何とか
して早いうちに胃ガンを見つけたいというのがお医者さんの願いだったのです。 
深海さんは、カメラや顕微鏡を作る会社の技術者でした。医学のことは知りません。 
まず、人の体のことを知ること、お医者さんの言葉がわかるようになることから始め
なければなりませんでした。 
それまでも胃の中を見るための装置はいろいろ開発されていました。 
真っすぐな管を飲ませて見る方法もありました。でもそれでは患者さんも苦しく、とて
も危険でしたし、真っすぐ下のところしか見ることができません。 
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深海さんたち技術者は、小さなカメラを作ってそれで胃の中の写真をとろうと考えま
した。 
胃の中にカメラを入れるためには患者さんが飲み込める大きさ（ふとさ）でなければ
なりません。 
小さなカメラを作るために、小さなレンズ、普通のフィルムを細く切った胃カメラ用の
フィルム、そのフィルムを巻き取るためのしくみ、真っ暗な胃の中で写真をとるための
小さな電球など、何人もの技術者の協力をえて、いろいろなものを新しく開発しまし
た。 
 
それから、胃の中には水があります。水にも強いカメラを開発する必要がありまし
た。 
でも、雨の中で使えるカメラを作るのと胃の中で使えるカメラを作ることは全く違って
いました。今から考えるとあたりまえなのですが、胃がキュッとちぢまると、カメラに大
きな水圧がかかります。普通の防水カメラのように作ったのでは使い物にならなかっ
たのです。 
このようにやってみなければ分からないことも次々にでてきました。 
 
例えば、最初はカメラが胃にくっついてしまって、赤い写真しかとれませんでした。な
んどもなんども動物実験を繰り返して、ようやく胃の中に空気を入れてふくらませる
方法を見つけました。 
私たちが写真をとるときは、カメラを構えて写したいものにカメラを向けます。でも胃
の中ではカメラがどちらを向いているかは分かりません。 
 

 
そんなとき、犬を使って実験していたときに、犬の胃の中で光った胃カメラの電球の
光が、外からボーッと光って見えたのです。 
こうして写真をとるための光でカメラの位置を知ることができることも分かりました。 
絶対にあきらめない、そうすればいつかは解決する方法が見つかるのだ。その考え
が深海さんを支えていたのです。 
 
深海さんが一番うれしかったこと、それは撮影した胃の中の写真を大きく引き伸ばし
てお医者さんに見せたとき、お医者さんが「ハーッ」と言って、すぐかんじゃさんの手
術をし、その結果と写真がピッタリ合ったときでした。「これで学会で発表できる」お医
者さんはそう言って喜んでくれました。 
このとき世界で初めての胃カメラが誕生したのです。 
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深海さんは、技術開発というのは一人でできるわけがないと考えています。たくさん
の人が集まって皆がそれぞれの役割を果たすことが必要なのです。 
結局、開発の成果はみんなの成果なのです。 
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一人の情熱 
《目的》 
 
胃カメラを開発することになったのは、一人のお医者さんの情熱でした。 
胃の中を直接みることができたら、どれだけ医りょうのために役立つかを身をもって
感じていた人がいたということです。 
最初は一人の情熱だったものが技術者を動かし、早く実際に使える胃カメラを開発
し、胃ガンなどの早期発見に効果的な医療用の器具として「使う人に喜んでもらう」こ
とが私たちの目的となったのです。 
その後も内視鏡はユーザーとメーカーが一体となって開発が進められ、市場が広が
っていったのです。 
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物理的限界への挑戦（ちょうせん） 
《テーマ》 
 
テーマを決める以前に重要な事と考えている開発に取り組む姿勢、心構えとして深
海さんは「自分がやると決めることが大切で、人からやれと命ぜられてやったので
は、ものにならない」。命令を受けてなっ得して「よし、やろう」と思った時に、初めて
自分のものになる。そこまでつきつめてスタートを決めなくてはならない。そして「使う
人に喜んでもらう」この言葉が胃カメラの開発のスタートでした。 
 
胃カメラというのは、人間の胃の内側をくまなくさつえいできるカメラ。簡単に言えば
そういうことです。ここで一番重要な事は人間の胃の中ということで、危険の少ない
安全なカメラであることと、くまなく撮影できるということです。日本では胃ガンが非常
に多く、お医者さんはガンを早期に発見し患者さんを救いたいという情熱があり、そ
れには、この胃カメラが一番ピッタリだから、「何としても、これをしっかりやってくれ
よ」といわれました。そしてお医者さんとオリンパスの技術者の間で「胃カメラ推進会
議」というものを作りまして、毎月ディスカッションをしながら「使う人に喜んでもらう」
ために開発を続けました。 
胃の中にカメラを安全に入れるということ、そしてとうぜんかん者さんに苦痛をあたえ
ないことが大きなテーマでした。人間の食道を通して胃の中にカメラをいれるのです
から大きさには限界があります。それは当時の技術の物理的限界へのちょう戦とも
いえるものでした。 
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実用的な技術はなかった 
《開発環境》 
 
オリンパス光学はけんび鏡などを通してお医者さんとのつながりが非常に強く、比か
く的簡単にお医者さんとの協力した開発環境ができました。また、胃カメラ開発に必
要なレンズ等の技術者は周囲にいました。 
 
開発当初は、胃カメラの必要性に世の中は気づいてなく、この小型カメラの将来性
が見えていませんでした。もちろん胃のなかに入れるちょう小型カメラなどというもの
は存在していませんでした。 
そのまま使えるような実用的な技術はまったく無かったのです。 
 
深海さんは当時をふり返り「今の研究者の方には想像もつかないと思います。自分
で設計して、自分で部品外注して外注したものを集めてきて、自分でヤスリをかけて
組んで、先生と一しょに動物実験をやり、かん者さんの臨しょうのときは横にいて見
て、自分で現像して、その結果でまた図面を引いてということは1人で全部やりまし
た。こういうのが、あの当時の日本の実情ですね。今では考えられない。今では全部
分担でやるでしょうから。」 
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必要なものは、自分でつくる 
《開発過程》 
 
1949年(昭和24年)10月のことでした。東大の宇治達朗(うじ たつろう)先生から、オリ
ンパスの役員を通じて、胃カメラを作ってくれないかという申し入れが研究所のけん
び鏡の担当者である杉浦さんにありました。深海さんは、テーマを探していたので、
「それは面白いですね。やらせてください」と言い、毎日先生のところへ出かけて、胃
の手術、肺の手術といろいろな手術に立ち会い実際に切除したものにさわることもで
きました。その時感じたことは、お医者さんの言う言葉がわからないとどうしようもな
いということでした。先生の言う専門的な言葉がわからないとこの開発ができないの
で、その勉強をてっ底的にやりました。そして胃の構造がほとんど頭にはいったら胃
カメラの計画図面を引くのも早くなりました。 
 
外科医であった宇治先生のところへひんぱんに行き、とまりこんで手術に立ち会った
り専門用語を勉強したりして、初めて知識が自分のものになったと思っています。ま
た、課題が解決したときに良くあった事は、「何故こんなことに気がつかなかったの
か、おれもよほどボンクラだなと思って自分の頭をたたいた」事でした。 
でも、ものを作るのに設計し、部品を集め、組み立てるということは私にとって当たり
前のことでしたから苦にはなりませんでした。必要なものはなんでも作りました。もち
ろん自分で作った物もあれば専門の人にたのんで作ってもらったものもありました。 
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使用法も開発 
《課題》 
 
「安全性」 
「ピント」 
「明るさ」 
大ざっぱにいえば、安全性･ピント･明るさこの三点のバランスが胃カメラ開発の課題
でした。 
 
胃カメラの開発というのは、胃の内部をくまなく撮れるカメラを作ることです。そこで胃
の中に入れても危険が少なく安全で、良く撮（と）れる小さなカメラを作るという研究
開発が始まりました。 
カメラをふつうに考えると、ピントを合わせる機構をどうするかということになります
が、小さくするために複雑な機構を用いることはできないので、固定焦点（こていしょ
うてん）としました。胃の内部は暗いので、明るいレンズを使ってフラッシュを使う事
の研究もはじめました。先たんのランプを点めつさせることで、シャッタの代わりをさ
せて構造をシンプルにして小型化する研究も行いました。レンズ使用の方がピンホ
ール式よりも明るくなり、広角でせん明な画像が得られ、しん断にたえられる撮影（さ
つえい）ができました。 
このように大きな三点の課題から更に細かな課題が生まれ、それを解決するための
研究がひとつひとつ進められました。 
でも、最大の課題は最初の成功の後にやってきました。できてから3年の間は、お医
者さんに使ってもらうたびに不具合がでて、直しても直しても使えるようなものになら
ないというばっとしない時期が続きました。胃の中にいれるカメラというそれまでにな
かったものを作るということ、それは使い方を含めて開発するということだったので
す。 
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道具は使用者に喜ばれるもの 
《技術者とは》 
 
深海さんは胃カメラの開発をふり返って技術者・研究者に大切なことを教えてくれま
した。 
「目標を達成するまで、決してあきらめないで仕事への取り組むこと」 
「技術者･研究者は使用者に喜ばれるもの、使用者から見て良いと思われるものを
開発すること」 
 
深海さんは祖父の代まで有田で窯元（かまもと・とう磁器を作るところ）をやっていま
した。その焼き物の始まりというのがそもそも日用品からで、焼きあがったうつわが
使う人に好まれるか好まれないか、使いやすいか使いやすくないか、または美しいと
か美しくないとか、そういう使う人の感覚で選ばれていくものでした。 
技術者の仕事も、商品開発という意味では、使用者に喜ばれるもの、使用者から見
て「よいな」という印象をあたえるものを開発製造するものですから、共通のところが
あると思います。 
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専門家の知識を結集 
《周りの人々》 
 
「尊敬する人物は父母」です、人格形成にも幼少の頃から言われたことが大きく、「ひ
と様のお役に立つことをしなければ駄目だよ」と常に言われました。 
 
開発というものは一人でできるものではありません。人の手助けをいかにうまく引き
出してやるかがかん心なのです。たくさんの人の手助けを得れば得るほどはやく開
発できるのです。助けてもらえる人がいたら、みなに助けてもらった方が良いので
す。わたしはいろいろなものを開発しましたが、このことだけは知っていないと「成功
しないな」と思っていました。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

美坂佳助 
 



 
プロフィール 美坂佳助（みさか けいすけ） 
 
1937年（昭和12年） 神奈川県横浜市に生まれる 
1960年（昭和35年） 東京大学工学部機械工学科卒業 
1960年（昭和35年） 住友金属工業（株）入社 
1964年（昭和39年） 圧延機（あつえんき）のコンピュータコントロールの研究開始 
1968年（昭和43年） コンピュータによる圧延機（あつえんき）の運転開始 
 
戦後の日本で大きな発展をとげた産業一つが鉄を作る鉄鋼業（てっこうぎょう）です。 
鉄鋼業（てっこうぎょう）は1960年代、それまでの外国技術をやめて、日本独自の技
術を開発することによって大きく成長しました。 
美坂佳助さんは、ちょうどこの60年代に、コンピュータを使った圧延機（あつえんき）
のコントロール技術を開発し、鉄鋼業（てっこうぎょう）におけるオートメーション技術
の分野で大きな業績をあげました。 
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品質の良くてなめらかで寸法の正確な鉄骨や鉄板をつくりたい 
 
鉄は私たちの身の回りのあらゆるものに使われています。 
ビルや橋に使われる鉄骨にしても、自動車のボディーに使われる薄い鉄板にして
も、最初は、数百度に加熱されて真っ赤になっている、厚さ20センチ位の大きな鉄の
板を、何段にも並んだ圧延機（あつえんき）という大きな二つのローラの間を通して、
だんだんに押しつぶすようにして、伸ばしていって、必要な厚さや寸法の鉄骨や鉄板
に仕上げます。 
高いビルや大きな橋、速くて安全な車を作るためには、寸法が正確で表面がなめら
かな、質の良い鉄骨や鉄板が必要です。鉄骨や鉄板の凹凸を出来るだけ少なくし
て、なめらかで正確な寸法に仕上げるためには、圧延機（あつえんき）のローラの間
かくや傾き、ローラの回転の早さなどを正確にコントロール〔=制御（せいぎょ）〕する
必要があります。 
当時は人間が経験的にその調整をしていたのです。美坂さんたちは自動制御のもと
になるデータを集めることから開発を始めました。 
その結果をもとに美坂さんは圧延機と塑性（そせい）加工（※）の研究を進め、国産
のコンピュータを使った自動制御を完成させたのです。 
住友金属工業の社員であった美坂佳助（みさかけいすけ）さんは1960年代、日立製
作所と協力して、日本で初めて、国産のコンピュータを使って、圧延機（あつえんき）
を正確にコントロールして、寸法が正確で表面がなめらかな、質の良い鉄骨や鉄板
を作ることに成功しました。 
 
※塑性（そせい）加工 
固体の物質に力を加えて変形させるとき、力が小さければ力を取り除くと形はもとに
もどります。これを弾性（だんせい）といいます。しかし、力を大きくしていくと、力を取
り除いても形はもとにもどらなくなります。これを塑性変形するといい、この性質を利
用して材料をいろいろな形に変えることを塑性加工といいます。塑性加工には圧延
やおし出し、プレスなどがあります。わたしたちが日常見かける金属製品の多くはこ
の塑性加工でつくられています。 
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《開発物語》 
裸（はだか）の機械があった時代 
 
美坂さんは第二次大戦敗戦の後の、1980年代の輝かしい日本の経済復興を支えた
方々の一人です。 
日本は第二次大戦で多くのものを失いましたが、美坂さんをはじめ戦後の若者達が
先人の英知と魂を受け継ぎ国土復興に取り組み、自分たちの力で再び世界の一流
国を築き上げました。 
鉄鋼メーカの一つである住友金属工業は、1962年（昭和37年）鉄のかたまりを板に
加工する熱間圧延機（ねっかんあつえんき）を外国に頼らず、自分の技術で完成さ
せましたが、これを実際に動かして、品質の良い鉄骨や鉄板などの鉄製品を作ると
いうことが大きな課題でした。 
熱間圧延機（ねっかんあつえんき）は、加熱炉から出てきたばかりの高温の鉄のか
たまり（板）を、いくつかの圧延機（あつえんき）の上下二つのローラの間を通してだ
んだんに押しつぶし、おし伸ばし薄い板に仕上げていく設備です。 
最初、鉄の厚みは20センチもあるのですが、一直線に並んだ何台もの圧延機（あつ
えんき）の間を通って、最後は数ミリ位の厚さの鉄板になります。 
どのように機械を調整するのでしょうか。鉄は機械の間を一枚のつながった板として
動いていきます。1台目を通ったら何ミリに薄くなる、2台目を通ったら何ミリ薄くにな
るというように順々に伸びて、だんだん薄く、長さも延びていきますので、機械どうし
の間かくとか、2本のロールのすき間の大きさとか、ロールの回転の速度とかをうまく
調整しないと、なかなかうまくいきません。1枚のつながった板で、後ろの方にいくほ
どのびて長くなるので、圧延機（あつえんき）のローラも速く回さねばなりません。バ
ランスが悪ければ途中で切れてしまったり、山形になって詰まってしまたりします。う
まい具合に厚みが変化しながら、速度が丁度良く、スムーズこの間を通過するという
ことが必要です。厚みが2ミリなら2ミリ、3ミリなら3ミリという基準を、正確にコントロー
ルしていかなければなりませんが、当時はまだ、板の厚みを計る計器も精度のよい
ものはなく、速度を自動的に調整する機能も、自動的にロールの間かくを調整すると
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いう装置もありませんでした。ロールの間かくを目で見て、板の厚さは何ミリになって
いるはずだと見当を付け、鉄の板の速度はロールの回転計をみながら、オペレータ
ーが勘で調節をするという、自動装置が何も無い、裸の機械でした。オペレーターが
自分の経験と勘で判断して作業をしていくという、まさに技術者の勘と技能に頼った
時代でした。 
 

 
そのような状きょうの中で、コンピュータ制御（せいぎょ）への取り組みが始まります。 
当時、住友金属和歌山工場の電気設備を担当していた日立製作所の技術論文をみ
ると、圧延機の制御（せいぎょ）に関して「本設備にはコンピュータ制御（せいぎょ）装
置の採用なども考えられる。われわれの手により日本最高の設備にしたいと念願す
るものである」と書いてあります。 
後で分かったことですが、当時は圧延機（あつえんき）のコンピュータ制御（せいぎょ）
が試みられ、技術報告が世界で出始めた時期だったのです。1962年（昭和37年）1月
号のJISIという鉄鋼の専門誌に、米国デトロイトのマクラウス社に米国のGE社のコン
ピュータが導入された状況がのったのが、圧延機（あつえんき）のコンピュータ制御
（せいぎょ）の最初の論文でした。美坂さんたちがこのようなことをやっと考え始めた
時に、米国は一応実用レベルまできていたのです。 
 
住友金属の社内でもコンピュータは輸入か、国産か、ということで議論が起こりまし
た。ところが国産といっても、何もありません。普通なら最初のことなので、当然米国
から買おうということになります。同じ鉄鋼メーカである新日本製鉄はGE社のコンピ
ュータを入れました。 
初め住友金属もGE社に購入を打診しました。すると回答がきて技術者もやってきま
した。説明会も開催されました。ところが、いろいろ聞いてみると、美坂さんたちが考
えていたように、理論的にどうやろうという姿勢ではなく、材料の固さを計算すること
さえも難しいのだから、理論はあまり役に立たない、とにかく実績データをたくさん集
めて、解析して、こういう時にはこうするんだといった経験をベースにした技術である
ことが分かりました。 
そういう情報を集め勉強しながら、美坂さんたちは、ぜひ自分たちの手で開発したい
という気持ちを固め、住友と日立が協力してやろうということになりました。 
 
日立は機械作りを得意とする電機メーカですが、コンピュータのメーカでもあったの
で、それで一緒にやろうということで共同開発が始まりました。1964年（昭和39年）の
ことでした。 
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ポイントの一つは、制御（せいぎょ）用コンピュータの開発でした。 
1960年代の始めころは、まだコンピュータは出きたばかりで、計算結果を数値（デジ
タル）で出力することは出来ましたが、計算結果を電圧とか電流とかの量（アナログ）
に置き換えることは、まだあまり得意ではありませんでした。当時は、計算結果をタイ
プライターで打つくらいのものはありましたが、高速で計算して、機械の制御（せいぎ
ょ）に使えるようなものはなく、制御（せいぎょ）用のコンピュータそのものが、まだま
だまともに動かない時代でした。日立も共同研究を機会に、制御（せいぎょ）用コンピ
ュータのハード、ソフトをこれから完成していこう、というレベルだったのです。 
HICOM2300というコンピュータがまず入り、それで実験をしているうちに、改良され
た、より高速のHITAC7250というものが出来ました。このころになるとようやく制御
（せいぎょ）用コンピュータらしくなってきました。 
 
ソフトウェアも何から何まで全部手書きでした。今でこそアプリケーションソフトやユー
ティリティソフトなど便利なソフトウェアがたくさんありますが、始めから終わりまで一
つひとつすべて手書きで、機械もやっと動くという頃でした。 
この開発は共同研究が始まって、5年後の1969年（昭和44年）に完成しました。 
すべてが、一から手さぐりで開発を進めた時代でした。 
このような地道な努力がみのり、やがて日本の鉄鋼業（てっこうぎょう）は世界一の
鉄鋼業（てっこうぎょう）へと成長していきました。 
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ゼロから出発する 
《技術環境》 
 
日本の国は、連合国側の無差別爆撃(ばくげき)による一面の焼野原というところから
再び世界の一流国に復活しました。 
 
何もないところから困難にたえ、人の和と、工夫と、限りなき気力によって、日本再生
のみを念願し、ひたすらに働くことで栄冠(えいかん)を勝ち得たのです。 
今とくらべるならばまったくひどい技術環境でありました。 
 
しかし、日本はその中でもくもくと努力を積み、コンピュータをつくる人、鉄をつくる人
が一緒になって世界一を目指してがん張りました。 
 
さらに特筆すべきは、日本は欧米(おうべい)に先んじて鉄の性質について基礎的な
実験的研究が進められており、戦後はその研究を企業の研究所や大学が引きつ
ぎ、地味であるがすばらしい研究を進めてきていたことが大きいのです。 
 
みなの力を結集して、世界一を目指して、ひたすら努力する、それこそがすばらしい
成果を生みだしたのです。 
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先頭を走るほうが楽しい 
《技術者とは》 
 
美坂さんは技術者の姿勢について次のように言っています。 
物事の基本、つまり基そ的なことをしっかり勉強し、それをふみ台としてとことん勉強
に勉強を重ねてねばり強く途中でめげることなく苦しさにも耐えしのんで、物事の本
質を見きわめ、理論を大切にする基そを作って、そこからさらに自分なりの考えをつ
け加え、発展させることが大切です。 
 
理論への信頼、実験の裏付けといったものの組み合わせで研究を進めて行くことを
重んじることが大切です。ぶらぶらしていたら何かをつかまえることができるというも
のではありません。 
世界中がいろいろなことで競争していますから、どこで何を研究しているかなどの情
報もよく注意して勉強し、自分で考えるということが大切です。 
 
モノづくりというけれども、何もモノづくりだけが大事だということではなく、創造的なも
の、新しいもの、世界にないものを自分で勉強していき、新しいめずらしいものに対
する評価が出来る能力を高めていかなければいけません。これからの日本は、単純
なところは世界分業で日本からはなしていかなければいけないし、その方が世界の
公益にもなるわけです。そうすると、自分のところではそういう中でどんな役割をにな
うかということをよく考えて、日本ぐらいの国になったら、世界をリードするようなテー
マをつかんでいかないといけないと思います。 
 
“Hard work Hard work and patience”（働きに働くこと、そしてその苦しさに耐えしの
ぶこと）という言葉があります。確かハーバード大学のキャッチフレーズなんですが、
そういうふん囲気からアメリカの独創性が出てきているのです。日本もこれを参考に
いっそうがん張るべきでしょう。 
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新しい技術への挑戦 
《課題》 
 
1962年(昭和37年)当時、世界ではじめてコンピュータによる制御(せいぎょ)の技術報
告書がではじめていました。米国デトロイトのマクラウス社の圧延機(あつえんき)に
GE社のコンピュータが導入され、その成果がJISIという専門誌に発表されていまし
た。 
住友金属においても本社を中心にコンピュータの導入が検討され、1963年(昭和38
年)7月9日GE社への見積照会(みつもりしょうかい)、10月15日GE社から回答、11月
27日GE社から4名の技術者が来日、説明会が開催され活発な質疑応答がなされま
した。 
「圧延理論式を用いてもうまくゆかなかったので、実験値をもとにした制御(せいぎょ)
式を作った」 
「理論式より出発したが、実用化は難しいことが分かったので経験式を用いることに
なった」 
などの興味深い記録が残されています。 
 
一方、社内ではコンピュータ導入をめぐり輸入か、国産か、という事で熱心な議論を
重ねましたが、GE社といえども実績データをたくさん集めて、解せきして、こういう時
にはこうするという位の技術ではないか、とすれば、これこそ自分たちで研究してが
ん張っていこうという事で、住友金属と日立で一緒に共同開発する事に決定しまし
た。1964年(昭和39年)に共同研究を開始し、1969年(昭和44年)に完成させたので
す。 
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先達(せんだつ)の存在 
《周りの人々》 
 
住友金属が自分でのコンピュータ制御(せいぎょ)に取り組むことが出来たのは、先人
の研究に負うところが大きかったと美坂さんは言っています。日本では欧米(おうべ
い)に先んじて高温の鉄の変形についての実験的研究が進められていたのです。 
 
戦前には1938年(昭和13年)に住友金属の池島俊雄さんが、戦後は八幡製鉄の豊島
清三さん、八幡鋼管の井上勝郎さん、東大生産研究所の鈴木弘さんたちが高温の
鉄の変形の研究を盛んに行っていました。それらのちく積をもとに、入社後の美坂さ
んは上司の指導で、試験機を用いた測定を始め、その成果をもとに高温の鉄の変
形の数式化を試みていました。 
「これだけデータを取っているんだから、変形の数式化が出来るはずだ」との自信を
もって研究を進めることが出来た背景には、そのような先人の存在があったのです。 
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初の自動制御(せいぎょ) 
《成果》 
 
1967年(昭和42年)1月以降、住友金属-日立製作所の共同研究は第2段階に入り、
HITAC-7250が1968年(昭和43年)3月に設置され、ソフトの関係も1968年(昭和43年)5
月に調整が完了し、同年7月からコンピュータ運転を開始しました。 
これはまさに4年半に及ぶ共同研究の成果でしたが、国産技術によるゼロからの開
発であり、それが評価され以下の賞を受けました。 
 
・1969年(昭和44年)毎日工業技術賞 
・1970年(昭和45年)機械振興協会賞 
・1972年(昭和47年)日本塑性加工(そせいかこう)学会会田技術賞 
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必要なものを作ることから始まる 
《開発過程》 
 
美坂さんが圧延機(あつえんき)のコントロールにコンピュータを使おうと思った1960
年当時は、コンピュータはまだ実用化されて間もない頃でしたので、コンピュータメー
カの日立製作所も自分の力でコンピュータを完成させたいと考えておりました。 
コンピュータを使ったコントロールの方法を決めるため、始めに理論の組立やそれを
モデルで確かめるための実験方法や計測方法の検討を行いました。実際の機械を
使ったデータの収集も始めました。一方研究所では鉄の圧延の仕組みを理論的に
調べるための基礎的な実験を始めました。 
こうして1968年7月、国産初のコンピュータコントロールの圧延機(あつえんき)が動き
出しました。 
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技術者を育てる環境(かんきょう) 
《展開と課題》 
 
日本の鉄鋼業(てっこうぎょう)は、その技術的すばらしさで世界一になりました。この
ため米国の鉄鋼業(てっこうぎょう)はすい退し、研究開発部門も縮小されてしまいま
した。 
 
一方アジアではりん国の韓国や中国が自分の国でも製鉄所を建築したいとの希望
を持ち、日本に技術指導をしてほしいとたのんできました。 
日本は快く韓国や中国にその技術を公開し、製鉄所建設に協力し、今では、韓国、
中国とも世界有数の鉄鋼生産国となっています。 
さらにかれらは海外にも輸出しはじめ、日本の製鉄業を圧ぱくするほどにまで成長し
てきました。 
また、日本は、米国の鉄鋼業(てっこうぎょう)のすい退を救うべく、日本と米国の合弁
(ごうべん)会社を米国国内に設立し、生産を始め、米国も元気を取りもどしつつあり
ます。 
 
このように日本は、アジアや米国のためにけん命になってかられの国家の経済的基
ばんを支えているのです。 
日本は今後はさらに高いレベルの技術の開発にちょう戦し、世界をリードしなけれ
ば、韓国や中国、さらには米国の追い上げによって日本の鉄鋼業がすい退せざるを
得ないような状態に追いこまれる危険性をはらんでいます。 
日本は今後とも研究開発に力を入れ、常に世界をリードすることが大きな課題なの
です。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

持田豊 
 



 
プロフィール 持田豊（もちだ ゆたか） 
 
1928年（昭和3年） 奈良県に生まれる 
1954年（昭和29年） 京都大学理学部（地質学科）卒業 
1954年（昭和29年） 日本国有鉄道入社 
1955年（昭和30年） 青函トンネル津軽海峡ルートの調査開始 
1985年（昭和60年） 青函トンネル本坑開通 
 
地質の専門家ということで、入社したばかりの持田豊さんは、青函トンネルの調査に
参加しました。海底トンネルは地上のトンネルにくらべると簡単に調査をすることがで
きません。海底地質採取、音波探査、潜水艇（せんすいてい）、先進水平ボーリング
などさまざまな調査が行われました。海の下のトンネルはいつも水が入りこむ可能
性があります。トンネルをほる前にセメントなどを岩の割れ目におしこみ、水を止める
方法が開発されました。4度の大出水など多くの困難を乗りこえ、本格調査から30
年、1985年に本坑（ほんこう）が貫通（かんつう）しました。 
青函トンネルの技術は、英仏海峡（かいきょう）トンネルを始め、全世界の多くのプロ
ジェクトにつながっていきました。人間の一生よりはるかに長く存続しつづけるトンネ
ル。自然を相手にしての規模も時間もスケールの大きな仕事。自然に対しての謙虚
さに、自然が度量を広げてくれて実現したプロジェクト。自然を愛した持田さんのロマ
ンの結実でした。 
 

 
水平ボーリング 
地面のなかのことを直接知るためには、深い穴をドリルでほって、岩石の試料をとり
だす方法があります。ふつうは深いところの状態を知ることに使われるので垂直に
ほってゆきます。これが垂直ボーリングです。海底トンネルなどは海の底からボーリ
ングをするのが困難なので、水平ボーリングといってトンネルをほり進む方向に、水
平にボーリングをする方法が採用されました。垂直ボーリングでは穴をまっすぐに開
けることは比かく的簡単ですが、水平ボーリングでは穴の長さが長くなるとドリルが
下に下がってしまうために、新しい技術開発が必要でした。 
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津軽海峡に、世界一深くて、世界一長い海底トンネルをつくる 
 
ウチの人に「『津軽海峡冬景色（つがるかいきょうふゆげしき）』って唄える?」と聞いて
みてください。お父さんがカラオケで良く歌う曲かもしれません。この歌には、青森と
函館を結ぶ青函連絡船が登場します。 
 

 
連絡船があったのに、なぜ、トンネルをつくったのでしょう。 
図面（平面図・断面図）を見てみましょう。青函トンネルを上からみるとまっすぐでは
なく、少し曲がっていますね。これはどんな理由があるのでしょう。 
 
深さ140ｍある津軽海峡の海底のそのまた100ｍ下に、全長54kmの海底トンネルを
つくる。そんなことは世界でも誰もやったことがありませんでした。 
青函トンネルは開通するまでに、実に30年もかかっています。このプロジェクトに最
初から最後まで関わりって、世界一のトンネルをつくったひと――それが持田豊さん
です。 
 
 
《開発物語》 
自然を良く知り、いろいろ試して工夫する 
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青函（せいかん）トンネルができる前は、列車と乗客を乗せて青函連らく船が運行し
ていました。 
ところが、1954（昭和29）年の台風で連らく船「洞爺（とうや）丸」が転ぷくし、1,430名と
いう多数の方が亡くなる事故が起きました（新聞記事）（この台風が「洞爺丸台風」と
呼ばれる理由です）。この事故がきっかけとなり、列車の安全運行を目指した世界で
初めての長大海底トンネル、青函トンネル建設のプロジェクトが始まりました。 
 
国鉄（いまのJR）に入社したての持田さんは大学で「地質学」を研究した専門家とし
て、まず、トンネルを掘るための第1歩である「地質調査」に関わりました。それ以来、
持田さんは、30年以上にわたってトンネル工事に関わり、プロジェクトを成功に導き、
「ミスター青函」とも呼ばれるようになりました。 
 
トンネルづくりは、まず自然をこわすことから始まるという点が、普通のモノづくりと大
きく違うところです。そのためには、自然条件を良く調べ、どうやったら自然に逆らわ
ずに工事ができるかを工夫しなければなりません。しかし必要な地質調査資料はど
こにもありませんでした。そこで、船で海底の岩をとって調べたり、アメリカの音波調
査の手法を見て習ったり、どうしても自分の目で海底をみたくなって、潜水艇（せんす
いてい）でもぐってみたりもしました。 
 
また工事中、トンネルに海底の水が噴き出ないようにする「注入工法」という工事の
方法も、考えられる限りの材料と方法を試して、失敗をくり返しながら、技術者や作
業をする人たちと一緒になって開発しました。 
 
本工事の開始に先立つ6年間の「試くつ」工事でも水平ボーリング（横に穴を掘って
いく作業）用に工事機械を工夫したり、トンネルをほったかべがくずれないような工事
技術の開発も行ないました。 
こうした工夫の結果、「本工事」では水平ボーリングの世界記録がつくられました。一
方、トンネル内に水があふれてしまう事故もおき、約50日間にわたって水とたたかっ
たこともありました。14年に及ぶ「本工事」でも、持田さんはじん頭指揮で工事に関わ
りました。そして、ついに1985年（昭和60年）、青函トンネルが貫通（かんつう）。本州
と北海道をつなぐ長年の夢が実現しました。 
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青函トンネル実現への期待は大きく、完成の3年前には、持田さんをモデルにした
「海峡（かいきょう）」という映画もつくられました。残念ながら、工事中事故でなくなっ
た方もいましたが、計画から実し段階までの安全への配りょの結果、工事の規模か
らすると、非常に少ないぎせい者で済んだことは不幸中の幸いでした。 
 
持田さんの「青函トンネル」の実績は海外でも高く評価され、長年ヨーロッパの夢でも
あったイギリスとフランスをつなぐ「英仏海峡トンネル」工事の技術アドバイザーとし
て招かれました。またデンマークの島を結ぶ海底トンネルや中国では、揚子江の下
を通るトンネルや万里の長城の下をくぐるトンネル、インドネシアの島を結ぶ海底トン
ネルなど、世界各地でのトンネルづくりに活躍しました。 
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自然をよく知る 
《技術者とは》 
 
持田さんは、トンネルをつくることは、機械や電気製品などのモノをつくることくらべる
と、大きな違いがあるといいます。それは何でしょう。トンネルづくりは、自然をこわす
ことから始まる、ということです。また、設計図は人間が思うようにえがけても、実際
に地面をほってみなければ、自然がどうなっているかはわかりません。地質や地下
水脈などの自然条件が、思っていた以上にトンネル工事を難しくさせることがありま
す。 
 
そのためには自然をよく知ることが必要になります。自然をよく見て、調べて、自然と
の約束事を守るようにしないなければなりません。自分だけは許されるだろうという
おごりを持たないことだ、と持田さんはいいます。「我々人間も決して自然を上回るよ
うな存在ではありません。だから自然をよく知って、工事に支障のない自然条件のと
ころを、なんとかうまく使って工事をする。都合の悪いところは、すりぬけられるような
工夫をするしかないんです」。青函トンネルが竜飛崎（たっぴさき）から渡島吉岡（お
しまよしおか）まで、平面図でみると直線ではないのもこの理由からなんです。（平面
図・断面図） 
 
地質調査もクルマで移動する調査はダメで、自分で歩いて調べて初めて、次の場所
がどのようなっているのかが想像できるようになるそうです。自分の手と足を使い、
自分の頭で考えることがとても大切だ、と持田さんはいっています。 
（「平面図・断面図」をクリックすると図面にジャンプします） 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134



 
新しい手法の開発と技術者の養成 
《課題》 
 
課題のひとつは、深さ140mの津軽海峡（つがるかいきょう）のさらに約100ｍ下を通
るトンネルの土壌調査（どじょうちょうさ）は前例がなく、全く未知の世界だったことで
す。1942年（昭和17年）には、「関門海底トンネル」が完成していましたが、その深さ
は45m程度でしたので、参考にはなりませんでした。また海外では、メキシコ湾（わ
ん）の海底油田の調査などの例はありましたが、津軽海峡とは自然条件が大きく異
なるため、これもほとんど参考にはなりませんでした。 
船で海底の岩石をかきとるドレッジ調査に加え、外国で用いられていた音波探査も
行い、さらには、潜水艇（せんすいてい）で海底を眼で確認するという地質調査によ
って、トンネル工事を行う上での地質上の問題点が明確になりました。 
 
「54kmの海底トンネルをどのようにしてほればよいのだろうか？」という課題もありま
した。その際に基本となった発想は、海底トンネルの「海底」の文字をなくせば、陸上
のトンネル技術をそのまま使えるというものでした。海底トンネルの上には無限の水
があります。工事中の浸水対策（しんすいたいさく）には、掘削（くっさく）に先立ってセ
メントなどを地ばんに注入して水を止める「注入工法」で工事を進めました。 
 
最大の課題は、現場で工事の技術的判断ができる専門技術者の養成でした。1965
年（昭和40年）に25名の技術者がいましたが、そのうち半分近くは新入社員でした。
言葉だけでは十分に伝えることはできません。「かなり長く続いたこの時期が、後の
出水事故などよりもくるしい時期だった。」と持田さんはいっています。技術者が直接
自然や機械にふれ、若い技術者と熟練した工事作業者とが役割をこえて共同で取り
組み、仕事をするなかで、おたがいに自信や信頼関係が生まれ、この課題を乗りき
ることができました。技術者と作業者が一しょに課題に取り組むことは、欧米（おうべ
い）ではみられない日本人ならではの特ちょうだと、持田さんは、その後の海外での
トンネル工事の経験を通じて実感したそうです。 
（「注入工法」をクリックするとトンネルを掘る順序の図にジャンプします） 
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すぐに使える技術はなかった 
《技術環境》 
 
深くて長い海底トンネルをつくることは、世界で初めてのことでした。調査をはじめた
ころをふり返って、持田さんはいいます。「日本人はこう思っていました。世界のどこ
かに何かあるはずだから、それを学んでくればいい、と。それが実際問題として、何
もなかったんです」 
 
地質調査では、外国で用いられていた音波探査の方法も用いられました。音波探査
とはスパーカーという装置で強いエネルギーの音波を海中に発信させて、海底面だ
けではなく海底下のいくつかの地層面からの反射波を、受信機で受信して地層の成
り立ちを調べる方法です。しかし、当時日本にこのような仕事を行う会社はなく、アメ
リカの油田コンサルタント会社に頼みました。アメリカ人が機械を持ってきて、測定
し、データを分せきします。当時のアメリカの人件費は高く、費用がかさんでしまった
そうです。それでデータの解せき法をけん命に覚え、自分たちで行うことにしました。
それまで海底の岩石を採集する調査で、海底面の地質の情報を良く知っていたこと
もあり、より正確な地層調査ができました。 
 
またトンネルに海水がもれるのを防ぐ「注入工法」という工事の方法も、材料選びか
ら始まりました。さまざまなものをためし、消去法（全ての候補から複数項目をチェッ
クし、ダメなものを消していき、最後に残ったものから選ぶ）で決めたといいます。そ
の材料の海底の土への注入方法も試行錯誤（しこうさくご）のくり返しを経て、決まっ
ていきました。地上での実験で、数百メートル向こうの家の庭から吹き出してしまった
り、線路が盛り上がってしまったという失敗もあったそうです。 
（「スパーカー」をクリックすると音波探査方法の図にジャンプします） 
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常に好奇心（こうきしん）を持つ 
《自分》 
 
持田さんは、小さな時から自然が大好きでした。進学した京都大学でも、自然に一番
近いと感じた地質学科を選びました。1954年（昭和29年）に大学を卒業した持田さん
は、国鉄（日本国有鉄道：現在のJRになる前の国営の会社）に入社します。国鉄を
選んだのは、好きな山登りへ行くのに旅行がしやすいと思ったから、だそうです。 
 
地質学科を卒業した専門家として、持田さんは、青函（せいかん）トンネル工事の地
質調査にかかわることになりました。海底の岩石を船で集める調査や、音波で海底
の様子を探る調査などで津軽海峡（つがるかいきょう）の海底を調べました。しかし、
いずれも船の上からの調査なので、持田さんには「本当に実態を把握（はあく）して
いるのだろうか？」という疑問が常につきまとっていたそうです。実際に自分の眼で
確かめてみたいという思いがつのった結果、潜水艇（せんすいてい）を持っている会
社を見つけ、実際に自分で海にもぐって海底をみることにしました。当時を振り返っ
て、持田さんは「もし自分の部下であったら、とても調べろとは命じられない危険な場
面もあったが、この目で確認したいという好き心の方が強く、不思議ときょうふ感はな
かった」といっています。これによって調査に自信が持て、工事を行う時の課題も明
確になりました。 
 
持田さんからのメッセージです。「物をつくるよろこびの基本は好き心です。好き心を
常に持ってほしい」。「使い捨てはよくない。点検や整備しながら使うことや、故障した
ものでも自分で修理してみることが大事。こういうことから好き心が育ってきます」。 
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いろいろ試（ため）して工夫（くふう）する 
《開発過程》 
 
●地質調査・1954年（昭和29年）～1963年（38年） 
新入社員の持田さんは、大学の地質学科を卒業した専門家としてこの調査にかか
わりました。ドレッジャーと呼ばれる大きなカゴ（図参照）を海底にしずめ、これを船で
引きずりながら直接岩石をかき取って採取する調査方法）や音波探査（強いエネル
ギーの音波を海中に発信させて、海底面だけではなく海底下の地層面からの反射
波を受信して地層の構成を調べる方法）、さらに潜水艇（せんすいてい）で海底を直
接みる調査などで津軽海峡（つがるかいきょう）の海底の地質の特長を調べました。 
海底での工事方法の検討も必要です。水が入りこんでくることの対策には、掘削る
（くっさく）に先立ってセメントなどを地ばんに注入して水を止める「注入工法」で工事
を進めました。このためにどんな材料が良いか、またどんな方法が良いかもいろいろ
実験してみて、最も良い方法を決めました。 
  
●試掘・1964年（昭和39年）～1970年（昭和45年) 
本工事に先だってのトンネル工事の開始です。トンネルの傾斜（けいしゃ）は最大で
1000分の20（水平に1000ｍ進んで20ｍを登る勾配（こうばい））、曲線半径は2500ｍ
と定められ、また、海底下のトンネルをほる深さは、100ｍに決められました。 
水平ボーリング（横に穴をほっていく作業）用に工事機械を工夫したり、トンネルをほ
った壁（かべ）が崩（くず）れないような工事技術の開発も行ないました。 
 
●本工事・1971年（昭和46年）～1985年（60年) 
試くつでの工ふうの結果、本工事では長さ2,150ｍという水平ボーリング（機械を使っ
て、下に曲がらないよう、横にまっすぐに穴をあける）の世界記録が作られました。 
 
また、東海道新幹線が開通し、盛岡までの東北新幹線が計画され、将来、北海道新
幹線として青函（せいかん）トンネルを新幹線が通ることも計画されたため、初めの
計画よりトンネルを大きくしました。また、高速で走る新幹線が通れるよう、トンネル
の最大傾斜（さいだいけいしゃ）が1000分の12（1000ｍ進んで12ｍ登る）にゆるやか
にされました。その結果、当初の計画より陸上部分のトンネルが17.5km長くなり、全
体で53.8kmになりました。 
 
トンネルの中には、トンネル内に水があふれてしまう事故も起きます。最大の事故
は、1976年（昭和51年）に発生しました。復旧工事に取りかかれる状きょうになった
のは、約50日間にわたる水との戦いの後でした。 
そして1985年（昭和60年）、ついにトンネルが貫通（かんつう）しました。 
 
（「図参照」をクリックするとドレッジャーの図にジャンプします） 
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世界最長の海底トンネルの完成 
《成果》 
 
1954年（昭和29年）の調査開始から、実に30年。1985年（昭和60年）に青函（せいか
ん）トンネルが貫通（かんつう）した後、1988年（昭和63年）３月13日、一番列車が青
函トンネルをくぐりぬけ、本州と北海道はついに陸路で結ばれました。世界で初めて
の長い海底トンネルは日本で、日本人の手によって完成しました。 
この功績によって、持田さんには、1985年（昭和60年）に「運輸大臣賞」が、1988年
（昭和63年）には「天皇賜杯（てんのうしはい）」と「科学技術功労者賞（科学技術長官
賞）」が授よされました。 
持田さんはこのプロジェクトの最初から最後までかかわり、成功にみちびいた人とし
て、“ミスター青函”とも呼ばれました。 
持田さんがモデルになった映画もつくられました。俳優の高倉健さんが主演した「海
峡（かいきょう）」という映画です。この映画は、青函トンネルが完成する前の1982年
（昭和57年）に東宝から公開されました。 
一方、工事中36人の方が事故でなくなりました。しかし当時は、1億円の工事では1
人の方がなくなるといわれていました。青函トンネルの工事は2000億円程度です。こ
の数のぎせい者にとどまったのは、安全への強い思いと安全対策の現れであったと
もいえます。工事の設計・計画、施工法（せこうほう）、実施（じっし）、この三つの段階
ごとに安全性がじゅう分に検討され、実施された結果でした。 
（「海峡（かいきょう）」をクリックすると映画紹介の画面にジャンプします） 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

百瀬孝夫 
 



 
プロフィール 百瀬孝夫（ももせ たかお） 
 
1932年（昭和 7年） 長野県豊科町に生まれる 
1956年（昭和31年） 東北大学農学部農芸化学科卒業 
1956年（昭和31年） 科薬抗生物質（かやくこうせいぶしつ）研究所入社 
1957年（昭和32年） 高性能真空凍結乾燥装置（こうせいのうしんくうとう 
    けつかんそうち）を共同製作、抗生物質コリスチン工業生産に成功 
1958年（昭和33年） 山印醸造（やまじるしじょうぞう）入社 
1961年（昭和36年） 食品用真空凍結乾燥装置（しょくひんようしんくうと 
    うけつかんそうそうち）開発、日本初の冷凍食品即席（そくせき） 
    みそ汁量産化に成功 
1967年（昭和42年） 大容量真空凍結乾燥装置（だいようりょうしんくうと 
    うけつそうち）開発、スナック麺の開発に寄与 
1977年（昭和52年） 即席水もどし餅（もち）商品化、スペースシャトル・ 
    エンデバーにも採用された 
 
百瀬孝夫（ももせたかお）さんは、入社してすぐに凍結乾燥技術（とうけつかんそうそ
うち）と出会ったことが一生を左右することになりました。製剤（せいざい）に必要な、
当時とても高価だった凍結乾燥装置を会社が買えなかったために、外国の文けんを
参考に自分でつくりあげた経験が貴重（きちょ）な知的財産（ちてきざいさん）となった
のです。 
その後、百瀬（ももせ）さんは食品大容量凍結乾燥装置（しょくひんだいようりょうとう
けつかんそうそうち）の開発に大きな実績をあげると共に、その装置を応用した独創
的（どくそうてき）な新食品、新素材（しんそざい）をつくり出しました。 
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宇宙食の開発 
 
凍結乾燥（とうけつかんそう）食品という言葉を知っていますか？ 
言葉は知らなくとも、きっとどこかで食べたことがあるはずです。 
ひょっとしたら、ほとんど毎日お世話になっているかも知れません。 
スナックめんや、そく席みそしるなど、今ではたくさんの凍結乾燥食品が作られてい
ます。 
 

凍結乾燥（とうけつかんそう）食品は、私たちの食たくに欠かせない食品となっている
だけでなく、宇宙飛行士の食事にまで使われています。 
この凍結乾燥（とうけつかんそう）食品をつくる技術を開発したのが、当時明治食品
にいた百瀬孝夫（ももせたかお）さんでした。1960年代前半のことです。 
 
 
《開発物語》 
冷凍乾燥の原理は宇宙食の技術だ 
 
百瀬（ももせ）さんは、1932年（昭和7年）、長野県松本市の近くのの豊科（とよしな）
町の商家の9人兄弟の末子として生まれました。尋常（じんじょう）小学校から松本第
一中学校（現松本深志高等学校）に進み、ここで学校の制度が変わり、高校までの6
年間過ごし、その間ずっと「博物会（はくぶつかい）」という生物研究班に属していまし
た。 
その後百瀬（ももせ）さんは東北大学農学部農芸化学科に進み、1956年（昭和31年）
大学を卒業しましたが、当時は就職難だったために、教授推せんで「科薬抗生物質
研究所（かやくこうせいぶしつけんきゅうしょ）」という医薬品会社に入社しました。 
ここで凍結乾燥（とうけつかんそう）技術（フリーズドライ技術）と出会ったことが、百瀬
（ももせ）さんの一生を左右することになりました。 
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当時、科薬抗生物質研究所では抗生物質（こうせいぶっしつ）「コリスチン」の商品化
に取りかかっていました。百瀬（ももせ）さんは入社してすぐに量産化のための精製
工程（せいせいこうてい）の責任者となったのですが、この精製工程に必要な凍結乾
燥装置（とうけつかんそうそうち）は、当時、研究用がやっと実用段階に入ったばかり
で、量産化には能力が小さすぎて、また大変高価でした。そこで百瀬（ももせ）さんは
会社の仲間とともに中古の別の機械を買ってきて、これを真空タンクに改造し、試行
錯誤（しこうさくご）の末に高性能の大容量凍結乾燥装置の開発に成功し、抗生物質
（こうせいぶっしつ）「コリスチン」の量産化に成功したのです。 
 
1958年（昭和33年）、百瀬（ももせ）さんは故郷の信州に帰り「山印醸造（やまじるしじ
ょうぞう）」という味噌（みそ）製造の会社に勤務することになりました。そして、そこ
で、最先端の抗生物質の研究の経験を生かして、「食品用大容量凍結乾燥装置（し
ょくひんようだいようりょうとうけつかんそうそうち）」を独力で開発し、1961年（昭和36
年）に、日本で初めて「そく席みそ汁」の量産化に成功しました。 
こうしてそれまでは1キロ数百万円の医薬品にしか用いられなかった高度な技術が、
食品の中でも最も安価な1キロ100円程度の味噌の乾燥に応用出来たことで、その
後の凍結乾燥食品（とうけつかんそうしょくひん）の開発にはずみがつき、1971年（昭
和46年）にはインスタントスナック麺（めん）が発売され、食品の多様化・インスタント
化が一気に進むことになりました。 
（凍結乾燥食品の原理に関しては、内容は専門的で難しいですが「日本エフディ株
式会社」のWeb Site「http://www.nihonfd.co.jp/」が参考になります。） 
 
凍結乾燥食品（とうけつかんそうしょくひん）の原理について少し説明します。 
真空凍結乾燥装置（しんくうとうけつかんそうそうち）は、食品をだいたい氷点下30度
以下で凍結（とうけつ）させ、これを真空の中で、凍結状態（とうけつじょうたい）のま
ま昇華脱水（しょうかだっすい）（※）する装置です。食品は凍結（とうけつ）したまま脱
水されるので成分の変質がおこりにくく、また凍結・脱水により小さな穴ができるため
に、湯または水で簡単にもどすことができます。 
 
※昇華脱水（しょうかだっすい）:難しい言葉ですが、氷は普通とけて水になり、さらに
加熱していくと、沸騰（ふっとう）して蒸気になります。ところが、真空状態で氷をあた
ためますと、水にならずに、大気中のドライアイスと同じように、いきなり蒸気になり
ます。このため、食品などを煮（に）て、味付けして、凍（こお）らせて、真空状態にし
て、あたためますと、凍（こおお）った形のままで水分のない乾燥食品（かんそうしょく
ひん）になります。 
液体（水）の段階がないために食品の質も変化せず、低温なので微生物（びせいぶ
つ）の働きをふせぐこともできます。 
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百瀬（ももせ）さんは、真空凍結乾燥装置を応用した新しい食品を数多く育てていま
す。まず1961年（昭和36年）に「インスタントみそ汁」を、1970年（昭和45年）にはわか
めやネギなどの「凍結乾燥ブロック食品」を、また1975年（昭和50年）には「そく席茶
づけ」を開発したほか、ユニークな「そく席水もどしもち」を開発しました。「そく席水も
どしもち」は、“純国産の新食品"として注目され、宇宙飛行士毛利さんがエンデバー
に持ちこんだほか、地震などのさいがい時の非常用保存食りょうとしても広く使われ
ています。 
 
百瀬（ももせ）さんは『チガイの創出こそが企業成長の原動力である。他社のものと
いかに差別化（さべつか）するか。いつも念頭にあるのはこのことばかりである。』と
言われます。 
しかしただ考え続けたら良いというものではありません。百瀬（ももせ）さんはブレイク
スルーの体験談をいくつかあげられています。 
1.逆境（ぎゃっきょう）におかれても決してくじけるな。 
2.一筋（ひとすじ）、きわめること 
3.行きづまったら、逆転の発想をしてみる 
4.現実のだ協点を見いだす 
5.見方を変えれば特許がとれることもある 
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「企業の原点は創造性であると思う」次代へのメッセージを語る百瀬（ももせ）さんか
らは、「完成」したという感動にひたる間もなく常に限りなく前進するのみである、とい
うねばり強い心意気が感じられます。 
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良き人材を集め、強い人間集団を結成（けっせい）する 
《周りの人々》 
 
百瀬（ももせ）さんは東北大学、農学部、農芸（のうげい）化学科の応用び生物教室
で植村定次郎（ていじろう）先生の指導を受けました。植村教室ではゼミ前にロシヤ
民ようをうたい教室の調和をはかっていました。 
 
百瀬（ももせ）さんは始めに入社した科薬抗生物質（かやくこうせいぶしつ）研究所
で、精製（せいせい）、製造の責任者として活やくしていたので必要な凍結乾燥装置
（とうけつかんそうそうち）を要望したのですが資金上購入できず、自力で凍結乾燥
装置（とうけつかんそうそうち）の開発に取り組む事になりました。工務部門の中津川
部長と共に試行錯誤（しこうさくご）して、実用できる凍結乾燥機（とうけつかんそうそ
き）を開発しました。 
 
郷里の山印醸造（やまじるしじょうぞう）（株）の研究室長として着任した百瀬（ももせ）
さんは、みその醸造装置（じょぞうそうち）の開発や改良を行い、中垣貞男（なかがき
さだお）社長にほめられ、支援を受け、大容量真空凍結乾燥機（だいようりょうしんく
うとうけつかんそうき）の開発を行い、みその乾燥を行うことができました。1958年
（昭和33年）、日清食品よりそく席味付「チキンラーメン」が発売され、凍結乾燥食品
の商品開発にはずみがかかりました。 
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不屈（ふくつ）の精神力 
《技術者とは》 
 
1.人は環境(かんきょう)によって育つ、逆境(ぎゃっきょう)もまた楽しみ。 
貧ぼうなベンチャー企業(きぎょう)に就職した事が幸いでやむなく「日本になけりゃ自
分でつくる」と知恵(ちえ)をしぼって、凍結乾燥装置(とうけつかんそうそうち)を自力で
つくる。逆境(ぎゃっきょう)は発想の源泉と思う。 
2.一筋にきわめる事。 
画期的な技術は、ちょっとした思いつきでは生まれない。一つの事を深く、深く追求
する。 
3.行きづまったら、逆転の発想をする。 
ヒノ木の成分は殺菌力(さっきんりょく)がある。ヒノキチオールが殺菌性があるが、金
属腐食性(きんぞくふしょくせい)もある。腐食させないためにはヒノキチオールを除
く。 
4.開発にはだ協も必要。 
抗生物質(こうせいぶっしつ)製造には用時溶解性(ようじようかいせい)が求められ
た。 
食品には復元(ふくげん)するには数分かけても良い、大容量装置は食品製造には
適することに着目。 
5.視点を変えれば特許が取れると考える。 
お茶づけに「そばの実」を配合しても特許にならない。「そばの実」を凍結乾燥すれば
復元性がある「そばの実」配合で特許になる。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

吉田庄一郎 
 



 
プロフィール 吉田庄一郎（よしだ しょういちろう） 
 
1932年（昭和7年） 東京都に生まれる 
1956年（昭和31年） 東京大学工学部精密機械工学科卒業 
1956年（昭和31年） 日本光学工業株式会社入社 
1960年（昭和35年） 36インチ反射天体望遠鏡の開発 
1964年（昭和39年） ルーリングエンジンの開発 
1980年（昭和55年） 半導体製造装置ステッパの開発 
 
吉田さんは、1956年にニコン（当時、日本光学工業）に入社しました。それから10数
年間は、反射天体望遠鏡の開発、ルーリングエンジン（回折格子製造装置）の開発
など、同社の主力分野であったカメラ部門とは異なる、どちらかと言えば日の当たら
ない部門で仕事をしました。 
この間、計測技術（ものを測る技術）、精密加工技術（細かいものを作る技術）などの
技術を蓄積しました。それらの技術を生かして吉田さんたちは、1978年に半導体の
大規模集積回路のLSIを製造するステッパと呼ばれる装置を開発しました。この装置
はその2年後には商品として売り出され、その後、吉田さんたちが開拓した半導体関
連機器分野は社内で売上げを伸ばし、今では、カメラや眼鏡レンズ分野と、互角か
それ以上の力でニコンを支えるようになりました。 
ステッパの開発は、日本の半導体製造装置産業の育成や、高集積化、高性能化の
進む半導体産業そのものの国際競争力強化にも大きく貢献しました。 
 

 
ルーリングエンジン 
プリズムのように光を分ける分光に使われるのが回折格子（かいせつこうし）と呼ば
れる装置です。回折格子はガラスなどに1mmの間に数千本の線を引いたもので、こ
の回折格子をつくるための装置がルーリングエンジンです。 
 
ステッパ 
半導体は、ウエハーというシリコンの単結しょうをうすく切ったものの上に、写真のよ
うに回路パターンを焼き付けて作ります。半導体は数ミリ角の大きさで、一枚のウエ
ハーの上に何十個も並べられ、ウエハーを少しずつ動かしながら一つずつ回路を焼
き付けてゆきます。このために精密な動きをくり返しながら回路パターンを焼き付け
る装置がステッパです。 
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コンピュータの性能を決める部品=ICを生産する装置をつくる 
 
IC（アイシー）って聞いたことありますよね。たくさんのとても小さな部品を配線でつな
いだ「集積回路」を指す英語「Integrated Circuit」の略称です。集積回路に使う部品
や材料は「半導体」と呼ばれる物質であるため、ICは「半導体」とも呼ばれます。 
ICは、コンピュータやテレビゲームはもちろん、皆さんの家にあるさまざま電気製品
のなかに入っています。ICの性能が向上すると、より速く計算できるようになったり、
いままでは覚えきれなかったことが記憶ができるようになったりして、それを使った製
品の性能も向上します。ICは、いわばコンピュータの頭脳にあたる、とても重要な部
品なのです。 
見た目はとても小さな部品ですが、この中には何と1ミリの中に1500本もの配線が書
かれているのです。一体、どうやってこの超精密な部品をつくるのでしょう 
 

 
日本で、このICをつくれる装置「ステッパ」を開発したのが、吉田庄一郎さんです。こ
の装置によって日本のIC半導体を使った産業は、国際的な競争力をつけることがで
きるようになりました。そして、吉田さんの会社のつくるステッパーは、やがて世界中
の60％を占め、世界で一番使われるようになりました。 
［LSIパターン図］ 
 
 
《開発物語》 
大きくみて、小さくつくる 
 
吉田さんが開発に成功した1980年頃、世界を相手にした競争をしなければならない
日本の産業の課題のひとつは、アメリカに大きく遅れをとった半導体の製造技術でし
た。この国をあげての課題に見事に応えたのが、吉田さんが開発した半導体製造装
置「ステッパ」です。日本製が登場した後、最初はリードしていたアメリカの会社が半
導体の生産を諦めてしまう程、優れた技術の結晶でした。 
でもこの技術力は最初から半導体の生産を目指して開発されたものではなく、いわ

                                                                 148



ばそれまでの努力の蓄積のたまものだったのです。 
 
「ニコンていう会社を知っている?」とお父さんやお兄さんに聞いてみると、「知ってる
よ。日本の有名な、カメラをつくっている会社だよ」と応えてくれるでしょう。でも、1956
年にニコンに入社した吉田さんは、主力のカメラ部門ではなく、望遠鏡をつくる部門
に配属されました。そして、何年も掛けて苦心して36インチ反射天体望遠鏡を完成さ
せました。 
1960年からはルーリングエンジンという機械の開発に従事しました。これは、回折格
子（かいせつこうし）という10センチ角ぐらいのガラス平面上にダイヤモンドで1ミクロ
ン（千分の1mm）程の間かくで細かい線を引いたものです。光源のスペクトル（色の
成分）を測るのに使われます。つくるのが、とても難しい装置です。吉田さんたちは、
これの開発を通じて、計測技術と超精密（ちょうせいみつ）な工作技術をマスターし、
「測れれば作れる」ということを体得しました。10年かかって2台のルーリングエンジン
が完成しました。 
けれども、吉田さんたちのつくってきた製品は特別な注文に応じてつくるもので、時
間がかかってもつくる台数が少ないため、会社の利益にはあまり貢献できませんで
した。今までにマスターした技術を使ってできる新しいことは何か、みんなで意見を
出し合いました。いろいろな機械も作ってみました。どれもいい機械でしたが、一杯
注文が来るような機械ではありませんでした。 
 
そのころ、半導体（IC）やLSIが注目されていました。半導体は電圧を変えると電気が
流れたり流れなくなったりする性質があります。この半導体を部品や回路につかった
のが集積回路IC(Integrated Circuit)で、ICより多くの部品組み込んだ大規模な集積
回路をLSI（Large Scale Integration）といいます。 
LSIはパソコンやけい帯電話やMDステレオ、電子レンジ、すい飯器、冷蔵庫、洗濯機
などさまざまな家電製品の他、自動車のエンジンの燃しょう制ぎょにも使われていま
す。LSIがマイコンやメモリという形で、さまざまなところに応用されるようになり、その
利用価値が認められるにつれて、半導体の集積度は上がっていきました。これまで
と同じ面積なのに、そこに組み込みたい電子回路が次第に複雑に、大規模になり、
トランジスタなどの部品や配線がどんどん小さく細くなっていきました。そして、それを
作るためには、緻密（ちみつ）な作業が行える装置が必要になりました。 
細かくて正確な仕事は、吉田さんたちの得意分野です。LSIを作る半導体製造装置
を開発することになりしました。ここで、これまでの経験と技術が活きたのです。顕微
鏡（けんびきょう）を使うと、目にはみえないくらいの小さいものでも見ることができま
すよね。吉田さんはそれを逆に使って「大きく見て、小さく作る」ことにしました。回路
の設計図をレンズで縮小して小さな部品に焼き付けるというやり方です。ルーリング
エンジンを作ったときに開発した精密な計測技術とニコン社内で開発を進めていた
印刷の機械に使うレンズつくる技術を組合わせて、回路を精密に焼き付ける装置を
つくることにしました。半導体の回路は非常に細かくて複雑なため、一度に全部の回
路を焼きつけず、少しずつずらしながら、1歩（ステップ：STEP）ずつ、焼き付けを繰り
返（リピート：REPEAT）します。ステップ・アンド・リピート方式なので、この縮小投影型
露光装置は「ステッパー」と呼ばれるようになりました。 
 

                                                                 149



 
1976年、通商産業省（現在の経済産業省）が、アメリカに追いつくための半導体のつ
くり方を研究するプロジェクトをスタートさせました。そのプロジェクトで、吉田さんたち
の考えた方法が取り上げられ、2年後の1978年には、念願の半導体製造装置ステッ
パー国産1号機を完成させることができました。1980年からは、吉田さんのいる会社
ニコンが、商品として世界に販売できるようになりました。そして、吉田さんのつくった
ステッパーは、会社の新しい事業として育ち、世界で一番使われるようになりました。 
 
参考図 
国産ステッパ第一号縮小投影型露光装置 NSR-1010G 
最新式の縮小投影型露光装置 
ステッパの原理図 
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一隅（いちぐう）を照らす 
《自分》 
 
第2次世界大戦末期に、対戦国の米英とくらべて科学技術の面で大きくおくれていた
日本は、文部省の指導で“特別科学組”を編成しました。そこには国中から理科と数
学の得意な小学6年生から中学3年生までが集められ、米英に対こうして英才教育
がほどこされました。吉田さんは、そこで小学6年生から1年半ほどの間、非常にかた
よった教育を受けました。『てっ底的に理数系の教育を受け、あとはその勢いでつっ
走ってきました。』と言われます。 
ニコンに入社した吉田さんは、会社の主力事業にたずわっていなかったため、いい
仕事はしているけれども利益に貢献（こうけん）していないという後ろめたさを感じて
いました。このままでは若い人にもインセンティブ（やる気）を与えることができない、
何かやらなければいけないとの思いから、自由に議論できる“光電センサー会議”と
いう場を提案しました。それから約2年半、業務外の時間を使って、これからの自分
たちの仕事はどういう方向でやったらよいかを大いに議論しました。 
ルーリングエンジン（回折格子（かいせつこうし）を作る装置・開発過程、技術環境に
説明があります。）を作っている過程で吉田さんをはじめとする技術者たちは、精密
工学の神髄（しんずい）はとにもかくにも計測からスタートするということ、すなわち
「測れれば作れること」を身をもって知りました。半導体製造装置ステッパの開発で
はユーザーの要望に耳をかたむけつつ、究極の姿と信ずるステップ・アンド・リピート
方式を目指しました。そんな吉田さんの座右の銘（めい）は「一隅を照らす」です。
‘Do your best（最善をつくせ）’ということです。 
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よき導き手（みちびきて）の存在 
《周りの人々》 
 
『精密工学は横割りの学科である。化学にも鉄鋼にも何にでも精密工学というのは
必要だ。できるだけ効率の高い技術を考えようというのが精密工学の本髄（ほんず
い・本来のめざすべきところ）だ。日本は資源のとぼしい国だから加工工業で生きて
いかなければいけないし、その主体は精密機械である。』という東京大学精密機械
工学科の主任教授大越諄先生のガイダンスは、東大教養学部から工学部精密機械
工学科へ進学し、計測技術者になった吉田さんを決定づける大きな要因でした。 
吉田さんが主宰（しゅさい）した“光電センサー会議”では、当時ニコンの主流であっ
たカメラ事業はいずれ成熟し、会社の屋台骨を支えていく事業であり続けることはで
きないであろうという共通認識に立って、ケンカのような議論が戦わされました。そこ
から、半導体関連機器開発に役立つ数々のシーズが産み出されることになったので
す。“光電センサー会議”に集まった光学屋、機械屋、電気屋といった技術者たち
は、吉田さんにとって、かけがえのないメンバーでした。 
また、知的で非常に礼ぎ正しい東京天文台や国立研究所、大学の先生方、ステッパ
の心臓部であるウルトラ・マイクロ・ニッコールレンズを開発した先ぱいである脇本氏
（故人）、古くからの友人であったGCA社社長も吉田さんに大きな影響（えいきょう）を
与えました。 
 

                                                                 152



 
和ではなくかけ算 
《開発過程》 
 
吉田さんの初仕事は、36インチ反射天体望遠鏡の設計でした。百パーセント自社で
完成させた天体望遠鏡を山の上にすえつけましたが、いざ測光のために分光をしよ
うという段になると回折格子（かいせつこうし）が必要となりました。当時、回折格子
は全て海外からの輸入品で、国産のものはありませんでした。回折格子というのは
10センチ角ぐらいのガラス平面上にダイヤモンドで１ミクロン程度の間かくで細かい
線を引いたもので、これを作る装置をルーリングエンジンといいます。このルーリング
エンジン国産化のプロジェクトを通して、吉田さんをはじめとする技術者たちは、超
（ちょう）精密加工技術と光電センサー技術をちく積していました。さらに、縮小投影
露光（しゅくしょうとうえいろこう）の心臓部は、吉田さんの先ぱいである脇本氏（故
人）が、ニコンの技術指導をしていた東大理学部小穴教授（脇本氏の恩師）の指導
の下で開発していたウルトラ・マイクロ・ニッコールレンズです。超精密加工技術、光
電センサー技術、そしてウルトラ・マイクロ・ニッコールレンズ、この三位一体（さんみ
いったい）によって半導体製造装置ステッパは完成したのです。 
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究極の姿の追求 
《課題》 
 
半導体素子は写真と同じような原理を使って、わずか5mm角ほどの大きさのところ
に何百万個ものトランジスタや配線などからなる電子回路を焼きつけて作ります。こ
のため、非常に精密な焼きつけ装置が求められます。ウエハをのせたステージにレ
ーザー干渉計（かんしょうけい）（計測器・技術環境に説明があります。）をつけてお
き、顕微鏡（けんびきょう）の投影レンズを逆にして縮小投影し、ワンピッチずつずら
しながら焼いていけば、非常に解像度の高いデバイス（半導体素子）ができます。し
かし、一度に露光（ろこう）できる領域はせまく、ウエハ全面に露光する（写真のネガ
に光をあててプリントを作るようなこと）には、ステップ・アンド・リピート方式を採用し
なければなりませんでした。しかし1970年代には、制御技術（せいぎょぎじゅつ）が未
熟だったので、その方式ではウエハ1枚を焼くのに時間がかかりすぎ、実用的であり
ませんでした。ところが、そのころ、アメリカでマイクロプロセッサが急激に進展し、デ
ジタルの位置決め制御技術が非常に進歩しました。これにより、非常に速く、位置決
め精度を保ちながら焼けるようになりました。これは一つの大きなブレークスルー（技
術上の大きな問題のとっ破）でした。 
さらに、解像度を落としても露光領域を増やしてほしいというメーカーの要望を入れ、
縮小倍率を10分の1から5分の1に引き下げ、そのかわり、露光領域も10mm角から
15mm角に変更した商用機は、先行していたアメリカのGCA社製ステッパより生産性
においてもすぐれたものになりました。ユーザーの要望にきめ細かく対応して満足度
を高めていくことが重要だったのです。精度の上でも、ルーリングエンジン開発時の
レーザー干渉計が搭載（とうさい）されており、これによりGCA社をしのぐことができま
した。 
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技術の蓄積（ちくせき） 
《成果》 
 
1976年にスタートした超LSI（大規模集積回路）研究開発プロジェクトの表向きの看板
は、アメリカの半導体技術に対こうして、電子ビーム（光の場合の光線と同じような意
味の電子からなる線で、物質の加工などに使う）の技術を使って半導体を作ろうとい
うことでした。しかし、プロジェクトリーダーの垂井さんは、電子ビームの研究とともに
露光装置（ろこうそうち）の研究開発も並行して進めることにし、1対1の投影光学系を
持った露光方式をキヤノンに、ステップ・アンド・リピート方式の縮小投影露光装置の
開発をニコンに委たくしました。そして、1980年に完成したニコンの商用ステッパは、
技術の優位性とユーザーの生産ラインに合わせたきめ細かい対応によって、日本の
メーカーから浸透（しんとう）していきました。超LSI技術研究組合ができたころ、アメリ
カではすでに商用機が市場に出始めていましたが、そのメーカーであるGCA社はレ
ンズの供給をニコンから受け、かつ、位置決めに関する技術は精度の点でニコンよ
りおとり、また、ユーザーの要望にこたえようとしなかったこともあって、最終的にステ
ッパ市場からはてっ退してしまいました。吉田さんたちの仕事は、日本の半導体製造
装置産業を育て、高集積化、高性能化の進む半導体産業そのものの国際競争力の
強化に大きく貢献（こうけん）しました。そうした功績により、吉田さんは、1984（昭和
59）年に科学技術庁長官賞、1991（平成3）年に藍綬褒章（しじゅほうしょう）を受章し
ています。 
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開発物語を中心としたストーリー部分 

吉田進 
 



 
プロフィール 吉田進（よしだ すすむ） 
 
1916年（大正5年） 富山県富山市に生まれる 
1945年（昭和20年） 東北帝国大学工学部電気工学科卒業 
1953年（昭和28年） 東京通信工業株式会社入社 
1964年（昭和39年） クロマトロンの開発に着手 
1967年（昭和42年） トリニトロン試作品完成 
1968年（昭和43年） トリニトロンカラーテレビ発売 
 
吉田進（よしだすすむ）さんは、東京通信工業（現在のソニー）に入社すると、半導体
製造技術を担当、マイクロテレビやカラーテレビの商品化にかかわりました。 
その後カラーテレビが登場すると、ソニーは米国RCA社からシャドーマスクのライセ
ンスを受けずに、独自の技術開発の道を選びました。しかし開発は進まず、一時は
プロジェクトが中止の内定にまで追いこまれました。 
そうした中で、吉田さんはそれまで3本だった電子銃（じゅう）を1本にし、3本の並列ビ
ームを出すこと、色選別を縦型のスダレのような機構で行うことを思いつき、この二
つのアイデアを柱としてトリニトロン方式を完成することができました。 
今日、各社のカラーテレビのほとんどがこの機構を使っています。 
トリニトロン方式は開発から30年以上たった今日でも、その真価を発揮しているので
す。 
 

 
電子銃（でんしじゅう） 
電子銃は電子を発射し、それを加速し、しょう点をしぼって打ちだす装置です。テレビ
に使われているブラウン管では、電子銃が電子の流れを作りだし、その電子が画面
の蛍光（けいこう）面に当たって、その部分を光らせています。ブラウン管はこの電子
の流れを偏向板（へんこうばん）という装置で向きを変えています。 
電子の流れは表からみて画面の左から右へ、上から下へと移動して画像をつくりだ
しています。 
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明るいカラーテレビを作りたい 
 

 
みなさんの家にはたいていカラーテレビがありますね。 
ブラウン管にうつる画面は明るく鮮明で、とても美しい色をしています。 
日本でブラウン管を作り始めたころ、その技術はほとんどアメリカから買っていまし
た。しかしカラーテレビ用ブラウン管は暗く不鮮明で満足できなかったのです。 
吉田さんはそんな技術をアメリカから買ってテレビを作ることに満足できませんでし
た。何とかして自分たちの力で明るく鮮明なカラーテレビを作りたい。 
こうして生まれたのがトリニトロン方式という日本独自の新しいカラーブラウン管方式
でした。 
 
 
《開発物語》 
半導体からマイクロテレビ、そしてカラーテレビへ 
 
ソニーは、アメリカで発明されて軍事用に利用されはじめたばかりのトランジスタを世
界で初めて大量生産することに成功し、半導体時代の幕（まく）をあけました。 
トランジスタは初めゲルマニュームを材料にしましたが、ソニーはよりハイパワーの
半導体を開発するために材料をシリコンにかえて大量生産に成功し、世界で初めて
オールトランジスタのポータブルテレビを商品化しました。ここで開発されたパワート
ランジスタは、家庭用の電気製品から自動車などあらゆるところに半導体の利用を
広げることになりました。 
当時はやっと白黒テレビが家庭で見られるようになり始めたころでしたが、ソニーは
半導体をさらに強力なものにしてカラーテレビを開発しようとしていました。ハイパワ
ー半導体の製造技術やマイクロテレビのブラウン管の開発を担当していた吉田さん
は、当時世界で最もエレクトロニクス技術の進んでいたアメリカに半導体の勉強に出
かけました。 
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何とかして「明るくて見やすいカラーテレビ」をつくろうとしてRCA社のサーノフ研究所
とカラーテレビを製造する工場を訪問しましたが、当時はまだ担当者も自信がなさそ
うでした。当然のことですが日本のほかのメーカーが使っていたRCAのシャドウマス
ク方式では充分ではありませんでした。もっと明るい方式が必要だったのです。 
シャドウマスク方式に限界を感じたソニーは、クロマトロン方式という新しく発明され
たテレビ技術のライセンスを受け、その開発に取り組みました。それが非常に困難な
プロジェクトの始まりだったのです。クロマトロン方式は明るかったのですが、大量に
生産するためにはたくさんの問題がありました。 
第一の問題は、細いステンレスのワイヤをスダレのようにせまい間かくで縦に張り、
そのすき間を電子ビームが通過して色を選別する「グリッド」という構造にありまし
た。 
さらに大きな問題は、「ランデング」不良という現象でした。電子銃（でんしじゅう）を出
た赤緑青の信号を持った電子ビームは、グリッドを通過し、そこで細くしぼられて、そ
れぞれが赤緑青の蛍光体（けいこうたい）に正しく着陸しなくてはなりません。そのた
めのガラスパネルに蛍光体を正しくつくることが難しかったのです。 
吉田さんは実験をしながらクロマトロンを改良しましたが、どうしても大量生産にあっ
た製品に仕上げることはできませんでした。電灯を消してもその前で本を読めるくら
い明るかったのですが、解像度（かいぞうど）が悪かったのです。解像度を一定にし
てどこまで明るくできるのかを考えなくてはいけなかったのです。 
そのころ、アメリカのGE社からポルタ・カラーというカラーブラウン管が発表されまし
た。それは、シャドウマスクを改良し、電子銃を3本水平に並べた方式でした。3本の
ビームがまとまっていっしょに動くように制御（せいぎょ）する部分が簡単になってい
て、吉田さんは衝撃（しょうげき）を受けました。 
ソニーのトップは、このライセンスを受けるべきだという方向にかたむいていきまし
た。しかし吉田さんは、今までのシャドウマスクよりレンズの小さな画質の悪いもので
は不十分だと思っていました。 
GEからライセンスの話があって間もなく、吉田さんは会社のトップから「あと一ヶ月半
の間に見通しが立たない場合にはカラーテレビの開発を打ち切る」という最終宣告を
受けました。 
 

 
開発グループを解散するという土たん場に追いこまれ、吉田さんは仲間になんと言
おうかと思いなやみました。 
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GEの電子銃の配列の簡単さと、クロマトロンのレンズの大きさの両方の利点をいか
した方式はどうだろうか？ 追いつめられた吉田さんは、それをとことん考えました。 
実験は白黒マイクロテレビのブラウン管を使って行いました。サイドのビームも、中
央のものと離れてフォーカスし、2つの輝く線となってクッキリと光りました、成功で
す。 
続いて二つ目の発明にも成功します。アパーチャーグリルと命名された色選別機構
で、シャドウマスクが丸い穴を何十万個も開けているのに対し、縦長（たてなが）のス
リットを開けてスダレのような形状をしたものです。 
この2つの発明を基本とした新方式にソニーはトリニトロンという名前をつけました
が、売上げ300億円の中小企業だったソニーは、その後の30年間で、トリニトロンの
関連売上げだけでも1兆円を超え、世界でナンバーワンのオーデオビジュアルの企
業にかけ上がって行ったのです。 
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子供のときからの粘（ねば）り強さ 
《自分》 
 
吉田進さんは、1912年（明治45年）、現在の富山県富山市に生まれました。そこは、
戦国時代の前田藩（はん）の頃から、鋳造技術（ちゅうぞうぎじゅつ）で有名な土地が
らでした。 
小学校のころは、体が弱く、病気もしましたが、学校はほとんど休むことなく、やがて
旧制高校から東北帝国（ていこく）大学へ進学しました。小学校の時、受けもちの先
生から、「放っておいても自分の好きなことをやっている非常に面白い子だ」と可愛
がられました。学校で絵をかいているうちに、周りが暗くなっても、一生けん命かきつ
づけ、みなが帰っても、仕上げるまで一人でやっていたそうです。先生が来て、早く
帰りなさいといわれるまで、何とか仕上げようとがん張ったと吉田さんは、回想してい
ます。ものごとを最後まで「じーと仕上げる」ねばり強さは、そのころからのものでし
た。 
吉田進さんは、技術系の兄のえいきょうもあり､東北大学の電気工学科に進みました
が、卒業すると先ぱいがいた東京無線電気という会社に就職しました。そこでは、レ
コードプレーヤ用のピックアップの開発設計を担当しました。ある時、ソニーの前身
の東京通信工業の社長の井深さんに、品川の駅前のレストランで紹介されました。
東京通信工業は、当時すでに品川の御殿山に工場をかまえていましたが地しんでも
あったらつぶれそうな、ちょっとかたむいた3階建ての木造で、実際につっかえ棒がし
てありました。 
東京通信工業への入社は、1953年、後に社長になる岩間和夫（いわまかずお）さん
が技術部長で、そこに配属となりました。ソニーは当時、日本で初めてテープレコー
ダを開発し、NHKなどのプロ用がつかうデンスケと呼ばれていたポータブル型を製造
し販売していましたが、いよいよ大衆向けの商品を開発することになり、吉田さん
は、低コストのインダクター・マイクの開発を担当しました。続いて、スピーカやレコー
ドプレーヤー用のピックアップの開発も手掛けました。ピックアップは、コンデンサ型
に直流バイアスをかける方式を開発して音い音質のものを開発し、これを改良して
高い信頼性を持った大衆用の商品ができました。そして、当時その半導体の開発責
任者となった、岩間さんに誘われ、吉田は1957年、半導体部門に異動になりました。 
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明るいカラーテレビの開発 
《テーマ》 
 
そのうち、ソニーはいよいよ、一ぱんの大勢の人が使えるような、安く、大量に生産
出来るトランジスタの開発を目指すことになりました。当時、トランジスタを発明したア
メリカは、軍隊用に使うために、高価な、真空管よりも衝撃（しょうげき）などに強い特
しゅ用とのデバイスとして半導体の開発に注力していました。しかし、ソニーは、井深
さんの思想のもと、あくまで大衆用への利用開発にこだわり、大量に生産することに
よって、安価にでき、その効果を社会に影響（えいきょう）できる大量消費型の製品に
応用することにこだわりました。井深さんは、大衆用のデバイスの開発には、アメリカ
が目指すものより高い技術力が必要であることを強調し、その開発を主張していまし
た。 
 
日本は、NTSC方式となりましたが、テレビの受信機であるテレビセットとそれを構成
するための重要な装置であるブラウン管の技術は、当時はまだ未成熟でした。井深
さんは、そこをブレークスルーしたいと思っていたのです。 
 
RCA社は、テレビ映像を撮影（さつえい）するためのテレビカメラの方式や、これを電
波に乗せて放送する方式、そして電波を受信して映像や音声を家庭で再現するテレ
ビ受信機の方式のシステム全体の技術を開発し、非常に広いはん囲の、非常に多く
の特許権を持っていました。 
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明るくてもボケない鮮明（せんめい）なテレビブラウン管の開発 
《課題》 
 
ソニーは、クロマトロンという新しく発明されたばかりのテレビのライセンスを受け、そ
の開発に取り組みました。それが、非常に困難なプロジェクトの始まりだったので
す。クロマトロンは、明るかったのですが、大量に生産するには問題が、数多くありま
した。 
 
まず、色選別の機構は、細いステンレスのワイヤをスダレのようにせまい間かくをも
って、縦に張り、そのすき間を電子ビームが通かするのですが、この「グリッド」という
色を選別する機構が難しかったのです。 
もっと大きな問題は、ランデング不良という現象でした。電子銃（でんしじゅう）をでた
赤緑青の信号を持った電子ビームは、グリッドを通かし、そこで細くしぼられて、それ
ぞれが赤緑青のけい光体に正しく着陸しなくてはならりません。そのためのガラスパ
ネルにけい光体を正しく形成するための方法が難しかったのです。 
 
クロマトロンは、何とか発売できましたが、どうしても、大量に生産するような製品に
仕上げることはできませんでした。電灯を消してもその前で本を読めるくらい明るい
が、解像度が悪くなってしまったし、作っても作っても赤字でした。 
技術担当専務の岩間さんは、方針を変えました。「単に明るいだけではだめだ。解像
度を一定にしてどこまで明るくできるのかを考えなくてはいけない。」 
 
国内でも、色々なカラーブラウン管の方式が発表されるようになり、新聞をにぎわせ
ました。マイクロテレビは、ソニーの売上げを飛やく的に大きくしましたが、トランジス
タで動かすことができるブラウン管のサイズは、なかなか大きくできず、そのころにな
ると、ソニーの成長は一段落し、低めい状態でした。 
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新しい開発型のプロジェクトマネジメント手法の開発と運営 
《開発過程》 
 
クロマトロンで苦しんで居た時、アメリカのGE社からポルタ・カラーというカラーブラウ
ン管が発表されました。それは、シャドウマスクを改良し電子銃（でんしじゅう）を3本
水平に並べた方式でした。 
GEのインライン型の電子銃の配列の簡単さと、クロマトロンのレンズの大きさの両方
の利点をいかした方式はどうなるのか?「インライン型に3つが並んでいるのは良い
が、直径がネック径の3分の1になってレンズのしぼる力が弱くなってしまっている。ビ
ームは横に一列に並んでいても良いが、レンズは1つにまとめて、ネック径一ぱいに
大きくできないか」と思いついた。専門家たちは、難しいと答えましたが、無理に実験
を頼みました。中央からのビームは主レンズの中心部に入ってくるから問題ないの
ですが、2つ目のサイドのビームは、斜めから入って来て、レンズの中心でぶつかり
合って相ごに反発することが考えられました。実験はすぐ白黒のマイクロテレビのブ
ラウン管を使っておこなわれました。サイドのビームも、中央のものとはなれてフォー
カスし、2つのかがやく線となってクッキリと光ったのです。後から考えてわかったこと
ですが、この実験は、まさにピッタリの所に、2つ目のビームガイドの穴を明けていた
のでした。この幸運がなければ、トリニトロンは生まれなかっただろうと、吉田さんは
回想しています。 
続いて2つめの発明がなされました。それは、アパーチャーグリルと命名された色選
別機構です。シャドウマスクが丸い穴を何十万個も開けているのに対し、トリニトロン
では、縦長のスリットを開けてスダレのような形状をしています。トリニトロンでは、こ
の2つの発明が基本となって大成功を収めたのです。クロマトロンでは、色選別機構
に苦しんだので、多種の方式が提案され、実験を重ねました。ちょうど、大日本スクリ
ーンという会社が、クロマトロンのワイヤーをエッチングしてつくったらどうかと提案を
してきました。悩んでいた大越さんは、このアイデアを採用して設計をしました。ピン
と上下に張られたアパチャーグリルの最もすぐれた点は、色ずれの許容差を大きく
かせいだことでした。アパーチャーグリルは、電子ビームの通か量をシャドウマスク
にくらべ33%改良しても、色ずれの許容差を大きくとることができました。そのため、画
面全体の色がなめらかに均一で、生産性が極めて高かったのです。 
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特許のライセンスにたよらないチャレンジ 
《技術環境》 
 
当時の日本は、通産省の指導で、7社がカラーテレビの共同開発組合を結成してい
ました。ソニーは､まだ小さく実績もなかったので、その仲間には入っていませんでし
た。当時世界はまだ、第二次大戦のあとの政治体制を色こく残しており、放送システ
ムをどんな仕組みのものを開発し採用するかは、国際的な政治問題でした。世界の
流れは、アメリカを中心とするのRCA社の開発しているNTSC方式があり、ヨーロッパ
は、ドイツのテレフンケン社が開発していたPAL方式をイギリスも採用を決め推進し
ており、一方では、フランスはソ連と組んでSECAM方式を開発し推進しようとしてい
ました。中国はSECAMではなく、PALを採用し、南米もヨウロッパの影響（えいきょう）
を受け全世界的にはPAL方式が優勢になっていました。アメリカのNTSC方式は、日
本や台湾、韓国、フィリッピンなどのアメリカの戦後の支配下にあった国で採用しても
らったに過ぎなかったのです。 
こうした中、日本政府の後おしも受け、日本の企業は、アメリカのRCA社から特許を
実施する権利やノウハウを教えてもらうのにライセンスを買いはじめていました。
RCA社は、テレビ映像を撮影（さつえい）するためのテレビカメラの方式や、これを電
波にのせて放送する方式、そして電波を受信して映像や音声を家庭で再現するテレ
ビ受信機の方式のシステム全体の技術を開発し、非常に広いはん囲の、非常に多く
の特許権を持っていました。 
日本は、NTSC方式となりましたが、テレビの受信機であるテレビセットとそれを構成
するための重要な装置であるブラウン管の技術は、当時はまだ未成熟でした。井深
さんは、そこをブレークスルーしたいと思っていたのです。 
当時シャドウマスクは、通産省の指導で、東芝と大日本印刷が開発を手がけ、生産
を立ち上げようとしていました。大日本スクリーンは、印刷の原器にあたるゲージな
どを一手に供給していましたが、シャドウマスクの生産には、立ちおくれていたので
す。 
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すぐれた専門家の集団 
《周りの人々》 
 
トリニトロンのプロジェクトの最大のひご者は、井深さんと、盛田さんでした。井深さん
がえがいた思想をいかにうまく実現するかが、吉田さんの役割であり、かれはプロヂ
ューサとして作品にしたと言えます。芝居（しばい）でもシナリオライターがいて台本
ができ、監督（かんとく）や俳優がそれぞれの役割にてっする。それを理解しまっとう
することが大切なのです。 
その半年くらい前から、岩間さんは全国の大学をまわって、優しゅうな学生を集めて
いていました。2～3年後には、のちにエサキダイオードという新しい半導体の開発で
ノーベル賞をもらった江崎玲於奈（えさきれおな）さんも入社してきました。ソニーは、
半導体の開発をするために、1954年、ベル研究所の親会社であったウエスタンエレ
クトリック社から、特許の基本ライセンスを受け、試作開発を進めていました。そして
翌年には、トランジスタラジオを開発発売していました。1957年には、塚本哲男（つか
もとてつお）さんなどによって、世界で初めてのゲルマと燐（りん）を使った高周波用
の成長型トランジスタが開発されました。 
1961年、ソニーの盛田昭夫さんと木原信敏（きはらのぶとし）さんは、アメリカのIRE
（現在のIEEE）のショウで、クロマトロンという方式のテレビ受信機を見て衝撃（しょう
げき）を受けました。これは、当時のRCA社が開発していたシャドウマスクとう方式の
受信機に比べ、5倍から6倍も明るかったのです。 
このクロマトロンという方式は、ノーベル物理学賞学者のローレンス博士が発明した
のですが、博士は休日など良く、仲間の嵯峨根遼吉（さがねりょうきち）博士と一しょ
に研究していたと言われています。嵯峨根博士は戦時中、日本でサイクロトロンの
研究をしていましたが、終戦になった時、アメリカは日本が原爆の製造をしていたと
疑い、実験装置を東京湾に沈め、すぐ、軍用機で嵯峨根博士をカルフォルニア大学
のバークレーに連れて行き、家族も貨物船でアメリカに連れて行きました。そこで
は、ローレンス博士がクロマトロンの研究もしていたのです。 
プロジェクトのために、大越明男（おおこしあきお）が係長から第一開発課長となり、
その下に宮岡千里（みやおかせんり）らが係長となり、岩間専務の指示で信頼性を
担当していた加藤善朗（かとうよしろお）も、加わって、後のトリニトロンプロジェクトの
中核が構成されました。 
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マルチメディア時代の主流技術 
《成果》 
 
マス・プロダクションによる大量流通、大量消費は、20世紀の特長と言えます。この
社会を特長づけたのは、カラーテレビという、人類にとって大きな影響（えいきょう）を
あたえたマスメデイアの誕生ではなかったかと思われます。人々は、そこに映しださ
れる消費文化にあこがれ、資本主義、市場主義をあこがれの対象として、支持し、目
指そうとしたといえます。 
この背景には、カラーテレビを、だれでもいつでも楽しめるような明るく、せん明な仕
組みとして、世界に初めてのユニークなブラウン管システムとしてのトリニトロンブラ
ウン管という装置を開発した吉田さんとその開発プロジェクトがあります。吉田さん
は、ソニー株式会社で、トリニトロンブラウン管に基礎を置いたカラーテレビ受像機の
システムを開発し、今日の他の方式のカラー受像機にも大きな影響を与えました。ト
リニトロンは、その後のあらゆるカラー受像システムが明るく、鮮明であるための基
準を与えることになったのです。そして、その主要なライバルであったシャドウマスク
方式も、トリニトロンの技術的アイデア群をフォローし、改善を続け、世界中の人々
が、いつでも、どんな環境（かんきょう）でも、テレビライフを楽しめるようになりまし
た。 
 
後年、シャドウマスク陣営は、ほぼ全てがこの方式をまねて、すだれ状のレンガマス
ク形状にしてくることになります。ソニーは、独自のアパーチャーグリル方式によっ
て、大日本スクリーンと共に、部品の構成や製法の特許権を確立していましたが、シ
ャドウマスクじん営は、RCA以外にも、シャドウマスクなどの部品の特許料をバーック
ビーメイヤーズなどに支払わなくては、輸出ができませんでした。アパーチャーグリ
ルは、劇的な効果をもたらしたのです。あれほど難しい点が多かったクロマトロンの
問題点を、全てクリアーしてくれたのです。そして、フレームでピント上下に張られた
ために、けい光面も円とう形になり、ソニーのクロマトロンからの特長も受けつがれま
した。画面の明るさと、すっきりしたせん明な映像、上下のふくらみのないすっきりし
たシリンドリカルで、一目でシャドウマスクと全く異なる独自の外見デザイン。そして、
何よりぶどまりの良い作りやすい構造でした。 
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